2018 年度成人片麻痺における環境適応講習会＜in 秋田＞
受講生追加募集のご案内
10 月 11 日～11 月 9 日までの期間で受講生の追加募集を行います。
追加募集は定員に達し次第、申し込み終了となります。ご了承ください。
尚、募集終了は同ホームページ上でお知らせします。
１）

日時、定員、締め切り

コース

日時

内容

定員

申し込み期間

Activity

100 名

最終締め切り 11 月 9 日

2018 年 11 月 23 日（金）9:00～18:00

E
2018 年 11 月 24 日(土) 9:00～18:00

私たちの活動は自律反応の連続であり、その自律反応を誘発するものは、自分がおかれ
ている環境や周囲との関係性、取り組む課題などの外部環境がほとんどです。私たちは自
然と外部環境を知覚し、それに見合った姿勢や運動の調整をします。
今回の講習会では、治療的な Activity をはじめ、OT 室にある物品を使いこなすための
課題分析やハンドリングを、実技を通じてお伝えします。短い時間ではありますが、「活
動」を扱うプロフェッショナルとして、一緒に考え、取り組んで行くことができれば嬉し
いです。
２）会場：大湯リハビリ温泉病院(秋田県鹿角市)
３）アクセス
・新幹線をご利用の方
JR 東北新幹線

盛岡駅下車後、高速バス「みちのく号」に乗車、バス停「高速けまない」で下車。

(高速バスをご利用の方は、スタッフがバス停「高速けまない」から会場まで送迎します。※要予約)
・自家用車でお越しの方
東北自動車道青森方面
４）講師

：柏塾

十和田・大館 IC 下車後、大湯方面へ車でおよそ 10 分
代表

作業療法士

柏木 正好

：東京リハビリテーションサービス

作業療法士

高橋 栄子

：大湯リハビリ温泉病院

作業療法士

水原 寛

５）対象

：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

６）参加費

：15,000 円

７）懇親会

：11 月 23 日(金）19：00 より鹿角市内で予定しています。

ほか

*懇親会費（5000 円）は別途徴収致します。
８）弁当

：講習会会場周辺は店舗が少ないため、昼食の弁当(お茶付)を用意しております。

一食につき別途 500 円徴収致しますが、注文をご希望の方は申し込みメールの該
当欄にご記入ください。

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、E-mail にて、お申し込みをお願い致します。

項目

記入例

件名

秋田環境適応参加申し込み

宛先

akita_kanteki＠yahoo.co.jp

1.氏名

1. 秋田

2.施設名

2

大湯リハビリ温泉病院

3.施設郵便番号

3.

018－5421

4.施設住所

太郎（あきた

備考

たろう）

4. 秋田県鹿角市十和田大湯字湯
ノ岱 16-2

5.施設電話番号

5.

0186-37-3511

6.職種

6. 作業療法士

7.臨床経験年数

7.

迷惑メールと区別する為、タイトルを記入
して送信して下さい。

１メールにつき１名です。ふりがなもご記
入下さい
法人名は記入しないでください。

都道府県からご記入下さい
市外局番も必ずご記入下さい

５年目

8.環境適応講習会の受講歴 8. C 洗体・更衣

受講済みコースをご記入下さい

10. akita_kanteki＠

申し込みに利用したアドレスと異なる方

yahoo.co.jp

のみご記入ください

10.懇親会の出欠

11. 参加

参加、不参加をお知らせください

11.弁当の申し込み

12. 両日

9.返信先メールアドレス

( 両日 or 23 日のみ

or 24 日のみ

)と

記載して下さい

・携帯電話、スマートフォンでのお申し込みは、文書のやり取りができない恐れがあります。可能
な限りＰＣまたはＷｅｂメールにてお申し込みください。
・受講可否の連絡は随時送信致します。定員に達し次第受付終了またはキャンセル待ちとなります
のでご了承ください。申し込みの最終締め切りは 11 月 9 日です。
・開催の 1 週間前になっても、事務局から受講可否のメールがない場合は、事務局まで電話にてお
問い合わせ下さい。
・キャンセルまたは参加者の変更がありましたら、お早めにメールでお知らせ下さい。
・開催前日及び当日のキャンセルは受講費・懇親会費の返金ができませんので予めご了承ください。

本講習会は今回で 6 回目を迎えます。同じような悩みを抱えた臨床家が集まって、共に
考え、共に学べるような場を提供できるよう心がけ、開催・運営をしております。
今後もこのような活動を維持していくために、より多くの人に集まっていただくために、
どうか皆様のお力を貸していただきたいです。ぜひ職場の仲間や、学生時代の友人を誘っ
てお越しください。ご協力よろしくお願い致します。

宿泊に関して
宿泊は各自で手配をお願い致します。宿泊施設が少なく行楽シーズンのため、お早めの予約をお勧め
します。また、旅館にご宿泊される場合は、お知り合いの方との相部屋利用にご協力ください。
料金はおおよその目安ですが、近隣の宿泊施設です。ご参照ください。
施設名

御宿

馬ぶち

電話番号

宿泊料金

備考

0186-37-2277

素泊まり 6000 円～

１名でのご利用不可．

元の湯旅館

0186-37-2031

上野旅館

0186-37-2066

ホテル鹿角

0186-37-4111

宿

２食付き 6450 円～
朝食のみ・素泊まりは要相談

２食付き 6500 円～

基本的に 2 名～(和室)
基本的に 3～5 名(和室)

朝食のみ・素泊まりは要相談

要相談

2 食付き 14850 円～

洋室シングル・ツイン有

朝食付き 11700 円～

和室最大 6 名まで

0186-37-3221

電話にて対応

１名でのご利用不可．和室 2～3 名．

岡部荘

0186-37-2245

電話にて対応

1 名でのご利用不可．和室 3～8 名

千葉旅館

0186-37-2211

電話にて対応

１名でのご利用不可．

※小坂ゴールドパレス

0186-29-3833

素泊まり 5250 円～

洋室シングル・ツイン有

※茅茹荘

0186-23-3126

素泊まり 4200 円～

洋室シングル有

0186-23-4230

素泊まり 4200 円～

和室、1 人利用可能

0186-22-1111

素泊まり 5500 円～

洋室シングル有

※ホテルガーデンかわむら 0186-22-2600

素泊まり 6000 円～

洋室シングル有

花海館

旅館
龍門亭

※お宿

ちとせ

※鹿角パークホテル

※の宿舎は講習会会場から車で 25 分ほど要します。自家用車でお越しの方にお勧めします。
その他、ご不明な点がございましたらご遠慮なく事務局までお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】
秋田環境適応講習会事務局 OT 神馬歩(ジンバアユム)
〒018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字湯ノ岱 16-2
℡：0186-37-3511
※尚、緊急時以外は E メールでのお問い合わせにご協力をお願い致します。
宛先：akita_kanteki@yahoo.co.jp
件名：秋田環境適応講習会問い合わせ

