
保健・医療・福祉の架け橋になろう、そして在宅医療・在宅介護への対応
～多職種との連携による地域包括ケア体制の中で地域医療提供施設としての役割～

会場：月岡温泉 白玉の湯 華鳳

〒959-2395 新潟県新発田市月岡温泉134番地

TEL：0254-32-1515 FAX：0254-32-1511

09：00～09:30 開会式

09：30～12:00 多職種によるシンポジウム 「摂食・嚥下障害と低栄養へのアプローチ」

オーガナイザー： 笠原敦子氏 前新潟県女性薬剤師会会長
公益社団法人新潟県薬剤師会 常務理事

基調講演 「高齢者における摂食・嚥下障害と低栄養」

演者：齋藤泰晴先生 医療法人新成医会総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰみどり病院 副院長

シンポジスト：
尾﨑康子先生 医療法人社団豊医会 スマイル歯科おざき
入山八江先生 公益社団法人新潟県栄養士会 会長
五十嵐郁乃氏 新潟県女性薬剤師会役員 （株）共栄堂ライフ薬局

12：00～13：00 お弁当・休憩

13：00～15：00 グループワーク 「みんなで考えよう“今日からできるフレイル予防”」
※経口栄養食品、とろみ剤、介護食についての話題提供（試食体験あり）、
事例検討（グループディスカッション）を予定

15：00～15：15 閉会式

■取得単位 ： 日本女性薬剤師会認定単位（G16）3単位
■セミナー参加費 ： 女性薬剤師会会員6,000円 ・ 会員外8,000円
■お弁当代 ： 税込1,620円（事前予約のみ）
※お弁当は「JR東日本駅弁味の陣2017」で受賞した話題の駅弁「えび千両ちらし（お茶付き）」 （新発田三新軒）となります。

【主催】 一般社団法人日本女性薬剤師会・新潟県女性薬剤師会
【お問合せ】 新潟県女性薬剤師会 実行委員長 成澤 千鶴子

〒957-0054 新潟県新発田市本町1丁目14番8号
E-mail：ky8931@ruby.ocn.ne.jp FAX：0254-26-8868



11月3日（土）夕食交流会のご案内 （大会の前日）

日程：11月3日（土） 18：00～21：00

会場：月岡温泉 白玉の湯 華鳳 〒959-2395新潟県新発田市月岡温泉134番地

参加費： 9,000円（税込）

11月3日（土）エクスカーションのご案内 （大会の前日） ※詳細は別紙の案内をご確認下さい。

日程：11月3日（土） 13：00出発

行程：新潟駅 → 今代司酒造（酒蔵見学） → 北方文化博物館（国の登録有形文化財） → 華鳳

参加費：4,000円（税込）

11月3日（土）宿泊先のご案内

宿泊施設：月岡温泉 白玉の湯 華鳳
〒959-2395  新潟県新発田市月岡温泉134番地
TEL：0254-32-1515  FAX：0254-32-1511

全国屈指の硫黄成分を誇る自家源泉「白玉の湯」と
四季を彩る6000坪の見事な庭園が自慢の宿です

【華鳳へのアクセス（車以外の方）】
①事務局手配の送迎バスを利用する方
送迎バス 1便～5便（下記参照）

②公共交通機関をご利用の方
JR豊栄駅南口のバス停より“月岡温泉行き”の
バスで 最終停車場「華鳳前」で下車
（大人300円）（1日5本）
※詳しくは華鳳HPをご参照下さい。

会場（華鳳）への無料送迎バスのご案内

【お申込み等に関するお問合せ先】

愛宕商事㈱旅行事業部 担当：高橋 ・古澤 宛

TEL：025-365-0001 FAX：025-228-4885

【 旅行企画・実施 】
(社)日本旅行業協会正会員

新潟県知事登録旅行業第2-327号
愛宕商事株式会社旅行事業部

総合旅行業務取扱管理者：田中湖雄
〒951-8052 新潟市中央区下大川前通四ノ町2186

便名 日程 行程

送迎バス 1便
11月3日（土）

【行き】 新潟駅 16：10発 → 華鳳 17：00着

送迎バス 2便 【帰り】 華鳳 21：30発 → 新潟駅 22：20着

送迎バス 3便
11月4日（日）

【行き】 新潟駅 7：30発 → 華鳳 8：30着

送迎バス 4便 【帰り】 華鳳 15：40発 → 新潟駅 16：30着

送迎バス 5便 【帰り】 華鳳 15：40発 → 新潟空港 16：30着

以下の行程で送迎を準備しております。別紙参加申込書に◯を記入のうえ、お申込み下さい。（事前予約のみ）

※申込み人数によって、バスをタクシー等に変更する場合がございます。ご了承下さい。

★以下のご案内を一括申込み頂けます。別紙申込書に◯を記入のうえ、お申込み下さい。★

※弊社手配数をオーバーした場合、別の宿泊施設をお願いする場合がございます。ご了承下さい。

宿泊料金一覧

1泊朝食付き/ 税込（入湯税￥150込） 一人あたりの料金

相部屋利用（定員）が可能な方 ※ 15,270円（税込）

和室1室を 5 名以上で利用 15,270円（税込）

和室1室を 3 ～4 名で利用 21,750円（税込）

和室1室を 2 名で利用 24,990円（税込）

※相部屋希望の方は、セミナー参加者との相部屋になります。
※禁煙室でのご紹介になります。



日本一の数を誇る蔵元のうちのひとつ、江戸時代創業の「今代司酒造」と、豊かな田園を背景に
富を築いた豪農の館「北方文化博物館」を見学し、酒どころ米どころ新潟を体感して下さい。

■日 程： 2018年11月3日（土）
■参 加 費： 4,000円(税込）
■募集人数： 45名
（ 最少催行人数30名、30名未満の場合は催行しません。 ）

＊＊ 今代司酒造（酒蔵見学・試飲）と北方文化博物館（見学） ＊＊ 食事無し、添乗員同行

日 程 行 程

11/3

（土）

12：50集合予定
13：00出発 13：10 / 14：00 14：30 / 15：30 16：10着

新潟駅 ＝＝ 今代司酒造 ＝＝＝＝北方文化博物館 ＝＝＝＝＝＝＝ 華鳳
（酒蔵見学・買い物） （国の登録有形文化財：歴史博物館）

※表記について ＝＝＝＝専用バス

■今代司酒造（酒蔵見学・試飲）■北方文化博物館（見学）

■バス会社：新潟第一観光バスまたは、サンライズカンパニー、高砂観光バス
■個人情報の取扱について：当社は、申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させ て頂く他、
お客様が申込み頂いた旅行においての運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配および、それらのサービスの受領の為の手続きに
必要な範囲内で利用させて頂きます。

★申込方法：裏面申込書に◯をご記入頂き、FAXでお申込み下さい。

（ 申込者には後日、「請求書」と「旅行条件書」をお送りさせて頂きます。旅行条件書のご確認をお願い致します。 )

【旅行企画・実施 】
(社)日本旅行業協会正会員
新潟県知事登録旅行業第2-327号
愛宕商事株式会社旅行事業部
総合旅行業務取扱管理者：田中湖雄
〒951-8052 新潟市中央区下大川前通四ノ町2186

【キャンセル規定】
お客様のご都合でキャンセルする場合、
下記のキャンセル料金が発生致します。
□旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

10日目にあたる日のキャンセル：20％
7日目にあたる日のキャンセル：30％
旅行開始日の前日のキャンセル：40％
旅行開始日当日のキャンセル：50％
旅行開始後のキャンセルまたは無連絡不参加：100％

【集合場所のご案内】
新潟駅南口 貸切バスターミナル （12時50分に集合予定）



日程 内容 費用

（例）
ﾆｲｶﾞﾀ ﾊﾅｺ

新潟花子

（代表者名） （参加者2） （参加者3）

11月3日(土)

ｴｸｽｶｰｼｮﾝ
参加

4,000円 ◯

夕食
交流会

9,000円 ◯

11月3日(土) 華鳳宿泊

※宿泊料金
一覧参照
（下部掲載）

部屋の利用人数を
◯して下さい。

例）21,750円
相部屋
5名以上
3-4名
2名

円
相部屋
5名以上
3-4名
2名

円
相部屋
5名以上
3-4名
2名

円
相部屋
5名以上
3-4名
2名

11月4日(日)

セミナー
参加

会員6,000円 ◯

会員外8,000円

昼食
（ お弁当 ）

1,620円 ◯

11月3日(土)
送迎ﾊﾞｽ1便

無料

送迎ﾊﾞｽ2便

11月4日(日)

送迎ﾊﾞｽ3便

送迎ﾊﾞｽ4便 ◯

送迎ﾊﾞｽ5便

合計金額 例） 42,370円也 円也 円也 円也

申込日： 年 月 日

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 性別 所属の都道府県［勤務先］ 関係書類送付先【自宅 or  勤務先】（◯で囲んで下さい）

申込 代表者名

男・女

例）新潟県 〒

TEL： FAX：

※いただいた個人情報は宿泊ホテル等の必要な機関に提出させて頂き、手配及び連絡等に使用させて頂きます。
※申込後2,3日たっても、愛宕商事㈱旅行事業部から受領の確認FAXが届かない場合は、お手数ですが下記お問合せ先（愛宕商事）までご連絡下さい。
※食物アレルギー等がある方は右側の「その他・ご連絡欄」にご記載ください。

※ 参加募集の締切は2018年8月20日（月）です。

【お申込み等に関するお問合せ先】
愛宕商事㈱旅行事業部 担当：高橋 ・古澤 宛

TEL：025-365-0001 FAX：025-228-4885（申込先）

以下の必要項目に◯（金額）を記入のうえ、FAXでお申込み下さい。
（ 四名様以上でお申込みの場合は、参加申込書をコピーしてお使い下さい。 ）

【 旅行企画・実施 】
(社)日本旅行業協会正会員

新潟県知事登録旅行業第2-327号
愛宕商事株式会社旅行事業部

総合旅行業務取扱管理者：田中湖雄
〒951-8052 新潟市中央区下大川前通四ノ町2186

宿泊料金一覧

1泊朝食付き/ 税込（入湯税￥150込） 一人あたりの料金

相部屋利用（定員）が可能な方 15,270円（税込）

和室1室を 5 名以上で利用 15,270円（税込）

和室1室を 3 ～4 名で利用 21,750円（税込）

和室1室を 2 名で利用 24,990円（税込）

その他・ご連絡欄


