
2016 年度成人片麻痺における環境適応講習会＜in 大分＞ 

 

謹啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より大分環境適応講習会に格別のご配慮をたまわり、厚く御礼申し上げます。 

さて、今年度も下記要項にて講習会を開催致します。業務ご多忙中と存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。 

  謹白 

 

日時、内容、定員および申し込み締め切り 

コース 日時*１ 内容 定員 申し込み締切り*2 

 2016 年 12 月 10 日（土） 

       12 月 11 日（日） 

＊２日間で 1 コースになります  
A 

 

移動空間への適応 

（講義＆実技）  
100 名  2016 年 11 月 12 日(土) 

    *1  5 日 9：00～19：00（受付 8：30） 

       6 日 9：00～18：30 

    *2  受講決定通知は随時行います。 （先着順となります） 

 ※２日間で１コースのため、３日間の講習会と比べタイトなスケジュールとなります。ご不明な点は事務局までお問い合わせください。 

 



２）会場 ： ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰｱﾈｯｸｽ   

〒874-0919 大分県別府市石垣東 10-1-20 ℡：0977-26-6555 

 

３）講師 ： 柏塾 代表               作業療法士   柏木正好 

  ： 介護老人保健施設舞風台      作業療法士   永田誠一 

  

： 大浜第二病院              作業療法士   新里順治   

： 福岡リハビリテーション病院     理学療法士    山口健一 他 

 

４）対象者 ： 作業療法士、理学療法士、言語聴覚士 

５）参加費 ： 15,000 円(当日徴収致します） 

  *懇親会費は別途徴収となります。（懇親会のキャンセル期限は 11 月 30 日までとなっております。） 

  
*昼食を希望される方は 1 食 1,000 円です。当日別途徴収いたします。 ※不明な点はお問い合わせください 

 

６）懇親会 ： 12 月 10 日(土）19：30 より「ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰｱﾈｯｸｽ」（研修会場）で予定しています。 

  
： 懇親会費は 5,000 円です。 

 

７）宿泊 ： 宿泊に関しては各自で手配をお願い致します。 

 ※会場のホテルサンバリーアネックスもしくは会場隣接のﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰをお勧めいたします。 

  
： 時期的に忘年会シーズンのため予約はお早めにお願い致します。  

 



参加申し込み方法    下記の注意事項をよくお読み頂き、必要事項を記入し、Email にて、お申し込みをお願い致します。                  

申し込み先：ooitakanteki＠gmail.com（＠は全角になっていますので半角の@に直してからご送信下さい） 

 

項目 記入例 備考 

件名 
大分環境適応講習会 

参加申し込み 

迷惑メールと区別する為、必ず左記のタイ

トルを記入して送信して下さい。 

宛先 

ooitakanteki＠gmail.com 

(ｽﾊﾟﾑ、ｳｲﾙｽ対策のため＠を全角にしてあります。 

＠を半角の@に直してからご送信下さい。 

jimukyoku＠kanteki.net ではありません。 

お間違えの無いようにお願いします。 

1.氏名 1. 別府 太郎  

2.所属 2. 湯煙病院  

3.所属県名 3. 大分県  

4.職種 4. 作業療法士  

5.経験年数 5. ５年目  

6.環境適応講習会受講歴 6. A：平面・移動（柳川） Ｄ：食事（大分） 受講済みコース、開催地を記入 

7.連絡先携帯番号 7. ○○○―○○○―○○○○ 緊急連絡等に使用させていただきます。 

8.懇親会の出欠 8. 参加 10 日（土）19：30 より 5,000 円 

9.弁当の注文希望 9. 10 日・11 日 2 日分で 2,000 円 



【注意事項】 

*必ず２日間受講できる方のみ、お申し込み下さい。 

*必ず個人単位で「１メールにつき１名」でお申し込み下さい。 

*迷惑メールと区別するため、必ず件名に「大分環境適応講習会参加申し込み」とご記入下さい。尚、携帯メールや職場メールの利用は受信・返信ができない

場合がございますので、使用する際は設定等の確認のうえ、お申し込み下さい。 

*講習会受講は動きやすい服装でお願いします（ジャージなど）。 

*参加申し込みのメールを受信後、送信頂いたアドレスに受信確認を返信致します。それ以降は、お申し込みいただいたアドレスに事務連絡等をいたします。 

*キャンセルされる場合や参加者の変更などございましたら早めに事務局までご連絡願います。（懇親会のキャンセルは１週間前 11 月 30 日まで受付可能です。

それ以降のキャンセルは全額支払いをお願いいたします。） 

*申し込み後１週間以内に返信がない場合、事務局までお問い合わせ下さい。申し込み締め切り後、10 日以上過ぎての参加申し込みに関するお問い合わせ

については、対応できない場合がありますのでご注意下さい。*必要事項の記載不足や注意事項をお守り頂けなかった場合には、申し込みを受理できない場

合もございますので、ご注意下さい。 

＊台風などの自然災害、遠方での大規模な災害など、何らかの理由により講習会が中止になった場合、交通費・宿泊費等のキャンセル料および実費をお支

払いすることはできませんのでご了承ください。 

【問い合わせ先】     その他、ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせ下さい。                                                      

迷惑メールと区別するため、件名に『大分環境適応講習会問い合わせ』と記載願います。 

 

 

大分環境適応講習会事務局 ooitakanteki＠gmail.com (＠を半角の@に直してからご送信下さい)  

担当 福澤至 江藤裕治 

TEL：090-7453-9420 （日中の電話対応が難しい為、極力メールでの問い合わせにご協力下さい。） 



宿泊情報 

 

※宿泊に関して、別府市は街中に宿泊施設があります。以下を参考の上、用途に応じてお選び下さい。 

１、研修会場からの利便性を優先される方 

  研修会場であるﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰｱﾈｯｸｽまたはﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰの宿泊をお勧めします。 

  (予約時に講習会参加の旨をお伝え下さい) 

２、市街地、飲食店街に近い場所をご希望の方 

  JR 別府駅周辺のﾎﾃﾙをお勧めします。 

３、静かな温泉地、民宿での宿泊をご希望の方 

  明礬温泉・鉄輪温泉など温泉宿が多数あります。 

 ホテル名  住所  電話番号  宿泊料金  朝食代 

 ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰ 

(予約時に大分環境適応講習

会受講とお伝え下さい) 

〒874-0919 大分県別府市石垣東 10-2-33  

講習会会場となり 
 0977-25-1171  \5,000～  込み  

 ﾎﾃﾙｻﾝﾊﾞﾘｰｱﾈｯｸｽ 

(予約時に大分環境適応講習

会受講とお伝え下さい) 

〒874-0919 大分県別府市石垣東 10-1-20  

講習会会場  
 0977-26-6555    \6,800～  込み 

 別府亀の井ホテル 
 〒874-0936 大分県別府市中央町 5-17  

 JR 別府駅より徒歩 4 分 
 0977-22-3301  \5,950～  ¥1,000 

 ホテルシーウェーブ別府 
 〒874-0935 大分県別府市駅前町 12-8 

 JR 別府駅前 
 0120-00-7116  \5,800～  ¥600 



 別府ステーションホテル 
 〒874-0935 大分県別府市駅前町 13-4  

 JR 別府駅徒歩 1 分 
 0977-24-5252  \3,900～  ¥500 

 ホテル エール 
 〒874-0920 大分県別府市北浜 2-14-35 

 JR 別府駅より徒歩 7 分 
 0977-21-7272  \6,240～  ¥840 

 ホテルフジヨシ  
 〒874-0933 別府市野口元町 1-3 

 JR 別府駅より徒歩 1 分 
 0120‐807‐016  ¥4,700   軽食サービス  

 もと湯の宿 黒田や 

（鉄輪温泉） 
 〒874-0045 別府市鉄輪御幸 3 組  0977-66-9656  \13,800～  ¥1,050 

 おにやま 

（鉄輪温泉） 
 〒874-0045 大分県別府市鉄輪 335-1  0977-66-1121 

 \13,000 

 ～\15,000 
朝、夕 2 食宿泊費込 

料金はあくまでも目安です。詳細に関しては宿泊施設にお問い合わせ下さい。 

別府市内にはこのほかにも宿泊施設は多数あります。各自でご確認下さい。 


