全国社会就労センター協議会（セルプ協）

平成 29 年度 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会
開催要綱
１．趣
旨
1995（平成６）年から始まった「リーダー養成ゼミナール」は、当時のセルプ協役員の「新
しい時代の人づくりが必要」との熱い想いから生まれ、300 名を超える修了生（以下、セル
プ士）を輩出してきました。セルプ士の団体である「日本セルプ士会」は、セルプ士の研鑽
の場として活動を続け、2001（平成 13）年にセルプ協の内部組織として位置づけられると同
時に、この「修了生フォローアップ研修会」も定例研修となり、現在に至ります。
この間、障害福祉を取り巻く制度も変化の連続であり、障害のある人の「働く・くらす」
を支える社会就労センターへの役割は一層増しています。セルプを支える人材であるセルプ
士の各地域、施設・事業所での取り組みに対する期待に応えるべく、実践を通じた学びの場
として、将来のセルプをともに考えることを通じた交流の場として、本研修会を開催いたし
ます。
２．主

催

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会（セルプ協）

３．運

営

日本セルプ士会

４．日

程

平成 30 年１月 16 日（火）～17 日（水）
〔２日間〕

５．テ ー マ

セルプ士の地域における実践を通じて社会就労センター（ＳＥＬＰ／セルプ）
のこれからを考えよう

６．会

場

全国社会福祉協議会 第３～４会議室（新霞が関ビル５階）
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
℡03-3581-6502（高年・障害福祉部）

７．対

象

➢ リーダー養成ゼミナール修了生（セルプ士）
➢ 第 22 期（平成 29 年度）リーダー養成ゼミナール受講生
➢ 今後リーダー養成ゼミナールの受講を予定している方

８．スケジュール（予定／敬称略）
《１日目〔１月 16 日（火）
〕
》
時間
内容
(10:00～12:00) （平成 29 年度第４回日本セルプ士会幹事会）
12:00～13:00 受付
13：00～13：10 開講式
（開講挨拶）全国社会就労センター協議会 会長 阿由葉 寛
〔２期／栃木県 社会就労センターきたざと〕
日本セルプ士会 会長 内藤 晃
〔11 期／千葉県 就職するなら明朗塾〕
13:10～14:25 情勢説明「障害福祉制度改革の動向について」
（75 分）
全国社会就労センター協議会 制度・政策・予算対策委員長 桑原 隆俊
〔４期／北海道 屈足わかふじ園〕
休憩
14:25～14:40
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時間
14:40～16:40
（120 分）

16:40～17:00
17:00～17:40
（40 分）
17:40～18:00
18:00～20:00

内容
実践報告「リーダー養成ゼミ修了後の地域・事業所における取組」
〔
（報告 30 分＋質疑 10 分）×３名〕
①菊田 愛香〔21 期／三重県 びいはいぶ〕
②今井 広樹〔21 期／長野県 炭房ゆるくら〕
③山根 慎太郎〔20 期／広島県 ゆめの木・わかば〕
（進行：日本セルプ士会 研修部会）
休憩
日本セルプ士会 平成 29 年度総会
休憩・移動
情報交換会（名刺交換会）

《２日目〔１月 17 日（水）
〕
》
時間
内容
9:00～10:10 課題提起
（70 分）
〔
（報告 30 分＋質疑５分）×２名〕
①井上 忠幸〔９期／東京都 東京コロニー〕
※就労継続支援事業Ａ型における就労支援
②宮本 通生〔21 期／三重県 クローバーハウス〕
※精神障害者への就労支援
（進行：日本セルプ士会 研修部会）
10:10～10:30 休憩
10:30～12:00 グループ討議
（90 分）
※課題提起をふまえてグループ討議を実施
（進行：日本セルプ士会 研修部会）
12:00～12:05 閉講式
（閉講挨拶）日本セルプ士会 副会長 松村 浩
〔６期／三重県 維雅幸育会〕
（13:00～）
（
「第 22 期（平成 29 年度）リーダー養成ゼミナール 後期面接事業」
）
※19 日（金）14:00 まで
９．参 加 費 1 万 3,000 円（情報交換会費 3,000 円を含む）
参加者間の交流も当研修会の重要な目的であり、情報交換会は全員参加として
会費は参加費に含めています。
10．参加申込締切

平成 30 年１月５日（金）

11．申込方法
参加、宿泊、情報交換会の申し込みは全て「名鉄観光サービス㈱新霞が関支店」が執り
行います。別添申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
【申込・問合先】 名鉄観光サービス㈱ 新霞が関支店（担当：波多野、山辺）
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階
TEL：03-3595-1121
FAX：03-3595-1119
※ 受付時間 平日 9:30～17:30、土日祝日休業
12．参加費の支払いについて
参加申し込みをされた方には、名鉄観光サービス㈱新霞が関支店より参加券と振込依頼書
が送付されますので、その際の連絡事項に従ってお支払ください。なお、参加券は当日必ず
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会場受付にご持参ください。
参加取り消しの場合は、名鉄観光サービス㈱新霞が関支店へご連絡ください。ただし、申
込締切日以降の取り消しについては、研修会終了後に資料一式をお送りし、参加費の返金は
いたしませんので、あらかじめご了承ください。
参加費の領収書が必要な方につきましては、事務局にて領収書を発行・送付いたしますの
で、事務局までご連絡ください（できるだけ事前にご連絡ください）
。
13．問い合わせ先
全国社会就労センター協議会（セルプ協）事務局〔担当：源馬、寺西、小髙〕
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
TEL：03-3581-6502
FAX：03-3581-2428
E-mail：selp@shakyo.or.jp
【個人情報の取り扱いについて】
（１）
「申込書」にご記入いただいた個人情報は、申込受付等委託業者（名鉄観光サービス㈱
新霞が関支店）とセルプ協事務局で共同利用させていただきます。
（２）個人情報は、参加申込受付、参加にあたり希望される宿泊等のサービス提供など、研修
会運営に必要な範囲内で使用いたします。
（３）参加者の把握、交流に資するため、
「申込書」をもとに参加者名簿（都道府県名、参加
者氏名、施設・事業所名、施設・事業種別、役職名等）を作成し、当日参加者に配布いた
しますのでご了承ください。

＜会場案内図＞
５Ｆ全社協会議室
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全国社会就労センター協議会（セルプ協）
平成 29 年度

リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会
参加･宿泊のご案内

■参加費について 研修参加費 13,000 円 （情報交換会費 3,000 円含）
■宿泊のご案内

宿泊手配をご希望の方には下記宿泊施設をご手配いたします。
別紙「参加・宿泊申込書」にて申込締切日までにお申込みください。

宿泊施設（宿泊料金は朝食付・サービス料、諸税込のお一人様１泊あたりの金額です）
ホテル名（会場より）

部屋タイプ

申込記号

宿泊料金

最寄駅

新橋愛宕山東急 REI ホテル

シングル

（会場より徒歩 12 分）

（1 名 1 室利用）

Ａ

13,900 円

地下鉄銀座線虎ノ門駅
徒歩 7 分

Ｂ

9,500 円

地下鉄千代田線赤坂駅
徒歩約 5 分

マロウドイン赤坂

シングル

（会場より地下鉄利用で約 20 分）

（1 名 1 室利用）

・ 部屋数に限りがございますので先着順に受付をさせていただきます。満室となり次第受付を終了させていただきます。ご了承ください。

■申込手続について
①別紙の「参加・宿泊申込書」にてお申込みください。参加のみお申込みの方も必ず申込書により参加申込
をお願いします。
②申込書は研修会終了時まで保管をお願いします。
③事務手続上 平成 30 年 1 月 5 日（金） を申込締切日とさせていただきます。但し、締切日以前でも定員
に達した時点で受付を終了させていただきますので予めご了承ください。
④申込締切日以降開催の一週間前に、参加券および費用の振込依頼書を郵送させていただきます。お手元に
届き次第ご送金をお願いします。
⑤お送りする参加券は当日ご持参ください。

■変更・取消について

・ 申込後の変更・取消の連絡につきましては申込時の申込書を訂正の上、ＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱
新霞が関支店までご連絡ください。

・ 申込締切日以降に参加取消をされた場合、参加費のご返金は致しません。研修資料の発送をもって代
えさせていただきます。

・ 宿泊の取消につきましては取消日により下記の取消料を申し受けます。予めご了承ください。
取消日

14～8 日前

7～2 日前

前 日

当日
12：00 まで

当日 12：00 以降
および無連絡

宿泊取消料

20％

30％

40％

50％

100％

※受付時間外の変更・取消のご連絡は、翌営業日の受付扱いとなります。ご了承ください。

■お申込み・お問合せ先

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店

担当 波多野、山辺

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル LB 階
電話 03-3595-1121

FAX 03-3595-1119

受付時間 平日 9：30～17：30 ※土日祝日は休業とさせていただきます。

全国社会就労センター協議会（セルプ協）
平成 29 年度

リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会

参加･宿泊申込書

＜平成 30 年 1 月 16 日-17 日開催＞

平成 30 年 1 月 5 日（金） までに名鉄観光サービス㈱新霞が関支店宛にＦＡＸにてお申込みください
新規申込

・

内容変更

・

申込日

参加取消

月

日

●参加申込
法人名
・
施設・事業所名

都道府県名
1．生活保護授産

2．社会事業授産

3．就労継続支援Ａ型

4．就労継続支援Ｂ型

施設・事業種別

5．就労移行支援

6．生活介護（生産活動あり）

7．生活介護（生産活動なし）

※該当番号に○

9．生活訓練

10．地域活動支援センター

11．施設入所支援

13．その他（

） ※多機能事業は複数番号に○

フリガナ
参加者氏名

修了生の方はご記入ください

氏名

第

［

経験年数
（セルプ）

役 職
郵便番号

施設・事業所
所在地

8．機能訓練

12．共同生活援助

］期生
年

ヵ月

※参加券等の発送先となりますので、郵便番号･住所は正確にご記入ください

住 所
電 話

申込ご担当者

ＦＡＸ

様

●宿泊申込
ご希望に○印をつけてください

宿泊申込

Ａ

宿泊希望日
（泊数）

・ Ｂ

１月

日より （

泊）

●費用計算欄 お申込内容による費用合計額の算出をお願いします。
①研修参加費（該当する方に○）

13,000

費用合計額（左記①と②の合計額）

②宿泊代

円

円×

泊分

円

※申込締切日以降、開催の一週間前に費用合計額の振込依頼書をご郵送します。到着後ご送金をお願いします。

●特記事項（受講にあたって配慮が必要な事項等）

申込書送信先＞

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店

ＦＡＸ ０３-３５９５-１１１９

担当 波多野、山辺

添書は不要です

電話 03-3595-1121 受付時間 平日:9:30～17:30（土日祝日は休業）
申込後の変更・取消のご連絡は本申込書を変更箇所がわかるよう修正後、再度 FAX 送信をお願いします

