
テーマ 「 令和がスタート どうなる日本 どうなる関西」

１．趣 旨

平成から令和へ新しい時代がスタートした。これまで団塊の世代が75歳以上の後期高齢

者となる 2025年問題が当面の課題として議論されてきたが、その先の高齢者数がピークを

迎える2040年問題がより大きな壁として控えていることが見えてきた。

今回、各界のオピニオンリーダーを招聘し、 2040 年頃の日本・ 関西を展望し、共に考え

る機会として施設長研修会を開催する。

２．主 催

近畿老人福祉施設協議会

３．共 催

一般社団法人兵庫県老人福祉事業協会・ 一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟

４．後 援

兵庫県・ 神戸市・ 兵庫県社会福祉協議会・ 神戸市社会福祉協議会

５．開催日時

令和２年１月２８日（ 火） １３： ００～２９日（ 水） １２： ００

６．開催会場

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 瑞天の間 （ ２日間とも）

〒650-0042 神戸市中央区波止場町5-6 Ｔ ＥＬ ： 078-325-8111【 代表】

HP： https: //www. kobe-ori ental hotel . co. j p/

７．参加対象

近畿老人福祉施設協議会会員施設 （ 理事長、施設長、事務長、幹部職員等）



８．定 員

３００名 （ 先着順とし、定員になり次第締め切ります。）

９．参加費

研修会参加費… １２，０００円 （ １日のみの参加でも同料金）

懇親会参加費… １０，０００円 （ 会場： 神戸メリケンパークオリエンタルホテル）

１０．プログラム

【 １日目】 1月28日（ 火）

時間帯

12： 30～13： 00 受付

13： 00～13： 20 開会式（ 主催・ 来賓挨拶）

13： 20～14： 20
『 全世代型社会保障改革の動向（ 仮題） 』

厚生労働省 大臣官房審議官（ 総合政策担当） 中村博治氏

14： 20～15： 20
『 令和の関西創生戦略（ 仮題）』

関西広域連合長（ 兵庫県知事） 井戸敏三氏

15： 20～15： 40 休憩

15： 50～17： 00
講演Ⅰ『 清水の舞台から』

講師： 清水寺貫主 森 清範氏

17： 00～ 休憩・ チェックイン

18： 00～ 懇親会

【 ２日目】 1月29日（ 水）

時間帯

9： 30～10： 00 受付

10： 00～10： 10 オリエンテーション

10： 10～11： 40
講演Ⅱ『 日本(関西)の進路を読み解く (仮題)』

講師： 大阪綜合研究所 所長 辛坊 治郎氏

11： 40～12： 00
閉会式

次期開催県挨拶・ 閉会挨拶

１１．参加申込

名鉄観光サービス株式会社 神戸支店（ 担当： 福田）

TEL： 078-321-5005 FAX: 078-321-5019

神戸市中央区西町35 三井神戸ビル３階

【 申込締切】 令和元年１２月２７日（ 金）



１２．その他

■ お問い合わせ先

 研修会内容についてのお問い合わせ先

一般社団法人兵庫県老人福祉事業協会 事務局 瀬澤 ０７８－２９１－６８２２

 研修会参加申込みについてのお問い合わせ先

名鉄観光サービス株式会社 神戸支店 ０７８－３２１－５００５

■ 参加者の皆様の個人情報は、参加者名簿作成等、本研修事業の目的外で使用すること

はなく 、無断で他者に提供することはございません。

■ 参加費については1月10日(金)以降にお取消された場合、ご返金はいたしません。資料

の発送をもって換えさせて頂きます旨、ご了承願います。

＜会場案内図＞

【公共交通機関利用】

･ JR「神戸」駅より、お車で約 5分 ･ JR・阪神「元町」駅より、徒歩約 15分

･ 地下鉄海岸線「みなと元町」駅出口 2番より、徒歩約 8分

･ JR・阪急・阪神・地下鉄「三宮」駅より、お車で約 10 分 （ホテル無料シャトルバスあり）

※三ノ宮～ホテル間のホテル運行無料シャトルバスは1時間に2～3便運行しております。
先着順となりますので 予めご了承ください。 (シャトルバスの場合所要時間約20分)

【自家用車利用】

･ 阪神高速 3号神戸線「京橋」I.C より約 5分

※ホテル駐車場は有料です(約300台駐車可能)。

【会場】

神戸メリケンパークオリエンタルホテル



【参加登録・宿泊申込のご案内】

1. 研修会参加について

【日時】1月 28 日(火) ～1 月 29日(水)

【会場】神戸メリケンパークオリエンタルホテル 4階「瑞天」

【研修会参加費】 12,000 円

3. 懇親会について

【日時】1月 28 日(火) 18：00～ 【会場】神戸メリケンパークオリエンタルホテル 4階「瑞天」

【懇親会参加費】 10,000 円

4. 宿泊について

◆ 宿泊日：1 月 28 日(火)
◆ 宿泊ホテル・宿泊料金（1 泊朝食付き、税金・サービス料込／お一人様）
地図 宿泊料金 最寄り駅からの 会場までの
記号 28日 所要時間 所要時間

シングル(1名1室) 15,400円 Ａ-１
ツイン(2名1室) 12,100円 Ａ-２

ツインのシングルユース(1名1室) 18,700円 Ａ-３

シングル(1名1室・部屋はツイン又はダブル) 20,900円 Ｂ-１ 徒歩10分
ツイン(2名1室) 12,600円 Ｂ-２ (ＪＲ元町駅)
シングル(1名1室) 12,100円 Ｃ-１ 徒歩2分
ツイン(2名1室) 9,500円 Ｃ-２ (ＪＲ神戸駅)

-

Ⓑ ホテルオークラ神戸

Ⓒ ホテルクラウンパレス神戸

徒歩9分

徒歩13分

徒歩15分
(ＪＲ神戸駅)

宿泊ホテル名 部屋タイプ 宿泊記号

会場 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

※宿泊は先着順での受付とさせていただきます。
※ホテルお申込みのお客様は、部屋数には限りがございますので、必ず第2希望までご記入ください。
(特に会場ホテルのシングルルームは部屋数が少ない為、予めご了承ください。)

※前泊・後泊をご要望の方は備考欄にその旨ご記入ください。別途ご手配いたします。

令和元年度 近畿老人福祉施設協議会 施設長研修会
開催日：令和元年1月28日(火)～29日(水)

会場：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

【会場】
神戸メリケンパーク
オリエンタルホテルC

B



5. 会場へのアクセス

【公共交通機関利用】
･ JR「神戸」駅より、お車で約 5分 ･ JR・阪神「元町」駅より、徒歩約 15 分

･ 地下鉄海岸線「みなと元町」駅出口 2番より、徒歩約 8分

･ JR・阪急・阪神・地下鉄「三宮」駅より、お車で約 10 分 （ホテル無料シャトルバスあり）

※三ノ宮～ホテル間のホテル運行無料シャトルバスは1時間に2～3便運行しております。
先着順となりますので 予めご了承ください。 (シャトルバスの場合所要時間約20分)

【自家用車利用】
･ 阪神高速 3号神戸線「京橋」I.C より約 5分

※ホテル駐車場は有料です(約300台駐車可能)。

6. お申込みについて
会申込書に必要事項をご記入された上で、ＦＡＸにてご送付ください。お申込み内容に基づきまして、参加券・

宿泊券・交流会券を1月10日（金）頃よりお送り致します。確認書の内容に基づき当社指定の銀行口座にお振

込ください。恐れ入りますが、振込手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申しあげます。締切り

日以前でも定員になり次第先着順にて参加締め切りの場合もございます。

7. お申込み締切日 令和元年12月27日(金)

8. 変更・取消について
お申込み後の変更・取消は FAX にて速やかにご連絡下さい。

営業時間外の取消・変更につきましては営業再開日の扱いとなりますのでご注意ください。

※参加費については1月10日(金)以降にお取消された場合、ご返金はいたしません。資料の発送をもって
換えさせて頂きます旨、ご了承願います。

9. 個人情報の取扱いについて

名鉄観光サービス㈱は、旅行申込の際ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや輸送

宿泊機関等の提供するサービス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

当該機関等及び手配代行者に提供いたします。

★ 上記の他、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でご確認下さい。

名鉄観光ホームページ（http//www.mwt.co.jp ⇒ ⇒） ご利用案内（トップページ最下部）

⇒運営、約款、条件書等について ご旅行条件書（個人情報保護方針、個人情報保護の対応について）

＜参加・宿泊等申込先＞
観光庁長官登録旅行業第55号

旅行企画・実施

〒650-0038 神戸市中央区西町35（三井神戸ビル３Ｆ）

TEL０７８－３２１－５００５ FAX０７８－３２１－５０１９

担当：福田・田澤

《営業時間》月曜日～金曜日 ９：３０～１７：３０

土・日曜、祝祭日 定休日

取消日 ９日～７日前まで ６日～３日前まで ２日前～前日まで 当日・無連絡不参加

懇親会取消料 無料 ５０％
宿泊取消料 １０％ ３０％ ５０％ １００％

１００％



令和元年度 近畿老人福祉施設協議会 施設長研修会 

参加・懇親会・宿泊申込書 

府県市名  ご連絡先（資料送付先） 〒     －       

住所 

ＴＥＬ （       ） 
ＦＡＸ （       ） 

ご担当者

施 設 名 

氏 名

フ リ ガ ナ

性別 役職 
12000円

参加費
10000円

懇親会 宿泊希望ホテル 小 計 

(宿泊第1希望の場合) 
（同室希望など）

備 考

第１希望 第２希望 禁煙・喫煙

（例） 名

メイ

鉄

テツ

 太

タ

郎

ロウ

○男・女 施設長 ○ ○ Ａ－１ Ｂ－１ 
禁煙・喫煙

どちらでも可
３７，４００ 円

１  男・女      
禁煙・喫煙

どちらでも可
円

２  男・女      
禁煙・喫煙

どちらでも可
円

３  男・女      
禁煙・喫煙

どちらでも可
円

４  男・女      
禁煙・喫煙

どちらでも可
円

５  男・女      
禁煙・喫煙

どちらでも可
円

合  計 円

● 宿泊ご希望の方は、必ず第２希望までご記入ください。禁煙喫煙に関しましては、ご希望に添えない場合もございます。 
● ツインルーム宿泊ご希望の方は、同室者名を備考欄へご記入願います。 
● 申込書が弊社に届きましたら、受付ＮＯを記載したものを、返信いたします。数日経っても返信が届かない場合は、お手数ですが、ご一報願います。 

受付ＮＯ 

＜弊社押印欄＞      

上記、受領

いたしました。

  申込書ＦＡＸ先  名鉄観光サービス㈱神戸支店 

１２月２７日（金） 締め切り  ＦＡＸ  ０７８-３２１－５０１９


