
 

 

 

 

 

 

ご あ い さ つ 

拝啓  

晩秋の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

この度『平成 28 年度 第 50 回全国子ども会育成中央会議・研究大会』が福岡県久留米市にて開催

されますことを心よりお祝い申し上げます。 

つきましては、本大会にご参加される皆様の便宜を図る為に、情報交換会、視察、分科会、宿泊の

お世話を弊社がさせて頂くことになりました。 

全国各地からご来訪の皆様にご満足頂けますよう、万全の体制で対応させて頂く所存です。 

大会のご盛会をお祈り致しますと共に、皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。 

敬具 

(株)ＪＴＢ九州 コミュニケーション事業部 

部長 中川 信治 

１.情報交換会について 

（１） 日時：平成２９年２月１７日（金） １８:００～ 

（２） 場所：久留米 萃香園ホテル 

   福岡県久留米市櫛原町８７ ＴＥＬ ０９４２－３５－５３５１ 

   久留米シティプラザより徒歩１０分～１５分 

   参加費：１０，０００円（着席、フリードリンク付） 

２.分科会について 

（１） 日時：平成２９年２月１８日（土）  ９：００～１２：００ 

（２） 場所：久留米シティプラザ 

   ※お弁当を１，０８０円（お茶付き）にてご準備しております。ご希望方は申込書に丸をお付け下さい。

３.視察について 

大会３日目＜２月１９日（日）＞に視察を設定しております。視察プランとしましては、 

ぞれぞれに、伝統・文化・歴史を感じることのできる 

コースを設定させていただきました。今後の子ども会活動の一助となれば幸いに存じます。 

是非、皆様ご参加いただきたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

平成２８年度 

第５０回全国子ども会育成中央会議・研究大会 

情報交換会・視察・分科会・ご宿泊のご案内 



視察コース 

コース内容 参加費（昼食代） 定員

柳川の『川下りにさげもんめぐり』と八女の『筑紫の君磐井の乱』2,592円/うなぎせいろ ８０名

『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群めぐり 1,650円/和定食 ８０名

紅乙女酒蔵見学と大刀洗平和記念館 2,700円/和食懐石 ８０名

太宰府天満宮と九州国立博物館　 1,620円/和定食 ８０名

 

3 日目視察コースのご案内 ≪各コース共通のご案内≫※はじめにお読みください。 

●Ｂ・Ｃ・Ｄコースについては視察地は同じですが、受入の関係上、バス号車により順路 

 を変更する場合がございます。 

●各コースお申し込みが 40 名以下の場合は 1 台にて運行いたします。 

●各コース、バスガイドは乗車しますが、添乗員が同行しないバスもございます。 

ご了承ください。（コース毎に添乗員 1 名同行いたします。） 

●満席などでご希望頂きましたコースに添えない場合もございます。その場合は、別のコースでのご案

内となりますので、お早めにお申し込みをお願いします。 

 

【Ａコース】柳川の『川下りにさげもんめぐり』と八女の『筑紫の君磐井の乱』  

参加費＠２，５９２円（昼食代）※内容：御花【並うなぎせいろ蒸し】 

● 江戸時代に柳河藩の城下町であった、水郷柳川を『どんこ船』でめぐり、柳川の春の風物詩である

『さげもん雛』を鑑賞いただきます。八女市岩戸山歴史文化交流館において、日本書記に記載があ

る『岩井の乱』の謎について迫ります。 

 

 

 

 

 

 

 

久留米―――柳川川下り――――柳川さげもんめぐり 散策------柳川（昼食）---- 

  9:00  10:00～11:00       11:00～12:00       12:15～13:00 

 

――――八女市岩戸山歴史文化交流館-------福岡空港―――博多駅 

        13:40～14:30       15:30     16:00頃 



【Ｂコース】『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群めぐり 

参加費＠１，６５０円（昼食代）※内容：鯛茶漬け御膳 

● 「神宿る島」を崇拝する伝統が、古代東アジアにおける活発な対外交流が進んだ時期に発展し、今

日まで継承されてきたことを物語る稀有な物証です。新原・奴山古墳群 

は海を越えた交流の担い手として沖ノ島祭祇を行い、信仰の伝統をつくった宗像氏の 

墳墓群です。太古のロマンを是非ご体験ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｃコース】 紅乙女酒蔵見学と大刀洗平和記念館 
参加費＠２，７００円（昼食代）※内容：和懐石 

● 紅乙女の故郷、福岡県久留米市田主丸町は自然と歴史とフルーツの町。雄大な筑後川 

と耳納連山で作られた紅乙女の製造過程をご見学。大刀洗平和記念館では、かつて 

東洋一と謳われた旧陸軍大刀洗飛行場にてその歴史を学び平和の尊さを学びます。 

また、九七式戦闘機及び零戦三二型は現存する世界唯一の実機である。 

その後、筑前の小京都秋月城跡を散策致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米------宗像大社・・・・海の道宗像館--------新原・奴山古墳群展望所----- 

   9:00      10:20～12:00            12:10～13:00        

                                 

               ―――――玄海（昼食）―――――博多駅------福岡空港 

                   13:15～14:00      15:45    16:15頃 

  9:00  10:00～11:00       11:00～12:00       12:15～13:00 

 

――――八女市岩戸山歴史文化交流館-------福岡空港 

        13:40～14:30       15:30頃 

＜逆コース＞ 

久留米------新原・奴山古墳群展望所---------宗像大社・・・・海の道宗像館---- 

   9:00      10:20～12:00           12:10～13:00        

                                 

               ―――――玄海（昼食）―――――博多駅------福岡空港 

                   13:15～14:00      15:45    16:15頃 

 

 

久留米----紅乙女酒蔵見学――大刀洗平和記念館--------秋月城散策とご昼食----- 

  9:10   9:30～10:30    11:15～12:00         12:20～14:30 

                                                                  

―――――博多駅--------福岡空港 

                              15:15    15:45頃 

＜逆コース＞ 

久留米-----大刀洗平和記念館―――紅乙女酒蔵見学----秋月城散策とご昼食----- 

  9:10     9:30～10:30    11:15～12:00       12:20～14:30 

                                                                  

―――――博多駅--------福岡空港 

                              15:15    15:45頃 

 



【Ｄコース】太宰府天満宮と九州国立博物館  

参加費＠１，６２０円（昼食代）※内容：松花堂 

● 太宰府天満宮は菅原道真公の御墓所の上にご社殿を造営し、その御霊を永久にお祀りしている神社

です。「学問・至誠・厄除け」の神様として、日本全国はもとより広く世のご崇敬を集めており、

今日も多くの参拝者が訪れます。九州国立博物館は歴史系博物館として設立された。九州が日本に

おけるアジア文化との交流の重要な窓口であった歴史的かつ地理的背景を踏まえ「日本文化の形成

をアジア史的観点から捉える博物館」を基本理念に、旧石器時代から近世末期（開国）までの日本

の文化の形成について展示している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米------太宰府天満宮・・・・・九州国立博物館-----博多芙蓉（昼食）----- 

   9:00        10:00～12:00           12:30～13:30 

                                             

―――――博多駅------福岡空港 

                                 13:45    14:15   

 

――――八女市岩戸山歴史文化交流館-------福岡空港 

        13:40～14:30       15:30頃 

＜逆コース＞ 

久留米------九州国立博物館・・・・・太宰府天満宮-----博多芙蓉（昼食）----- 

   9:00        10:00～12:00           12:30～13:30 

                                             

―――――博多駅------福岡空港 

                                 13:45    14:15   

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E7%9F%B3%E5%99%A8%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%B8%96


４．宿泊プランについて 

◆ 宿泊期間：平成 29年 2月 17日（金）・2月 18日（土） 

◆ 宿泊料金：お一人様 １泊朝食付（税金・サービス料込み） 

◆ 申込方法：別紙申込書へ下記申込記号をご記入の上、お申込み下さい。 

 

宿泊施設名 
部 屋 
タイプ 

料金 申込記号 会場までのアクセス 

① ホテルニュープラザ 

久留米 

シングル 7,100円 １－Ｓ 
ホテルより久留米シティ

プラザまで徒歩 7分 ツインの 

２名利用 
7,100円 １－Ｔ 

② 久留米ステーション 

ホテル 

シングル 7,000円 ２－Ｓ 
ホテルより久留米シティ

プラザまで車で 5分 ツインの 

２名利用 
6,000円 ２－Ｔ 

③ ハイネスホテル久留米 

シングル 7,600円 ３－Ｓ 
ホテルより久留米シティ

プラザまで車で 5分 ツインの 

２名利用 
7,400円 ３－Ｔ 

④ 久留米ワシントン 

ホテルプラザ 
シングル 7,400円 ４－Ｓ 

ホテルより久留米シティ

プラザまで徒歩 7分 

⑤ 久留米ホテルエスプリ 

シングル 8,000円 ５－Ｓ 
ホテルより久留米シティ

プラザまで車で 5分 ツインの 

２名利用 
7,500円 ５－Ｔ 

⑥ 東横ＩＮＮ 

西鉄久留米駅東口 
シングル 6,200円 ６－Ｓ 

ホテルより久留米シティ

プラザまで車で 5分 

※お申込み順にて受付致します。第２希望も必ず書いて下さい。 

※ツイン希望の方は同伴者指名もご記入下さい。 

※前後泊をご希望の場合、お手数ですが申込書の備考の欄にご記入ください。 

※当宿泊プランをご利用される場合、お客様と当社の募集型企画旅行契約を締結する事になります。 

必ず、旅行条件書面の内容を必ずご確認ください。 

 

 

 



◆ アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．分科会について 

２月１８日(土)９：００～１２：００久留米シティプラザにて第１分科会～第８分科会までの分

科会が開かれます。申込書にご希望の番号（１～８）を記載下さい。 

※各分科会の詳細に関しましては、全子連の開催案内をご覧下さい。 

※会場設営の関係上、分科会は全て事前申込み制としております。お申込みのない方は、分科会へ

の参加をお受けできませんのでご注意下さい。 

 テーマと内容 

１ 

第１分科会 大分県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会の中で育つ子ども」～子ども会が必要なわけ～ 

地域会社における子ども会の役割を考えよう 

２ 

第２分科会 福岡市子連担当分科会 

テーマ：「子ども会活動の運営」①～運営するのは誰か～ 

子ども会育成会の視点から考えよう 

３ 

第３分科会 熊本県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会活動の運営」②～運営するのは誰か～ 

子どもたちの視点から考えよう 

４ 

第４分科会 鹿児島県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会活動の発展と継承」①明日へ、未来へ繋ぐ活動は～ 

活動内容（事業）を考えよう 

５ 

第５分科会 沖縄県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会活動の発展と継承」②明日へ、未来へどのように繋ぐか～」 

人的継承の視点から考えよう 

６ 

第６分科会 長崎県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会ジュニア・リーダーと指導者の役割」～何のために～ 

ジュニア・リーダーからシニア・リーダー、そして指導者へ 

    ７ 

第７分科会 佐賀県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会における安全教育」～安全教育の推進～ 

安心して楽しくチャレンジするために 

８ 

第８分科会 宮崎県子連担当分科会 

テーマ：「子ども会の会員を増やすには」～少子化だけではない減少の理由～ 

魅力的な活動を進めるために 

 
 
 

 
 



５．お申込み方法及び締切について 

別紙申込書に必要事項をご記入いただき、各県・指定都市子連で取りまとめの上、ＪＴＢコンベ

ンションサポートセンターまで FAX又は郵送にてお申込み下さい。          

 お申込み締切日 ： 平成 28年 12月 16日(金)  

◆宿泊確認書とご請求書をお送り致しますので、銀行振込又はクレジットカードにてお支払下さい。 

◆宿泊確認書及び請求書等は、平成 29年１月中旬頃に代表者様に発送致します。 

◆お支払については平成 29年 1月 30日（月）までにお振込みください。 

◆銀行振込における振込手数料は各自ご負担頂きますようお願い申し上げます。 

 

６．変更・取消料について 

ご都合により、予約の変更・取消をされる場合は、下記の取消料を申し受けます。 

なお、トラブルを防ぐために、ご変更・お取消は必ず文書(FAX 等)により、下記ＪＴＢコンベン

ションサポートセンターまでご連絡下さい。 

※下記、取消日は弊社営業日・営業時間内を基準と致しますのでご注意下さい。 

お申込み・振込後の変更・取消による代金のご返金は、大会終了後にご返金致します。 

取消日 ７日前まで ６日前～前々日まで 前日 当日（又は無連絡） 

視察・宿泊・情報交換会の取消料 無料 ２０％ ５０％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は、(株)ＪＴＢ九州(福岡市中央区長浜 1－1－35 観光庁登録旅行業第１７７０号。以下｢当社｣といいます。)が企画・実施する
旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下｢旅行契約｣という）を締結することになります。 
又、旅行条件は宿泊プラン条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申込み及び契約成立時期 

所定の申込書にご記入いただき、ＦＡＸ又は郵送にてお申込み下さい。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金又は旅行代金を受
領したときに成立いたします。 
●旅行代金に含まれるもの 
宿泊プランに明示した宿泊料金、食事代、及び消費税等諸税。 
●個人情報の取扱いについて 
当社は申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、運送・宿泊機関等の提供するサービ
スの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用致します。 
●この旅行条件は２０１６年９月３０日を基準としております。 
 
 
 
 

旅行条件（要約） 

㈱JTB 九州  

コミュニケーション事業部 

観光庁長官登録旅行業第１７７０号 
日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員 
福 岡 市 中 央 区 長 浜 １ － １ － ３ ５ 

旅行企画･実施 

総合旅行業務取扱管理者：谷 政司 

 
 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所

での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者か

らの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者

にお訊ねください。 

【お申込み・お問合せ先】 （受付業務代行） ＪＴＢコンベンションサポートセンター 

TEL：０９２－７５１－２１０２   FAX：０９２－７５１－４０９８  

〒810－0072 福岡市中央区長浜１－１－３５  新ＫＢＣビル６Ｆ  

(営業時間 ) 月～金曜日  9:30～17:30  土・日曜・祝日は休業  




