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山 知 福 ５３  号 

令和元年７月３０ 日 

各施設・事業所長  様 

  （一財）山口県知的障害者福祉協会 

会 長    古川 英希 

同上 支援スタッフ研究会 

部会長    光永  淳 

研究会長   右田  諒 

                             （公印省略） 

令和元年度 第１回支援スタッフ研究会の開催について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より支援スタッフ研究会の活動につきましてはご理解、ご協力を賜り 

厚くお礼申し上げます。 

さて、この度標記の件につきまして下記のように研究会を開催いたします。 

つきましては、担当職員の出席についてご配意下さいますようよろしくお願い

いたします。 

 

記 

 

＜日 時＞ 令和元年 ９月 ５日(木)～ ６日(金) 

 

＜会 場＞ サンルート国際ホテル山口（山口市） 

      山口市中河原町１番１号   電話：０８３－９２３－３６１０ 

 

＜参加費＞ 参加費    ２，５００円（会場使用料含む）  

     情報交換会  ５，０００円 

     宿泊費    ６，５００円（シングル、朝食込み） 

 

 

＜内 容＞ グループディスカッション・講演 

 

・事前に実施した質疑アンケートより、選抜した内容の回答を頂く。 

・他圏域の支援スタッフと情報交換・共有、協議することで施設また

支援スタッフが今後どう取り組んでいくべきかを考える。 

     

＜パネリスト＞ 

〇弁護士      萩・山口法律事務所   所長  山口 正之 氏 

〇施設管理者    さつき園        園長  古川 英希 氏 

〇成年後見人    ＮＰＯ法人 

生き活きネットみすみ 代表  山田 妙子 氏 
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＜日 程＞  

  ９月 ５日(木) 

９：３０  受付開始 

  １０：００  開会 

         資料確認・説明等 

１０：１０  グループディスカッション 

        「各施設の権利擁護に向けた取り組みと現状」 

         ※事前課題をご持参ください！！ 

 

１１：４０  昼休憩（各自でご準備下さい） 

   

１２：４０  講演「人権倫理委員会より～山口県の現状～」 

       ※その後、事前アンケートをもとにパネリスト３名への 

質疑応答を行います。 

       途中休憩（１５分） 

１６：００  質疑応答・総括 

  １６：３０  事務連絡・閉会 

１８：００  情報交換会 

  ２０：００  情報交換会 終了 

 

 

 ９月 ６日(金) 

   ９：３０  受付開始 

  １０：００  開会 

１０：１０  講演 

        「最期まで自分らしく ～“生き抜く”～」 

講師：障害者支援施設 ひらきの里 岩崎 泰経 氏 

         

「成年後見人として思うこと」 

  講師：ＮＰＯ法人 

生き活きネットみすみ代表 山田 妙子 氏 

   

  １２：００  閉会・アンケート記入・終了 

以上 
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山 知 福 ５３  号 

令和元年７月３０ 日 

支援スタッフ研究会 スタッフ各位 

  （一財）山口県知的障害者福祉協会 

会 長    古川 英希 

同上 支援スタッフ研究会 

部会長    光永  淳 

研究会長   右田  諒 
                           （公印省略） 

令和元年度 第１回支援スタッフ研究会の開催について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より支援スタッフ研究会の活動につきましてはご理解、ご協力を賜り 

厚くお礼申し上げます。 

さて、この度標記の件につきまして下記のように研究会を開催いたします。 

つきましては、お手数ですが、別紙にて８月１６日（金）までに、事務局 

（ふしの学園 第２宮野の里 担当：右田）へ参加をお知らせ頂きますよう 

お願い申し上げます。 

 

記 

 

＜日 時＞ 令和元年 ９月 ５日(木)～ ６日(金) 

 

＜会 場＞ サンルート国際ホテル山口（山口市） 

      山口市中河原町１番１号   電話：０８３－９２３－３６１０ 

 

＜参加費＞ 参加費    ２，５００円（会場使用料含む）  

     情報交換会  ５，０００円 

     宿泊費    ６，５００円（シングル、朝食込み） 

 

＜内 容＞ グループディスカッション・講演 

 

・事前に実施した質疑アンケートより、選抜した内容の回答を頂く。 

・他圏域の支援スタッフと情報交換・共有、協議することで施設また

支援スタッフが今後どう取り組んでいくべきかを考える。 

     

＜パネリスト＞ 

〇弁護士      萩・山口法律事務所   所長  山口 正之 氏 

〇施設管理者    さつき園        園長  古川 英希 氏 

〇成年後見人    ＮＰＯ法人 

生き活きネットみすみ 代表  山田 妙子 氏 
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＜日 程＞  

  ９月 ５日(木) 

９：３０  受付開始 

  １０：００  開会 

         資料確認・説明等 

１０：１０  グループディスカッション 

        「各施設の権利擁護に向けた取り組みと現状」 

         ※事前課題をご持参ください！！ 

 

１１：４０  昼休憩（各自でご準備下さい） 

   

１２：４０  講演「人権倫理委員会より～山口県の現状～」 

       ※その後、事前アンケートをもとにパネリスト３名への 

質疑応答を行います。 

       途中休憩（１５分） 

１６：００  質疑応答・総括 

  １６：３０  事務連絡・閉会 

１８：００  情報交換会 

  ２０：００  情報交換会 終了 

 

 

 ９月 ６日(金) 

   ９：３０  受付開始 

  １０：００  開会 

１０：１０  講演 

        「最期まで自分らしく ～“生き抜く”～」 

講師：障害者支援施設 ひらきの里 岩崎 泰経 氏 

         

「成年後見人として思うこと」 

  講師：ＮＰＯ法人 

生き活きネットみすみ代表 山田 妙子 氏 

   

  １２：００  閉会・アンケート記入・終了 

以上 

 

 



従事年数：

従事年数：

従事年数：

○送付（回答）先　 　：　ふしの学園　第２宮野の里　右田　　諒　宛
TEL　０８３－９２０－３１３１
FAX　０８３－９２０－９３３３

合計 円

※お手数ですが、不参加の場合もFAXにてお知らせいただきますようお願いします。

宿泊 小計
氏名

施設名 職名・従事年数 １日目 ２日目 情報交換会

円

職名：

○送付（回答）期限　：　令和元年８月１６日（金）　必着

○宿泊費　　　　6,500円　（シングル、朝食込）

円

職名：

○参加費　　　　2,500円（会場使用料込）　※どちらか１日の参加のみの場合も一律2,500円です。
○情報交換会　5,000円

★研修参加費用を各々小計し、合計金額の記入をお願いします。

職名：

別紙１

圏域

令和元年　　　月　　　日

圏域名

※施設名、氏名、役職を記入し、希望される欄に〇、小計・合計に金額を記入して下さい。

ふりがな

円

FAX ０８３－９２０－９３３３
支援スタッフ研究会 事務局
ふしの学園 第２宮野の里 右田



 
 

 
 
 

  

駐車券をフロントに提示

すれば山口中央駐車場も

無料でご利用いただけま

すが、満車の場合は他の

有料駐車場をご利用くだ

さい。 
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