
 

 

  
第２６回 全国聴覚障害公務員研修討論集会 

＊開催日：平成２９年１２月９日（土）～１０日（日） 

＊場  所：東京都障害者福祉会館 （東京都港区芝５－１８－２） 

港や橋、道が築かれ、発展した東京。そこは多くの人、物、情報が集まり、発信する場所です。 

 駆けよう『港』を・・・出会い、情報交換をして、皆に発信しよう 

 架けよう『橋』を・・・「一緒に」つなげよう、人と人。人と未来。 

 駆けよう『未来』へ・・・「一人一人」目標に向かって進もう 

さぁ、若かりし頃の、冒険者になったつもりで、東京へいらっしゃいませんか！？ 

主催：日本聴覚障害公務員会 

主管：東日本聴覚障害公務員会 

    第２６回全国聴覚障害公務員研修討論集会実行委員会 

後援：（全て予定） 

東京都 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟 

特定非営利活動法人東京都中途失聴・難聴者協会 



※内容、時間等一部変更になる場合があります。ご了承ください。

働く中で、様々なストレスを感じることはないでしょうか？ 

講演で、心を健康に保ち、仕事に対するモチベーションを上げる方法を学びます。 

グループワークでは、周りの環境へ働きかけ、ストレスを自ら解決していく方法を、 

みんなで考えていきましょう！ 

 

 

仕事中のホッと一息にコーヒーはいかが？ 

ろうバリスタによる目から鱗のコーヒー豆知識！！おいしいコーヒーの作り方も学べちゃう！？ 

（コーヒーが苦手な方にはティーもありますよ♪） 

さらに！接客のプロから接客方法、コミュニケーションについて学ぶことで、窓口対応や職場でのコミュニケー

ションのヒントが見つかるかもしれません。 

デスクワーク続きで運動不足……硬くなった身体……。 

そんな時は、ヨガで自分の身体と対話してみませんか？ 

身体が硬い方でも初心者でも OK！ 

身も心もリフレッシュさせて、業務に励みましょう★ 

オフィスでもすぐに出来るメニューもあります！さあ、あなたもヨガで肩こり等とおさらばだっ！！ 

日本聴覚障害公務員会が（社福）全国手話研修センターと共同で調査を行い、「地方自治体における聴覚に障害の

ある職員の雇用等に関する実態調査 報告書」がまとまりましたので、報告会を予定しております。 
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東京ならではの

目新しい企画を

ご用意します☆ 

各企画の講師については、

今後、集会ホームページ等

で紹介予定なのでお楽し

みに！ 



◆参加費及び申込要領◆ 

１ 参加対象者  

国家公務員・地方公務員として働く聴覚障害者と集会の目的に賛同する方 

  

２ 参加費  

（１）集会参加費    7,000 円  

※「◆聴公会会員が参加される場合の会員特典について◆」（7p 参照）もご覧ください。         

（２）親睦交流会費    6,000 円 （ＪＲ田町駅周辺のお店で行う予定です） 

※親睦交流会のみのお申し込みはできません。  

（３）宿泊費  5,400～7,000 円（春日旅館・和室【ツイン等】・朝食なし・税サービス料込） 

   ※部屋によって料金が異なります。詳細は「参加申込書」（6p）をご覧ください。 

   ・宿泊の申込は先着順（30名）で受け付けます。部屋は原則として先着順とし、申込者の希望により割り

振らせていただきますが、申込多数の場合はご希望に添えない可能性もございます。 

・風呂・トイレは共用です（室内にトイレが付いている部屋もございます）。 

   ・チェックインの手続きについては総会終了後に説明させていただきます。 

「春日旅館」は、できる限りお手頃な料金で泊まれることと立地の良さを基準に選定しましたが、部屋

数が限られていますので、希望される方はお早めにお申し込みください。また、個人で周辺のホテルを探

す場合、満室で予約できない可能性もありますので、お早めにご予約されることをお勧めします。 

   ＜春日旅館の情報＞ 住所： 東京都港区芝 3-43-18  

HP ： http://www1a.biglobe.ne.jp/kasuga/ 

アクセス： 東京都障害者福祉会館（会場）から徒歩 7分  

JR『田町駅』・都営三田線および都営浅草線『三田駅』より徒歩 7分 

（４）保育 

   対象は１歳半より就学前までの幼児で、保育が可能な時間帯は 12 月 9 日（土）12 時から総会終了まで、

10 日（日）9 時半から午後の報告会終了までです。実費負担金として子ども 1 人につき 1 日あたり 500 円

程度をご用意ください。なお、お子さまと、上記の春日旅館の宿泊を希望される場合は事前に東京集会実行

委員会事務局 までお問合せください。 

 

３ 申込方法  

（１）参加申込書に必要事項をご記入の上、郵送またはメールで下記までお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜メールで申込む場合の手順＞ 

   ①ホームページから参加申込書をダウンロードし、パソコン上の任意の場所に保存してください。 

   ②保存したファイルを開き、必要事項を入力し、上書き保存してください。 

   ③上書き保存したファイルをメールに添付して上記メールアドレスにお送りください。 

★郵送での申込 

〒210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２   

川崎中央郵便局留  安水 美月 行 

★メールでの申込 

 参加申込用受付メールアドレス 

（裏面へ続く） 
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（２）申込書の到着後、東京集会実行委員会事務局                より申込書にご記入い

ただいたメールアドレスに仮受付メールをお送りします。 

この仮受付メールにて、参加費等振込の手続き（依頼）に関する詳細事項をご案内しますので、内容を

ご確認のうえ、ご対応をお願いします。  

なお、宿泊を希望される方は、宿泊の部屋の割り振りにより参加費が確定しますので、仮受付メールを

お送りするまでに時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

※例年の申し込み方法 （メールまたは郵送による申込み後、１週間以内に参加費を口座に振込む）  

とは異なりますので、ご留意ください。 

    ※必ず参加申込書に、メールアドレス（PCアドレスを推奨します）をご記入ください。 

     携帯電話やパソコンのメールアドレスをお持ちでない方は、FAX番号をご記入ください。 

    ※集会の参加確認証や事前資料の送付はありません。ご了承ください。 

 

４ 申込締切 

（１）宿泊込みで参加を申し込む場合 （2017/10/10 締切延長しました！） 

平成 29年１０月２６日（木） （必着） 電話や FAXによる申込はできません。 

   （メールの場合は１０月２６日（木）２４時まで） 

    ※春日旅館の宿泊は先着順ですので、お早めにお申込ください。 

 

（２）宿泊なしで参加を申し込む場合 

平成 29年１０月３１日（火） （必着） 電話や FAXによる申込はできません。 

   （メールの場合は１０月３１日（火）２４時まで） 



※　注意事項

【参加者記入欄】

フリガナ 性　別

職場名 公務員歴
(29年度末)

年目

フリガナ ＦＡＸ

氏　名
電  話
携　帯

※この申込書にて取得する個人情報は、東京集会運営の目的及び当会会員情報管理の

　目的のみに使用します。また、聴公会では個人情報保護指針を定めています。

※必須項目については必ず記入してください。

※【職場名】欄には「◇◇市○○局△△課□□係」というイメージでご記入ください。

　 他、国家公務員や民間企業などに勤務している方は、上記に準じてご記入ください。

※【自己ＰＲ欄】に記入した内容は大会当日に配布される参加者一覧に掲載されます

　ので、ご了承ください。

　いただきますので、ご了承ください。

【会員について】

　※詳細は案内書の「◆聴公会会員が参加される場合の会員特典について◆」をご覧ください。

（裏面へ続く）

非　会　員会員（入会・継続） 退　　　会

住　所
(自宅)
(必須)

　　　手話通訳　・　ＰＣ要約筆記　・　磁気ループ
　
　　　読み取り通訳　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

※メールアドレスは、東京集会の仮受付完了および参加費のお知らせ連絡に使用させて

　　　該当する欄に○をご記入ください。

あなたに必要な
情報保障は？

（いずれか○）

自宅FAX 

自　己
Ｐ　Ｒ

　〒　　　　－

その他
備考

PC
ｱﾄﾞﾚｽ

携帯ﾒｰﾙ
ｱﾄﾞﾚｽ

連絡先
(必須)

緊　急
連絡先
(必須)

集　会　参　加　申　込　書

１　申込書の記入にあたっては、「申込要領」をよくお読みください

２　記入しましたら、必ず控えとしてコピーをとっておいてください

年　齢
(必須)

③その他(　　　　)

氏　名
(必須) 　　　　　歳

男　・　女
↓いずれかに○・

または記入

①ろう・難聴者

② 聞こえる人 

携帯番号

続　柄

自宅電話



【「参加費」・「宿泊費」など申込み記入欄】

内 容 内 訳

内 容 内 訳

【２日目のリフレッシュ講座について】
＊希望する講座に〇をご記入ください。

【２日目の報告会について】

＊いずれかに〇をご記入ください。

【保育希望記入欄】 ※子ども同伴の方で保育希望の場合、必ずご記入ください。

フリガナ フリガナ

児童名１ （男・女） 児童名２ （男・女）

生年月日 満　　歳 生年月日 満　　歳

保育希望日

※保育対象は１歳半から就学前（６歳ごろ）の幼児です。ご了承ください。

※保育にあたって、注意してほしいことがあれば下記欄にご記入ください。

※親睦交流会においては、保育はありません。

【その他】　※質問などありましたら、こちらにご記入ください。

参加 不参加

* 自由参加ですが人数把握のためご記入願います

コーヒーセミナー ヨガ講座 どちらでも可

ツイン（トイレ有）

ツイン（トイレ無）

7,000円（一人）

6,000円（一人）

※ 宿泊を含む参加費のご入金の後にキャンセルされた場合、返金できませんのでご了承ください。

集会参加費

   親睦交流会参加費

申し込むところに
「○」を記入

7,000円

6,000円

＊＊同室を希望
する方のお名前

5,400円（一人）4-8人部屋 （トイレ無）

* 定員を超えた場合、抽選で調整させていただく場合がございます。

希望順(1～3)に記入

　　で部屋割りさせていただきます。
＊＊同室を希望する方のお名前を記入してください。お名前がない場合は、こちら

＊　部屋のご希望に添えない可能性もございますが、あらかじめご了承ください。

＊宿泊

希望日時にすべて
○をつけてください

９日午後　／　１０日午前　／　１０日午後（報告会）

 H　　/　　/  H　　/　　/
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◆聴公会会員が参加される場合の会員特典について◆ 

集会の参加費は、会員・非会員とも 7,000 円です。ただし、会員の方及び今回、新規に入会する方は、参加費

7,000 円のうち 2,000円を聴公会会費に充当できるサービスがあります。これは会費を別途払う必要がなく、便

利でお得になっています。会費の納入状況によって、下記の表にてお取り扱いさせていただきます。  

会員の会費納入状況は宛名ラベルでご確認できます。そちらをご覧ください。 

なお、当会の会計期間は９月～８月です。  

平成２８年度は平成２８年９月～平成２９年８月、平成２９年度は平成２９年９月～平成３０年８月となっ

ております。 

 

※会員には、正会員（聴覚障害公務員）と賛助会員（本会の目的に賛同する正会員以外の者）の 2 区分がありま

す。詳しくは聴公会ホームページ（http://www.choukoukai.net）の「聴公会とは？」をご覧ください。 

 

※注１ 集会当日の非会員の方は、12月 9日の聴公会総会では発言、議決権の行使はできません。ただし、傍聴

できます。  

※注２ 集会当日に参加できなかった場合は、直接ご本人に返金できませんので、30年度会員を継続させていた

だきます。ご了承ください。  

現在の会費納入状況 会費充当年度 会員年度 申込書 お知らせ 

28 年度支払済みだ

が、29年度は未払の

方 

29年度会費に

充当します。 

29 年度（今

年度） 

「会員（継続）」

に〇印 

30年度も継続の場合は集会当日に受

付します。 

29 年度支払済みの

方 

30年度会費に

充当します。 

30 年度（次

年度）まで 

「会員（継続）」

に〇印 

 

29 年度支払い済だ

が、次年度（30年度）

は継続しない方 

充当なし 
29 年度（今

年度） 
「退会」に〇印 

集会に不参加の場合は年度内にご連

絡のうえ退会届がない限り「継続」扱

いになりますのでご注意ください。

※注２ 

今回の新規入会の方 
29年度会費に

充当します。 

29 年度（今

年度） 

「会員（入会）」

に〇印 

30年度も継続の場合は集会当日に受

付します。 

それ以外の方（次年

度から入会の方、非

会員のままでよい

方） 

充当なし 非会員 
「非会員」に〇

印 

・30年度の入会申込は集会当日に受

付します。※注２ 

・12月 9日の聴公会総会では傍聴の

み可能です。発言・議決権は行使でき

ません。ただし 30年度の申し込みを

された方は30年度に関する事項のみ

議決権を行使できます。※注１ 

その他 

・集会に不参加の場合は返金できません。ただし、納入状況により、29 年度限り又は

30年度継続として会費の充当をさせていただきます。 

・入会及び退会については、別途手続きをしていただきます。 

・29年度支払い済の方には、昨年京都集会に参加し、29年度会費に充当されている方

も含みます。  
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集会会場「東京都障害者福祉会館」へのご案内集会会場「東京都障害者福祉会館」へのご案内集会会場「東京都障害者福祉会館」へのご案内集会会場「東京都障害者福祉会館」へのご案内    

 

 

【所在地】 

 

〒108-0014 東京都港区芝五丁目 18-2 

 

       東京都障害者福祉会館 

 

【交通機関】 

 

1 JR山手線・京浜東北線 田町駅 徒歩５分 

 

2 都営地下鉄浅草線 三田駅 A7出口 徒歩１分 

 


