
平成 29年 9月吉日 

 

会員各位 

一般社団法人全国ノーリフティング推進協会 

         代表理事 堤修三 

第 4回全国大会開催のお知らせ 

一般社団法人全国ノーリフティング推進協会は、第 4 回全国大会を開催いたします。今回は、

Safe Work Practice（オーストラリア）からリサ・ハーマン氏をお迎えし、講演いただきます。加えて、 

三田村 薫様（3 suncreate（サンクリエート））をお招きし、コーチング理論に基づく介護現場でのノ

ーリフティングポリシー（一般研修・指導者研修）の水平展開・伝え方をテーマに講演いただきます。

会員法人の演題発表など、充実した内容で実施する予定です。福祉機器展を同時開催するほか、

大会後には交流の場として懇親会を実施いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

開催日時：平成 29年 11月 10日（金） 10：30～15：45 

主 催：一般社団法人全国ノーリフティング推進協会 

後 援：厚生労働省、愛知県、一宮市など 

会 場：i－ビル７F シビックホール（愛知県一宮市栄三丁目 1番 2号） 

参加費：会員 1,000円、賛助会員 3,000円、非会員 5,000円  ※昼食代 1,000円（希望者のみ） 

懇親会：会員・賛助会員 4,000円、非会員 7,000円  

申込方法： 

① 後掲の参加申込書に記入し、平成 29年 10月 20日（金）までにメールまたは FAXにて事務局

まで送信ください。 

② 参加費（＋昼食代＋懇親会）を指定の銀行口座までお振込みください。 

《振込期限；11月 2日（木）》 

 

昼食について 

弁当の注文が可能のほか、飲食物の持ち込みも可能です。また、JR 尾張一宮駅、名鉄一宮駅周

辺にも飲食店が多数ございます。 

 

問い合わせ先（申込先） 

一般社団法人 全国ノーリフティング推進協会 事務局 

〒461-0004名古屋市東区葵 3-25-23 

Tel: 052-856-0611／ FAX: 052-856-3355  (山本・大塚・奥野)  

info@nolifting-suishin.com 



スケジュール（予定） 

時 間 内 容 

 9：45－10：30 受付 

10：30－10：45 開会式（代表理事挨拶・修了証授与式） 

10：45－12：00 
講演『ノーリフティングポリシーの導入について』（仮題） 

講師；Safe Work Practice 代表 リサ・ハーマン様 

12：00－13：15 昼食・福祉機器展  

13：15－14：15 

講演『コーチング理論に基づく介護現場でのノーリフティングポリ

シー（一般研修・指導者研修）の水平展開・伝え方』（仮題） 

講師；3 suncreate（サンクリエート） 代表 三田村 薫様 

14：15－14：45 

 

 

事例発表 ※各７～１０分（質疑応答含む） ※順不同・申込順 

1.社会福祉法人サン･ビジョン 

 『快適なトイレの時間』 

～「乗り助さん」を導入して～ 

2.社会福祉法人晋栄福祉会 

 『意識を変える事の大切さ』 

～ノーリフティングポリシーの浸透の過程で～ 

3.社会福祉法人サンライフ 

 『リショーネ Plusの導入』 

 ～利用者様にも職員にも負担の少ない介護を目指して～ 

14：45－15：00 休憩 

15：00-15：30 

事例発表 ※各７～１０分（質疑応答含む） ※順不同・申込順 

4.社会福祉法人三篠会 

 『ノーリフティングポリシーの取り組みについて』 

 ～抱え上げゼロに向けての職員の意識の改革～ 

5.社会福祉法人こうほうえん 

 『当法人におけるノーリフティングの取り組み』 

 ～ノーリフティング宣言後の委員会活動を通して～ 

6.社会福祉法人慈雲福祉会 

 『演題未定』 

15：30－15：45 閉会式 

 

17：00－19：00 懇親会（一宮クラシックホテルガーデン） 



 

 

 

 

参加申込書 

FAX: 052-856-3355 

Mail:info@nolifting-suishin.com 

（FAX またはメールにてお申込みをお願い致します） 

昼食・懇親会参加を希望する場合は、下記の□にチェックしてください。 

法人名  

所属事業所  

氏名・職種 □ 昼食 □ 懇親会 

 □ 昼食 □ 懇親会 

 □ 昼食 □ 懇親会 

 □ 昼食 □ 懇親会 

電話番号：      －       －         

【参加費】 会員 1,000円／賛助会員 3,000円／非会員 5,000円 

【昼食代】 弁当＋お茶 1,000円 

【懇親会】：会員・賛助会員 4,000円／非会員 7,000円  

 

支払方法： 

参加申込書の送信後、速やかに参加費（＋希望する場合は昼食代）を下記口座までお振

込みください。領収証は発行いたしませんので、振込み時の控えを保管ください。なお、振込

手数料は申込者様にてご負担願います。なお、振込金額の内訳の確認のため、事務局より

確認の電話をさせていただく場合がございます。ご了承ください。 

 

（振込先） 

東濃信用金庫 名古屋支店（普通）957256  

一般社団法人 全国ノーリフティング推進協会 代表理事 堤 修三（つつみ しゅうぞう） 

 

申込締切日：平成 29年 10月 20日（金） 



アクセスマップ 

i－ビル（尾張一宮駅前ビル）７F シビックホール 

〒491-0858 愛知県一宮市栄 3丁目 1番 2号 

[お問い合わせ]  TEL：0586-28-9153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス 

JR東海道本線 「尾張一宮」駅から東へ徒歩 1分  

名古屋方面より 「名古屋」駅→（新快速 11分）→「尾張一宮」駅下車  

岐阜方面より 「岐阜」駅→（快速 8分）→「尾張一宮」駅下車  

名鉄名古屋本線 「名鉄一宮」駅から東へ徒歩 1分  

名古屋方面より 「名鉄名古屋」駅→（特急 15分）→「名鉄一宮」駅下車  

岐阜方面より 「名鉄岐阜」駅→（特急 13分）→「名鉄一宮」駅下車 

 

お申込み・お問い合わせ 

一般社団法人 全国ノーリフティング推進協会 事務局 

〒461-0004名古屋市東区葵 3-25-23 

FAX:052-856-3355/Tel: 052-856-0611 (大塚・奥野) 

info@nolifting-suishin.com 

 



ホテル割引情報 

 

会場周辺には複数の宿泊施設がございます。アパホテル尾張一宮駅に宿泊される方につきま

しては、ホテルのご厚意により、宿泊料金の 20％の割引サービスを受けることができます。対象

者は懇親会に参加される方、割引対象日は大会前日 11/9（木）又は当日 11/10（金）のいずれか

１泊分となります。ご予約の際、「全国ノーリフティング推進協会主催の懇親会に参加する：旨をホ

テル側にお伝えください。 

 

アパホテル〈尾張一宮駅前〉 

住所：〒491-0858 愛知県一宮市栄 3 丁目 3 番地 10 号  

JR 東海道本線「尾張一宮駅」・名鉄本線「名鉄一宮駅」から徒歩 2 分  

Tel：0586-24-6111 

http://www.classichotel.co.jp/ 

http://www.classichotel.co.jp/


一宮市・名古屋市周辺 観光・イベント情報 

 

■一宮市（開催地） 

真清田神社：尾張国の一之宮として 2600有余年の歴史をもつ 

http://www.masumida.or.jp/ 

＊会場から徒歩６分 

 

■北名古屋市 

コマのまち・北なごやフェスティバル（11月 11日）※詳細不明 

http://komakita.nagoya/ 

 

■江南市 

市民農作物秋の収穫祭（ 11 月 11・ 12 日）  

 

■瀬戸市 

第 18回せと・まるっとミュージアム大回遊ゆるり秋の窯めぐり（11月 11・12日） 

http://www.seto-marutto.info/event/kamameguri/index.html 

※最寄り駅：名古屋鉄道瀬戸線「尾張瀬戸」駅下車、巡回バス運行 

（宿泊ホテル最寄駅 尾張一宮より電車で約 1時間 10分） 

 

■武豊町 

第 34回産業まつり（11月 11・12日） 

※詳細不明 

 

■その他 

国宝犬山城（愛知県犬山市） 

http://inuyama-castle.jp/ 

※最寄り駅：名古屋鉄道「犬山」駅下車（宿泊ホテル最寄駅 尾張一宮より電車で約 50分） 

駅から徒歩 20分 

 

犬山温泉（愛知県犬山市） 

https://inuyama.gr.jp/facilities/spa 

 

岐阜城（岐阜県岐阜市） 

http://www.city.gifu.lg.jp/3537.htm 

 

※最寄り駅：ＪＲ「岐阜」駅または名古屋鉄道「名鉄岐阜」駅下車 

（宿泊ホテル最寄駅より電車で約 10分） 

http://www.masumida.or.jp/
http://komakita.nagoya/
http://www.seto-marutto.info/event/kamameguri/index.html
http://inuyama-castle.jp/
https://inuyama.gr.jp/facilities/spa
http://www.city.gifu.lg.jp/3537.htm


駅から岐阜バス「Ｎ80」高富行きなど長良橋方面行き 

又は「市内ループ線左回り」で 15分片道 210円。 

「岐阜公園・歴史博物館前」バス停下車、徒歩 3分 

岐阜公園内から金華山ロープウェー3分、金華山ロープウェー山頂駅から徒歩 8分。 

 

名古屋城（名古屋市） 

http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/ 

※最寄り駅：名古屋市交通局（地下鉄）名城線「市役所」駅下車 

（宿泊ホテル最寄駅より電車で約 40分）7番出口より徒歩 5分 

 

長良川温泉（岐阜県岐阜市） 

http://nagaragawa.org/ 

 

世界淡水魚園水族館（岐阜県各務原市） 

http://aquatotto.com/ 

 

http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/
http://nagaragawa.org/
http://aquatotto.com/

