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第 20回記念
日本認知症グループホーム全国大会

テーマ おまかせください！　認知症グループホームに！！
～ 地域包括ケアシステムで求められる認知症グループホームの役割 ～

趣　旨 　平成30年は、医療・介護・障害福祉の３報酬の同時改定に加えて、医療計画・介護保険
事業計画・障害福祉計画の３計画の見直しの全てが重なる、国にとっても非常に大きな節目
の年であり、2025年（平成37年）の「完成」を目指している 「地域包括ケアシステムの
構築」への取り組みがいよいよ本格始動する年でもあります。
　今大会では、その「地域包括ケアシステムの構築」に向け、「認知症の人の生活の全てに
寄り添い」「認知症の進行を遅らせ」「認知症の人のBPSDの改善につなげ」「認知症の人の
QOLの維持・向上につなげる」認知症グループホームケアの素晴らしさを地域に向かって
より発信し、認知症グループホームケアの素晴らしさを地域により知ってもらうために必要
なことについて、参加者の皆様との闊達な議論の場としていきたいと考えております。
　現在、介護従事者の処遇改善や深刻な介護人材不足など、介護現場の問題・課題が多くあ
りますが、日々認知症グループホームケアで汗を流し、日々認知症グループホームケアにつ
いて創意工夫を重ねている多くの仲間がいます。厳しい環境の中で頑張っている多くの仲間
に『これからも認知症グループホームで頑張ろう』と前向きに思っていただける大会を目指
し、節目となる第20回記念日本認知症グループホーム全国大会を開催します。

平成30年９月７日（金）・８日（土）期 日

栃木県総合文化センター（〒₃₂₀︲₈₅₃₀ 栃木県宇都宮市本町1︲8）会 場

1,000名参加予定人数

会員：10,000円　　非会員：12,000円
利用者・家族・学生・運営推進会議委員は参加費無料（資料代2,000円）

参 加 費

6,000円意見交換会費
（懇親会費）

平成30年7月31日（火）まで
※ 大会ホームページの専用申込ページよりお申込下さい。インターネット設備のない方はＦＡＸに
てお申込みいただけます。詳細は16ページをご覧ください。

参加申込締切日

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会主 催

日本認知症グループホーム大会実行委員会運 営

会員（代表者・職員等）、GH事業者、利用者、家族、行政、学生、運営推進会議委員、地
域密着型サービス・特養・老健・慢性期医療機関・有料老人ホーム等介護・福祉・医療関係
者、一般市民など

対 象
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旅行業者：東武トップツアーズ株式会社　宇都宮支店
第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会デスク
〒320-0026　栃木県宇都宮市馬場通り2-3-6　真清館ビル
　　　　　　　  TEL　028-636-7761　FAX　028-636-7760
 担当：田村・杉田・渡辺

大会参加・旅行申込　問い合わせ先

日本認知症グループホーム協会大会実行委員会（教育・研修担当）
〒320-0831　栃木県宇都宮市新町2丁目70番地　サービス付き高齢者向け住宅　古

こ

今
こん

嘉
か

　内
　　　　　　　  TEL　028-611-1002　FAX　028-611-3327
 担当：福田

分科会・ポスターセッション　問い合わせ先

〒326-0338　栃木県足利市福居町1210番地　医療法人孝栄会　前沢病院　内
　　　　　　　  TEL　0284-71-3191　FAX　0284-71-3153
 担当：福本（荒牧）

日本認知症グループホーム協会大会実行委員会（栃木県事務局）

大会運営等　問い合わせ先

厚生労働省／栃木県／宇都宮市／公益社団法人日本医師会／社会福祉法人仁至会認知症介護研究・研修大
府センター／社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター／社会福祉法人浴風会認知症介
護研究・研修東京センター／公益財団法人さわやか福祉財団／公益社団法人認知症の人と家族の会／公益
社団法人全国老人福祉施設協議会／公益社団法人全国老人保健施設協会／一般社団法人日本慢性期医療協
会／住友生命保険相互会社／社会福祉法人全国社会福祉協議会／介護医療院協会／全国地域包括・在宅介
護支援センター協議会／一般社団法人栃木県医師会／国立研究開発法人国立長寿医療研究センター／社会
福祉法人全国社会福祉協議会全国ホームヘルパー協議会／公益財団法人介護労働安定センター／公益財団
法人全国老人クラブ連合会／公益財団法人テクノエイド協会／公益財団法人日本訪問看護財団／公益社団
法人全国有料老人ホーム協会／公益社団法人全日本病院協会／公益社団法人日本栄養士会／公益社団法人
日本介護福祉士会／公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会／公益社団法人日本看護協会／公益社団法
人日本歯科医師会／公益社団法人日本歯科衛生士会／公益社団法人日本社会福祉士会／公益社団法人日本
精神科病院協会／公益社団法人日本精神保健福祉士協会／公益社団法人日本薬剤師会／公益社団法人日本
理学療法士協会／公益社団法人日本老年精神医学会／一般社団法人シルバーサービス振興会／一般社団法
人全国介護事業者協議会／一般社団法人全国介護付きホーム協会／一般社団法人全国デイ・ケア協会／一
般社団法人全国認知症介護指導者ネットワーク／一般社団法人全国訪問看護事業協会／一般社団法人日本
医療法人協会／一般社団法人日本介護支援専門員協会／一般社団法人日本言語聴覚士協会／一般社団法人
日本作業療法士協会／一般社団法人日本認知症ケア学会／一般社団法人日本病院会／一般社団法人日本訪
問リハビリテーション協会／一般社団法人日本老年看護学会／一般社団法人日本認知症学会／社会福祉法
人栃木県社会福祉協議会／公益社団法人栃木県栄養士会／公益社団法人栃木県看護協会／公益社団法人日
本精神科病院協会栃木県支部／公益社団法人認知症の人と家族の会栃木県支部／一般社団法人栃木県介護
福祉士会／一般社団法人栃木県言語聴覚士会／一般社団法人栃木県作業療法士会／一般社団法人栃木県歯
科医師会／一般財団法人栃木県社会福祉士会／一般社団法人栃木県商工会議所連合会／一般財団法人栃木
県精神衛生協会／一般社団法人栃木県認知症高齢者グル－プホーム協会／一般社団法人栃木県病院薬剤師
会／一般社団法人栃木県理学療法士会／一般社団法人栃木県老人福祉施設協議会／一般社団法人栃木県老
人保健施設協議会／とちぎケアマネジャー協会／栃木県済生会高齢者ケアセンター／栃木県歯科衛生士会
／栃木県市長会／栃木県精神保健福祉士会／栃木県精神保健福祉センター／栃木県地域包括・在宅介護支
援センター協議会／社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会／一般財団法人栃木県老人クラブ連合会／宇都
宮商工会議所／宇都宮共和大学／学校法人自治医科大学／国際医療福祉大学／作新学院大学／獨協医科大
学／足利短期大学／宇都宮短期大学／佐野日本大学短期大学／宇都宮ビジネス電子専門学校／大原簿記情
報ビジネス医療福祉専門学校宇都宮校／国際介護福祉専門学校／国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校／
中央福祉医療専門学校／栃木介護福祉士専門学校／マロニエ医療福祉専門学校／朝日新聞社宇都宮総局／
ＮＨＫ宇都宮放送局／株式会社エフエム栃木／株式会社栃木放送／株式会社とちぎテレビ／株式会社下野
新聞社／日本経済新聞社宇都宮支局／産経新聞社宇都宮支局／毎日新聞社宇都宮支局／読売新聞社宇都宮
支局

後 援
　（予定）　
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

大 会 日 程

1日目 9月7日（金）
1２：００ 受付開始

１３：００
オープニングセレモニー
 メインホール

１３：１５

開会式
　開会宣言　大会実行委員会委員長　栃木県支部長　前沢　孝通
　大会長（主催者）挨拶　　会長　河﨑　茂子
　来賓祝辞、来賓紹介
表彰式
　協会表彰、演題表彰
 メインホール

１４：１５
基調講演
　厚生労働省（予定）
 メインホール

１５：１５ 休憩（１５分程度）

１５：３０
特別講演
作家　下重　暁子　氏
 メインホール

特別セミナー
　リスクマネジメント・セミナー

１６：３０ 休　憩

１６：４０

教育講演
　香川大学医学部 精神神経医学講座
　教授 中村 祐　氏
 メインホール

１７：４５ 終了

１８：００ 意見交換会（懇親会）　　　　　　

２０：００ 意見交換会終了
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

　８：３０ 受付開始

　９：００
分
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会
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会
Ⅱ
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会
Ⅲ

分
科
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科
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科
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グループホーム
経営を大いに語
る場

ワールドカフェ
風情報交換会

１1：００ 休憩

１２：００
昼食休憩
　ランチョンセミナー（予定）
 メインホール

１３：００

認知症の人によるコーラス
　 認知症の人（グループホーム等利用者、在宅問わず）、認知症に係る家族、ボランティア、

スタッフなどによる合唱
 メインホール

１３：１５

シンポジウム
　「 認知症グループホームケアの素晴らしさ！」

～ 認知症グループホームにおける、グループホームケアの効果・評価に関する調査～
の報告書の報告を含めて

　報告・コーディネーター
　　山口晴保　認知症介護研究・研修東京センター・センター長/群馬大学名誉教授

　　他シンポジスト数名出演予定

１５：１５

閉会式
　大会総括　総務委員長
　次回大会挨拶　次回大会実行委員長
　次回大会旗引き継ぎ
　閉会挨拶　大会実行委員会副実行委員長
 メインホール

１５：４５ 終了

★ 大会後日（9月8日、9日）にオプショナルツアー（世界文化遺産・鬼怒川温泉宿泊コース、世界文化
遺産日帰りコース、真岡鉄道SL・益子焼日帰りコース）を企画しております。詳細につきましては15
ページ以降をご参照ください。

　この機会に、栃木の観光地を訪れてみてください。

2日目 9月8日（土）



内　容
基調講演 9月7日（金）14：15

厚生労働省老健局（予定）

シンポジウム 9月8日（土）13：15
テーマ「認知症グループホームケアの素晴らしさ！」

～認知症グループホームにおける、グループホームケアの効果・
評価に関する調査～　の報告書の報告を含めて

報告・コーディネーター
認知症介護研究・研修東京センター・センター長/群馬大学名誉教授　山口　晴保 氏

シンポジスト数名予定

特別講演 9月7日（金）15：30
　

講師　作家　下重　暁子 氏

特別セミナー 9月7日（金）15：30
テーマ「事故の法的責任と対応、危険予知訓練（仮）」

※参加型セミナー　講師　株式会社インターリスク総研

教育講演 9月7日（金）16：40

講師　香川大学医学部　精神神経医学講座　教授　中村　祐 氏
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

「リスクマネジメント・セミナー」
（７日　15：30～ 17：45）

「特別セミナー　リスクマネジメント・セミナー（グループワークありの参加型セミナー）」
の参加者を募集します。

　このセミナーは、「事故の法的責任と対応、危険予知訓練」をテーマに、グループホーム現場で実際におき
ている事故などを事例に、その対処法等を学ぶと共に、事故につながる危険予知の訓練（KYT）を行います。
　現場に役立つセミナーとして、株式会社インターリスク総研の専門家が講師を務め、参加型のセミナーを
行います。

募集要項
【対　　象】 認知症グループホームの職員
【申込方法】 ご参加を希望する場合は、別添大会申込用紙の「特別セミナー」欄に「○」をご記入下さい。
　※会場の都合上、事前申込制になります。（定員100名：定員に達し次第、締切）
　※「特別セミナー」にご参加する場合は原則、途中入場・途中退出はご遠慮願います。
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

「グループホーム経営を大いに語る場」
（８日　９：00～11：50）

「ワールドカフェ風情報交換会」について
（８日　９：00～11：00）

　「グループホーム経営を大いに語る場（意見交換・自由討論会）」の参加者を募集します。
　大会のテーマ「おまかせください！　認知症グループホームに！！　～地域包括ケアシステムで求められ
る認知症グループホームの役割～、及び大会趣旨（開催案内１ページ目に記載）に基づき、全国のグループ
ホーム経営者による「語る場」の参加者を募集いたします。

　「ワールドカフェ風情報交換会」（ラウンド方式の意見交換・自由討論会）の参加者を募集します。
　大会のテーマ「おまかせください！　認知症グループホームに！！　～地域包括ケアシステムで求められ
る認知症グループホームの役割～、及び大会趣旨（開催案内１ページ目に記載）に基づき、地域における認
知症ケアの拠点として活躍する全国のグループホーム職員による情報交換会の参加者を募集いたします。

趣　　旨
　経営規模の小さな認知症グループホームにおいては、収支差率に関わらず収支差額は小さな額であり、
常に赤字と隣り合わせの厳しい経営環境の中で、事業継続のための経営努力を余儀なくされています。
一方で、他の施設・居住系サービスよりも手厚い人員配置をした上で、認知症の人のみを対象としたサー
ビスとして、認知症ケアのサービスの質の維持にも取り組んでいます。
　この「ＧＨ経営を大いに語る場」においては、認知症グループホームの安定的かつ持続的な経営に向
けて、経営者の方々にお集まりいただき、人材確保や共用デイ、ショートステイ、加算の取得等の運営
など、現在の経営課題・問題点及び改善策や積極的な事業展開などについて闊達なご議論をいただきた
いと考えおります。また、地域特性別、法人形態別のグループホーム経営についても大いに語り合いた
いと考えています。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

募集要項
【対　　象】　認知症グループホームの経営者、管理者
【申込方法】　 ご参加を希望する場合は、別添大会申込用紙の「選択プログラム」欄に「７」をご記入下

さい。
会場の都合上、入室できない場合がございますので、その場合は他のプログラムにご参加ください。

趣　　旨
　認知症グループホームは、新オレンジプランにおいて「地域における認知症ケアの拠点として、その
機能を地域に展開し、共用型認知症対応型通所介護や認知症カフェ等の事業を積極的に行っていくこと
が期待されている。」と明記され、その活動は近年数多くみられるようになってきております。
　このワールドカフェ風情報交換会においては、「地域包括ケアシステムで求められている認知症グルー
プホームの役割」を担うべく、既に共用デイ、ショートステイ、認知症カフェ、地域支援事業や医療連
携など、地域における認知症ケアの拠点として先駆的に活動している事業所や、これからそうした活動
を予定している事業者の皆様にお集まりいただき、その取り組みの工夫、成果について、ワールドカフェ
方式により共有していきたいと考えております。「おまかせください！認知症グループホームに！！」
とより強く地域へ発信をしていくため、多くの皆様のご参加お待ちしております。

募集要項
【対　　象】　 地域における認知症ケアの拠点として活動している認知症グループホーム、もしくは今後

そうした活動を計画している認知症グループホームの職員
【申込方法】　 ご参加を希望する場合は、別添大会申込用紙の「選択プログラム」欄に「８」をご記入下

さい
会場の都合上、入室できない場合がございますので、その場合は他のプログラムにご参加ください。
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

分科会・ポスターセッションの発表について（演題募集テーマ）

●分科会・ポスターセッション（共通）
番号 演題募集テーマ：演題の趣旨・背景 キーワード

１

住み慣れた地域で「その人らしさ」を大切にした認知症グループ
ホームケア。「認知症の人の生活の全てに寄り添い」「認知症の進行
を遅らせ」「認知症の人のBPSDの改善につなげ」「認知症の人の 
QOLの維持・向上につなげる」認知症グループホームの素晴らし
い取組、また若年性認知症の人への支援の取組み等を募集します。

認知症グループホームケア、認知
症ケアと生活支援、家族との協働、
若年性認知症への対応

２

住み慣れた場所で最期まで過ごせる仕組みとして、30報酬改定で
介護、医療の連携が重視され、入退院支援、看護職員の配置や口腔
衛生、栄養改善、生活機能向上に対して加算が強化されました。認
知症グループホームにおける利用者の重度化予防、重度化対応、看
取りの取組、家族や実践する職員への支援の取組み等を募集します。

重度化、看取りと家族支援、入退
院支援を含む医科、歯科等の医療
機関との連携の実践

３

新オレンジプランでは、地域に開かれたグループホームの役
割として共用デイやショートステイ、認知症カフェ、情報提供、
相談活動等の多様化、多機能化が求められています。また地
域包括ケアシステムの取組が本格始動する中、「おまかせくだ
さい！認知症グループホームに！！」と言える活動が必要で
す。そのような求められる取組みを募集します。

地域包括ケアシステム構築のため
の地域での連携、新オレンジプラ
ンと認知症グループホームの役割

４

介護事故や虐待、利用者の権利をないがしろにした事件が目
につく昨今、30報酬改定においても身体拘束の適正化を図る
報酬減額が打ち出されました。虐待・拘束などを排した利用
者の権利擁護の取組み・家族支援、また相次ぐ高齢者施設の
火災や、いつどこで起きるともしれない大規模災害への対策
など、リスクマネジメントの取組みを募集します。

認知症の人と家族の権利擁護と虐
待、拘束の防止、災害対策を含む
リスクマネジメントのあり方

５

日本全体の人口減少に伴い、介護事業の要となる人材確保は
益々大きな問題となっています。そうした情勢のなかでの人
材確保、職員の育成、定着のための取組みや教育のあり方、
外国人の受入れ等の取組、またロボットやICTの導入などによ
る業務負担軽減や作業効率改善の取組み等を募集します。

人材確保、人材育成と質の向上、
職員リーダー層の育成、ＩＣＴ、
ロボット

６ その他（認知症グループホームの経営問題は「グループホー
ム経営を大いに語る場」で話し合います）

１～５に含まれない、各施設での
特徴ある取組み、行事、レクリエー
ション等

※ご提出いただいた抄録を査読させていただいた後、分科会Ⅰ～Ⅷ、ポスターセッションに振り分けさせていただきます。

　大会の分科会及びポスターセッションの発表演題を募集いたします。
　大会のテーマ　「おまかせください！　認知症グループホームに！！」～地域包括ケアシステムで求め
られる認知症グループホームの役割～、及び大会趣旨（開催案内１ページ目に記載）に基づき、全国の実
践や研究をまとめた発表を募集いたします。また、次回大会におきまして、この発表の中から優れた内容
のものを選定し、優秀奨励賞、奨励賞として表彰します。
　皆様の事業所での実践を、全国の舞台で発表されることを大いに期待いたします。
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

分科会発表/ポスターセッション募集について

分科会発表ならびにポスターセッションの発表要領

Ⅰ．発表形式等について

分科会発表 ポスターセッション

形 式 内 容
分科会発表はパワーポイントなどを
使用して研究成果を直接説明してい
く発表形式です。

発表や報告したことを文字や写真などを使い、自由
に掲示することができます。また、発表場所の前に
各自で用意した資料などを置くことができます。

発 表 時 間 準備・発表　10分以内　質疑5分 準備・発表　10分以内　質疑5分
使 用 機 材 パワーポイントのみ ボード展示（120× 90cm）
そ の 他 ご希望の発表形式にならない場合もございます。あらかじめご了承ください。

●応　募　資　格：本大会参加者であること（別途大会参加手続きを必ずして下さい）
●費　　　　　用：資料作成費、郵送料、参加費、旅費、宿泊費など、全て自己負担となります。
●発表申込の締切：平成30年6月11日（月）必着（必ず抄録原稿も一緒に提出して下さい）
●発表の申込方法： 協会ホームページから大会サイトに進み、「分科会発表・ポスターセッション申込書」

をダウンロードしていただき、E-メールにて大会事務局へお申込みください。

協会ホームページ　http://ghkyo.or.jp

①上記の協会ホームページより大会サイトへお進みください。
　　　　　⬇
②“分科会発表・ポスターセッション申込用紙”より申込書をダウンロードしてください。
　　　　　⬇
③必要事項をご記入のうえ、E-メールにて大会事務局へお申込みください。

E-mail：grouphometaikai@gmail.com

＊ インターネットを利用できる環境がない場合は、大会事務局までお問合せくださ
い。

　　　　　⬇　★平成30年6月11日（月）必着（抄録原稿と一緒に提出）

④ 発表の採択の可否につきましては、平成 30 年 7月上旬頃までに、ご案内させてい
ただきます。
＊当日の発表形式の詳細につきましては、発表申込みいただいた方に個々に別途ご案
内させていただきます。
＊発表の採否につきましては、大会テーマ、趣旨に沿った選考をさせていただきま
す。発表の採否につきましては、大会実行委員会にご一任願います。
＊発表された演題は第20回記念日本認知症グループホーム全国大会演題表彰の対象
になります。

　分科会及びポスターセッションの発表は、今回大会では各発表時間を10分、質疑応答時間を5分と
し、十分な時間を取って学び、交流できるよう配慮しました。また、分科会の発表が優位であるなどとい
うのではなく、提出いただいた抄録原稿を実行委員会担当部門が査読し、適切な発表形式に振り分けさせ
て頂くものです。
　同一の分科会テーマが多い場合は、分科会を複数会場に振り分けさせて頂く事もありますのでご了承く
ださい。
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

抄録原稿の提出について

抄録の書き方
・抄録原稿は抄録原稿見本（P11）を参考にルールを守って作成して下さい。
・抄録原稿は提出いただいた原稿をそのまま使用します。
・抄録は１演題１ページとし、様式の変更は不可とします。
・フォントはMS明朝体とします。
・見本のように「演題」を16ポイント下線付き、「副題」を13ポイント、「都道府県名・市町村名」・
「施設名」・「職種・発表者」・「共同研究者名（いる場合）」をそれぞれ12ポイントで、必ず見本ど
おりの位置に記載してください。
・取り組みと最も関係のあるキーワードを必ず３つ、重要度順に記載してください。
・本文は10ポイントで記載し、2段で段組みし、一行を全角23文字とします。また行数は32～39行（全
部で約1,500字～約1,800字）で構成してください。もし図表を入れる場合も必ずこの範囲で収めてく
ださい。
・本文は見本のように、原則として（取り組み課題）（倫理的配慮）（具体的取り組み）（活動の成果と評
価）（今後の課題）（参考文献）等で構成し、これらの見出しを見本のように左寄せで入れてください。
・タイトルは、発表の内容を表すものにしてください。「○○さんから教わったこと」など抽象的で内容を
示さないものは控えてください。

・分科会発表・ポスターセッションの抄録は、大会要覧に掲載し分科会参加者に配布いたします。発表者は
全員必ず下記の要領に従い準備していただくようお願いいたします。
・分科会発表・ポスターセッションのいずれも抄録原稿は必ず提出して下さい。

●抄録の様式と申込方法
協会ホームページから大会サイトに進み、「抄録原稿用紙」をダウンロードしていただき、E-メールにて
大会事務局へお申込みください。

協会ホームページ　http://ghkyo.or.jp

①上記の協会ホームページより大会サイトへお進みください。
　　　　　⬇
②抄録原稿用紙をダウンロードしてください。
　　　　　⬇
③下記の注意事項を参照のうえ作成していただき、E-メールにて大会事務局へお申込みください。

E-mail：grouphometaikai@gmail.com

＊インターネットを利用できる環境がない場合は、大会事務局までお問合せください。

★平成30年6月11日（月）必着（必ず発表申込書と一緒に提出して下さい）

抄録原稿について
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発表の方法

参加者と共有しやすいスライドの作り方について

ポスターの作り方について

・通常プレゼンテーションで使用されるスライド数は1分1枚が標準とされています。発表時間が10分の
場合は、スライドは10枚程度が目安となります。
・発表に使用するスライドは、会場の出席者に見てもらい理解を深めるためのものです。見えないような小
さい字や表は無意味ですし、参加者の皆さんにとっても残念なものです。また、じっくりと読んでやっと
理解するものではなく、目で見て一瞬で理解できるよう、長々とした文章ではなく、口頭発表の概要を簡
潔に箇条書きで表現してください。説明の全てを盛り込もうとすると、かえって理解の妨げとなります。
・そのページのタイトルを一回り大きな文字で一行目に記載し、その下の文章は10行以内くらい、タイト
ルは、38ポイント以上、スライドの中の文字は24ポイント以上が目安です。
・表やグラフは読み取るまでに多くの時間が必要となるので、表やグラフの多用は避けてください。表やグ
ラフを用いる場合は、表内の字などが十分な大きさになるように注意してください。
・演題に直接関係ない環境紹介や施設紹介だけを目的とするようなスライドは、必要ありません。

・ポスターセッションで使用するポスターの規格は、縦120cm、横90cmです。
・レイアウトは自由ですが、タイトル＜演題名（副題を含む）、都道府県名、施設名、職種及び発表者名＞
は必ず明記して下さい。詳細はポスターディスプレイ例（P12）を参照してください。

・発表時間は、一人当たり10分（準備・発表）です。
・発表の研究や取り組みは完成したことや成果の出たものにかかわらず、結果の出なかったもの、失敗した
こと、解決できないことでもかまいません。発表の課題が全国の仲間も抱えている事案なら、ともに悩み
努力している人がいることを知り、取り組んでいる過程を共有するだけでも、その後の活動の大きな支え
となるでしょう。
・発表は、パワーポイントを用いて説明を行うことを原則とします。
・発表用のパソコンは、事務局で準備します。発表用データの提出方法については、発表申込みいただいた
方に別途ご案内申し上げます。
・本大会で使用する発表用パソコンのOSは、Windows7～Windows10までです。（XP、Vistaは不可）
・データは、Windowsで作成した、Microsoft PowerPoint 2013ファイルまでとします。Macintosh
には、対応しておりません。
・スライドは、目安として10枚程度とします。
・発表者は、演台に設置していますキーボード、マウスで操作していただきます。
・発表者は、制限時間を守り、円滑な進行に協力してください。

ポスターセッションの発表
・ポスターセッションの発表時間は、10分（準備・発表）です。
・ポスターの規格は、縦120cm、横90cmです。
レイアウトは自由ですが、タイトル「演題名（副題を含む）、都道府県名、施設名、職種および発表者名」
は必ず明記してください。詳細は、ポスターディスプレイ例（P12）を参照してください。

発 表 に つ い て
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この領域は事務局使用
縦5行×横12文字

キーワード1
キーワード1
キーワード1

演　　　　　　　　　題

副　　　　　　　　　題
　　 ふ　り　が　な

種　別･施設名都道府県･市町村名

　　　 ふ　り　が　な

職　種･発表者名

今回の発表の施設またはサービスの概況

（取り組んだ課題・はじめに）
　今回の取り組みを始めるきっかけとなった状況や、
抱えていた課題を具体的に記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（倫理的配慮）
　調査協力、研究発表に際し、利用者・家族に説明
し、承諾を得ている旨記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（具体的な取り組み）
　問題解決のための取り組みの具体的な内容（対象
者、その割合と理由、取り組みの具体的な手法、取り
組み時期や期間、取り組みの手順、取り組んだ職員数
や構成、必要とした道具や費用など、活動成果を出す
ポイントになった点）を記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（活動の成果と評価）
　今回の取り組みの成果を具体的に示して記載。
　また、成果や取り組みに対するご利用者の反応、自
己評価（うまくいった、失敗だった、この様な所が足
りなかった）なども記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（今後の課題・考察・まとめ）
　今回の取り組みの成果を踏まえ、今後さらにどのよ
うな取り組みを行うかを記載。

（参考・文献など）

施設説明、実施サービス説明等はここに記載。

共同研究者名（いる場合）

抄 録 原 稿 見 本

※発表を補足する資料などがある場合には、発表者において御用意下さい。
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第20回記念　日本認知症グループホーム全国大会

ポスターのディスプレイ例

※上記のディスプレイ例はあくまでも見本となります。

グループホームにおける地域支援の
あり方について

△△県　グループホーム□□□
ケアワーカー　○○　○○

はじめに
取り組みの経緯、
目標など

ページ１

ページ２

結論または
考察

アピールなど

事例１

イラスト
写真

タイトル表示の位置

文章、イラストや写真、
図表、グラフ、アピール
などは自由です。

掲示するスタイルや
ディスプレイの方法も
自由です。

発表や報告の内容を
分かりやすくまとめて
ください。

図表

事例１

イラスト
写真

20cm

100cm

90cm

ポ ス タ ー 見 本
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ご挨拶 

謹啓 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、『第20回記念日本認知症グループホーム全国大会』が栃木県宇都宮市（栃木県総合文化センター）において開催

されることを心よりお祝い申し上げます。 

 開催にあたり、全国各地からご参加いただく皆様方の便宜を図り、より一層ご満足いただける大会になりますよう、東武ト

ップツアーズ㈱宇都宮支店が大会参加・意見交換会・宿泊等につきまして御案内させていただくことになりました。 

 全社をあげて万全の体制をもって取り組み、今大会が成功裏に終わりますよう誠心誠意尽力いたす所存でございます。 

 つきましては記載のとおりご案内させていただきますので、お早めにお申込み頂きますようお願い申し上げます。 

 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 

謹白 

 

 東武トップツアーズ㈱宇都宮支店 

支店長 飛知和 比呂志 

１． 会場 

大 会： 平成30年9月 7日（金） 栃木県総合文化センター 

   平成30年9月 8日（土） 栃木県総合文化センター 

意見交換会 ： 平成30年9月 7日（金） 宇都宮東武ホテルグランデ 

（懇親会） 

【交通アクセス】 

大会：栃木県総合文化センター 

〒320-8530   栃木県宇都宮市本町1-8 

（栃木県総合文化センターには、駐車場がございませんので公共交通機関をご利用下さい。） 

  《大会専用シャトルバス運行について》 

   JR宇都宮駅（東口）より「栃木県総合文化センター」まで大会専用シャトルバスの運行を予定しております。 

   詳しくは、協会ホームページにてご確認ください。 

 

☆ＪＲ宇都宮駅西口より関東バス「県庁前」下車（約10分）徒歩3分 

 ＪＲ宇都宮駅西口より市内循環バス「総合文化センター前」下車（約10分）徒歩2分   

☆ＪＲ宇都宮駅西口よりタクシー約5分（1,600ｍ） 

☆東武宇都宮駅より徒歩10分（700ｍ） 

意見交換会（懇親会）：宇都宮東武ホテルグランデ 

〒320-8530   栃木県宇都宮市本町5-12 

☆大会会場「栃木県総合文化センター」より徒歩4分 

☆ＪＲ宇都宮駅西口より関東バス「東武駅前」下車（約10分）徒歩1分   

☆ＪＲ宇都宮駅よりタクシー約5分（1,500ｍ） 

☆東武宇都宮駅より徒歩5分（500ｍ） 

鉄道をご利用の場合 

●東京・関西・東海方面より ・東海道～東北新幹線利用 --- JR宇都宮駅（西口）--- 関東バス（約10分）----→ 

          （東京駅乗換え） 

●上越・北陸方面より    ・上越・北陸～東北新幹線利用 ---JR宇都宮駅（西口 ）--- 関東バス（約10分）-→ 

       （大宮駅乗換え）      

  ●東北・北海道方面より   ・東北新幹線利用 ------ JR宇都宮駅 （西口）--- 関東バス（約10分）--------→ 

飛行機をご利用の場合 

●羽田空港 モノレール -- 浜松町駅 -- 東京駅（東北新幹線）-- JR宇都宮駅（西口）-- 関東バス（約10分）→ 

 リムジンバス（約180分）------東武宇都宮駅(西口) ････徒歩10分････（会場）栃木県総合文化センター 

２．大会参加費（旅行契約には該当しません） 

会 員：10,000円 

非会員：12,000円 

利用者・家族・学生・運営推進会議委員：大会参加費無料（ただし、別途資料代2,000円が必要となります） 

※大会参加費は、大会本部からの依頼に基づき、東武トップツアーズ㈱が代行収受するものです。 

県

庁

前 

第20回記念 日本認知症グループホーム全国大会

参加登録･宿泊･意見交換会･昼食（弁当）等のご案内
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３． 意見交換会（懇親会）（旅行契約には該当しません） 

日 時：9月7日（金）18:00～20:00 

会 場：宇都宮東武ホテルグランデ ４階 宴会場 「松柏・龍田」（しょうはく・たつた） 

会  費：6,000円（税込） 

※意見交換会会費は、大会本部からの依頼に基づき、東武トップツアーズ㈱が代行収受するものです。 

４． 昼食弁当（旅行契約には該当しません） 

昼食弁当につきましては、事前予約にて受付いたします。 

月  日：9月8日（土） 

料  金：1,080円（お茶付・税込） 

※昼食弁当は完全予約制とさせていただきます。当日の販売はございませんので、予めご了承ください。 

※会場周辺の飲食店は、昼食時間帯は非常に混雑が予想されますので、お弁当の事前申込をおすすめいたします。 

５． ランチョンセミナー（旅行契約には該当しません） 

ご参加者のおおよその人数集約のため、ご参加希望の方は申込書に丸印をお付けください。 

開催日： 9月8日（土）12:00～12:50 

会 場： 栃木県総合文化センター 

※昼食につきましては、上記４．昼食弁当についての記載内容をご覧ください。 

６． 宿泊（東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店が企画・実施する募集型企画旅行です） 

  本大会に際しまして東武トップツアーズ㈱が、ご宿泊のお取扱いをさせていただきます。 

  お申込順での受付とさせていただきます。ご希望のホテルや部屋タイプが満室等の場合、他のホテルや部屋タイプを 

ご案内させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

◆宿泊設定日：平成30年9月6日（木）・7日（金）・9月8日（土）3泊 その他前後泊が必要な場合はお問合せください 

◆最少催行人員：1名  ◆添乗員は同行いたしません   ◆部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付） 

◆宿泊代金は、1泊朝食付（税金・サービス料を含む お１人様あたり１泊分の料金です） 

地

図 
ホテル名 

申込 

記号 
部屋ﾀｲﾌﾟ・利用人数 

宿泊代金（お一人様あたり） 

アクセス（目安時間） 9月6日（木） 9月7日（金） 9月8日（土） 

前 泊 当日泊 後 泊 

１ 
宇都宮東武 

ホテルグランデ 

1-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 10,700円 10,700円 10,700円 
・JR宇都宮駅西口より路線バス10分 

・大会会場より徒歩 3分 
1-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 17,600円 17,600円 17,600円 

1-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 10,650円 10,650円 10,650円 

２ 
ホテル・ザ・セントレ 

宇都宮 

2-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 6,500円 6,500円 6,500円 
・JR宇都宮駅西口より路線バス10分 

・大会会場より徒歩 1分 
2-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 8,000円 8,000円 8,000円 

2-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 6,500円 6,500円 6,500円 

３ ホテル丸治 
3-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 8,100円 8,100円 8,100円 ・JR宇都宮駅西口より路線バス10分 

・大会会場より徒歩  5分 3-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 7,560円 7,560円 7,560円 

４ ホテルニューイタヤ 

4-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 7,700円 7,700円 7,700円 
・JR宇都宮駅西口より徒歩 5分 

・大会会場より徒歩 13分 
4-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 設定なし 設定なし 10,300円 

4-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 設定なし 7,700円 

５ 

リッチモンドホテル 

宇都宮駅前 

アネックス 

5-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 18,100円 18,100円 ・JR宇都宮駅南口より徒歩  2分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 4分 
5-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 14,600円 14,600円 

６ 

リッチモンドホテル 

宇都宮駅前 

（本館） 

6-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 18,100円 18,100円 

・JR宇都宮駅南口より徒歩  1分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 3分 

７ 
チサンホテル

宇都宮 
7-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 9,180円 9,180円 8,640円 

・JR宇都宮駅西口より徒歩  1分 

・大会会場より徒歩 15分 

８ 
ホテルサンルート 

宇都宮 

8-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 11,100円 設定なし 
・JR宇都宮駅西口より徒歩 1分 

・大会会場より徒歩 15分 
8-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 設定なし 19,100円 設定なし 
8-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 10,100円 設定なし 

９ 
ホテルマイステイズ 

宇都宮 
9-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 12,000円 設定なし 

・JR宇都宮駅東口より徒歩  3分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 5分 

10 
アパホテル 

宇都宮駅前 

10-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 9,000円 9,000円 ・JR宇都宮駅東口より徒歩  3分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 5分 
10-T ﾀﾞﾌﾞﾙ 1名1室利用 設定なし 12,000円 設定なし 

  
11 

スマイルホテル 

宇都宮 

11-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 8,500円 設定なし ・JR宇都宮駅東口より徒歩  8分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 10分 

11-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 設定なし 15,500円 設定なし 
11-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 7,750円 設定なし 

※ＦＡＸにてお申込の際は、別紙申込書の欄に申込記号をご記入下さい。必ず第2希望までご記入願います。 
※上記宿泊以外に交通手配をご希望の方は、お問合せください。 

   ※喫煙・禁煙は指定できません 
※No2ホテルニュ－イタヤの朝食は、ホテルによる無料サービスです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．オプショナルツアー（東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店が企画・実施する募集型企画旅行です） 

 A:1泊2日コース  世界文化遺産『日光東照宮・日光山輪王寺』と『日光田母沢御用邸記念公園』  

日程：9月8日（土）～ 9日（日） 代金：（お１人様あたり） 26,000円  

定員：40名（最少催行人員20名） ・添乗員が同行いたします 

※宿泊施設：鬼怒川温泉ホテル・和室定員利用 

（1室あたり４～５名）での旅行代金です。 

※客室の利用人数により、以下の追加代金をいただきます。 

※お申込は1室あたり2名様以上にて受付いたします。 

１名１室でのご利用はお受けできません。 

鬼怒川温泉を代表する旅館にお泊まりいただき日頃の疲れをおとりください。 

夕食・朝食は、バイキング会場にて気兼ねなくお好きな物をお召し上がりいただきます。 

日光地区の世界文化遺産登録された有名な寺社と皇室の静養施設として使用されていた施設をご案内いたします。

また、名産の『日光たまり漬け』専門店で、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただきます。 
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11 
スマイルホテル 

宇都宮 

11-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 8,500円 設定なし ・JR宇都宮駅東口より徒歩  8分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 10分 

11-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 設定なし 15,500円 設定なし 
11-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 7,750円 設定なし 

※ＦＡＸにてお申込の際は、別紙申込書の欄に申込記号をご記入下さい。必ず第2希望までご記入願います。 
※上記宿泊以外に交通手配をご希望の方は、お問合せください。 

   ※喫煙・禁煙は指定できません 
※No2ホテルニュ－イタヤの朝食は、ホテルによる無料サービスです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．オプショナルツアー（東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店が企画・実施する募集型企画旅行です） 

 A:1泊2日コース  世界文化遺産『日光東照宮・日光山輪王寺』と『日光田母沢御用邸記念公園』  

日程：9月8日（土）～ 9日（日） 代金：（お１人様あたり） 26,000円  

定員：40名（最少催行人員20名） ・添乗員が同行いたします 

※宿泊施設：鬼怒川温泉ホテル・和室定員利用 

（1室あたり４～５名）での旅行代金です。 

※客室の利用人数により、以下の追加代金をいただきます。 

※お申込は1室あたり2名様以上にて受付いたします。 

１名１室でのご利用はお受けできません。 

鬼怒川温泉を代表する旅館にお泊まりいただき日頃の疲れをおとりください。 

夕食・朝食は、バイキング会場にて気兼ねなくお好きな物をお召し上がりいただきます。 

日光地区の世界文化遺産登録された有名な寺社と皇室の静養施設として使用されていた施設をご案内いたします。

また、名産の『日光たまり漬け』専門店で、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただきます。 

11 
スマイルホテル 

宇都宮 
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11-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 7,750円 設定なし 

※ＦＡＸにてお申込の際は、別紙申込書の欄に申込記号をご記入下さい。必ず第2希望までご記入願います。 
※上記宿泊以外に交通手配をご希望の方は、お問合せください。 

   ※喫煙・禁煙は指定できません 
※No2ホテルニュ－イタヤの朝食は、ホテルによる無料サービスです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．オプショナルツアー（東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店が企画・実施する募集型企画旅行です） 

 A:1泊2日コース  世界文化遺産『日光東照宮・日光山輪王寺』と『日光田母沢御用邸記念公園』  
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定員：40名（最少催行人員20名） ・添乗員が同行いたします 

※宿泊施設：鬼怒川温泉ホテル・和室定員利用 

（1室あたり４～５名）での旅行代金です。 

※客室の利用人数により、以下の追加代金をいただきます。 

※お申込は1室あたり2名様以上にて受付いたします。 

１名１室でのご利用はお受けできません。 

鬼怒川温泉を代表する旅館にお泊まりいただき日頃の疲れをおとりください。 

夕食・朝食は、バイキング会場にて気兼ねなくお好きな物をお召し上がりいただきます。 

日光地区の世界文化遺産登録された有名な寺社と皇室の静養施設として使用されていた施設をご案内いたします。

また、名産の『日光たまり漬け』専門店で、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただきます。 

11 
スマイルホテル 

宇都宮 

11-S ｼﾝｸﾞﾙ利用 設定なし 8,500円 設定なし ・JR宇都宮駅東口より徒歩  8分 

・大会会場よりJR宇都宮駅西口への 

路線バス 10分下車し徒歩 10分 

11-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/1名1室利用 設定なし 15,500円 設定なし 
11-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/2名1室利用 設定なし 7,750円 設定なし 

※ＦＡＸにてお申込の際は、別紙申込書の欄に申込記号をご記入下さい。必ず第2希望までご記入願います。 
※上記宿泊以外に交通手配をご希望の方は、お問合せください。 

   ※喫煙・禁煙は指定できません 
※No2ホテルニュ－イタヤの朝食は、ホテルによる無料サービスです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．オプショナルツアー（東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店が企画・実施する募集型企画旅行です） 

 A:1泊2日コース  世界文化遺産『日光東照宮・日光山輪王寺』と『日光田母沢御用邸記念公園』  

日程：9月8日（土）～ 9日（日） 代金：（お１人様あたり） 26,000円  

定員：40名（最少催行人員20名） ・添乗員が同行いたします 

※宿泊施設：鬼怒川温泉ホテル・和室定員利用 

（1室あたり４～５名）での旅行代金です。 

※客室の利用人数により、以下の追加代金をいただきます。 

※お申込は1室あたり2名様以上にて受付いたします。 

１名１室でのご利用はお受けできません。 

鬼怒川温泉を代表する旅館にお泊まりいただき日頃の疲れをおとりください。 

夕食・朝食は、バイキング会場にて気兼ねなくお好きな物をお召し上がりいただきます。 

日光地区の世界文化遺産登録された有名な寺社と皇室の静養施設として使用されていた施設をご案内いたします。

また、名産の『日光たまり漬け』専門店で、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただきます。 
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 行         程 

9/8 

（土） 

栃木県文化総合センター ＝＝＝ 鬼怒川温泉 『鬼怒川温泉ホテル』【宿泊】※夕食・朝食バイキング会場  

16:00発                      17:00頃着 

9/9 

（日） 

鬼怒川温泉 ＝＝ 日光山輪王寺・日光東照宮【参拝】＝＝ 日光田母沢御用邸記念公園 【入場】＝＝ 

9:00発      9:45                    11:20        11:30             12:40 

            ＝＝ 日光市内【昼食・お買物】＝＝ ＪＲ日光駅 ＝＝＝ ＪＲ宇都宮駅  
                  12:50        13:50     14:00          15:00頃着 

●旅行代金に含まれるもの・・交通費（バス代）/宿泊（1泊2食・サービス料）/昼食代/添乗員費用/拝観料 

●旅行代金に含まれないもの・・お食事のお飲み物代/解散場所からの交通費 

●バス会社は、関東自動車・栃木交通・朝日観光バスのいづれかになります。 

●宿泊施設追加代金：鬼怒川温泉ホテル・和室定員（1室あたり４～５名） 

※３名１室利用の場合、上記代金に（お1人様あたり）2,000円の追加代金をいただきます。 

※２名１室利用の場合、上記代金に（お1人様あたり）4,000円の追加代金をいただきます。 

      

 B：日帰り Bコース  世界文化遺産『日光東照宮・日光山輪王寺』と『日光田母沢御用邸記念公園』  

日程：9月9日（日）   代金：（お1人様あたり） 9,000円 （消費税込） 

定員：40名（最少催行人員20名） 添乗員が同行いたします 

日光地区の世界文化遺産登録された有名な寺社と皇室の御用邸として使用されていた施設をご案内いたします。

また、名産の『日光たまり漬け』を専門店で、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただきます。 
 行         程 

9/9 

（日） 

ＪＲ宇都宮駅 ＝＝ 日光山輪王寺・日光東照宮【参拝】 ＝＝ 日光市内【昼食・お買物】＝＝＝ 
9:00発     10:00              11:30      11:40          12:50 

＝＝＝ 日光田母沢御用邸記念公園【入場】 ＝＝＝ ＪＲ宇都宮駅 
                        13:00             14:00          15:30頃 

●旅行代金に含まれるもの・・・交通費（バス代）/昼食代/添乗員費用/拝観料 

●旅行代金に含まれないもの・・昼食時のお飲み物代/解散場所からの交通費 

●バス会社は、関東自動車・栃木交通のいづれかになります。 

 

 

 

 C：日帰りCコース  『真岡鉄道ＳＬ乗車体験』と『益子焼窯元での陶芸体験』  

日程：9月9日（日）   代金：（お１人様あたり） 10,000円 （消費税込） 

定員：40名（最少催行人員20名） 添乗員が同行いたします 

 大きな車体に懐かしい汽笛音に暫しのタイムスリップ。大正時代のＳＬに乗車して非日常を体感してください。 

江戸時代から陶芸の町として知られる“益子“の窯元でロクロを回して、オリジナルの作品を作る陶芸体験を 

お楽しみください。（製品は窯焼き《１ケ月程度》後に送付となります） 

 行        程 

9/9 

（日） 

ＪＲ宇都宮駅  ＝＝＝  真岡鉄道下館駅【乗車】 +++++++++++ 益  子  駅【下車】＝＝＝ 
    9:00発       10:15        10:35     SL乗車    11:33    11:40   

＝＝＝＝  益子焼陶芸体験【昼食・陶芸体験】＝＝＝ＪＲ宇都宮駅 

12:00           14:20       15:30頃 
●旅行代金に含まれないもの・・昼食時のお飲み物代/解散場所からの交通費 

●旅行代金に含まれるもの・・・交通費（バス代）、ＳＬ乗車券・料金/昼食代 

/陶芸体験料・製品送料/添乗員費用 
●バス会社は、関東自動車・栃木交通のいづれかになります。 
 

８．お申込方法  
大会ホームページの専用申込ページよりお申込下さい。 

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/ghutsu2018/ 
※インターネット設備のない方はファックスにてお申込いただけます。お電話でのお申込はお受けできませんので 

ご了承下さい。（ＦＡＸでお申込の際は、控えとして申込書を保管下さい。追加・変更・取消の際に必要です） 

ＦＡＸ送信後、着信確認のご連絡を弊社までお願いいたします。 

   ※お申込み期間・・・平成３０年５月１０日（木）９時００分より７月３１日（火）１８時００分まで 

             大会の円滑な運営のために締切厳守にご協力下さい。 

※別紙の旅行条件書を事前にご確認のうえ、お申込みください。 
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※ご予約の確認・・・専用申込サイトのマイページからご確認いただけます。 

※お支払い方法・・・【ＷＥＢ申込の方】銀行振込とクレジットカード決済を選択いただけます。 

           ＷＥＢの「マイページ」にて請求明細を確認いただき、８月６日（月）までにお支払いください。 

          【ＦＡＸ申込の方】銀行振込にて、８月６日（月）までにお支払いください。。 

請求書は７月中旬より参加券類と合わせて送付致します。 

※大会参加券発送・・７月中旬以降に各種参加券（大会参加券・弁当引換券・意見交換会参加券・宿泊確認書・ネーム 

カード）をお送りいたします。 

          お忘れの場合、当日受付にて多少お時間を要することがございますので、ご了承下さい。 

※大会抄録集・・・・ご入金確認後、８月中旬以降に代表者様へ順次発送を予定いたしております。８月６日（月） 

          までにお振込のない場合は、大会抄録集につきましては、大会当日にお渡しとなります。 

「大会抄録集」「各種参加券（大会参加券・弁当引換券・宿泊確認書・意見交換会参加券・ネームカード）」は 

 大会当日、お忘れなくお持ちくださいます様お願いいたします。 

９．変更・取消に関して 
  ※ＷＥＢ申込の方の変更・取消に関しては、必ず専用申込ページより手続き下さい。 

ＦＡＸ申込の方の変更・取消については、お申込時に記載いただいた申込書に加筆訂正してＦＡＸ送信をお願い 

いたします。（電話での変更・取消しは受付けておりません） 

  ※大会抄録・参加費の返金は出来ませんのでご了承下さい。 

※旅行契約の解除 

   お客様は、下記の取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。 

   なお、「取消日」とは、弊社の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申出いただいた日のことです。 

※宿泊当日の12時までに弊社「東武トップツアーズ宇都宮支店」に取消の連絡が無い場合は無連絡不参加として 

○取扱います。宿泊について契約成立以降に解除される場合は、１泊ごとに下記の取消を申し受けます。 

  ※取消料は下記の通りとなります。 

  【大会参加費・意見交換会・昼食弁当に関して】 

 開始日の前日より起算してさかのぼって  

取消日時 参加券発送後～4日前まで 3日前から 前日 当日 大会開始後 

参加費 全額 全額 全額 全額 全額 

意見交換会 なし 全額 全額 全額 全額 

昼食弁当 なし 全額 全額 全額 全額 

【宿泊・オプショナルツアーに関して】 

 旅行開始日の前日より起算してさかのぼって  

取消日時 
20日前（日帰りは10日

前）から8日前 
7日前～2日前 前日 

当日 
12時迄 

開始後または 
無連絡不参加 

宿泊 料金の２０％ 料金の３０％ 料金の４０％ 料金の５０％ 全額 

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙツアー 料金の２０％ 料金の３０％ 料金の４０％ 料金の５０％ 全額 

個人情報の取扱 

お申込の際にいただいた、お客様の個人情報（氏名、住所、電話番号等）につきましては、大会参加登録手続き、 

お客様との連絡、今大会における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲内において大会 

事務局と東武トップツアーズ㈱が共同して利用させていただきます。 

募集型企画旅行契約 

本大会の「宿泊」「オプショナルツアー」は、東武トップツアーズ㈱宇都宮支店が旅行企画・実施するのもです。  

お申込いただくお客様は、当社と募集型企画旅行契約お締結することとなります。 

※契約の内容・条件についましては、別紙の旅行条件書を事前にご確認のうえお申込みください。 

 弊社の店頭またはホームページでもご確認いただけます。 

お申込み・お問合せ先 

≪旅行企画・実施≫ 東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店 

〒320-0026    栃木県宇都宮市馬場通り2-3-6 真清館ビル 

「第20回記念 日本認知症グループホーム全国大会デスク」 

          担当者：田村、杉田、渡辺 

総合旅行業務取扱管理者：渡辺 春彦 

観光庁長官登録旅行業第38号  

一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

TEL ０２８－６３６－７７６１  FAX  ０２８－６３６－７７６０ 
営業時間 平日９：００～１８：００（土日祝日は休業） 

              客国１８－０８７ 
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（旅行条件）  本旅行条件書は、旅行業法第 12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に定めの 

ない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。 
    

 

この旅行は東武トップツアーズ㈱宇都宮支店(以下「当社」

といいます。）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」といいます。）を締結することになり 

ます。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載 

内容、本旅行条件書、確定書面（最終日程表）並びに当 

社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 

 

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立                   

(1) 複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当 

該団体・グループにおける責任ある代表者（以下「契約 

責任者」といいます。）を定めた上で、当社にお申込み 

ください。当社は、契約の締結・解除等に関する一切の 

代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団 

体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任 

者との間で行います。 

(2) 当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお 

申込金は指定の方法により当社の定める日までにお支払く 

ださい。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれ 

ぞれ一部又は全部として取り扱います。 

(3) お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。 

旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成 

立するものとします。(4) 20才未満の方は親権者の同意書 

が必要です。15才未満の方は原則として同伴者の参加を条 

件とします。 (5) 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊 

娠中のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手配内 

容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性が 

あります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、 

ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し出くださ 

い。 

２、旅行代金のお支払い                                

旅行代金は、当社指定の期日までにお支払いください。 

３、旅行代金に含まれるもの                                                    

旅行日程に明示された以下のものが含まれます。 

(1) 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金  

(2) 宿泊料金及び税･サービス料金 (3) 食事料金及び観光

料金（バス等の料金、ガイドﾞ料金、入場料金等）(4) 手荷

物運搬料金(5) 団体行動中のチップ(6) 添乗員が同行する

場合は添乗員同行費用(7)空港施設使用料 (8) 消費税等諸

税・サービス料金、等   

＊上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくて

も払戻しはいたしません。 

４、旅行代金に含まれないもの                          

第３項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その

一部を例示します。 

(1)超過手荷物料金 (2)クリーニング代、電話料、ホテル 

の従業員等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質

の諸費用 (3)ご自宅と集合･解散地間の交通費や宿泊費等 

(4)一人部屋追加代金 (5)オプショナルツアーの代金、等 

５、旅行内容・旅行代金の変更                                                                         

  (1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・

宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によ

らない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由

が生じた場合においてやむを得ないときは、旅行内容・旅行

代金を変更することがあります。天候等の不可抗力により航

空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の

変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様の負担とな

ります。(2) お申込み頂いた人数の一部を取消される場合は

契約条件の変更となります。実際にご参加頂くお客様の旅行

代金が変更となる場合がありますのであらかじめご了承く

ださい。 

６、旅行契約の解除                                                                               

(1)お客様は、右記の取消料をお支払い頂くことにより、い 

つでも旅行契約を解除することができます。なお、旅行契 

約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨 

をお申し出頂いた時を基準とします。また、当社は当社旅行 

業約款の規定に基づき、旅行開始前及び旅行開始後であって 

も、お客様との旅行契約を解除することがあります。 

(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更さ 

れる場合、また、申込人数から一部の人数を取消される場合 

も、右記取消料の対象となります。 

(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実施 

を中止します。この場合、旅行開始日の前日から起算してさ 

かのぼって13日目（日帰り旅行については3日目）にあた

る日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 

 

７、旅程管理及び添乗員等の業務                                         

(1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。(2) 添乗

員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡し

いたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続は

お客様ご自身で行なって頂きます。また、悪天候等によって

サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合におけ

る代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行

って頂きます。 

８、当社の責任及び免責事項                                     

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客

様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、

手荷物の損害については、14 日以内に当社に対して通知が

あった場合に限り、お１人様15万円を限度として賠償しま

す。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。) 

(2) お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により損

害を被られたときは、本項(1)の場合を除き当社は責任を負

いません。  

①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれら

による日程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等のサー

ビス提供の中止等又はこれらによる日程の変更や旅行の中

止 ③自由行動中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅

延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによる日

程の変更や目的地滞在時間の短縮 

９、旅程保証                                       

(1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のう 

ち、次の①～⑧にあたる重要な変更が生じた場合は、旅行代 

金に1～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払いま 

す。ただし、1旅行契約につき合計15%を上限とし、また補 

償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。                 

①旅行開始日又は旅行終了日  ②入場する観光地又は観光

施設、レストラン、その他の旅行目的地  ③運送機関の等級

又は設備のより低い料金のものへの変更  ④運送機関の種

類又は会社名  ⑤本邦内の出発空港又は帰着空港の異なる

便への変更  ⑥宿泊機関の種類又は名称  ⑦宿泊機関の客

室の種類、設備、景観その他の客室の条件  ⑧前各号に掲げ

る変更のうちツアータイトル中に記載があった事項 

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 

 ①次に掲げる事由による変更の場合（ただし、サービス提 

供機関の予約超過による変更の場合を除きます。） 

    ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変    

イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、不

通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止  

カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画に

よらない運送サービスの提供 キ．旅行参加者の生命又

は身体の安全確保のために必要な措置 

 ②契約書面･確定書面に記載した旅行サービスの提供を受 

ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サ 

ービスの提供を受けることができた場合。 

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の 

支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又 

は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 

１０、特別補償                                       

当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅 

行中に急激かつ偶然の外来の事故によりその身体又は荷物 

に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払い 

ます。 

１１、お客様の責任                                     

(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅行業約款の

規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、

お客様から損害の賠償を申し受けます。(2) お客様は、当社

から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他 

旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。

(3) 旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と

実際のサービス内容が異なると認識した場合、旅行中に

事故などが発生した場合は、旅行地においてすみやかに

当社又は旅行サービス提供機関にお申し出ください。 

１２、個人情報の取扱い                                

（１）当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりする

お客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申

込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社

の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手

続のために利用させていただくほか、お客様への商品や

キャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケート

のお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行

参加時におけるご案内などのために利用させていただき

ます。 

（２）当社は、本項（１）の利用目的の範囲内で、個人情報

の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿泊機関、

保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅行手配を委託

している手配代行者、当社募集型企画旅行販売委託会社ある

いはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お

客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、

年令、性別、住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらか

じめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていた

だきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料

提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により

個人情報の提供に協力する場合があります。 

（３）当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様

の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしておりま

す。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、

国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認めた場合に

使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人

情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意

を得るものとします。 

（４）申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りが

あった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす

恐れがありますので、正確な記入をお願いします。 お申込

みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に

同意いただくものとします。 

（５）個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情

報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の

消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、取扱事

業所へお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当社コ

ンプライアンス室長となります。１３、お客様の交替                

お客様は、当社が承諾した場合、契約上の地位を別の方に譲

り渡すことができます。ただし、交替に際して発生した実費

についてはお客様にお支払い頂きます。 

１４、その他                                          

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。  

(2) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社

会的勢力であると判明したときは、当社はお申込をお断りする、

あるいは旅行契約を解除することがあります。(3) 当社はお客

様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります

が、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。 

(4) この旅行条件・旅行代金は  30 年4 月1 日現在を基準とし

ております。  

 

●お申込み・お問合わせは    

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第38号 

  

宇都宮支店   

栃木県宇都宮市馬場通り2－3－6   真清館ﾋﾞﾙ 2階 

電話番号：028-636-7761    ＦＡＸ番号：028-636-7760 

営業時間:平日 9:00 ～18:00  (土日祝日 休業) 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

   総合旅行業務取扱管理者： 渡辺 春彦        

                                             （H29.6版） 

旅行契約の解除期日 取 消 料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って２０日目(日帰り旅行にあたっては 
１０日目)にあたる日以降８日目にあたる
日まで 

旅行代金の
２０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って７日目にあたる日以降２日目にあた
る日まで 

旅行代金の
３０％ 

旅行開始日の前日 
旅行代金の
４０％ 

旅行開始日当日 
旅行代金の
５０％ 

旅行開始後又は無連絡不参加の場合 
旅行代金の
１００％ 

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

の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不

明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねくだ

さい。 


