
第 5 5 回 全 国 子 ど も 会 育 成 中 央 会 議 ・ 研 究 大 会

第５４回関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会

－ 大会参加・分散会・視察旅行・宿泊のご案内 －

ご あ い さ つ
拝啓

小暑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

この度『第55回全国子ども会育成中央会議・研究大会』が長野県長野市にて開催されますこと

心よりお祝い申し上げます。

本大会にご参加される皆様の便宜を図る為に、大会参加、分散会、視察旅行、宿泊等のお世話を

弊社にて担当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、新型コロナウイルス感染状況等により不透明な

部分もございますが、対策を万全に期し対応させて頂く所存です。

大会のご盛会をお祈りいたしますと共に、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 長野営業所

所長 今泉 貴志
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日 時：2022年10月29日（土）12:00～受付 12:20～アトラクション 13:00～開会式

場 所：長野市芸術館

〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613(長野駅徒歩15分）

（長野電鉄市役所前駅徒歩5分）

TEL：026-219-3100

＊駐車場は市庁舎と共用です。駐車台数が限られるため公共交通機関をご利用ください。

参加費：３,０００円

日 時：2022年10月29日（土）18:30～20:30

場 所：ホテル国際21 3階「千歳の間」

〒380-0838 長野県長野市大字南長野県町576

TEL：026-234-1111

参加費： １０，０００円

＊旅行契約には該当いたしません。

1 第55回全国子ども会育成中央会議・研究大会 ・
第54回関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会 参加について

２ 受賞者を囲む会・情報交換会について



日 時：2022年10月30日（日）9:00～15:20

場 所：長野市生涯学習センターTOiGO

〒380-0834 長野県長野市大字鶴賀問御所1271-3

TEL：026-233-8080

会場設営の関係上、すべて事前申込み制としております。

お申込みのない方は、分散会への参加をお受けできませんのでご注意ください。

今回は従来の分科会形式ではなく、参加者全員が共通のテーマでグループに分かれて協議する

①分散会形式で開催します。

よってグループ分けは主催者でおこないます。

また②安全啓発について下記テーマで協議します。

参加する皆様は「①分散会」か「②安全啓発」を選択ください。

③未来委員会を開催いたします。未来委員の方は「③未来委員会」をお選びください。
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３ 分散会について

①分散会 ②安全啓発 ③未来委員会

分散会 テーマ 定員

①分散会 【共通テーマ１】
デジタル化された子ども達の遊び方の変化と対応
～集団行動、異年齢交流になじめない子ども達

【共通テーマ2】
地域から見た子ども会活動のあり方と会員増加への方策
～伝統行事、防災、福祉などへの関心
～会員減少を食い止めるための魅力的な地域活動

【共通テーマ3】
子ども会の育成者、リーダーを育てるために
～子ども会活動の活性化のための大人と子どもの関わり方

各グループ
50名程度

②安全啓発 コロナ禍での子ども会活動を考える
～活動することでのコロナ感染リスクと活動しないことで発生

するリスクとを考える～

50名
先着順



10月31日（月）に視察旅行を設定しております。

事前申込み制としております。

お申込みのない方は、参加をお受けできませんのでご注意ください。

大会終了翌日の視察旅行ご案内（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。

・この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める
契約書面の一部になります。

・詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。
また詳しい旅行条件はホームページでもご確認いただけます。

・旅行条件、旅行代金は令和4年（2022年）7月10日を基準としています。

・お申し込みは受付順とし、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いたします。

・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いたします。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。

・各コースとも歩いていただく観光地がございます。動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。

・貸切バス車内、コロナウイルス感染症対策をおこないます。換気、手指消毒など。

ご参加の皆さま方にご協力をお願いする場合がございます。よろしくお願い申し上げます。

・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(行程に記載されているもの）、諸税

実施日 コース内容 旅行代金 定員(最少催行人員)

10月31日
(月)

Aコース「国宝善光寺と神話と信仰の
パワースポット戸隠でそば打ち体験」

3,600円 40名(25名)

Bコース
「城下町松本 ふたつの国宝をめぐる旅」

3,000円 40名(25名)

Cコース「真田戦国ロマンと日本遺産レイ
ライン探訪」

3,000円 40名(25名)

Dコース
「信濃國一宮 諏訪大社と北澤美術館」 3,000円 40名(25名)
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４ 視察旅行について



行 程 食事条件

長野駅東口＝＝国宝善光寺〔仁王門…仲見世…山門…国宝本堂（内陣拝観）／案内付〕
8:30 8:45-10:30

････善光寺淵之坊〔ご住職による善光寺縁起法話お絵解き（ワンドリンク付）〕＝＝

＝＝戸隠そば博物館とんくるりん〔そば打ち体験・昼食・そば博物館（見学）〕＝＝
11:10-13:30

＝＝戸隠神社中社〔参拝〕＝＝戸隠神社奥社参道杉並木（散策）＝＝
13:45-14:10 14:25-15:00

＝＝長野駅東口
16:00

朝食：―

昼食：〇

夕食：―

Aコース：

国宝善光寺と神話と信仰のパワースポット戸隠でそば打ち体験

●出発日：10月31日（月）・日帰り

●旅行代金：お一人様 3,600 円

●今春、七年に一度の御開帳が行われた国宝善光寺。案内人による参拝のご案内、また淵之坊ご住職

による善光寺縁起法話お絵解きで善光寺の歴史をより深くふれていただきます。

戸隠では名物信州そばのそば打ち体験をお楽しみいただきます。ご自身で打ったおそばをお楽しみ

ください。

●募集人員：40名様（添乗員は同行いたしません。）最少催行人員：25名

●集合場所：長野駅東口ユメリアバスパーク

●昼食：戸隠そば博物館とんくるりん「そば打ち体験（そば、季節の天婦羅、デザート）」（予定）

●利用バス会社：アルピコ交通など長野県内バス会社
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行 程 食事条件

長野駅東口＝＝信州安曇野の原風景 大王わさび農場〔園内散策、お買い物〕＝＝
8:30  9:50-10:50

＝＝石井味噌〔信州味噌の工場見学、昼食、お買い物〕＝＝
11:30-12:30

＝＝国宝旧開智学校〔校舎外観からボランティアガイドによるご案内〕
12:45-13:10 ＊耐震工事中のため、外観からのご案内となります。

＝＝国宝松本城〔登城〕＝＝
13:15-14:30

＝＝松本駅〔降車可〕＝＝長野駅東口
14:45 16:00

朝食：―

昼食：〇

夕食：―

Bコース：

城下町松本 ふたつの国宝をめぐる旅

●出発日：10月31日（月）・日帰り

●旅行代金：お一人様 3,000円

●アルプスの玄関口松本にて２つの国宝をご案内いたします。

国宝5城のひとつ松本城。文明開化の時代を象徴する擬洋風建築が美しい旧開智学校。

美しいわさび田が広がる大王わさび農場では安曇野の自然を満喫いただけます。

●募集人員：40名様（添乗員は同行いたしません。）最少催行人員：25名

●集合場所：長野駅東口ユメリアバスパーク

●昼食 石井味噌「信州サーモンと三年味噌の豚汁御膳」（予定）

●利用バス会社：アルピコ交通など長野県内バス会社



行 程 食事条件

長野駅東口＝＝生島足島神社〔参拝〕＝＝★国宝安楽寺八角三重塔〔拝観〕･････
8:30        9:30-9:50                              10:15-10:40

･･･ ★北向観音堂〔拝観〕＝＝★前山寺三重塔＝＝きのこむら深山〔昼食・お買い物〕
10:50-11:15                           11:45-12:10              12:20-13:20

＝＝上田城址公園〔上田市立博物館（入場）上田城楼門（入場）真田神社（参拝）
13:50-14:50

上田観光会館（お買い物）〕＝＝上田駅〔降車可〕＝＝長野駅東口
15:00 16:00

★印：日本遺産構成文化財

朝食：―

昼食：〇

夕食：―

Cコース：

真田戦国ロマンと日本遺産レイライン探訪

●出発日：10月31日（月）・日帰り

●旅行代金：お一人様 3,000円

●戦国時代真田氏ゆかりの信州上田。上田城址公園にて当時の面影をお訪ねいただきます。

日本最古の湯のひとつ・別所温泉を中心とする信州上田・塩田平が日本遺産に認定されました。

「レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」～龍と生きるまち 信州上田・塩田平～」構成文化財

を中心にそのストーリーをお訪ねいただきます。

●募集人員：40名様（添乗員は同行いたしません。）最少催行人員：25名

●集合場所：長野駅東口ユメリアバスパーク

●昼食：きのこむら深山「田舎きのこ汁膳」（予定）

●利用バス会社：アルピコ交通、信州観光バスなど長野県内バス会社
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Dコース：

信濃國一宮 諏訪大社と北澤美術館

●出発日：10月31日（月）・日帰り

●旅行代金：お一人様 3,000 円

●今春、七年に一度おこなわれた日本三大奇祭のひとつ諏訪大社御柱祭。「奥山の大木 里を下りて

神となる」…今回上社本宮、下社春宮をご参拝いただきます。

諏訪湖畔にある数多くの美術館、博物館からフランス・アールヌーヴォー期のガラス工芸と

現代日本画を展示する北澤美術館をお訪ねいただきます。

●募集人員：40名様（添乗員は同行いたしません。）最少催行人員：25名

●集合場所：長野駅東口ユメリアバスパーク

●昼食：おぎのや諏訪店「名物！峠の釜めしと山菜そば」（予定）

●利用バス会社：アルピコ交通など長野県内バス会社

行 程 食事条件

長野駅東口＝＝木落坂〔車窓〕＝＝諏訪大社下社春宮〔参拝〕、万治の石仏〔見学〕
8:30                                            10:15-11:10

おんばしら館よいさ〔入場〕＝＝北澤美術館〔見学〕＝＝
11:30-12:15       

＝＝おぎのや諏訪店〔昼食・お買い物〕＝＝諏訪大社上社本宮〔参拝〕＝＝
12:30-13:20                          13:30ｰ13:50

＝＝上諏訪駅〔降車可〕＝＝長野駅東口
14:10 16:00

＊木落坂は下諏訪町内交通規制によりご覧いただけない場合がございます。

朝食：―

昼食：〇

夕食：―



◆宿 泊設定日： 2022年10月29日(土）、 30日(日）

◆ご旅行代金 ：お一人様 １泊朝食付税金・サービス料込

（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、お申込みください。

● 設定ホテル一覧
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５ 宿泊について

・長野駅善光寺口より徒歩約1分。

・駐車場　普通車　提携　1泊1,100円　14時-12時

ダブル（１名利用） 2-DS ¥15,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約1分。

ツイン（1名利用） 2-TS ¥17,000 ・駐車場　普通車　提携　1泊1,100円　14時-12時

ツイン（2名利用） 2-TW ¥12,000

シングル 3-S ¥11,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。

ツイン（1名利用） 3-TS ¥14,500 ・駐車場　普通車　提携　1泊1,000円　15時-11時

ツイン（2名利用） 3-TW ¥10,000

・長野駅善光寺口より徒歩約2分。

・駐車場　普通車　提携　1泊800円　15時-10時

シングル 5-S ¥10,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約8分。

ツイン（1名利用） 5-TS ¥12,500 ・駐車場　普通車　敷地内または提携　1泊1,000円　

ツイン（2名利用） 5-TW ¥9,000

・長野駅善光寺口より徒歩約8分。

・駐車場　普通車　敷地内または提携　1泊1,000円　

・長野駅善光寺口より徒歩約7分。

・駐車場　普通車　提携　無料　14時-12時

シングル 8-S ¥15,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約5分。

ツイン（1名利用） 8-TS ¥18,000 ・駐車場　普通車　敷地内　1泊1,000円

ツイン（2名利用） 8-TW ¥9,000

シングル 9-S ¥12,000 ・長野駅善光寺口より車約10分、徒歩約15分。

ツイン（1名利用） 9-TS ¥14,000 ・駐車場　普通車　敷地内　1泊1,100円　

ツイン（2名利用） 9-TW ¥10,000

シングル 10-S ¥10,500 ・長野駅善光寺口より車約10分、徒歩約20分。

ツイン（1名利用） 10-TS ¥15,500 ・駐車場　普通車　敷地内　無料

ツイン（2名利用） 10-TW ¥9,500

シングル 11-S ¥12,000 ・長野駅より徒歩1分。

ダブル（１名利用） 11-DS ¥13,500 ・ホテル近隣のコインパーキングをご利用ください。

地区 ホテル名 客室タイプ 申込記号 アクセス（最寄り駅、駐車場）

① 善光寺口 ホテルメトロポリタン長野 シングル 1-S ¥15,500

旅行代金

③ 善光寺口 相鉄フレッサイン長野駅善光寺口

④ 善光寺口 HOTEL NEW NAGANO NeXT シングル 4-S ¥9,500

⑤ 中心部 ホテルJALシティ長野

⑥ 中心部 長野リンデンプラザホテル シングル 6-S ¥10,500

⑦ 長野大通り ホテルナガノアベニュー シングル 7-S ¥10,000

⑧ 長野大通り チサングランド長野

⑨ 県庁周辺 ホテル国際21

⑩ 県庁周辺
THE SAIHOKUKAN HOTEL

（南館）

⑪ 東口 相鉄フレッサイン長野駅東口

② 善光寺口 長野東急REIホテル
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会場周辺/宿泊施設マップ

●長野市芸術館 （1日目）開会式、表彰式、記念講演（2日目）中央会議閉会式

●ホテル国際21 （1日目）受賞者を囲む会・情報交換会

●長野市生涯学習センターTOiGO （2日目）子ども会発表、分散会

（3日目）（関ブロ育成研）分散会まとめ、閉会式

ホテル国際21

2

1

3

4

5 6

7

8

9

10

11

3日目視察集合場
所



《宿泊申込に関する注意事項》

※名鉄観光サービス㈱との募集型企画旅行契約となります。

※この書面は旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約

書面の一部になります。

※詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。

また詳しい旅行条件はホームページでもご確認いただけます。

※最少催行人員 1名。添乗員は同行いたしません。

※お申込み順にて受付いたします。必ず第2希望までご記入ください。

満室の場合は、第2希望または他のホテルでご案内させていただく場合がございますので予めご

了承ください。

※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。

※禁煙・喫煙はご希望としてお受けいたします。(禁煙のみの施設もございます。)

ご要望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。

※新型コロナウイルス感染対策について

各宿泊施設においては、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に沿って感

染症対策を行っております。施設ごとの取り組みについては各施設ホームページをご参照下さい。

※万が一感染が発生した場合に備え、参加者様の大会当日（前後含む）の行動履歴を把握するため、

弊社ご案内ホテルのご利用にご協力をお願いいたします。

－ 8 －

2日目分散会時、昼食弁当をご用意いたします。

ご希望の方はお申込書にご記入いただきお申込みください。

設定日：2022年10月30日（日）

場 所：長野市生涯学習センターTOiGO

内 容：幕の内弁当 1,100円（お茶付き）

◆昼食手配は旅行契約には該当いたしません。

◆昼食休憩時間にあわせてお渡しいたします。お受け取り後はお早めにお召し上がりください。

◆長野市生涯学習センターTOiGO利用規定また新型コロナウイルス感染症対策のため、お食事

場所は各分散会会場内に限定されます。

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

◆昼食休憩時、会場周辺の飲食店、販売店は大変混みあうことが予想されます。

昼食弁当のご利用をおすすめいたします。

６ 昼食弁当について



●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ください。

●取消の場合、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ください。

●取消後のご返金は、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：解除期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。

解除期日 21日前 20～8日前 7～2日前 前　日 当　日 旅行開始後および無連絡

宿泊 無料 20% 30% 40% 50% 100%

視察旅行 無料 20% 30% 40% 50% 100%

参加費

解除期日

情報交換会

解除期日

昼食弁当

ご入金後100％（大会終了後、資料の発送を送付いたします。）

無料 100%

10/25まで 10/26以降

10/21まで 10/22～27 10/28以降・無連絡

無料 50% 100%

【旅行企画・実施】

観光庁長官登録旅行業第55号 （一社）日本旅行業協会正会員 ポンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員

名鉄観光サービス株式会社 長野営業所

T E L ：026-244-8557 F A X：026-217-8151 担 当 ：原 ・ 小泉

E-mail :  zenkoku-kodomokai55@mwt.co.jp 総合旅行業務取扱管理者：原大輔

〒381-0038 長野県長野市東和田857-1 信州名鉄長野ビル

営業時間 月～金曜日 9:30～17:30 土・日・祝日は休業

承認No.営推22-022

－ 9 －

８ 変更・取消料について

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㈱長野営業所まで9月12日（月）までにFAX又は郵送にてお申込みください。

◆宿泊確認書とご請求書をお送りいたしますので、銀行振込にてお支払ください。

◆宿泊確認書及び請求書等は、2022年9月下旬頃に代表者様に発送いたします。

◆お支払については2022年10月14日（金）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 お申込み方法および締切について

お申込み締切日 ： 2022年9月12日(月)

＊旅行業務取扱管理者は、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
にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

mailto:zenkoku-kodomokai55@mwt.co.jp


この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、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」といいます）を締結することになります。旅行契約

の内容・条件はパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び

当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

●申込みの方法と契約の時期

（１）旅行のお申込は所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の締結を承諾

し、申込金を受理した ときに契約が成立します。電話、郵便、ＦＡＸ等により予約いただいた内容は、

当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起 算して３日以内に申込み手続きをお願いします。

（２）申込金は「旅行代金」または「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。

（３）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結

及び解除等に関する一 切の代表権を契約責任者が有しているとみなします。

●旅行代金に含まれるもの

（１）旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光旅行及び消費税等諸税

（２）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。

（３）上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻はいたしません。

●特別補償

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害

について、 あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保障

当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表左欄）に

掲げる重要な変更 が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いたします。

●基準日

この旅行代金は2022年7月10日現在の運賃・料金を基準としております。

●個人情報の取り扱いについて

お申込の際にご提出いただいた個人情報については、お客様との連絡や、輸送・宿泊機関等の提供するサービス

の手配及び受領の為の手続きに利用させて頂くほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者又は大会主催者

に提供致します。それ以外の目的ではご提供頂く個人情報は利用いたしません。

※弊社の個人情報の取り扱いに関する方針につきましては、弊社の店頭又はホームページでご確認ください。

名鉄観光サービス(株)ホームページ http://www.mwt.co.jp  

⇒サイト内検索 ⇒ ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）

名鉄観光サービス(株)ホームページ http://www.mwt.co.jp  

⇒トップページ下の個人情報保護方針参照
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９ ご旅行条件（要約）

http://www.mwt.co.jp/
http://www.mwt.co.jp/

