
第 11 回日本グループホーム学会福島大会開催要綱 

｢見つめ直そう福島から

地域で生きるということを｣ 
～東北の仲間に逢いにきてくだされ～

東日本大震災そして、福島第一原子力発電所事故から 3 年を迎えようとして

います。特に福島は放射能汚染の問題で地域社会が壊滅的な状況に陥りました。 
絶え間ない余震や風評被害そして避難民など課題は山積みです。

それでも福島に留まり、福島に夢を描こうとしている今の現状を知っていた

だきながら、どんな状況でも個人の権利が損なわれない支援はどうあるべきか

を、グループホームでの地域生活のあり方を通して一緒に学び深めていただき

たいと思います。

主催：障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 

共催：日本グループホーム学会福島大会実行委員会 

後援：福島県、郡山市(予定) 

日   時：２０１４年６月２１日（土）〜２２日（日） 

定   員：６００名 

参 加 費：会員５，０００円 非会員８，０００円 

懇親会費：６，０００円 

会 場：郡山女子大学 建学記念講堂大ホール他 

福島県郡山市開成三丁目 25 番 2 号 

問い合わせ先 

第 11 回日本グループホーム学会福島大会実行委員会事務局 

連絡先   − −０２４ ９４１ ０５７０ 

（社会福祉法人ほっと福祉記念会 地域生活支援センターふっとわーく内） 
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大会プログラム(１日目) 

2014 年 6 月 21 日（土）    

会場：郡山女子大学 建学記念講堂大ホール 

■10：40～11：40  

２０１４年度日本グループホーム学会総会 

■12：40～13：00  

オープニングセレモニー 

■13：00～13：15  

開会あいさつ 

■13：15～14：00 

基調講演 第 1 部「福島の今を生きる」 

講  師：桜井 勝延氏（南相馬市長）  

■14：00～14：45 

      第 2 部～桜井市長を囲んで～ 

パネラー 

     ■山田  優氏（福島県被災地における障害福祉サービス基盤 

                整備事業アドバイザー派遣事業） 

            ■池田 雅之氏（調整中） 

         ■14：45～15：00   ～休   憩～ 

 

■15：00～17：15  
シンポジウムⅠ  

「障害があっても、なくても震災後の東北で暮らすを考える」 

           (当事者の声〜学ぶ) 

 シンポジスト 

■吉田 茂士氏 ■（岩手県調整中）■鈴木 幹夫氏 

■佐川 尚史氏 ■長谷山直行氏（よろずやたきの会） 

コーディネーター いわき福音協会 法人本部事業部長 本田 隆光氏 

 

■１７：１５ 閉 会 

■１８：３０～２０：３０ 

 懇 親 会(郡山ビューホテルアネックス ４階 花勝見) 

＊ナイトセッションは、 

会場が移動になります。郡山ビューホテルアネックス ３階 霊水峰 

■２０：３０～２２：３０ 

 ナイトセッション～福島を語る～ 

 コーディネーター  

社会福祉法人安積愛育園 

ディレクター 村上 実氏 



募集要項 

 

■宿泊プランのご案内  

JTB 東北が大会参加に便利な宿泊プランのご案内をさせて頂きます。多数のお申込みをお待ち申し上げ

ます。 

 

■ご宿泊施設のご案内  

この宿泊プランは当社の企画・実施する募集型企画旅行にてご用意させていただきました。 

◆宿泊設定日：2014 年 6 月 20 日（金）、21 日（土）、22 日（日） 3 泊 

◆下記旅行代金は一泊朝食付・サービス料・税金込みのお１人様あたりの料金です。 

◆添乗員：この旅行では、添乗員は同行致しません。お客様に旅行サービスの提供を受けるために必要 

 な確認書類をお渡しいたしますので、お手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 

◆最少催行人員：１名様 

◆ご希望の施設が満室の場合は、代案の施設をご提示させて頂きます。 

◆宿泊プランの行程 

日次 行程 食事条件 

１日目  （交通はお客様負担） → 各宿泊施設  朝× 昼× 夕 × 

２日目 各宿泊施設 → （交通はお客様負担） 朝○ 昼× 夕 × 

 
■お申込方法  

所定の宿泊申込書に必要事項をご記入のうえ、申し込み先へ FAX にてお申込み下さい。 

 

■お申込代金・お支払方法  

お支払はすべて「銀行振込」となります。お振込先の口座情報は宿泊申込書にご記入頂きましたご住所

へお送り致します請求書へ記載させて頂きます。なお、振込手数料は申込者様負担とさせて頂きますの

で、予めご了承下さいませ。 

■オプショナルツアーのご案内 

◆ツアー設定日：2014 年 6 月 22 日（日） 
◆ツアーは下記の 2 コースご用意しております。 
 A コース：会津若松観光 
 日程 
郡山女子大学（13：00 発）＝＝＝＝（車中お弁当）＝＝＝＝ ●鶴ヶ城（90 分）＝＝＝＝ 
＝＝＝＝＝●はじまりの美術館（30 分）＝＝＝＝＝郡山駅（18：10 着） 
 
Ｂコース：南相馬被災地視察 
日程 
郡山女子大学（13：00 発）＝＝＝＝（車中お弁当）＝＝＝＝◎道の駅南相馬（15 分）＝＝＝＝ 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝○語り部ガイドがバス乗車し、被災地視察へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
＝＝＝＝＝＝●南相馬市立博物館（30 分＝＝＝＝＝＝＝＝ 郡山駅（19：30 着） 

  
 ※途中の道路状況等により到着時間が変更になる場合がございます。 



ご旅行代金： A コース４，９００円（税込） 
        B コース４，２００円（税込） 
※記号は次のことを表しています。 ●入場 ◎下車 〇車窓 
※全行程、貸切バス（バスガイド付）での移動となります。 
※集合：郡山女子大学 12 時 50 分 
※食事：朝食（×）、昼食（〇）、夕食（×） 
※郡山女子大学より全行程 1 名同行致します。 
※募集人員：40 名様（最少催行人員 30 名様） 
※お申込方法：宿泊申込書に必要事項をご記入のうえ、申し込み先へ FAX にてお申込み下さい。 
※お支払方法：お支払はすべて銀行振込となります。お振込先の口座情報は申込書にご記入頂き 

ましたご住所へお送り致します請求書へ記載させて頂きます。なお、振込手数料 
は申込者様負担とさせて頂きますので、予めご了承下さいませ。 

※バスのお座席指定はお受け出来ませんので、予めご了承願います。 
 
■旅行条件書  

●募集型企画旅行契約 

この旅行は㈱JTB東北法人営業郡山支店（郡山市中町 10-14 観光庁長官登録旅行業第 1573号。以下

「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約

（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しす

る旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部に

よります。 

●旅行のお申込み及び契約成立 

⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行

代金お支払いの際に差し引かせて頂きます。 

⑵ファクシミリでのお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込

書の提出と申込金の支払をして頂きます。 

⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 

⑷お申込金（おひとり）旅行代金の２０％ 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13日目にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当

社が指定する期日までに）お支払下さい。 

●特別補償 

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行

約款別紙特別保証規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によ

り、その身体、生命又は手荷物上に被った一定に損害について、以下の金額の範囲において、補償金又

は見舞金を支払います。 

・死亡保障金：1500万円  ・入院見舞金：2～20万円  ・通院見舞金：１～5万円 

・携行品損害補償金：お客様 1名につき～15万円（但し、補償対象品 1個あたり 10万円を限度とする） 

●国内旅行保険への加入について 

旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故

の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費・



ご旅行代金： A コース４，９００円（税込） 
        B コース４，２００円（税込） 
※記号は次のことを表しています。 ●入場 ◎下車 〇車窓 
※全行程、貸切バス（バスガイド付）での移動となります。 
※集合：郡山女子大学 12 時 50 分 
※食事：朝食（×）、昼食（〇）、夕食（×） 
※郡山女子大学より全行程 1 名同行致します。 
※募集人員：40 名様（最少催行人員 30 名様） 
※お申込方法：宿泊申込書に必要事項をご記入のうえ、申し込み先へ FAX にてお申込み下さい。 
※お支払方法：お支払はすべて銀行振込となります。お振込先の口座情報は申込書にご記入頂き 

ましたご住所へお送り致します請求書へ記載させて頂きます。なお、振込手数料 
は申込者様負担とさせて頂きますので、予めご了承下さいませ。 

※バスのお座席指定はお受け出来ませんので、予めご了承願います。 
 
■旅行条件書  

●募集型企画旅行契約 

この旅行は㈱JTB東北法人営業郡山支店（郡山市中町 10-14 観光庁長官登録旅行業第 1573号。以下

「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約

（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しす

る旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部に

よります。 

●旅行のお申込み及び契約成立 

⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行

代金お支払いの際に差し引かせて頂きます。 

⑵ファクシミリでのお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込

書の提出と申込金の支払をして頂きます。 

⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 

⑷お申込金（おひとり）旅行代金の２０％ 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13日目にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当

社が指定する期日までに）お支払下さい。 

●特別補償 

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行

約款別紙特別保証規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によ

り、その身体、生命又は手荷物上に被った一定に損害について、以下の金額の範囲において、補償金又

は見舞金を支払います。 

・死亡保障金：1500万円  ・入院見舞金：2～20万円  ・通院見舞金：１～5万円 

・携行品損害補償金：お客様 1名につき～15万円（但し、補償対象品 1個あたり 10万円を限度とする） 

●国内旅行保険への加入について 

旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故

の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費・

移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入される

ことをお勧め致します。詳細については、販売店の係員へお問い合わせください。 

●事故等のお申出について 

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通

知下さい。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡下さい。） 

●個人情報の取扱について 

当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との

間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込みいただいた旅行において宿泊機関等の提供

するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させて頂きま

す。 

●旅行条件・旅行代金の基準  この旅行条件は、2014年 4月 1日を基準としています。また、旅行代金

は 2014 年 4月 1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。  

 

■お申込方法及び契約の成立時期/ご予約の確認  

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。但し、本契約

に関しましては、お申込手続きとご旅行代金のご入金が完了した時点で、旅行契約が成立したものとしま

す。 

 

■ご予約の取消・変更  

●予約内容を取消・変更する場合は FAXにて申込連絡先へその旨をご連絡下さい。 

●契約成立後の取消につきましては、下記取消料を申し受けます。 

●予約申込金の払い戻しは大会終了後となります。 

●下記取消料は宿泊全泊分に対する料金です。 

 

■お申込の締切  

 

２０１４年６月 4 日（水） １２：００ 迄 

 

■お申込先・お申込手続き・変更取消に関するお問い合わせ先  

 

 

〒963-8004 

福島県郡山市中町 10-14 和久屋ビル 2階  

取 消 料 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

１）８日目にあたる日以前の取消 

 （日帰り旅行にあたっては１１日目） 
無料 

２）７日目にあたる日以降２日目にあたる日まで

の取消 （日帰り旅行にあたっては１０日目） 
旅行代金の２０％ 

 

３）旅行開始日の前日の取消 旅行代金の４０％  

４）当日の取消（５を除く） 旅行代金の５０％  

５）旅行開始後の取消または無連絡不参加 旅行代金の１００％  



株式会社ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店 

「グループホーム学会 宿泊受付デスク」 

 

観光庁長官登録旅行業 第 1573号  

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会会員 

TEL ：024-932-0657 

FAX ：024-933-6620 

E-mail ：koriyama_mice@th.jtb.jp 

営業時間 ：9:30-17:30 

（土・ 日・祝祭日は休業） 

旅行業務取扱管理者：吉野 文弘 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を

取扱う営業所での取引に関する責任者です。こ

の旅行契約に関し、担当者からの説明にご不

明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者

にお訊ねください。 

 

 

■旅行企画実施  

   

株式会社ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店  

〒963-8004  

福島県郡山市中町 10-14 和久屋ビル 2階 

 

観光庁長官登録旅行業第 1573号 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会会員 

 

 

 



株式会社ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店 

「グループホーム学会 宿泊受付デスク」 

 

観光庁長官登録旅行業 第 1573号  

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会会員 

TEL ：024-932-0657 

FAX ：024-933-6620 

E-mail ：koriyama_mice@th.jtb.jp 

営業時間 ：9:30-17:30 

（土・ 日・祝祭日は休業） 

旅行業務取扱管理者：吉野 文弘 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を

取扱う営業所での取引に関する責任者です。こ

の旅行契約に関し、担当者からの説明にご不

明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者

にお訊ねください。 

 

 

■旅行企画実施  

   

株式会社ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店  

〒963-8004  

福島県郡山市中町 10-14 和久屋ビル 2階 

 

観光庁長官登録旅行業第 1573号 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会会員 

 

 

 

 

大会プログラム(２日目)  
平成 26 年 6 月 22 日（日） 

会場：郡山女子大学 62 年館 

 

■9：00～12：00  

 

入居者大集合「みんなのしゃべり場」    

テーマ：「理想のグループホームを作ろう！」 

 

連続講座・シンポジウム    

会場：郡山女子大学 建学記念講堂大ホール 
 

■9：00～10：00  

連続講座Ⅰ 「消防・防災関係」 

  講師：大西 一嘉氏 （神戸大学） 

  講師：室津 滋樹氏 （日本グループホーム学会事務局長） 

■10：00～11：00  

連続講座Ⅱ「グループホーム一元化を受けて」 

 

講師：光増 昌久氏（日本グループホーム学会代表） 

 

■11：00～11：15   ～休  憩～ 

 

■11：15～12：30 

シンポジウムⅡ 「本人からの声・グループホームで暮らしてみて」 

「食事の大切さ」 

「一人暮らし、サテライトは？」 

「歳をとって介助が必要になったらどうしたいか？」 

「相談できる第 3 者の必要性」 

「結局、ホームを選べないという根本的な問題」 

 シンポジスト 

  ■牧 正一氏（入居者委員）■永田 孝氏（入居者委員） 

  ■阿部八重氏（入居者委員）■庄司礼衣氏 

  

コーディネーター 

    小沼 一弥氏（入居者委員） 

 

 

12：30 閉会 



主催：　障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会
プログラムに対するお問い合わせ：大会事務局　（担当：鈴木・霜垣）
大会事務局：第11回日本グループホーム学会福島大会　実行委員会

〒963-8813 福島県郡山市芳賀3丁目4－24
社会福祉法人　ほっと福祉記念会　地域生活支援センター　ふっとわーく内　TEL:024-941-0570

宿泊申し込みに関する問い合わせ：㈱JTB東北　法人営業郡山支店　「グループホーム学会　宿泊受付係」
TEL:024-932-0657    FAX:024-933-6620    担当：高橋・吉野

□Aコース（会津若松観光）へ参加します □Bコース（南相馬被災地視察）へ参加します

☆お申込み締切日・・・平成26年6月4日（水）

〇お一人様ずつ、下記参加申込書をご記入のうえ、FAXにてお申込み下さい。
〇お申込み内容に基づき、6月上旬に予約内容確認書・参加券・ご案内等を送付致します。
〇入居者大集合のみにご参加の方は、当日受付にて参加費500円をお支払下さい。
　 なお、入居者大集合のみご参加の方へは事前に参加券はお送り致しませんのでご了承下さい。

※各枠内の必要事項にご記入下さい。

当日 無連絡・不泊

30% 40% 50% 100%

取消日

取消料

ご宿泊日の20～8日前まで

20%

ご宿泊日の7～2日前まで ご宿泊日の前日

※上記料金は、1泊朝食付税金・サービス料込の料金となります。

<<変更および取消について>>

※お電話での変更および取消はお受けできません。必ずFAXにてご連絡下さい。
※取消後のご返金は下記取消料ならびに振込手数料を差し引いた金額を、ご指定の口座へ大会終了後に送金致します。

   ただし、大会参加費は返金致しかねますのでご了承下さい。

観光ツアー　6月22日（日）
お一人様4,900円

5分

5分

6分

4分□7,000円

お一人様4,200円

<<観光ツアーのご案内>>

□7,000円□5,500円

□7,900円

□8,500円

□7,800円

※ご希望のホテル・お部屋タイプが満室の場合は、他ホテル・お部屋タイプをご案内させて頂く場合がございます。

5分

郡山ワシントンホテル

ホテルプリシード郡山

ホテルクラウンヒルズ郡山

チサンホテル郡山 □7,000円 □5,500円

□7,500円

□5,500円

□9,720円 □8,640円

ホテル名

郡山ビューホテルアネックス

6月20日（金） 6月21日（土） 6月22日（日）

シングル シングル ツイン

郡山駅か
らのアクセ

ス
（徒歩）

施設名
代表者
氏名

ツイン シングル ツイン

フリガナ TEL：

FAX：

携帯：
住所

〒

ツインご希望の場合
同室の方のお名前

<<宿泊のご案内>>ご希望のホテルおよびお部屋タイプ該当口に✔マークをつけてください。空欄の項目は設定がございません。

※個人情報につきましては、弊社がお手伝い致します今大会にかかわる目的以外には利用致しません。予約の為の関係諸機関への情報提供につきましてはご了承下さい。

第11回日本グループホーム学会 福島大会 参加・宿泊申込書
～　申込先FAX番号：０２４－９３３－６６２０　～

　　　　　　　　　　　　　　　　（JTB東北　法人営業郡山支店　行）

□会員(5,000円) □非会員（8,000円） □入居者大集合のみに参加の方（500円）

参加区分

氏名

　　入居者　　　ＧＨ世話人　学生
　
　　家族　施設職員　その他（
）

男

女 才

□懇親会に参加します（6,000円） □ナイトセッションに参加します

フリガナ 性別 年齢職業（〇をつけてください）

1971年
6月

17日
第

三
種

郵
便

物
認

可
（

毎
月

6回
5の

日
・

0の
日

発
行

）
2014年

4月
27日

発
行

　
SSK  通

巻
第

4397号
発

行
所

　
　

〒
157-0073　

東
京

都
世

田
谷

区
砧

6-26-21　
特

定
非

営
利

活
動

法
人

障
害

者
団

体
定

期
刊

行
物

協
会

定
価

  100円
（

税
込

）


