公益社団法人日本介護福祉士会
第 29 回全国大会・第 20 回日本介護学会 in かながわ
2022 年 10 月 19 日（水）・20 日（木）
大さん橋ホール＆オンライン

逃げる・生きる・整える
主催／共催
公益社団法人 日本介護福祉士会
日本介護学会
公益社団法人 神奈川県介護福祉士会

趣 旨
自然災害や感染症に翻弄されている今、ここに介護福祉士の専門性を改めて問
います。不安や悲しみ、絶望の連続の中、支援を必要としている人々の生活を止
めないよう踏ん張り続けてきた我々の静かな誇りは、水が土に沁み込むように、
そっと世の中に浸透しようとしています。平常時はもちろん災害時においてはな
おさら、介護福祉士が持つ、逃げる技術、生きる知恵、そして人と環境を整える
智慧は、地域の中の潤滑油になり得ます。
令和 2 年度は新型感染症の影響で中止とし、令和 3 年度はオンライン開催とし
ました。令和 4 年度は、出来るだけ多くの方にご参加いただけるようオンライン
も併用しつつ、集合し「再び出逢う」全国大会といたします。

１日目 2022 年 10 月 19 日（水）
10:00

受付開始

10:30～11:30

災害に関する学び①～プロローグ～

11:30～12:45

昼休憩

・ポスター展示 ・ブース展示 ・ブースデモ
・災害謎解き

・大島伸一先生によるランチョンセミナー（11:45～12:15）
・ポスター展示 ・ブース展示・デモ ・災害謎解き（随時）

12:45～13:15

開会式

13:15～13:45

行政説明（厚生労働省）

13:45～14:00

休憩

14:00～15:45

災害に関する学び②～避難訓練～ 介護福祉士の叡智を結集！
覚悟をもって、自分事として、能動的に「災害」に挑む

15:45～16:15

休憩

16:15～18:00

災害に関する学び③～エピローグ～ ・基調講演（園崎秀治先生）

２日目 2022 年 10 月 20 日（木）
8:00～9:30

モーニングセッション（自由参加） ・受付開始
・コーヒーの会 ・お抹茶の会 ・ぼーっと海を眺める会 ・朝ヨガの会等

10:00～12:00

マインドフルネスに関する学び①～「今、ここ」に意識を向けて自分自身を見つめる
瞑想やアクティビティー等を通して心と体の休息を体験する他

12:00～13:30

昼休憩

13:30～15:30

マインドフルネスに関する学び②～しあわせについて語り合う
・ワークショップ
・講演（清水ハン栄治先生）

15:30～16:00

閉会式

・ミニコンサート ・ブースデモ

全国社会福祉協議会在職中（1994〜2020 年度）
は、全国域の立場から、多様なセクターとの連携に重
点を置いて被災地の災害ボランティア活動の後方支援
を行ってきた。災害発生時にはネットワークを活かし
た情報収集、被災地へ出向いて全国段階の支援の必要
性を見立ててきた。訪問した災害ボランティアセンタ
ーの数はこれまで 130 にのぼる。現在、国立研究開発
法人防災科学技術研究所客員研究員、JVOAD シニ
ア・コンサルタント、サイボウズ社・防災デジタルア
清水ハン栄治氏
ドバイザー、ぐんま DWAT アドバイザー、静岡県社
協災害福祉アドバイザー等。

横浜出身。「難しいけれど重要なことを、楽しく分かり
やすく伝える」をモットーに映像、出版、教育事業を世
界中で展開。ポジティブ心理学をテーマにしたドキュメ
ンタリー映画「happy - しあわせを探すあなたへ」は
全米、カナダ、オーストラリアの iTunes で 5 週連続ナ
ンバーワンに、人権を啓蒙する伝記漫画シリーズは 30
カ国以上で出版されチベット亡命政府指定の教科書にも
なっている。マインドフルネスなど「幸せを向上する」
伝統文化を世界中で探求し、研修プログラムを開発、国
内外の企業や大学などで楽しく分かりやすくレクチャー
している。初監督アニメ映画「トゥルーノース」は世界
中で話題作となっている。
TED スピーカー・レジデント、University of Miami
MBA 、 Search Inside Yourself 初 代 講 師 、
Cultivating Emotional Balance 講 師 、 Wim Hof
Method 講師、The Life School 発起人
www.latinsamurai.com

清水ハン栄治氏

会

場：大さん橋ホール

園崎秀治氏

及び

オンライン

参 加 費：会員 5,000 円、神奈川県賛助会員 6,000 円、一般 8,000 円、学生 1,000 円
行政機関等職員 2,000 円（ただし 1 日目の参加のみとする）
＊会員として参加した方には、生涯研修制度ポイント 10 ポイントが加算されます。
＊当日の飛び入り参加は、1,000 円増額となります。

参加対象：日本介護福祉士会会員、日本介護学会会員、社会福祉協議会・行政機関等の
職員、介護福祉士養成校の学生及び教職員、介護・福祉・保健・医療関係者
等及び一般の方

後援（申請予定）
厚生労働省、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、（独法）福祉医療機構、（福）全国社会福祉
協議会、（公財）社会福祉振興・試験センター、（公社）日本介護福祉士養成施設協会、日本介護
福祉学会、（公社）日本医師会、（公社）日本歯科医師会、（公社）日本看護協会、（公社）日本
薬剤師会、（公社）日本理学療法士協会、（一社）日本作業療法士協会、（一社）日本言語聴覚士
協会、（公社）日本社会福祉士会、（公社）日本精神保健福祉士協会、（一社）日本介護支援専門
員協会、（公社）日本栄養士会、（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会、（一社）全国福祉用
具専門相談員協会、全国ホームヘルパー協議会、日本ホームヘルパー協会、（公社）全国老人福祉
施設協議会、（公社）全国老人保健施設協会、（福）全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者
協議会、（公社）日本認知症グループホーム協会、全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会、
（一社）全国介護付きホーム協会、全国身体障害者施設協議会、（公財）日本知的障害者福祉協
会、（公社）認知症の人と家族の会、（公財）介護労働安定センター、（公財）テクノエイド協
会、（一社）シルバーサービス振興会、（一社）日本ソーシャルワーク教育学校連盟、（一社）日
本口腔ケア学会、（福）神奈川県社会福祉協議会、（福）横浜市社会福祉協議会、（公社）神奈川
県医師会、（公社）神奈川県歯科医師会、（公社）神奈川県看護協会、（公社）神奈川県理学療法
士会、（一社）神奈川県作業療法士会、神奈川県言語聴覚士会、（公社）神奈川県薬剤師会、（公
社）神奈川県社会福祉士会、（特非）神奈川県歯科衛生士会、（公社）神奈川県栄養士会、（一
社）神奈川県精神保健福祉士協会、（一社）神奈川県医療ソーシャルワーカー協会、（一社）神奈
川県介護支援専門員協会、（一社）神奈川県高齢者福祉施設協議会、（一社）神奈川県老人保健施
設協会、（公社）認知症の人と家族の会神奈川県支部、神奈川県労働者福祉協議会、神奈川県介護
福祉士養成校連絡協議会、（公社）横浜市福祉事業経営者会、（公社）かながわ福祉サービス振興
会

◎全国大会・学会のお問い合わせ先
◆公益社団法人日本介護福祉士会事務局（日本介護学会も同じ事務局となります。）

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-13 小野水道橋ビル 5 階
TEL：03-5615-9295
FAX：03-5615-9296
Mail：webmaster@jaccw.or.jp
URL：https//www.jaccw.or.jp
◆公益社団法人神奈川県介護福祉士会事務局

〒221-0825 横浜市神奈川区反町 3-17-2 神奈川県社会福祉センター内 5 階
TEL 045-319-6687
FAX 045-322-6678
Mail：info@kanagawa-accw.org
URL：http://www.kanagawa-accw.org

公益社団法人日本介護福祉士会
第 29 回全国大会・第 20 回日本介護学会 in かながわ

参加お申込み手続きのご案内

謹啓
皆様方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度、
「公益社団法人日本介護福祉士会 第 29 回全国大会・第 20 回日本介護学会 in かながわ」の
開催のはこびとなりましたことを心よりお祝い申し上げます。
大会に際しまして、皆様の参加登録等の受付を東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部がお
引き受けすることになりました。
ご参加の皆様方にご満足いただけますよう心を込めてお手伝いさせていただく所存でございます。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。

謹白
東武トップツアーズ株式会社
東京法人西事業部

1. 参加申込方法について
WEB 申込または FAX 申込

いずれかの方法でお申込をお願い致します。

WEB でのお申込 (大さん橋ホール参加・オンライン参加いずれも受付可能)
本大会参加申込専用 WEB サイトよりお申込ください。
（PC・スマートフォンより可能）
サイト URL：

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/kaigo_taikai2022/

QR コード

参加登録の他、参加費用のクレジットカード決済、ご請求書・領収書の発行、大さん橋ホール参加
の際の大会参加券のダウンロードや印刷等がサイト上より可能です。
※詳細については WEB サイトをご確認ください。
※ご利用にはメールアドレスが必要となります。下記のメールアドレスから本サイトからの
メールを受信できるよう予めご設定をお願い致します。
メールアドレス「jaccw-9295@tobutoptours.co.jp」
※キャリアメール(@docomo.ne.jp、＠@i.softbank.jp、@ezweb.ne.jp など)をご利用の場合、
本システムからの確認メール等が届かない事象が報告されております。
他のメールアドレスをご利用いただくか、上記の受信設定のご協力をお願い致します。

FAX でのお申込 (大さん橋ホール参加のみ受付可能)
別紙の参加申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX にてお送り下さい。
参加登録完了後、
「参加登録完了通知」を FAX にて返送致します。
※申込書の到着後、随時ご登録手続きをさせていただきますが 2 週間程度の時間を頂戴致します。
弊社からの連絡がない場合はお手数ですがご一報いただけますと幸いです。

ご注意
FAX でのお申込は、大さん橋ホール参加のみの受付 となります。
オンライン参加をご希望の方は、専用 WEB サイトよりお申込をお願い致します。

2．大会参加費・お弁当について

大会参加費

(旅行契約に該当しません。大会参加費は東武トップツアーズが代行収受致します。)

種別により参加費が異なります。
会

員

賛助会員

一

5,000 円

6,000 円

8,000 円

般

学

生

行政職員

1,000 円

2,000 円
(1 日目のみ参加受付)

※大さん橋ホール参加・オンライン参加 同額となります。

お弁当代

(旅行契約に該当しません。お弁当代は東武トップツアーズが代行収受致します。)

大さん橋ホール参加で、ご希望される方にはお弁当の申込をお受け致します。
お 弁 当

一食

1,000 円(税込)

※お弁当提供日：2022 年 10 月 19 日(水)、10 月 20 日(木)
※お弁当は大会事務局が手配を行っております。

取消条件について
ご入金後の大会参加費用・お弁当代(大さん橋ホール参加でご希望の方のみ)はご返金できません。
くれぐれもご注意下さい。

3．申込期間について（WEB 申込・FAX 申込 共通）
申込開始日時： 2022 年 6 月 30 日(木)
申込〆切日時： 2022 年 9 月 20 日(火)

正午より
17 時まで

※申込期限を過ぎてしまった場合:大さん橋ホール参加の場合のみ当日の飛び入り参加(当日受付)
が可能です。大会当日会場までお越しください。ただし各参加費に 1,000 円増額となります。
※オンライン参加につきましては、当日受付はございません。必ず上記の申込期限までに
申込を完了するようお願い致します。

4．参加費用ご入金期限について（WEB 申込・FAX 申込共通）
ご入金期限：2022 年 10 月 5 日(水) まで
ご利用いただけるお支払い方法について
○WEB 申込の方：オンラインでのクレジットカード決済・銀行振込(三井住友・みずほ)・郵便振替
および、コンビニ支払い
請求書・領収書は WEB サイト上よりお客様にて発行が可能です。
コンビニ支払い対応可能店
ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セイコーマート
＊セブンイレブンはご利用いただけません。
＊コンビニ支払いでのお支払いは現金のみとなります。
＊支払い可能店でも各店舗において設備等の関係でご利用できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
＊コンビニ支払いをご選択された場合、入金期限が自動的に 10 日後に設定されますので
ご注意ください。
(10 日後以降でもお支払いは可能です。上記期日までにお支払いをお願い致します。)

そ の 他 ご 注 意 点
オンラインでのクレジットカード決済の場合、支払い確定時に即時決済となりますので、
WEB 請求書のご対応はしておりません。

○FAX 申込の方：別途当社よりご請求書を発行・送付させて頂きます。(9 月 20 日以降を予定)
期日までにお振込(三井住友・みずほ・ゆうちょ(郵便振替))をお願い致します。
※ご入金に際して発生する各振込手数料等はお客様ご負担となります。ご了承下さい。
※ご入金後の大会参加費用・お弁当代(大さん橋ホール参加でご希望の方のみ)はご返金できません。

くれぐれもご注意ください。

5．お申込後の変更・取消について
○WEB 申込の方：サイト上より手続きをお願い致します。
○FAX 申込の方：必ず FAX にてご連絡をお願い致します。
電話での受付はいたし兼ねますので予めご了承ください。
※ご入金後の大会参加費・お弁当代(大さん橋ホール参加でご希望の方のみ)の返金はできません。
くれぐれもご注意ください。

6.その他
・ 後日、オンライン参加の方へは当日視聴するための URL をメールにてお知らせ致します。
(10 月 5 日～以降を予定)

・会場アクセスについて
横浜港 大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール
〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通 1-1-4
大さん橋国際客船ターミナル総合案内インフォメーション TEL.045-211-2304
・みなとみらい線「日本大通り駅」下車
・横浜市営地下鉄「関内駅」下車
・JR「関内駅」下車

徒歩 7 分（3 番出口）

徒歩 15 分（1 番出口）

徒歩 15 分（南口）

7.会場周辺のご宿泊のご案内
大会参加における会場近辺でのご宿泊について東武トップツアーズにてご案内が可能です。
ご希望がございましたら別途、当社までご相談下さい。
ご宿泊お申込みご希望の場合は 9 月 9 日(金)頃までにご相談いただきますようお願い致します。
数に限りがございますので、ご希望の際はお早めにお問い合わせいただきますようお願い致します。

8.個人情報の取扱いについて
お申し込みの際にご提出頂い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いただく
他、お客様がお申込みいただいた手配内容の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

お申込・ご宿泊に関するお問合せ先
東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部
『公益社団法人日本介護福祉士会 第 29 回全国大会・第 20 回日本介護学会 in かながわ』担当者宛
住所:〒102-0075 東京都千代田区三番町 5－7 精糖会館 4 階
電話:03-5212-7138
FAX:03-5212-7094
メール：jaccw-9295@tobutoptours.co.jp
営業時間:平日 9:30～17:30 (土曜・日曜・祝日 休業)
担当者：髙橋・箱守(はこもり)・宗石(むねいし)
【客国 22－238】

□変更

□取消
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部署名 (学部名・学科名/学年)

1

2

3

4

5

会員番号

6

日本介護福祉士会

7
賛助会員

一般

参加種別(参加費)

学生

両日

1日目のみ 2日目のみ

お弁当

会員

賛助会員

一般

学生

行政職員

両日

1日目のみ 2日目のみ

賛助会員

一般

学生

行政職員

両日

1日目のみ 2日目のみ

賛助会員

一般

学生

行政職員

両日

1日目のみ 2日目のみ

賛助会員

一般

学生

行政職員

両日

1日目のみ 2日目のみ

(5,000円) (6,000円) (8,000円) (1,000円) (2,000円) (2,000円) (1,000円) (1,000円)

会員

(5,000円) (6,000円) (8,000円) (1,000円) (2,000円) (2,000円) (1,000円) (1,000円)

会員

(5,000円) (6,000円) (8,000円) (1,000円) (2,000円) (2,000円) (1,000円) (1,000円)

会員

(5,000円) (6,000円) (8,000円) (1,000円) (2,000円) (2,000円) (1,000円) (1,000円)

注文なし

注文なし

注文なし

注文なし

注文なし

東京法人西事業部

営業時間：平日9:30～17:30 (土曜・日曜・祝日休業)

E-mail：jaccw-9295@tobutoptours.co.jp

電話：03-5212-7138 FAX：03-5212-7094

住所：〒102-0075 東京都千代田区三番町5-7 精糖会館4階

担当：髙橋・箱守・宗石

「第29回全国大会・第20回日本介護学会 inかながわ」受付デスク

東武トップツアーズ株式会社

【お申込先】

※5名様以上のお申込みに際しましては、お手数ですが本用紙をコピーしてご利用ください。
【通信欄】

※お申込み後、変更・取消が生じた場合は、お手数ですがお申込時の申込書を上書き訂正し、FAXにて送付ください。
【当社記入欄】

※会員の方は必ず会員番号をご記入ください。ご記入がない場合、一般の参加費でご請求させていただくことがございます。会員番号が不明な方はご所属の介護福祉士会までお問合せください。

※ご連絡担当者様がご参加される場合も、必ず参加者様情報の欄にご記入をお願い致します。

行政職員

○

E-mail

令和4年9月20日(火)17:00必着

FAX:03-5212-7094

(5,000円) (6,000円) (8,000円) (1,000円) (2,000円) (2,000円) (1,000円) (1,000円)

会員

○

FAX

連絡担当者

フリガナ

※お申し込み締切日

東武トップツアーズ㈱東京法人西事業部

※FAXでのお申込は大さん橋ホール参加のみの受付となります。オンライン参加をご希望の方は、専用WEBサイトのみで受付しております。

4

3

2

1

例

フリガナ

勤務先 (学校名)

参加者氏名

カイゴ

(ご請求書等送付先)

ご住所

都道府県

電話

（該当の欄にチェックをお願いします）

大会事務局への個人情報の提供について同意のうえ、以下の通り申し込みます。

□新規

参加申込書

公益社団法人日本介護福祉士会 第29回全国大会・第20回日本介護学会 inかながわ

