
 

 

 

参加登録（会員加入）・懇親会・昼食・貸切バス利用・宿泊等  

申込みのご案内 
 

【日 時】２０１４年１１月８日（土）・９日（日）  

【会 場】関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス B 号館（兵庫県西宮市） 

 

 このたび、「第１回生活困窮者自立支援全国研究交流大会」が兵庫県西宮市にて開催されますことを心よ

りお慶び申し上げます。 

 皆様の参加登録（会員加入）・懇親会・昼食・貸切バス利用・宿泊等のご案内を弊社「名鉄観光サービス

株式会社 なんば支店」が担当させていただくことになり、社員一同万全の体制でご準備いたしますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

 

１．参加登録（申込）について 

■参加費  お一人様 10,000円 

（１） 参加ご希望の方は、添付の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、「名鉄観光サービス株式会社  

なんば支店」あて、１０月１０日（金）までに、ＦＡＸまたはご郵送にてお申込ください（連絡

先は別頁参照）。 

○ 申込み締め切り後に、順次予約関係書類、及び請求書を送付いたします。なお、団体での申し込

みの場合は、一括での請求・送付となりますので、ご了承ください。 

○ 予約関係書類及び請求書到着後、指定期日（10月 31 日）までにお振込みをお願いいたします。 

（２） 会場の都合により、定員の 1,000人に達した時点で申込みを締め切らせていただく場合がござい

ます。※注）基調講演を含む全体会のメイン会場は、500 人収容（※先着受付順）のため、残り

の会場はメイン会場からの中継となります。また、分科会会場の都合で希望される分科会にご参

加いただけない場合もありますので、ご了承ください。 

（３） 参加申込み後の変更・取消については、「６．変更・取消について」をご参照ください。 

（４） お申込みお一人様につき、参加登録業務代行費として 400円いただきますので、ご了承ください。 

※申込み・代金収受については、名鉄観光サービス（株）なんば支店が、代行して行います。旅行契約には該当いたしません。 

 

■「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」の会員加入について 

生活困窮者自立支援全国ネットワークにご入会いただいた場合は、会員特典として大会参加費から

3,000円が割引となります。ぜひこの機会に会員にご加入ください。※詳細は P5資料を参照 

 

２．懇親会について 

 ■日 時：２０１４年１１月８日（土） １９：３０～２１：００ 

 ■会 場：ホテルプラザオーサカ（最寄り駅：十三 ※参加希望者には別途ご案内します） 

 ■参加費：６，０００円  

■定 員：３００人（お申込み先着順） 

 ■参加ご希望の方は、申込書の懇親会の欄に○印をご記入ください。 

※申込み・代金収受については、名鉄観光サービス（株）なんば支店が、代行して行います。旅行契約には該当いたしません。 

 

３．昼食について（※締め切りは参加登録同様に、１０月１０日（金）となります） 

 ■利用日：１１月９日（日） 

 ■引渡し：関西学院大学 B 号館 セミナー受付付近（当日のご案内となります） 

 ■代 金：１，０００円（お茶付） 

 ■ご希望の方は、参加申込書の「弁当」欄に○印をご記入の上、参加登録と併せてお申込みください。 

第第１１回回生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援全全国国研研究究交交流流大大会会  



４．貸切バスのご利用ついて 

 ■会場には駐車場がございませんので、ご来場の際は公共機関を使ってお越しください。 

 ■貸切バス等にてご来場の方は、お手数ですが、当日の乗降の混乱を避けるため、申込書にバスの車種

及び台数、乗車予定人数などをご記入いただく欄がございますので、漏れなくご記入をお願いいたし

ます。また、場合によってはご来場時間をご指定する場合もございますので、ご了承ください。なお、

会場に駐車場はございませんので、プログラム中はご巡回いただく等、ご対応願います。 

 

５．宿泊について 

■宿 泊 日：２０１４年１１月７日（金）・１１月８日（土） ※前泊よりお申込可能です。 

■宿泊条件：１泊朝食付（サービス料・税金込）＊旅行代金は下記ご参照ください。 

 ※朝食は無料サービスのホテルもございます（下記一覧参照）。軽食でのご提供となるホテルもございますので、ご了承願います。 

■最少催行人員：１人より（添乗員は同行いたしません） 

 ○宿泊代金は 1泊当たりお一人様のお値段（２人１室利用の場合もお一人様の代金）です。 

 ○各施設の詳細は、お手数ですが各施設のホームページ等でご確認をお願いいたします。 

■お申込みは、申込書の宿泊プラン欄に下記申込記号をご記入いただき、ご希望は第２希望までご記入

くださいませ。申込は受付順とさせていただきます。また、禁煙・喫煙のご希望も承りますが、ご希

望に添えない場合もございますので、予めご了承くださいませ。 
※この募集企画は名鉄観光サービス株式会社 なんば支店（大阪市中央区難波 4-7-14／観光庁長官登録旅行業第 55号）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。別途お渡しする旅行条件書をご

確認のうえ、お申込みください。 

＜受付ホテル一覧＞ ※次ページのアクセスマップもご参照ください。 

申込記号 ホテル名 客室タイプ 旅行代金（お一人様当り） アクセスのご案内 

Ａ 大阪新阪急ホテル シングル 17,800円 
阪急梅田駅直結 
会場まで阪急電車 30分・徒
歩約 15分 

Ｂ 大阪東急イン シングル 15,000円 
阪急梅田駅徒歩 10分 
会場まで阪急電車 30分・徒
歩約 15分 

Ｃ ホテルサンルート梅田 シングル 13,500円 
阪急梅田駅徒歩 5分 
会場まで阪急電車 30分・徒
歩約 15分 

Ｄ ホテル法華クラブ大阪 シングル 11,000円 
阪急梅田駅徒歩 10分 
会場まで阪急電車 30分・徒
歩約 15分 

Ｅ 
 

梅田ＯＳホテル 
 

シングル 10,800円 
阪急梅田駅徒歩 7 分 会場
まで阪急電車 30分・徒歩約
15分 

Ｆ アパホテル大阪天満 シングル 11,200円 
ＪＲ天満駅徒歩 5 分 会場
まで ＪＲ・阪急 40分・徒
歩約 15分 

Ｇ 大阪第一ホテル シングル 17,800円 
阪急梅田駅徒歩 5 分 会場
まで阪急電車 30分・徒歩約
15分 

Ｈ 新阪急ホテルアネックス シングル 17,000円 
阪急梅田駅徒歩 3 分 会場
まで阪急電車 30分・徒歩約
15分 

Ｉ ハートンホテル西梅田 シングル 15,000円 
阪急梅田駅徒歩 10分 
会場まで阪急電車 30分・徒
歩約 15分 

Ｊ ハートンホテル北梅田 シングル 13,000円 
阪急梅田駅徒歩 8分 
会場まで阪急電車 30分・徒
歩約 15分 

Ｋ トーコーシティホテル梅田 シングル 10,800円 
地下鉄南森町徒歩 2分 
会場まで 地下鉄・阪急 40
分・徒歩約 15分 

Ｌ リーガ中之島イン シングル 10,000円 
地下鉄肥後橋駅徒歩 
1分 会場まで地下鉄・阪急
40分・徒歩約 15分 

※ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。 

※上記ホテル以外のご宿泊をご希望の方は、手配旅行契約として手配をお受けいたします。申込書の備考欄に希望内容をご記入ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．変更・取消について 

（１） お申込み後の変更・取消は、必ずＦＡＸまたは郵送にて名鉄観光サービス（株）なんば支店 

までご連絡ください。 

（２） 返金にかかる振込み手数料は参加者負担とし、差し引き後の金額でご指定口座へ返金いたします。 

（３） 変更・取消にかかる料率は下記ご参照ください（弊社営業時間内の受付に限ります）。 

※営業時間 平日０９：００～１８：００（土・日・祝日は休業とさせていただきます） 

取消日 参加費 交流会 宿泊 

１０月２４日（金）まで 無料 無料 無料 

１０月２４日（金）～利用開始日の 11日前まで １００％ 

※サミット終

了後、資料をご

郵送させてい

ただきます。 

無料 無料 

旅行開始日の前日からさかのぼって 10日前～8日前まで 無料 ２０％ 

旅行開始日の前日からさかのぼって 7日前～4日前まで ３０％ ３０％ 

旅行開始日の前日からさかのぼって 3日前から 2日前まで ３０％ ３０％ 

旅行開始日前日 ５０％ ４０％ 

旅行開始日当日 ５０％ ５０％ 

旅行開始後又は無連絡不参加 １００％ １００％ 

 

７．個人情報の取扱いについて 

  参加申込の際に提出された申込書に記載された個人情報は、お客様との連絡のために利用させていた

だくほか、お申込みいただいた運送・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

受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。また、大会事務局に提出させていただ

きます。それ以外の目的でご提供いただいた個人情報は利用いたしません。 

  当社の個人情報取扱方針は、下記ホームページまたは店頭にてご確認ください。 

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

 

８．参加登録（会員加入）・懇親会・昼食・貸切バス利用・宿泊等に関する 

お申込・お問合せ先 

【旅行企画・実施】名鉄観光サービス株式会社 なんば支店 

（観光庁長官登録旅行業第 55号 （社）日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会正会員 ボンド保証会員） 

 

「第１回生活困窮者自立支援全国研究交流大会」係 

〒５４２－００７６  大阪市中央区難波 4-7-14（難波阪神ビル 11階） 

  ＴＥＬ：０６－６６４５－８０８０  ＦＡＸ：０６－６６４５－８０９０ 

  総合旅行業務取扱管理者：小栗 隆 

担当：下川・住原・米田   e-mail: tae.sumihara@mwt.co.jp 

   営業時間 平日０９：００～１８：００（土曜・日曜・祝日は休業） 

 

９．会員加入に対するお問い合わせ P6 参照 

 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク発起人会 事務局長 行岡みち子 

〒169－0072 東京都新宿区大久保 2-4-15 サンライズ新宿 3Ｆ 

TEL 03－3232－6131 （ 問い合わせは 092－481－6873にお願いします。 ） 

FAX 092－481－7886 

E-mail   info@life-poor-support-japan.net 

HPアドレス http://www.life-poor-support-japan.net 



「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」の設立と会員募集 

 

経済的困窮や社会的孤立など、生活困窮状況に置かれた人々が抱える課題は多様・多重化しています。  

平成 27（2015）年度の「生活困窮者自立支援法」の本格実施に向けて、すでに地域において生活困窮者支援

に携わってきた人々、当事者、学識経験者などがネットワークを結び、共に学び支え合い、連携して政策の推

進を図っていくことを目的に、2014年 11月 8日に「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」を設立します。  

 設立総会とあわせて、「全国研究交流大会」を開催し、最新情報とともに参加者・講師の出会いと学びをお届

けします。  

 ぜひ、あなたも仲間に加わりませんか？   

生活困窮者自立支援全国ネットワーク 設立発起人  

                代表 岡崎 誠也（高知市長）                

                    代表 宮本 太郎（中央大学 教授）  

代表 奥田 知志（北九州ホームレス支援機構 理事長）   

 

１．趣旨 

  ○生活困窮者自立支援制度の導入を踏まえ、現場で生活困窮者に対する支援を行っている支援員（以下「支

援員」）や学識経験者が、職種や所属等を超えて相互に交流し、資質の維持・向上や関係者間の連携の確保

を図るとともに、関連政策の推進を図っていくことを目的として設立する。 

２．組織 

 （１）生活困窮者自立支援制度における「自立相談支援事業」、「就労準備支援事業」、「就労訓練事業」、「一時

生活支援事業」、「家計相談支援事業」または「学習等支援事業」などに携わる支援員若しくは学識研究者、

行政関係者であって、本ネットワークの趣旨に賛同する個人を社員および会員とし、応援する団体を賛助

団体とする組織とする。 

 （２）本ネットワークは、社員および会員からの会費収入、賛助団体からの会費および特別会費等によって運

営するものとする。 

３．主な活動内容 

 （１）「全国研究交流大会」の開催 

全国の支援員や学識経験者、行政関係者等幅広い関係者が集い、現場の活動を踏まえた研究発表やシ

ンポジウム、ワークショップなどによる意見交換、政策提言を行うことを目的として「全国研究交流

大会」を定期的（年１回程度）に開催する。 

（２）支援員に対する「実践的研修セミナー（仮称）」の開催及び情報交換等 

現任の支援員を対象に「実践的研修セミナー」の開催（全国各地で複数回開催）及び情報交換等、支

援員の実践的な能力と資質向上を目指す。 

（３）行政等に対する政策提言など 

生活困窮者自立支援の現場の意見を集約し、必要に応じて行政等に対して政策提言を行う。 

（４）その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業 

 

資 料 

 



一般社団法人「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」 

会員加入申込書 

 

一般社団法人「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」 

設立発起人会事務局 御中          

 

一般社団法人「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」の趣旨に賛同し、会員の申込みを

おこないます。 

平成     年    月    日 

（ふりがな） 

氏 名 
 

住 所  

郵送先 

 

宛名： 
 

住所：〒  － 

連絡先電話番号 

携帯電話番号 

ＴＥＬ            携帯 

  

電話連絡の優先（どちらかに○）  ＴＥＬ優先    携帯優先  

所属先など 

所属先など 

会員名簿への表示について（どちらかに○）  する    しない 

    

連絡用メール 

アドレス 

 

 

＜連絡先＞ 

（仮称）生活困窮者自立支援全国ネットワーク発起人会 事務局長 行岡みち子 

〒169－0072 東京都新宿区大久保 2-4-15 サンライズ新宿 3Ｆ 

TEL 03－3232－6131 （ 問い合わせは 092－481－6873にお願いします。 ） 

FAX 092－481－7886 

 
※加入申込書は FAXかメールでお願いします。メールの送り先は caj0@greencoop.or.jpです。 

※カンパにご協力いただける場合は、下記に金額をご記入の上、振り込んでいただきますようお願い

致します。 

なお、会員期間は入会当月から１年間となります。 

福岡銀行 博多駅前支店（店番２３１） 普通３１７７５００ 

生活困窮者自立支援全国ネットワーク準備会 事務局長 行岡みち子 

 

振込金額 年会費（3,000円） カンパ金      円 合計         円 

 

 

 

開催要綱用 

加入申込用紙 

 

会員加入申込 FAX：０９２－４８１－７８８６ 

mailto:caj0@greencoop.or.jp


「「第第１１回回生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援全全国国研研究究交交流流大大会会」」参参加加申申込込書書  FFAAXX::0066--66664455--88009900  

＜旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意の上、本旅行に申し込み願います。また、申込書に記載された個人情報は、大会事務局に提出させていただきます。＞ 

都道府県 

               

団体名 

 

申込責任者 

 

受付番号 

 

所在地（個人の場合は自宅）   

〒  -     

TEL (      )        - 携帯電話 (     )      -     *可能な場合のみ 

FAX (      )        - e-mail ｱﾄﾞﾚｽ 

大学最寄り駅からの利用予定交通機関 

公共交通機関（バス・タクシー・徒歩） 

貸切バス利用の場合の車種・台数・乗車予定人数 

マイクロ及び小型・中型・大型／   台／約   名 

（申込・お問合せ先 名鉄観光 なんば支店 TEL:06-6645-8080 / FAX:06-6645-8090 

〒542-0076 大阪市中央区難波 4-7-14 担当：下川・住原・米田 

NO 

フリガナ 

性 別 年 齢 
所属団体に 

おける役職 

大会参加申込 11 月 8 日（土） 11 月 9 日(日)  宿泊プラン 備    考 

10,000 円 懇親会 
分科会 

（２日目） 

11／7 

（金） 

11／8 

（土）  

禁煙・喫煙室 

希望ほか 参加者氏名 
参加 

会員希望 

※特典付 

参加費 

6,000 円 

第 1 

希 望 

第 2 

希 望 

第 ３ 

希 望 

昼 食 

1000

円 

第 1 

希 望 

第 2 

希 望 

第 1 

希 望 

第 2 

希 望 

例 
カンサイタロウ 

男 50 会 長 ○ ○ ○ １ ３ ６ ○     
禁煙室 

希望 関西 太郎 

① 
 

               
 

② 
 

               
 

③ 
 

               
 

④ 
 

               
 

＊ 「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」に賛同し、会員希望の方は別紙会員申込書（P6）に記載の上、事務局までお送りください。（※特典：初年度会員会費 3,000 円が無料） 

＊ お申込受付の際、受信確認の FAX を返信いたします。３日以内に返信がない場合は、ご連絡ください。 

＊ 用紙が足りない場合は、コピーの上、ご使用くださいませ。また、変更・取消の場合は、控えに加筆・修正をして FAX 願います。 

尚、代表者の連絡先（住所・電話・ＦＡＸ）は正確にご記入くださいますようお願いいたします。 

○ご請求予定代金（通信連絡費・事務 

手数料 400 円を含みます     

合計              円 

受付日：  月  日 受領確認印： 

通信欄 


