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２０１９年１１月３０日(土) 12月1日(日) 2日(月)

全国の老人福祉施設関係者のみなさん

私たち「２１ 世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会」（略称：２１・老福連）は、実践交流と連

携をめざした老人福祉の連絡組織として２００１年に発足いたしました。

発足にあたって、次の目標を掲げ毎年「実践・交流・連携」を重ねてきました。

①介護保険導入の混乱と矛盾から高齢者を守る立場で、公的福祉の確立を目指すとともに、

真の高齢者福祉、介護保険の在り方について実践を含めた意見交換を活発に行う。

②高齢者主体の援助実践、ケアの質、暮らしの内容を豊かにするため、「職員研究交流集会」

を開催する。

③老人福祉の向上をめざす活動、社会保障を守る活動などを諸団体と共同、連携し積極的

に進める。

職員研究交流集会は、上記の目標に沿った内容で構成されています。その中でも分科会は、

集会参加者が仕事への誇りを持ち、勇気と元気を得ることを目的にしています。単なる事例発

表ではなく、一日をかけて集会参加者全員がテーマに沿って本音で語り合い、今後の豊かな援

助実践につなげる内容となっています。

高齢者福祉に携わる全国の仲間と一緒に学びを深めて、希望と元気を持ち帰れる職員研究

交流集会となるよう、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

全体会 石川県教育会館
金沢市香林坊1丁目2-40

分科会 大原学園 金沢校
金沢市広岡1丁目1-5

開催日

ごあいさつ

会 場

参加費 ３日間 10,000円 2日間 9,000円 1日 7,000円
一般市民の方は、記念講演のみ無料

介 護 保 険 2 0 年 ・ 福 祉 の こ こ ろ
～人がひととして生きるために～

テーマ

目 的 私たち、21・老福連が主催する「職員研究交流集会」は、「豊かな援助実

践と公的福祉制度の確立」をめざし、全国の介護現場で高齢者に向き合

い、尊厳ある人生への支援を多様に行い、優れた援助実践を持ち寄り、交

流し、全国に発信する広場となっています。

公的福祉制度から2000年に介護保険制度に変わり20年経過しようとし

ている中で、改めて高齢者福祉について考え、大切にしたい私たちの仕

事、高齢者への援助実践を学び合い高齢者福祉の仕事のやりがいや働き

がいを語り合い、学び合い明日への英知を養いましょう。

申込方法 本要綱の後半ページ「参加・宿泊等のご案内」をご確認の上、「参加申込
書」に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにて名鉄観光にお申し込みくだ
さい。記念講演のみの一般市民の方は申込不要です。(当日、先着順)



プログラム

1日目 ≪全体会≫
12:30～

13:00～13:20

13:20～13:30

13:30～14:00

14:00～15:30

15:30～15:40

15:40～17:00

17:00～17:10

17:20～17:50

≪交流会≫

19:00～21:00

2日目 ≪分科会≫
09:00～
09:30～16:00

3日目 ≪全体会≫
9:00～
9:30～10:30

10:30～ 10:40

10:40～11:40

11:40～12:00

☆記念講演Ⅰ「介護保険20年　高齢者福祉の原点とは」
　　　　講師：星稜大学経済学部　教授　曽我千春氏

会場:石川県教育会館

受付開始

歓迎セレモニー
開会挨拶・オリエンテーション

基調報告：21・老福連事務局長　正森　克也氏

分科会

休憩

☆シンポジウム

事務連絡

終了

座長・助言者・記録者打ち合わせ

会場:東急ホテル

ディナーと各地持ち寄りの銘酒をお楽しみながら同じ福祉従事者として
の出会いの絆を深めましょう。

会場:大原学園　金沢校

受付開始

リレートーク

閉会式・次回開催地挨拶

会場:石川県教育会館

受付開始

☆記念講演Ⅱ「めぐる・いのち」　　講師：加賀友禅作家　志田弘子氏

休憩

記念講演Ⅰ 2019年11月30日(土) 14:00～15:30

記念講演Ⅱ 2019年12月2日(月) 9:30～10:30

「介護保険２０年 高齢者福祉の原点とは」
講師:金沢星稜大学経済学部 教授 曽我千春氏

「めぐる・いのち」
講師：加賀友禅作家 志田弘子氏

２０００年に介護保険が始まって２０年。介護保険が果たしてきた役割と今後の課題は
何か？介護の専門職としての社会的評価を上げ、プライドとやりがいを持って働き続ける
ために何が必要なのか？憲法と老人福祉法に基づく社会福祉の展望について、措置の
時代を知らない若い世代にも理解ができるように、明日からの希望が持てるように話して
いただきます。

福島の三春の滝桜のつぶやき「わしはな、人間たちの優しさも愚かさも、見続けてきた。
いつの間にか１０００年経った。諦めずに願い続ける・・・・きっといつかは気づいてくれ
る・・・めぐりめぐるいのちこそ 真に豊かなものなんだと・・・」を友禅の絵に込めて、手渡
していきたい“いのちへの思い”を語ってもらいます。







分科会演題募集要項

職員研究交流集会の分科会には毎年100本を超えるレポートが提出され、有意義
な実践交流が図られます。日々豊かな実践を積まれている全国の皆さんの報告を全
国の仲間と分かち合いませんか。あなたの実践は、他の仲間の『希望のあかり」にな
るかもしれません。分科会一覧表をご参照の上、発表をご検討いただき、たくさんの
演題の応募をお待ちしています。手順は、以下の通りです。

❷抄録・発表原稿の提出
(抄録集作成のため提出期限厳守です)

❸パワーポイントの事前提出
(スライドがない場合不要)

②「分科会の演題発表エントリーは
こちらから」 クリック

エントリーは21・老福連のホームページから
http://www.roufukuren.jp/index.html

トップ画面
「交流誌・集会資料等」 をクリック

あと2クリックで
エントリー

① 「職員研究交流集会」
クリック

演題エントリーフォームに
必要事項を入力

最後に「確認」を
クリック演題エントリーフォームは

スマホからも登録できます

http://www.roufukuren.jp/index.html


事前エントリーされた内容に基づいて発表をお願いします。発表にあたって、利用者等個人
情報の取り扱いについては、事前に同意を得る等、事業所の個人情報保護規定に従い、適
正な対応をお願いいたします。研究交流集会に参加できなかった方々とも実践交流を図る
趣旨で、発表された内容を「ゆたかなくらし」誌の21・老福連のページに掲載することもあり
ますのでご承知おきください

メールで「演題抄録用紙」と 「発表原稿」のWordファイルを添付の上、下記のメールアドレスへ
お送り下さい。メールの件名は、分科会No 氏名 演題名としてください。

送付先 fukusi19th@gmail.com

発表原稿は当日発表する内容です。印刷・配布は行いませんが、座長・助言者が分科会の進
行、助言の参考にします。（当日までに文言、趣旨を変えない範囲で多少の変更は可能です）
Wordで作成して下さい。Wordのファイル名は 分科会No 県名 施設名 氏名 演題名で作成
してください。

（例）A-2 石川 兼六ホーム 加賀一郎 輝く２１のケアポイント.docx

・抄録は発表原稿をベースにまとめて下さい。
・抄録は当日配布資料に掲載しますので、指定のA４用紙1枚におさめて下さい（厳守）
レポートの末尾に、発表者施設の連絡先（問合せ先）を明記ください。

当日の発表原稿、当日配布の資料に掲載する抄録を下記の通り提出いただくようお願い申し
上げます。

21・老福連ホームページ第19回職員研
究交流集会開催要項のページから所
定の「演題抄録用紙」をダウンロードの
うえ、作成ください。

『分科会演題抄録用紙 (WORD文章)』
をクリックしてください。

抄録用紙について

発表原稿について

提出方法について

その他



※発表当日に配布したい資料がある場合、必要部数を印刷して当日座長に提出してください。

必要な部数は、参加者数が確定してからお伝えします。

パワーポイントを使用して発表される場合です

発表に使用する機材はWindowsパソコン・プロジェクターとし、主催者側で準備いたしま
す。スピーカー、DVDプレイヤー、レーザーポインター等はありませんのでご留意ください。

データ形式は以下の通りとします。
ａ）使用ソフトウェア： Microsoft PowerPoint
ｂ）動 画 ： 環境に依存し、再生が担保出来ないため使用不可
ｃ）フォント（書体） ： Ｗｉｎｄｏｗｓ付属の標準フォントをご使用下さい

各分科会で使用するパソコンにパワーポイントのファイルのコピーと動作確認等について
主催者側で事前準備しますが、最終確認は各自でお願いします。
発表当日の操作については、演者等が責任を持って行ってください。
ご不明な点がありましたら、下記に連絡を願いいたします。

パワーポイントのデーター提出は、ＣＤ-ＲまたはＤＶＤ-Ｒにて下記住所に送付いただき
ますようお願いいたします。
ＣＤ-ＲまたはＤＶＤ-Ｒに、分科会No 県名 施設名 氏名 演題名を記入したラベルシー
ルを貼付するか直接油性ペンで記入してください。

使用機材について

データー形式について

発表について

データの事前提出について

送付先・お問合せ先

お気軽にお問合せください

インスタグラムでフォローしよう!
実行委員会の模様から集会当時まで情報を発信していきます。

rouhukuren.kanazawa で検索



職員研究交流集会参加・交流会・宿泊等の

お申込みのご案内
名鉄観光サービス株式会社 金沢支店

１ 職員研究交流集会参加・交流会・宿泊・弁当のお申し込みについて
別紙申込用紙に必要事項を全てご記入のうえ、FAX・郵送にて弊社にお申し込み下さい。
※電話での申込・変更・取消はお取り扱い出来ませんのでご注意下さい。

◎受付後、大会参加券・宿泊券等及び請求書を１０月中旬以降に発送いたします。
◎お支払いは2019年１０月２8日（月）までに所定の口座へお振込み下さい。

【振込手数料はお客様ご負担とさせて頂きます】
◎宿泊施設は、先着順とさせていただきます。

※ご希望の宿泊施設が手配出来ない場合は、担当者様へ連絡し調整をさせていただきます。
◎申込書が足りない場合は、コピーしてご利用下さい。

２ 職員研究交流集会参加費
【１日間】 ７，０００円
【２日間】 ９，０００円
【３日間】 １０，０００円

３ 交流会のご案内
【日 時】 2019年11月30日（土）・１９：００～
【場 所】 金沢東急ホテル 【石川県教育会館より徒歩7分】
【会 費】 大人：10，０００円（お一人様 税サ込）

４ 宿泊のご案内
【宿泊設定日】2019年１１月30日（土）・１2月1日（日）
【宿泊料金】お一人様あたり １泊朝食付（消費税・サービス料・宿泊税込）

FAXのお申込： 076-223-1289

郵送のお申込：〒920-0869　石川県金沢市上堤町1-28

　　　　　　　 　 名鉄観光サービス株式会社　金沢支店

２１・老福連　第１９回職員研究交流集会in金沢　係

担当：村田・山田・上津原

申 込 締 切 日：2019年８月３１日（土）

申
込
先

部屋 申込 料金（お一人様） 料金（お一人様） 最寄駅・バス停 地図

タイプ 記号 11/30(土) 12/1(日) からのアクセス 番号

シングル １―1 26,400円 16,000円

ツイン １―2 18,700円 10,500円

シングル 2―1 8,300円 6,800円

ツイン 2―2 6,700円 5,900円

ホテルエコノ金沢片町 シングル 3―1 8,800円 8,100円 片町(ﾊﾞｽ停)   3分 ③

アパホテル金沢野町 シングル 4―1 9,900円 6,600円 野町(ﾊﾞｽ停)   2分 ④

武蔵ヶ辻
周　　辺

ユニゾイン金沢百万石通り シングル 5―1 12,700円 9,400円 武蔵が辻(ﾊﾞｽ停) 1分 ⑤

ホテルルートイン金沢駅前 シングル 6―1 12,100円 11,000円 金沢駅　　5分 ⑥

金沢マンテンホテル駅前 シングル 7―1 10,700円 9,900円 金沢駅　　5分 ⑦

金沢セントラルホテル シングル 8―1 8,900円 8,900円 金沢駅　　3分 ⑧

ホテルエコノ金沢駅前 シングル 9―1 8,800円 8,800円 金沢駅　　3分 ⑨

金沢駅
周　辺

東横イン金沢兼六園香林坊 香林坊(ﾊﾞｽ停) 2分 ②

片町・
香林坊
周　辺

片　町
周　辺

 宿泊施設名

金沢東急ホテル 香林坊(ﾊﾞｽ停) 1分 ①



宿泊申込の際上記申込番号をご記入下さい（例 金沢東急ホテル シングルの場合：A-1）
※ 先着順にて受付させていただきます。お申込状況により他の宿泊施設へご案内させていただく場合

がございます。予めご了承下さい。
※ 禁煙・喫煙はご希望通りとならない場合がございます。予めご了承下さい。
※ 添乗員は同行いたしません。宿泊施設へのチェックインは、お客様ご自身にてお願い致します。
※ 小人は中学生未満の方となります。小人料金設定がない場合は、大人料金の適用となります。
※ 最小催行人員：１名様

【片町・香林坊周辺】

★ 全体会会場：石川県教育会館 ◆ 交流会会場：金沢東急ホテル

❶ 金沢東急ホテル ❷ 東横イン金沢兼六園香林坊

❸ ホテルエコノ金沢片町 ❹ アパホテル金沢野町※MAP【片町周辺B】

➎ ユニゾイン金沢百万石通り※MAP【武蔵ヶ辻】 ❻ホテルルートイン金沢駅前※MAP【金沢駅周辺】

❼ 金沢マンテンホテル駅前※MAP【金沢駅周辺】 ❽金沢セントラルホテル※MAP【金沢駅周辺】

❾ ホテルエコノ金沢駅前 ※MAP【金沢駅周辺】 ● 分科会会場：大原学園※MAP【金沢駅周辺】

東急ホテル
交流会会場

石川県教育会館
全体会会場

❸

❶

❷

片町周辺Bへ

武蔵が辻周辺へ



❹

➎

❻

❼

❽

❾

大原学園
分科会会場

【片町周辺 B】 【武蔵が辻周辺】

【金沢駅周辺】
片町・香林坊周辺へ

金沢駅周辺へ片町・香林坊周辺へ



５ 弁当のご案内
【期 日】 2019年１2月1日（日）
【場 所】 大原学園金沢校
【料 金】 １，０００円（お一人様 税サ込）・お茶付

６ 取消・変更のご案内
お取消・ご変更の際は、下記のとおり取消料を申し受けますので、ご注意下さい。

●１７：３０以降のお取消し・変更は翌営業日の受付となりますのでご注意下さい。
尚、土日祝祭日のお申し出も翌営業日扱いとなります。

●上記取消料ならびに郵送料の実費を差引いて、職員研究交流集会終了後に精算致します。
●職員研究交流集会当日のご返金は事務手続き上できませんのでご了承下さい。

７ ご旅行条件について
●募集型企画旅行契約

この旅行は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、
当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

★旅行契約の内容・条件につきましては、職員研究交流集会参加券類送付の際、「詳しい旅行条
件書」を同封いたしますのでご確認いただきますようお願い申し上げます。

★契約の内容・条件つきましては、お申込前に当社の店頭またはホームページでもご確認いただ
けます。

★この旅行条件は、2019年2月１日を基準日としています。

８ 個人情報の取扱について
名鉄観光サービス株式会社は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との

連絡や輸送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただく
ほか、必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供いたします。また、職員研究交流集会主催事
務局に提供いたします。それ以外の目的でご提供いただいた個人情報は利用いたしません。

上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページに
てご確認ください。

名鉄観光サービスホームページ（http://www.mwt.co.jp） ⇒
⇒（TOPページ最下部） ⇒ 運営、約款、条件書等について⇒
⇒個人情報保護方針、個人情報保護の対応について

【集会参加・宿泊等のお問い合わせ先】
観光庁長官登録旅行業第55号 （社）日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

旅行企画・実施

名鉄観光サービス株式会社 金沢支店 総合旅行業務取扱管理者 石川 直宏

『２１・老福連 第１9回職員研究交流集会in 金沢』係
担当：村田・山田・上津原

〒920-0869 金沢市上堤町1-28 日本生命金沢ビル1階

TEL：076-231-2126 FAX：076-223-1289
Ｅメール：kanazawa@mwt.co.jp

営業時間 平日 月曜日～金曜日（09:30～17:30） 土・日・祝日は休業

参加費 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

宿泊 20% 30% 40% 50% 100%

交流会 20% 30% 40% 50% 100%

弁当 20% 30% 40% 50% 100%

旅行開始後・
無連絡

21日前 20～8日前 7～2日前 前日 当日

無料

無料

無料

取消日 申込後

http://www.mwt.co.jp/
mailto:kanazawa@mwt.co.jp

