
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

開催日：平成 27 年 9 月 26 日（土）・27 日（日） 

 

会 場：下関グランドホテル メイン会場 2 階 飛翔の間 

（山口県下関市南部町 31-2） 

 

主 催： 公益社団法人  日本介護福祉士会 

一般社団法人  山口県介護福祉士会 

共 催： 一般社団法人  愛媛県介護福祉士会 

一般社団法人  岡山県介護福祉士会 

一般社団法人  香川県介護福祉士会 

一般社団法人  高知県介護福祉士会 

一般社団法人  島根県介護福祉士会 

一般社団法人  徳島県介護福祉士会 

一般社団法人  鳥取県介護福祉士会 

公益社団法人   広島県介護福祉士会 

 

 

・・・・・申し込み・お問い合わせ先・・・・・  

   株式会社日本旅行 山口支店 
  〒７５４－００１４ 山口県山口市小郡高砂町 3-24 伸光ビル４階 

                            TEL 083-972-2211 FAX 083-972-2233 

                    営業時間/10:00～18:.00（土日祝日休み） 

担  当/隅田・藤谷 

 

    平成 27 年度 公益社団法人日本介護福祉士会 

 参加・宿泊・懇親会等のご案内 

第 21 回 中国・四国ブロック研修会 

山 口 県 大 会 

 



御挨拶 

謹啓 

ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

  この度、「平成２７年度 公益社団法人日本介護福祉士会 第 21 回中国・四国ブロック研修会」が来る 

9 月 26 日（土）～27 日（日）に山口県で開催されますことを心からお慶び申し上げます。 

開催にあたり各県よりご参加いただく皆様方の参加申込み、ご宿泊、交流会等のご案内を弊社にてお世話 

させて頂くことになりました。当日はスタッフ一同、万全の体制を整えスムーズな大会運営に尽力致します。 

参加に関するお問い合わせ等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい。 

末筆ながら本大会のご成功をお祈り申し上げますとともに多数のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

謹白 

株式会社日本旅行 山口支店 

支店長 蓑崎 功一 

 

 

1.お申込方法・締切・参加券等の送付について 

大会参加、宿泊、懇親会等を下記の要領でお申込み下さい。 

尚、参加申込みの内容に基づいて参加券・請求書などを指定の期日頃に発送いたします。 

内容をご確認の上、同封の請求書にて指定口座へご入金お願いいたします。 

領収証については振込みの控えをもって代えさせていただきます。 

ご都合の悪い方は事前に株式会社日本旅行 山口支店へお申し出下さい。 

※≪お願い≫ トラブル防止の為、お電話によるお申込み、変更はお受けしておりません。 

 

参加申込みは ＦＡＸ又は郵送にて株式会社日本旅行 山口支店へ 

ＦＡＸ083-972-2233 

 

【申込期間】 本要綱到着後～ 

８月 31 日（月）締切 

 

参加券等バウチャー券及びご請求書の発送 

9 月４日（金）頃発送予定 

 

参加券等の内容をご確認の上、請求金額をお振込み下さい。 

9 月１１日（金）振込期限 

２.参加費について 

◆参加費： ①介護福祉士会会員・準会員（山口県）/3,000 円  

②一般/8,000 円              ③学生/1,000 円 

注意１）お申込後の取消、又は大会当日欠席の場合の参加費は返金致しません。終了後、参加券を郵送頂けれ 

ば大会資料を送付致します。 

注意２）大会会場の下関グランドホテル駐車場はご宿泊のお客様が優先です。なお、車でお越しの方は下関グ 

ランドホテル提携（みらいパーク駐車場）駐車場をご利用下さい。当日ホテル受付係が誘導いたします。 

≪参加・宿泊・懇親会のご案内≫ 

 

 

 

 

 



３.分科会について 

※申込書にご希望の分科会番号を記入してください。 

◆日 時：平成 27 年 9 月 27 日（日） ３階 各会場  9:00～10:30 

●分科会：①施設での取り組み        ②在宅での取り組み  

     ③障害を持つ利用者への取り組み  ④人材育成に関する取り組み 
 

４.懇親会について 

◆日 時：平成 27 年 9 月 26 日（土）18:00～20:00 

◆会 場：下関グランドホテル 4 階 芙蓉の間  

◆費 用：6,000 円（税込・飲食代等含む） 

◆定 員：100 名（先着順でのご案内となります。定員となり次第締め切ります） 
 

5.ご宿泊について 

この度の大会に際し、下記宿泊施設をご用意しております。申込書によりお申込み下さい。 

◆宿泊設定日：９月２６日（土）  ※ホテルの場所は、上段より会場に近い並びとなります。 

宿泊施設名 
宿泊料金・部屋タイプ 

会場までのアクセス 
申込番号 シングルＳ 申込番号 ツインＴ 

下関グランドホテル Ａ-1（街側） ¥13,500      徒歩 0 分 
 

  
 

  Ｂ-1（街側） ¥15,120 B-2（街側） ¥10,260  
  

  
 

  Ｃ-1（海側） ¥16,200     
  

      Ｄ-1（海側） ¥17,280 Ｄ-2（海側） ¥11,340  
  

東京第一ホテル下関 Ｅ-1 ¥7,500 Ｅ-2 ¥5,500  徒歩 約 15 分   

東横ＩＮＮ下関海峡ゆめタワー前 Ｆ-1 ¥6,480 Ｆ-2 ¥4,860  バス利用約 10 分   

下関ステーションホテル Ｇ-1 ¥5,500 Ｇ-2 ¥4,900  バス利用約 15 分   

ヴィアイン下関 Ｈ-1 ¥6,500 Ｈ-2 ¥5,250  バス利用約 15 分   

下関駅西ワシントンホテルプラザ I-1 ¥6,480     バス利用約 15 分   

※上記の金額は、1 泊朝食付（税金・サービス料含む）お 1 人様当りの料金です。（夕食は含まれていません） 

※部屋には限りがございますのでご予約は先着順とさせて頂きます。万一、満室の場合は他ホテルにてご案内させて頂きます 

※下関グランドホテル【Ａ-１街側・Ｃ-1海側】ダブルベッド利用シングル対応。【Ｂ-1街側・Ｄ-1海側】ツインベッド利用シングル対応。 
 

６.国内旅行総合保険について ※補償期間はご自宅出発時からご自宅帰着時まで 

大会参加中の安全対策には皆様万全を期されていることと存じますが、より安心してご参加頂く為に任意保険のご案内をさせていただきます。

この保険は研修会参加中や往復の移動中の事故、窃盗など万が一の時の被害に対する思わぬ出費を補償する為の保険です。参加者の皆様がより

安心してお過ごしいただく為ご加入をお薦めいたします。 【国内旅行総合保険】保険料 1,000円 契約タイプ：３６４タイプ 
 

補償額一覧表 

死亡・後遺障害 2,341 万円 

入院保険金日額/通院日額 9,000 円/6,000 円 

手術保険金 入院保険金日額の 10 倍（入院中の手術）又は 5 倍（入院中以外の手術）の額をお支払 

賠償責任/携行品損害 2,000 万円/10 万円（自己負担額 3,000 円） 

救援者費用 100 万円 



７.変更・取消について 

参加（参加者変更も含む）・宿泊・懇親会の参加変更及び取消しはお早目にＦＡＸにてご連絡お願い致します。お申し込み後、

お客様の都合により取消の場合は、下記の取消料が発生致しますので予めご了承願います。参加費については、ご返金できませ

んのでご了承下さい。 

    20 日前～8 日前 7 日前～2 日前 前日 当日 

宿泊取消料 代金の２０% 
代金の３０％ 

代金の 

４0％ 

代金の 

１００％ 懇親会取消料 無料 

※キャンセル料発生日が土日祝日の場合は弊社の営業上 前営業日がキャンセル料の対象日となります。 

※平成 27 年９月４日（金）よりキャンセル料金が発生いたします。  

８.会場へのアクセス 

（会場）下関グランドホテル 

〒750-0006 山口県下関市南部町 31-2 

ＴＥＬ：083-231-5000（代）  

ＦＡＸ：083-235-0039 

 

≪交通手段≫ 

バス利用  

 ・ＪＲ下関駅より（唐戸・長府方面行） 

   唐戸下車（徒歩１分） 所要時間約１０分 

 ・ＪＲ新下関駅より（唐戸方面行）   

   唐戸下車（徒歩１分） 所要時間約 30 分 

 

タクシー利用  

・ＪＲ下関駅より     所要時間 約７分 

・ＪＲ新下関駅より   所要時間 約 20 分 

 

 

 

 

 

・・・・・申し込み・お問い合わせ先・・・・・  

   株式会社日本旅行 山口支店 
  〒７５４－００１４ 山口県山口市小郡高砂町 3-24 伸光ビル４階 

                            TEL 083-972-2211 FAX 083-972-2233 

                    営業時間/10:00～18:.00（土日祝日休み） 

担  当/隅田・藤谷 


