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アメニティーフォーラム１９ 同時開催企画	 
全国の地域生活支援の取組み	 +	 福祉人材の求人スタイル	 

 開催要綱	 
	 

２０１４年１１月	 

１．日	 時	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

２０１５（平成２７）年 ２月６日(金) ～８日(日)	 
２．会	 場	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 大津プリンスホテル 「コンベンションホール淡海」 ２Ｆロビー	 
    ※出店場所については、事務局で指定させていただきます。	 
３．開催目的・内容	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 フォーラム参加者への取り組みの紹介、報告集などの販売や解説を通じ、参加者へ

の情報交換の機会を設ける。	 

	 ※今回は、求人スタイルや人材確保の取り組みについても、併せて紹介してください。	 

４．募集団体	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

障がいのあるなしに関わらず、地域において生活支援などの支援サービスを展開す

る事業所・団体。ケアホームでの暮らしの支援やお年寄りやこどもたちへの支援サー

ビスも可。	 

社会福祉法人・ＮＰＯ法人・株式会社等、経営・運営の形態を問わず、また介護サ

ービスに   限定しません。多様な業種からの参加も募集します。	 
 	 
５．出店定員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 先着３０団体（１団体１ブースとさせていただきます。）	 

	 

６．参加申し込み方法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

下記の書類を事務局までご送付下さい。資料到着後、事務局よりご連絡を差し上げます。	 

	 

	 

  	 
	 

 	 
	 

	 

 ①  アメニティーフォーラム１９  ポスターセッション参加申込用紙	 
 ②  事業所・団体の概要がわかるもの（パンフレット、サービス利用
説明書など）	 

 ③  求人スタイルや人材確保の取り組みがわかるもの	 
	 

	 参加申込用紙にて、団体・事業所の事業展開についてお知らせいただきます。	 

	 ホームページ等で概要がわかる場合には、参考にさせていただきます。	 

	 ホームページの開設をされていない場合には、必ず郵送で資料をお送りください。	 

	 	 

７．出店締切                                                     	 
２０１５（平成２７)年 １月１５日（木）	 
但し、締め切りまでに、定員数に達した場合はお断りいたします。	 

８．出店費用	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

１団体一律  ￥７，０００	 （ブース設置費用：展示パネル使用料の一部として）	 

	 

９．その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 ■出店担当者のフォーラム参加費用について	 	 
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	 ポスターセッション担当者の方、１名分の参加費（￥２０，０００）は免除とし、

実行委員会側   で負担させていただきます。	 
	  	 ※宿泊費・交通費・昼食・夕食代・交流会参加費は各自の負担となります。	 
	 

１０．出店について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

①出店形態	 

１事業所・団体につき１ブース使用。	 ブースには、下記の展示備品をご用意します。	 

展示ボード	 

	 

	 

H180㎝×W180㎝	 
 ※掲示方法は、テープのみ可	 
画鋲不可	 

   	 １台	 
	 

	 

 展示台	 H70㎝× W180㎝×90㎝	      １台	 
	 	 	 ※展示の準備・ディスプレイは各団体で準備していただきます。  	 
 	 	  ※ポスターセッション会場の様子 ↓	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
                                            	 
                                                            ←	 パネル	 
	 

	 

                                                                        
   	 
                                                 	 
                                                          	  ←	 机	 
	 

	 

②販売・収益の取り扱い                                                       	 
 販売物（資料・報告書など）の内容や価格は各事業所・団体で自由に設定してくださ
い。販売収益は全額参加団体の収益となります。	 

	 

③開店時間	 

2/ 6（金）	 10:00搬入開始可～19:00	  ※19時以降は自由閉店	 
2/ 7（土）	 8:00～19:00              ※19時以降は自由閉店	 
2/ 8（日）	 8:00～10:00              ※10時以降、搬出可	 

	 	 ・開店時間中の、開店・閉店は参加団体にお任せ致します。	 

  	 	 ・担当者の方の、休憩／食事などは、各自でご判断ください。	 
	 	 ・閉店時は、展示台を覆うクロスを準備致します。	 

	 	 ・貴重品・売上金などの管理は、各団体で行ってください。	 

・	 各ブースでは、基本的に有人での販売を行っていただきますようお願いいた	 

します。	 

１１．お問い合わせ・申し込み先	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

全国地域生活支援ネットワーク	 ポスターセッション係	 

〒943-0834	 新潟県上越市西城町2-10-25-307	 

Phone:	 025-530-7260	 	 	 Fax:	 025-530-7261	 

メール：shien.net.japan@gmail.com（担当：片桐）	 


