第１３回全国中途失聴者・難聴者福祉大会ｉｎ大阪
～負けへんで！大阪から元気な福祉を～
参加申し込みご案内
平成 18 年６月吉日
（社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会会員 様
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第 13 回全国中途失聴者・難聴者福祉大会（in 大阪）
実行委員長 宇田 二三子
爽やかな初夏の候、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
今年の全国福祉大会は、ブロックで開催するモデルケースとして、近畿ブロック１０協会
が協力し合って開催いたします。
開催地の大阪市、大阪府の難聴者協会をはじめ、堺市、滋賀県、京都府、京都市、奈
良県,兵庫県、神戸市、和歌山県の協会が 「負けへんで！大阪から元気な福祉を」 を
テーマに準備を進め、時あたかも、障害者自立支援法の施行の月に開催の運びとなりま
した。「福祉の後退なんかに負けへん。聞こえにくい、聞こえない、そんなことにも負けとら
れん。なにわのバイタリティを全国発信や！」の心意気で皆様をお迎えいたします。
会場は、大阪城のすぐ側で、一部の分科会会場からは風光明媚な天守閣が間近に眺
められます。また、ご宿泊予定のホテルも会場の近辺に確保してありますので、朝に夕に、
秋の大阪城公園を散策していただけます。
分科会は５つあり、そのうち第５分科会の「元気の出る集い」は大阪市協会が隔年に開
催しているイベントで、この福祉大会と「第９回元気の出る集い」を兼ねています。
交流会では、大阪の夜景を楽しみながら、おいしい料理に舌鼓を打ち、全国から集う仲
間との楽しいひと時をお過ごしください。
２日目のアトラクションは「なにわのお笑い」を生で体験していただけるよう、吉本興業の
協力を得て、「字幕寄席」を企画しています。
そして、もし、お時間が取れれば「一度は行ってみたい」と言われる、ハリウッド映画の世
界「ユニバーサルスタジオジャパン（ＵＳＪ）」や日本三大名湯の一つ「有馬温泉」も是非お
楽しみください。
近畿ブロック全員で皆様のお越しをお待ちしています。

１．集会日時・会場・スケジュール
【日時】

平成 18 年 10 月 28 日（土）１３：００～29 日（日）１５：００

【会場】

大阪府立女性総合センター（ドーンセンター）
〒540-0008 大阪市中央区大手前１－３－４９

【大会進行プログラム】
月
日

10 月 28 日
１３：００～１7：0０

プログラム
１８：００～２０：００

10 月 29 日

①第１分科会

10：0０～１0：50

開会式典

②第２分科会

１1：00～１1：30

分科会報告

③第３分科会

11:30～12:00

大会宣言、決議発表

④第４分科会

１3：00～１4：３０

吉本字幕寄席

⑤第５分科会

１４：３0～１5：00

次回開催地引継ぎ

交流会

１０月３０日
○観光コース
A コース
USJ 観光コース
B コース
有馬温泉コース
（安心の添乗員・
要約筆記者付）

☆分科会テーマと座長、講師、パネラー
第１分科会 「これからの要約筆記を考える」
コーディネーター：上田牧子氏 講師：高岡 正氏
パネラー：大林載孝氏、藤田美佐子氏、平井康子氏、行政担当者（交渉中）
第２分科会 「中途失聴難聴者の悩み解決策を話し合おう」

座長：筒井優子氏 助言者：藤田 保氏
事例発表者：喜多有理氏、町田晴彦氏、長田由美子氏、酒井ヒロミ氏
第３分科会 「デジタル技術を難聴者はどのように役立てるか」
座長：柴田浩志氏
パネラー：ＮＴＴ（交渉中）
、高岡養三氏、ＮＨＫ（交渉中）
、佐野 昇氏
第４分科会 「高齢難聴者が地域で安心して暮らせるために」

座長：大石 忠氏 副座長：竹内 瞳氏
講師：根岸信洋氏、石田美佐子氏、大上 清氏
第５分科会 「楽しもう、元気の出る集い」
和太鼓（雅夢）、健康体操（澤田淑子氏）、ジャグリング、手話落語（横山勝一氏）

☆吉本字幕寄席（アトラクション）
テレビ等おなじみの芸人たち。（笑福亭仁鶴一門出演予定）

２．参加費
参加費

早期申込、8/31 まで

５，０００円

9/1 以降申込

６，０００円

中学・高校生

３，０００円

宿泊費

別紙参照

交流会費（着席形式）

６，８００円

昼食代（弁当・お茶）／１食 ※１

１，０００円

※１ 昼食代は消費税込み。尚ドーンセンター内に飲食施設はありますが、昼食時は大変混雑が
予想されますので、お弁当のお申し込みをお勧めいたします。

３．お申込方法（流れ）
（ア）申し込み：同封の参加申し込み用紙にご記入の上、下記まで
①ＦＡＸ ②郵送 ③メールのいずれかにてお申し込みください。
（分科会希望は、第二希望までご記入ください。希望者が多数の場合は、ご希望に
添えない場合もありますのでご了承ください。）
※申込書面にメールアドレスお持ちの方はご記入方お願いします。（回答返信用）

（イ）受付確定：参加申し込みをいただきましたら、順次受付した旨の文書をメール、
或いは FAX もしくは郵送にてお知らせ致します。
（ウ）参加費用お支払い：別紙参加申込書の合計費用はお間違いのないよう
下記口座へお振込みお願い申し上げます。

お振込み口座

三菱東京ＵＦＪ銀行 千代田支店
普通：5460924
口座名：株式会社ＪＴＢ西日本

注）「参加申込書」と参加費用の入金が確認された時点でお申込受付といたします。

申し込み締切り

第一次早期申込
第二次申込

８月３１日（木）まで
９月２９日（金）まで
お早めにお願いします。

４．申込書の送付先
（株）ＪＴＢ西日本 団体旅行大阪中央支店 「難聴者福祉大会」係 （担当 雲川・中川）
〒550－０００2

大阪市西区江戸堀１－１２－８ 明治安田生命肥後橋ビル２階

℡ ０６－６４４９－９０１５

Fａｘ ０６－６４４９－９００８

メールアドレス：danosaka_taikai1029@jtb.jp

５． お問合わせ先
●参加申込・お振込・宿泊・観光等について
（株）ＪＴＢ西日本 団体旅行大阪中央支店 担当：雲川・中川
〒550－０００2

大阪市西区江戸堀１－１２－８ 明治安田生命肥後橋ビル２階

℡ ０６－６４４９－９０１５ Fａｘ ０６－６４４９－９００８ (平日 9:00～17:00、土・日・祝日休み)
メールアドレス：danosaka_taikai1029@jtb.jp
＊ 必ず「全難聴大会で」とお問い合わせ下さい。

●集会内容について
大会事務局：

上野 哲人

〒581-0023 八尾市都塚１－９
FAX

0729-98-2907

ｅメール

QYF02673@nifty.com

６. ご宿泊のご案内
大会に際しまして、宿泊を下記の要領にて斡旋致しますので、別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、ぜひ
お申込みください。

宿泊期日

１０月２８日（土）

ホテル名

ホテル京阪天満橋

住所（大阪市）

室タイプ

宿泊代金

申込記号

大阪市中央区谷町

一 人 部 屋

７,９00円

A－１

２ 人 部 屋 ７,４００円

A－２

京阪天満橋徒歩２分

１－２－１０
地下鉄天満橋徒歩２分

大阪キャッスルホテル

大阪市中央区天満橋 一

人 部 屋 ９,0００円

B－１

２ 人 部 屋 ８,４00円

B－２

一 人 部 屋

C－１

京阪天満橋直結

京町１－１
地下鉄天満橋直結

三井ガーデンホテル
大阪淀屋橋

大阪市中央区高麗橋

京阪淀屋橋・北浜３分

２－５－７

８,４00円

大阪市北区西天満

２ 人 部 屋 ７,４00円

C－２

一 人 部 屋 ７,４００円

D－１

JR東西線大阪天満宮徒歩５分

トーコーシティー
大阪市北区南森町

地下鉄南森町徒歩１分

１－３－１９

JR東西線大阪天満宮徒歩１分

２ 人 部 屋 お取り扱いありません
一 人 部 屋

ホテル梅田

徒歩５分

京阪電車利用
計１５分
地下鉄谷町線利用
天満橋駅下車

地下鉄南森町徒歩３分

３－５－２３

徒歩３分

天満橋下車

地下鉄淀屋橋・北浜３分

ホテルイルグランデ

会場までの時間

８,０00円

計１５分

E－１ 地下鉄谷町線利用
天満橋駅下車

２ 人 部 屋 ７,８00円

E－２

計１５分

宿泊施設については一人部屋を中心に確保しておりますが、各ホテルの仕入数に限りがありますので、
１ホテルに希望者多数の場合、別ホテルもしくは２人部屋でのご案内する場合がございますのであらか
じめご了承ください。
また、二人部屋にも限りがございますので上記同様満室の場合は、一人部屋に変更いただく場合がご
ざいます。
①上表の料金は、１泊朝食付き税金サービス料込みのお一人様あたりの料金です。
二人部屋料金は二人部屋をお二人様で利用される場合のお一人様あたりの料金です。
②二人部屋をご利用の方は、必ず申込書に同室者名もご記入ください。
③お申し込みは申込記号でご記入ください。先着順での受付とさせていただきます。満員の場合は、
第２希望のホテルでご案内させていただきます。

＊大会参加申し込みは９月２９日で締め切りとさせていただきます。宿泊申し込みについては、
参加申し込み後もお受けいたしますが、ご希望に添えない場合もございます。できるだけお早めに
お申し込みください。

７. オプショナルツアーのご案内＜実施日１０月３０日（月）＞
Ａコース
お一人様

京阪天満橋ホテル＝＝ ユニバーサルスタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）

10/30
（月）

8:30
注）パスポート代は含まれておりますが、昼食費用はふくまれておりません

４，８００円

Ｂコース
お一人様

※障害者割引適用により、当日「身体障害者手帳」提示が必要となります。

１日目
10/29
（日）

大会会場（ドーンセンター）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝有馬温泉
有馬ロイヤルホテル（泊）
有馬温泉＝＝＝六甲山牧場・オルゴール記念館＝＝＝＝＝＝＝

１９，８００円

8:30

添乗員・
要約筆記者
付

２日目
10/30
（月）

9:00

11:00

＝＝＝六甲山ジンギスカンパレス［昼食：ジンギスカン料理］＝＝＝
11:30

12:30

＝＝＝元町・中華街散策＝＝＝＝＝＝伊丹空港＝＝＝＝ 大阪駅
16:00

17:00

①ご旅行代金に含まれるもの
～行程表記載の貸切バス代・駐車料金・・旅行傷害保険代
B コースのみ：添乗員・要約筆記者費用・昼食代
②募集人員～４０名（満員になり次第締切させていただきます）
③最小催行人員～２０名

２０名に満たない場合は、催行を中止する場合があります。中止決定の場合は
１４日前までにご連絡させていただき、旅行代金は、お返しいたします。

④当日の道路状況や天候等の理由により行程・時間など変更の場合があります。
⑤Ａコースの方につきまして、１０月２９日（日）宿泊 ホテル京阪天満橋にてご希望の方は
別途費用（宿泊一覧料金表と同額）にてお手配させていただきます。

８．取り消しについて
■参加費はお返しできませんが、資料集・報告集をお送りいたします。
■懇親会費の取消料
１０月２０日まで無料 １０月２１日～２７日まで５０％ １０月２８日以降 １００％
■宿泊プラン・オプショナルツアー、お弁当の取消料
【宿泊プラン・オプショナルツアー 取消料】
一般旅行業務取扱管理者

服部 健志

一般旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を
取り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ご不明な点があれば、ご慮
なく上記の取扱主任者にお尋ねください。

【弁当 取消料】
取 消 日

取 消 料

１）前日の正午（12：00）まで

無料

２）前日の正午（12：00）以降

弁当代金全額

９．旅行条件の要約
●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ＪＴＢ西日本（大阪市中央区久太郎町２丁目１番２５号 国土交通大臣登録旅行業第 1768 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を締結することになり
ます。また旅行条件は、各プランごとに記載されている条件のほか、下記条件、確定書面送付時に同封いたします旅行条
件書、出発前にお渡しする確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立
申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金全額をお支払いください。旅行契約は、当社が契約の締結を承
諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。
●旅行代金に含まれるもの
各プランごとに明示した宿泊費、食事代、運送機関の運賃･料金、旅行取扱料金及び消費税。
（１） 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
めに利用させていただくほか､お客様がお申込いただいた旅行について運送･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必要な範囲内で利用させていただきます｡
（２） 当社は､旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため､当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供するこ
とがあります｡この場合､お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって
提供いたします｡
これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は､お申込店に出発まえまでにお申し出ください｡

上記以外の旅行条件は､出発前に別途お渡しする旅行条件書（全文）にてご確認ください｡
申込先： JTB 団体旅行大阪中央支店 「第１３回全国中途失聴者・難聴者福祉大会」係
〒550-0002 大阪市西区江戸堀１丁目１２－８ 明治安田生命ビル２階 営業時間 ９：0０～１７：0０（土日・祝日は休業）
ＴＥＬ：０６－６４４９－９０１５ ＦＡＸ：０６－６４４９－９００８
大会専用メールアドレス：danosaka_taikai1029@jtb.jp

お申込締切日 平成１８年９月２９日(金)
変更・取消は誤手配を防ぐため、必ず郵便にてお願い致します。
一般旅行業務取扱管理者 服部 健志
旅行企画・実施

一般旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を
取り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ご不明な点があれば、ご慮
なく上記の取扱主任者にお尋ねください。

㈱ＪＴＢ西日本

国土交通大臣登録旅行業第 1678 号
日本旅行業協会正会員
ボ ン ド 保 証 会 員
大阪市中央区久太郎町２－１－２５ 〒140-8602

至 大阪駅

１０. 交通のご案内
至 淀屋橋

至 出町柳

京阪電車
京阪北浜

京阪天満橋

京阪京橋
ＪＲ京橋

大阪府立女性
土佐堀通り
地下鉄（谷町）

ＪＲ環状線

（ドーンセンター）

天満橋駅より
徒歩約５分
地下鉄（谷町）

谷町４丁目

：大阪キャッスルホテル
：ホテル京阪天満橋

至 天王寺

至 天下茶屋

地下鉄堺筋線

天満橋駅

総合センター

