
 

 

 

 

 

 

ご あ い さ つ 

拝啓  

初夏の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

この度『第 53回全国子ども会育成中央会議・研究大会』が岡山県倉敷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、大会参加、情報交換会、分科会、

宿泊等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 

名鉄観光サービス株式会社 岡山支店 

支店長 吉田 直樹 

 

 

 

１．第 53 回全国子ども会育成中央会議・研究大会参加について 

日時：2019年 10月 4日（金）12：00～受付 13：00～開会式 

場所：倉敷市芸文館（全体会） 

     〒710-0046 倉敷市中央 1-18-1   TEL：086-434-0400 FAX：086-434-0448  

参加費：３，０００円 

 

２．受賞者を囲む会・情報交換会について 

日時：2019年 10月 4日（金）18：00～ 

場所：倉敷アイビースクエア 

〒710-0054 岡山県倉敷市本町 7-2   TEL：086-422-0011 

参加費：１０，０００円（着席、フリードリンク付） 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度 

第５３回全国子ども会育成中央会議・研究大会 

情報交換会・分科会・視察・ご宿泊のご案内 



３．分科会について 

日時：2019年 10月 5日（土）9：00～11：50 

場所：倉敷市芸文館または倉敷公民館 

昼食内容：Ａ 幕の内弁当 1,100 円  Ｂ 倉敷名物ふるいちぶっかけうどんセット 700 円 

（Ａは各分科会会場、Ｂは倉敷市芸文館にてお召し上がりください。） 

ご希望の方は申込書にどちらかお選び下さい。 

※旅行契約に該当いたしません。 

10月5日(土) 倉敷市芸文館または倉敷公民館にて第１分科会～第１０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（１～１０）を記載下さい。 

※会場設営の関係上、分科会に関しましてすべて事前申込制としております。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ください。 

※定員数が決まってますので、第２希望までご選択ください 

分 科 会 

分科会 
番号 

タイトル 内容 定員 

第１分科会 こんな子ども会活動に取り組んでいます！ 
子ども会活動の実践事例を基に、今
後の子ども会を考えます。 

50 

第２分科会 組織作りから加入率を上げるには 
50 

第３分科会 育成者の指導力を伸ばすために 子ども会に不可欠な育成者・指導者。
子どもを育てるためにすべきこと
は。また、本当に必要なのでしょう
か。 

50 

第４分科会 育成者・指導者について議論する 
50 

第５分科会 町づくりと子ども会 

子ども会が町づくりの中心を担うこ
とも考えられます。育成者・保護者
が担う役割と、単位子ども会の活性
化を考えます。 

50 

第６分科会 関係団体との連携 
他団体との連携で子ども会活動を充
実させるためには。今後の子ども会
組織について考えます。 

50 

第７分科会 ジュニアリーダー、シニアリーダーについて 子ども会活動におけるジュニアリー
ダー、シニアリーダーの役割を考え、
次の時代を担う子ども達を育てるた
めに必要なことを考えます。 

50 

第８分科会 
討論会・ジュニアリーダー、シニアリーダーの
課題と展望 

50 

第９分科会 防災への取り組み 

ＫＹＴでの取り組みから、防災への
取り組みも視野に入れた活動が必要
ではないでしょうか。今後の安全対
策について検討します。 

50 

第１０分科会 
未来委員会 
「子どもの手による子ども会」を検証する 

事例発表とビデオ視聴、グループワ
ークにより実態をとらえ、育成者・
指導者が実際にできる行動を検討
し、未来の子ども会育成に対し、決
意表明します。 

50 



４．視察について 

大会 3 日目〈10 月 6 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、それぞれに

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。 

視察コース 

コース コース内容 旅行代金 定員（最少催行人員） 

Ａコース 備前焼と日本の刀剣技術と歴史に触れる旅 4,900円 40名（25名） 

Ｂコース 日本一高い天空の城と備中国分寺・高松城址 2,800円 40名（25名） 

Ｃコース 香川うどん打ち体験と瀬戸大橋・児島を巡る旅 3,400円 40名（25名） 

Ｄコース 大正浪漫あふれる列車で井原～真備～笠岡観光 4,600円 40名（25名） 

Ｅコース 日本遺産認定 桃太郎伝説をめぐる 2,200円 40名（25名） 

 

3 日目の視察のご案内（各コース共通のご案内）※はじめにお読みください。 

※名鉄観光サービス㈱との募集型企画旅行契約となります。 

※ご旅行条件書をご確認の上、お申込ください。料金は税込です。 

※お申込は申込受付順とし、満員になり次第、締切とさせていただきます。 

※申込人員が最少催行人員に満たない時は旅行開始日の前日から、起算してさかのぼって 14 日前

までに旅行中止のご通知を致します。 

※行程は交通状況により、時間が変更になる場合がございますので、接続の列車等の予約をされる

場合は余裕を持ってお願い致します。遅延による交通機関の取消料に関して、当方では負担できま

せんのでご了承ください。 

〈旅行代金に含まれるもの〉 

旅行日程に明示した：食事費用、入場料、列車代（行程に記載されているもの）。 

 

【Ａコース】：備前焼と日本の刀剣技術と歴史に触れる旅 

旅行代金：お一人様 4,900 円 

●鎌倉時代より日本刀の一大産地として栄えた長船の地。全国的に少ない日本刀の常設展示館の見

学と岡山での有名な備前焼の鑑賞し、公立の学校として世界最古の旧閑谷学校と日本三名園の後

楽園を見学する、充実の岡山満喫コースです。 

募集人員：40名様（添乗員は同行致しません。）最少催行人員：25名 

集合場所：倉敷駅北口観光バス乗降場 利用バス会社：港交通・両備バス・下電バス 

行   程 食事条件 

倉敷駅北口観光バス乗降場＝＝＝＝備前長船刀剣博物館（見学）＝＝＝＝ 

8:00       9:10～10:10 

＝＝＝備前焼伝統産業会館＝＝＝美晴旅館（昼食）＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

     10:20～11:00      11:25～12:45   

＝＝旧閑谷学校（職員ガイド付見学）＝＝後楽園（見学）＝＝岡山駅西口 

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

 

朝食：― 

昼食：〇 

夕食：― 

 



 

【Ｂコース】：日本一高い天空の城と備中国分寺・高松城址 

旅行代金：お一人様 2,800 円 

●現存天守でもっとも高い所にあり、日本三大山城のひとつでもある備中松山城を見学します。午

後からは、奈良時代に建立された国分寺と羽柴秀吉による水攻めで有名である高松城址を見学す

る、歴史に触れるコースです。 

募集人員：40名様（添乗員は同行致しません。）最少催行人員：25名 

集合場所：倉敷駅北口観光バス乗降場 利用バス会社：港交通・両備バス・下電バス 

行 程 食事条件 

倉敷駅北口観光バス乗降場＝＝観光駐車場…中型バス乗換＝備中松山城（見学） 

8:00      9:00～ 

＝中型バス乗換＝観光駐車場＝＝＝高梁国際ホテル（昼食）＝＝＝＝＝＝＝＝ 

      ～12：00     12：10～13：00 

＝備中国分寺（参拝・五重の塔見学）＝備中高松城址公園（資料館見学・案内人付） 

     13:40～14:30          15：00～15：50 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝岡山駅西口 

                           16:30頃 

 

 

朝食：― 

昼食：〇 

夕食：― 

 

 

 

 

【Ｃコース】：香川うどん打ち体験と瀬戸大橋・児島を巡る旅 

旅行代金：お一人様 3,400 円 

●印象派から 20世紀の巨匠に至るまで作品は幅広く、陶磁器も展示されている大原美術館での鑑賞

をお楽しみいただき、瀬戸大橋を渡り香川でのうどん打ち体験とご昼食、世界各国のブランドか

ら注文が殺到しているデニム生地発祥の地児島ジーンズへご案内。オシャレと文化の融合をご満

喫いただけるコースです。 

募集人員：40名様（添乗員は同行致しません。）最少催行人員：25名 

集合場所：倉敷駅北口観光バス乗降場 利用バス会社：港交通・両備バス・下電バス 

行 程 食事条件 

倉敷駅北口観光バス乗降場＝＝＝倉敷美観地区（大原美術館見学・散策）＝＝ 

8:00        8:10～10:10        

＝＝瀬戸大橋＝琴平中野うどん学校（うどん打ち体験・昼食）＝＝瀬戸大橋＝ 

           11:10～12:40 

＝＝与島 PA（休憩）＝＝＝ベティスミスジーンズ＆ヴィレッジ＝＝＝＝＝ 

  13:10～13:40       14:00～14:30 

＝＝＝児島 IC＝瀬戸中央 HW＝早島 IC＝＝＝岡山駅西口 

                            15:30頃 

 

 

朝食：― 

昼食：〇 

夕食：― 

 



 

【Ｄコース】：大正浪漫あふれる列車で井原～真備～笠岡観光 

旅行代金：お一人様 4,600 円 

●夢やすらぎ号の車窓からは、豊かな自然の中に沿線の暮らしを感じとることができます。昨年西

日本豪雨の被害にあった真備地区の様子も車窓から垣間見ることができます。午後からは笠岡を

満喫いただく、大正浪漫あふれる満喫コースです。 

募集人員：40名様（添乗員は同行致しません。）最少催行人員：25名 

集合場所：倉敷駅北口観光バス乗降場 利用バス会社：港交通・両備バス・下電バス 

行  程 食事条件 

ガイド付・貸切 

倉敷駅北口観光バス乗降場＝＝＝総社駅++「夢やすらぎ号」++井原駅＝＝＝ 

8:30 9:10/9:33発    10:06着/10:20    

  ※ダイヤは変わる可能性がございます。 

＝＝笠岡グランドホテル（昼食）＝＝＝笠岡市立カブトガニ博物館＝＝＝＝ 

11:00～12:00          12:10～13:00 

＝＝＝＝道の駅笠岡ベイファーム＝＝＝＝岡山駅西口 

     13:05～13:45      15:20頃 

 

 

朝食：― 

昼食：〇 

夕食：― 

 

 

 

 

【Ｅコース】：日本遺産認定 桃太郎伝説をめぐる 

旅行代金：お一人様 2,200 円 

●日本 100 名城にも選ばれる鬼の城を見学後、県内最古の大社・吉備津神社。桃太郎（鬼退治）伝

説の元となった吉備津彦命（きびつひこのみこと）と温羅（うら）にまつわる伝説が残っていま

す。吉備津彦が射た矢と鬼の城にいた温羅が投げた岩とが空中でかみ合い落下したといわれをも

つ矢食いの石の見学と桃太郎伝説を満喫できるコースです。 

募集人員：40名様（添乗員は同行致しません。）最少催行人員：25名 

集合場所：倉敷駅北口観光バス乗降場 利用バス会社：港交通・両備バス・下電バス 

行 程 食事条件 

倉敷駅北口観光バス乗降場＝＝＝＝＝砂川公園 P＝＝＝＝小型バス乗換え＝＝＝＝ 

8:30                   

＝＝＝鬼の城（見学ガイド付）＝＝＝小型バス乗換え＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                   11：00 

＝＝＝サンロード吉備路（昼食）＝＝＝＝＝吉備津彦神社（参拝）＝＝＝＝＝ 

      11:15～12:30          13:00～13:30     

＝＝＝吉備津神社（参拝）＝＝＝＝＝矢食いの石（見学）＝＝＝＝岡山駅西口 

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

 

 

朝食：― 

昼食：〇 

夕食：― 

 

 

 



５．宿泊プランについて 

◆宿泊期間：2019年 10月 4日（金）・10月 5日（土）いずれも 1泊 2日 
◆宿泊料金：お一人様 １泊朝食付税金・サービス料込み（一部宿泊施設では軽食朝食となります。） 
◆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。 
◆客室利用条件：A:1名 1室利用  B:2名 1室利用 

地図番号 エリア 申込番号 宿泊施設名 
部屋 

タイプ 

宿泊料金 

（大人お一人様） 

① 

倉 

敷 

市 

内 

1-Ｓ 
倉敷ロイヤルアートホテル 

A 18,000円 
1-Ｔ B 13,000円 

② 2-Ｓ アパホテル倉敷駅前 A 14,000円 

③ 
3-Ｓ 

倉敷国際ホテル 
A 13,000円 

3-Ｔ B 12,000円 

④ 
4-Ｓ 倉敷アイビースクエア 

(一部シャワー付きバスタブ無しの 

お部屋になります） 

A 11,500円 

4-Ｔ B 9,500円 

⑤ 
5-Ｓ 

ベッセルホテル倉敷 
A 9,000円 

5-Ｔ B 7,500円 

⑥ 
6-Ｓ 

倉敷ステーションホテル 
A 8,500円 

6-Ｔ B 8,000円 
⑦ 7-Ｓ ホテルα1倉敷 A 8,500円 

⑧ 
8-Ｓ 

ホテル 1・2・3倉敷 
A 7,500円 

8-Ｔ B 6,000円 

⑨ 

岡 

山 

市 

内 

9-Ｓ 
ダイワロイネット岡山駅前 

A 16,500円 
9-Ｔ B 15,000円 

⑩ 
10-Ｓ 

ホテルグランヴィア岡山 
A 14,000円 

10-Ｔ B 12,000円 
⑪ 11-Ｓ アパホテル岡山駅前 A 14,000円 
⑫ 12-Ｓ 三井ガーデンホテル岡山 A 13,000円 

⑬ 
13-Ｓ 

ホテルメルパルク岡山 
A 12,000円 

13-Ｔ B 9,500円 

⑭ 
14-Ｓ 

後楽ホテル 
A 11,000円 

14-Ｔ B 10,000円 

⑮ 
15-Ｓ 

アークホテル岡山 
A 11,000円 

15-Ｔ B 10,000円 

⑯ 
16-Ｓ 

岡山ワシントンホテルプラザ 
A 9,500円 

16-Ｔ B 8,000円 

⑰ 
17-Ｓ 

ホテルエクセル岡山 
A 9,500円 

17-Ｔ B 9,000円 

⑱ 
18-Ｓ 

サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ 
A 9,500円 

18-Ｔ B 8,500円 

⑲ 
19-Ｓ 

岡山シティホテル桑田町 
A 8,500円 

19-Ｔ B 7,000円 

⑳ 
20-Ｓ 

岡山ビジネスホテルアネックス 
A 8,500円 

20-Ｔ B 8,000円 

 
※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。 

※ツイン希望の方は所定の欄にご記入下さい。 
※前後泊をご希望お場合、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。   
 旅行条件書面の内容を必ずご確認ください。 
※受付は先着順になります。満室の場合は、他のホテルでご案内させていただきますので予めご了承く
ださい。 

※禁煙・喫煙のご希望は、応え兼ねますので、ご了承ください。



 

宿泊施設ＭＡＰ

 



宿泊施設ＭＡＰ

 



 

６．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、名鉄観光サー

ビス㈱岡山支店まで FAX又は郵送にてお申込み下さい。  

 

 お申込み締切日 ： 2019 年 7 月 31 日(水)  

 
◆宿泊確認書とご請求書をお送り致しますので、銀行振込にてお支払下さい。 

◆宿泊確認書及び請求書等は、2019年 8月下旬頃に代表者様に発送致します。 

◆お支払については 2019年 9月 9日（月）までにお振込み下さい。 

◆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。 

 

 

７．変更・取消料について 

●変更・取消の場合は、必ず書面にてご連絡をお願いいたします。申込期限後の変更につきま

しては出席者名簿の変更・登載等が出来ないことがありますので予めご了承下さい。 

●お取り消しの場合、1 名様につき下記の取消料が適用されますのでご了承ください。営業時

間外の変更・取消は翌営業日扱いになりますのでご注意下さい。 

●お取り消し後のご返金は、取消料ならびに振込手数料の実費を差引き、大会終了後、精算い

たします。事務処理上、1ヶ月以内に対応させていただきますので予めご了承ください。 

 

  

 

【取消料基準】 お申し出日は旅行開始の前日より起算してさかのぼった日付となります。 

お申し出日 
21日前 
まで 

20～8日前 7～2日前 前 日 当 日 無連絡 

宿泊取消料 
視察取消料 

無料 20％ 30％ 40％ 
50％ 

（旅行開始後 100％） 
100％ 

弁当取消料 無料 無料 無料 50％ 100％ 100％ 

情報交換会 無料 無料 30％ 40％ 100％ 100％ 

参加費 ご入金後１００％ 大会終了後、資料の発送を送付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は、名鉄観光サービス株式会社(名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 観光庁登録旅行業第５５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２０１９年５月３１日を基準としております。 
 
 
 
 
 
 

【お申込み・お問合せ先】 （受付業務代行） 名鉄観光サービス㈱岡山支店 

TEL：086-225-2771  FAX：086-225-7494 担当：中西・藤川・深井・三鬼  

E‐mai l  zenkoku-kodomokai53@mwt.co. jp 

〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町 8-29（大樹生命岡山ビル９F）  

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

大会ツアーデスクのご案内】  

 大会期間中会場内に「名鉄観光デスク」を設置致します。  

 変更、取消、お問合せ事項等当日の対応を致します。  

旅行条件（要約） 

名鉄観光サービス株式会社 

        岡山支店 

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 ５ ５ 号 
日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員 
岡山県岡山市北区幸町 8 - 2 9 

旅行企画･実施 

総合旅行業務取扱管理者：前田 裕 
 
 

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。 
ボンド保証会員 中四国 19-011 



 



 


