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アメニティーフォーラム１９ ご案内
お申し込みの際にお読みください。

１．開催日程・参加費・研修会場について

１０時30分受付開始・12時15分開演 12時◆会 期 ～２０１５年２月６日(金） ２月８日（日）

◆参加費 （資料代４，０００円含む）お一人様 ２０，０００円

＊３日間の共通価格です。１日ごとの価格の設定はございません。

◆会 場 （大津市におの浜４－７－７）大津プリンスホテル 「コンベンションホール淡海」

２．宿泊のご案内

１）宿泊先 大津プリンスホテル

事務局では、フォーラム会場と同会場の「大津プリンスホテル」をご用意します。

事務局では、大津プリンスホテル以外の斡旋はいたしておりません。予めご了承ください。

２）宿泊料金

宿泊料金は、フォーラム会期中【２０１４年２月５日（木）前泊分～２月７日（土）泊分】の設定です。

ご希望の方は、別紙「参加申込書」の宿泊に関する欄にご記入ください。

*代金は、税金・サービス料を含む、お一人様あたりの金額です。

*すべて１泊朝食付の価格です。

部屋タイプ 料金 （A／Bの違いについて）申込記号

１名１室利用A １９，０００円 A･･･改装済み１－A

１名１室利用B １８，０００円 B･･･改装前です１－B

２－A２名１室利用A １１，０００円

２－B２名１室利用B １０，０００円

３３名１室利用 ８，０００円

４４名１室利用 ７，５００円

５５名和室利用 ８，０００円

●１名１室利用は、ダブルルームか、ツインの洋室をお一人でご利用いただくとお考えください。

●バリアフリールームは、数に限りがございます。設定の客室が一杯になった場合は、通常の部屋タ

イプをご案内しますので、あらかじめ了承願います。

●部屋割りは、申込先着順にて行いますが、客室が一杯になった場合は、ご希望以外の部屋タイプ

になる場合がございます。

●１名様のお申し込みで、「２名１室利用」をお申し込みの場合は、「同室希望者なし」と明記くださ

い。同室者の選定は事務局で調整させていただきます。喫煙希望等同じ条件の方がおられない

場合には、「１名１室利用」への変更をお願いする場合があります。あからじめご了承ください。

「３名１室利用」「４名１室利用」「５名和室利用」は、ご友人同士、お知り合い同士等、グループ●

内で事前に調整のうえ申込くださいますように、ご協力をお願いいたします。

●「３名１室利用」｢４名１室利用」は、「２名１室利用」の洋室に、エキストラベッドを配しての使用と

なります。部屋の大きさは、１名利用・２名利用の部屋と同じとお考えください。

３．交流会について（予約制）

期 日 ２０１５年２月７日（土） 19時10分以降～21時頃まで
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場 所 大津プリンスホテル本館３階 プリンスホール

費 用 １０，０００円 （立食・ブュッフェ方式の食事会）

※参加ご希望の方は、申込書「交流会」欄に○印をおつけください。

４．会期中の食事の申込について（予約制）

内 容 ２０１５年２月６日（金）18時50分～ 夕食（２，７００円：洋定食）

２月７日（土）12時～ 昼食（１，８００円：和風弁当）

場 所 両日とも、大津プリンスホテル本館３階 プリンスホール

※ご希望の方は、申込書欄の 2月6日（金）夕食欄、2月7日（土）昼食欄に○印をご記入ください。

●なお会場周辺には、徒歩10分～20分程度、出かけていただくと飲食店がございます。

ホテル内には、売店（24時間営業）・喫茶・レストラン等ございますが、混み合うことがございます。

５．講義の選択・コースの選択について

●期間中、時間帯により分科会形式での講義になります。

会場設営の参考にいたしますので、開催要綱および、４ページの「プログラム選択 選択番号一覧●

表」から、希望の講義の記号をご記入ください。なお、当日の変更は可能です。

６．事前に申込の必要な講義について

定員１００名に●２月８日（日） 9時～12時の「Ｆ４」の講義につきましては、事前の申込が必要です。

ので、あらかじめご了承ください。 での受付といた達しましたら、お受けすることができません 先着順

します。

ご希望の方は、参加申込書の２月８日(日)の講義選択欄に「Ｆ４」と明記ください。●

７．申込手続きのご案内

＊お電話のみでのお申し込み･変更につきましては、誤手配を防ぐためにご遠慮願います。

【申込方法】

・参加申込、宿泊、食事、交流会、受講内容の選択について、別紙「参加申込書」にご記入の上、

FAXまたは郵送にてお申し込みください。また、「参加申込書」は、必ず控えをお取り置きください。

変更手続きの際に必要です。

【申込の確認】

「申込内容確認書兼請・事務局にて、｢参加申込書」を受け付けた後、お申し込みの内容に基づき、

求書」 FAX FAXをお持ちでない方には、郵送いたします。を発行し、 にて返信いたします。

【費用の納入】

・費用の納入先は、｢申込内容確認書兼請求書」にてお知らせします。ご入金を確認後「 」を受講票

郵送 「受講票」は、当日必ず受付にご持参ください。発行し、 いたします。

【申込締切】

・２０１５年２月２日（月）を締め切りとします。

なお、締め切りまでに定員に達した場合には、その時点で締め切らせていただきます。

【申込内容の取り消しについて】

申込内容の取り消しは、２月２日（月）までとします。 ２月３日（火）以降の取り消しにつきましては、・

参加費の返金は行いませんので予めご了承ください。

また、フォーラム当日の欠席の場合も、参加費の返金はいたしません。ただし、フォーラム終了後に

｢受講票」を事務局に送付いただければ資料を送付いたします。
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【申込内容の変更について】

・申込内容の変更は随時受け付けますが、宿泊部屋タイプ・宿泊者の変更は早めにお知らせくださ

い。開催日直前の変更は、希望通りの変更ができない場合があります。予めご了承ください。

８．同時開催企画について

今回も、同会場にて同時開催企画があります。

ふるってご参加ください。フォーラムに参加される方は、入場が無料です。

●同時開催企画１ びわこアメニティーバリアフリー映画祭２０１５（シアタートークあり）

◆会 期 ２月６日（金）～８日(日) ※初回は2月6日の12時開場、12時30分開演

◆会 場 大津プリンスホテル 本館２階｢比良」

●同時開催企画２ アール・ブリュット ユートピアの創造主たち

◆会 期 ２月６日（金）～８日(日) ※9時から開始します

◆会 場 大津プリンスホテル コンベンションホール淡海

※特別講演やギャラリートーク、関連イベント等の案内は、別紙チラシもご覧ください。

９．会場へのアクセス

*交通のご案内* 詳しくは、「大津プリンスホテル：ホームページ：アクセス」をご参考ください。

【電車をご利用の場合】

●JR大津駅から無料シャトルバスで平常時約１０分。*フォーラム期間中は、臨時便の予定あり。

●JR大津駅からバスで１２分（なぎさ公園線･有料）、タクシーで平常時約１０分。

【車をご利用の場合】

会場の大津プリンスホテルは、駐車場あり。宿泊者以外も利用可。（無料駐車券を配布します）

●名神高速道路大津I.Cより３．７㎞（平常時１０分程度）

●京滋バイパス石山I.Cから４２２号経由で６．９㎞（平常時１５分程度）

【航空機をご利用の場合】

●大阪国際空港から新大阪駅（バス）経由東海道本線（琵琶湖線）大津駅まで６５分。

●関西国際空港から阪和線・環状線・東海道線（特急）京都駅経由･東海道本線（琵琶湖線）

大津駅まで９５分。

１０．個人情報の取り扱いについて

アメニティーフォーラム実行委員会事務局では、プライバシーの尊重と保護の重要性を認識し、個

人情報を厳正かつ厳重に管理いたします。個人情報につきましては、フォーラムのお申し込み事項

の履行やその後の管理、次回以降の案内の送付以外には利用いたしません。

１１．お申し込み・お問い合わせ先

アメニティーフォーラム実行委員会事務局
〒520-3202 滋賀県湖南市西峰町１－１

TEL：０７４８－７５－８２１０ ／ FAX：０７４８－７５－８２７０ （FAX24時間受付）

月曜～金曜 ９：３０～１７：００ *土曜･日曜・祝日は休業（12/27～1/4は休業）



■ 2月6日(金）

時間帯

障害者の社会参加と差別解消、これから期待すること～対応要領・対応指針（ガイドライン）も含めて～

諸外国と比較して、日本の福祉の水準を検証する。

これからの福祉を支える人材を、どのように確保して育てるのか

【行動障害のある人と関わることが苦手な職員のための連続講座Ⅰ】

　・行動障害の背景にあるもの

高齢障害者の安心した地域での暮らしを考える！

　　　　～居宅系のサービスを全部見直す・何を削って何処を厚くするか～

【行動障害のある人と関わることが苦手な職員のための連続講座Ⅱ】

■ 2月7日(土）

時間帯

　　　　～より良い福祉サービス、より良い働き方のために～

今後の我が国の障害福祉行政の行方

世界遺産・芸術文化・アール・ブリュット

　発達障害者への支援スキルを高めよう　～ペアレントトレーニングから本人支援まで～

　①家族支援のスキルアップコース

　②成人期の支援スキルアップコース

議論を進める！精神病床転換構想～理想と現実の狭間で、新しい取り組みを～

【パフォーマンス×トーク・セッション】ダンス・パーカッション　～身体と音が出会うとき～

【ミュージックコラボ２０１５＠アメニティーフォーラム】　音楽で生きている

■ 2月8日(日）

時間帯

 新しい社会のモデルを提起する
  増える老人・減る若者　～その増減のハザマで、私たちにできることを語り合う～

　社会的弱者が輝く社会に！　～子どもが増えて、老人になっても安心できる社会を～

　「新しい社会のモデルを提起する」こと

【人と暮らしを支えるために】

　　　～障害のある人も、認知症の人も、難病の人も、がんの人も、いつまでも元気な人でも、住み慣れたり、住んでみたい地域での暮らしを描くには？～

【顕在化した福祉ニーズを知る】

　さらに、引きこもりの実態に迫る　～高齢化が進む事実を知り対応策を考える～

   記憶の宝庫としての福祉現場　～利用者の人生物語～

 　 自分の身体と感情の管理

14:15～19:15

Ａ１

Ａ２
　・行動障害の重たい人の抱える諸課題

　・行動上の問題を整理してみる

　・環境へのアプローチ　～構造化とコミュニケーション～

先輩！地域福祉は本当に実現するのですか？

　　　　～この人達の実践を改めて学び、何故、動いたのかを知る～

Ｂ４ 　・医療と福祉の連携　～医療をどう活かすか～

　・「強度行動障害」にアプローチするということ

Ｂ３

Ｂ２

選択記号

プログラム選択　選択番号一覧表（26.11)

会場設営の参考にいたします。事前のプログラム選択にご協力ください。

*尚、当日の変更は可能ですが席が準備できない場合があります。F4は事前申し込みのみです。

選択記号 講義タイトル

Ｃ１

全国地域生活支援ネットワークから報酬の改定に対する提案を行います。

伸び続ける社会保障の費用、持続可能とするために　～国民の負担と給付の効率～

社会福祉法人改革！～課税か非課税か、透明性と公益性の具体像を～

C２-①

誰もが地域で暮らす時代に、ポジティブなユートピアを求めて！

　　　　　　　　～全国から「地域で元気」な取り組みをご紹介します～

Ｅ２
【相談支援セッション】　計画相談が進んでいない市町村とその処方箋～国は緊急的な対応を出したが～

・厚生労働省は現実をどう評価し、どう対応するのか

・徹底討論　3年間何をやっていたのか　～達成率の高い地域・低い地域、何がそうさせたのか～

Ｅ３

21:20～

Ｅ１

小室　等コンサート　「ほほえむちから」

選択記号 講義タイトル

【発達障害へのアプローチ】

C２-②

講義タイトル

   私が生きる場所・地域に住まう　

　「人と暮らしを支えるために」のまとめ

　※F４のみ
講義のはじまりは、

9:00～です
Ｆ４

【末安民生ゼミナール】
  疲れと回復　ー人に接する仕事を続けるために

  　自分らしさを磨く　─アロマの効用と活用

  　より良い睡眠のための準備と実際

8:30～
終了まで

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３
  障害者の虐待事例から見えてきたもの～現場の支援力を高めることが必要です～

  引きこもりの実態を報告！　～10年に渡る継続した調査からみえてきたもの～

  「顕在化した福祉ニーズを知る」から考えること

21：00～

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

17:30～19:10

8：00～12:00

　C2の方は、
※①・②
どちらかの

コースを必ず
お選びください。

Ｂ１
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