
第146回学校体育研究同志会全国研究大会(あわじ大会)

すべての子ともたちに畳btt3運動文化を 
～子どもの生きる力につながる体育.健康教育実践の創造～ 

わたしたら学校体育研究同志会は､ 1955年､体育の研究サークルとして出発しました｡ (∋

体育ざらいの子をなくし､みんなで喜んで参加する体育の授業を(多真理を追求し､仲間を

大切にし､ともに学び合う子どもたちを④平和で豊かな社会を創っていく子どもたちを

をスローガンとして掲げて､父母､地域と手をつないで､体育･健康教育実践の創造に向け

て歩んできました｡

｢すべての子どもたちに豊かな運動文化を｣をテーマに､全国から実践を持ちより､みん

なで話し合って､体育･健康教育実践を創っていきましょう｡

自然豊かな淡路島での開催です｡ぜひ､仲間を誘ってお越し下さい0

期日　2013年8月4日(日) ～6日(火)

全　体　会　　　ウェステインホテル淡路･国際会議場

分　科　会　　　淡路市立の小･中学校､ウェステインホテル淡路等

文化交流の夕べ　ウェステインホテル淡路(兵庫県淡路市夢舞台2　0799-74-1 1 1 1)
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8月6日 涛｣��ﾓ��｣CR�ll:00.-12:30 

(火) 兒ｨ怦檍t2�閉会行事 

受付ウェステインホテル淡路 

※8/5は各分科会会場(淡路市立小.中学 

校､ウェステインホテル)で受付ができます○ 

*大会についての問い合わせ先

090-1029　- 6412 (あわじ大会実行委員会)

*申込についての問い合わせ先

JTB西日本　教育旅行神戸支店　担当/川上･藤原

〒650-0034　神戸市中央区京町70番　松岡ビル6階

営業日.営業時間:月～金9.30-17:30(土･日･祝日は休業)

電話078-391-6955

FAX 078-391-1143

時間外メール等でのお問い合わせ

k_fujiwara 1 25@westLitbLip

主催学校体育研究同志会httt)://taiiku-doshikai.o陀/〒160-0023東京都新宿区西新宿8-2-34-502 

主管あわじ大会実行委員会 

後援兵庫県教育委員会神戸市教育委員会淡路市淡路市教育委員会 



開会行事 8月4日(田) 13:00-16:15　国際会議場

【開会セレモニー】 ｢フラッグパフォーマンス｣

あわじ大会実行委員会の呼び掛けに応じてくれた関西近畿のメンバーの若

者たちを中心にしたフラッグパフォーマンスです｡未来に向け希望を乗せて

『ChuooChuooTrain』が大会の開会を盛り上げます.若者たらの元気な笑

顔がはちきれて華麗な旗が舞い､みなさんを迎えます｡

【基調報告】
すべての子ともたちに豊かな運動文化を

一子どもの生きる力につながる体育･健康教育実践の創造一

大会基調提轟作成季長会

【記念講演】

子とも理解を進めるために今教育に求められること

田中　幸彦氏(日本臨床教育学会長･武庫川女子大学教授)

同志会は間もなく創立6 0周年を迎えます｡子どもを理解することが教育の出発点であるとすれば､同志

会もあらためて子どもを理解する姿勢と方法を学ISにとが必要ですo

地域の中で子ども･人々の生活に接近すること､子ども･人々の生活史･実践史の語りを徹底して聞くこ

と､子ども･人々の生存･発達を自己の育ちを軸にして考えること､の3つのアプローチを研究方法にして

持続的に取り組まれている田中孝彦氏の講演から多くのことを学びましょう｡

【特別報告】

｢スポーツにおける体罰･暴力問題｣を考える　　全国常任妻旦会研究局

大阪のバスケットボール部の体罰問題を機に､全国各地で体罰問題の報告が相次いでいます｡挙げ句の果

てには､オリンピック委員会へ､ Ej本の柔道選手団の強化チームの選手たちの直訴にまで､問題は広がって

いますoもともと､日本のスポーツ指導の中で､体罰の温床があったことは否めませんo社会的･教育問題

となった今､この問題をどのように考えていけばよいのか､一緒に考え合いましょう｡

分科会 8月4日(日)～8月6日(火)　淡路市立小･中学校他

大会は､分科会の活動を中心に展開していきます｡各分科会では､ ｢子どもの生活課題･発達課題をどの

ように捉え､授業はそこにどう<いこんだのか｣ ｢何を(教科内容)どのように学ばせたのか､その結果子

どもたらはどのように変わったのか｣などについて討議します｡子どもの生きる力につなげる実践の創造に

向けて追究していきます｡

また､ 1田目の分科会交流では､東田本大震災で被災した宮城支部のメンバーに､その後の被災地の人々

や子どもたら､学校の状況についても語ってもらいますo

文化交流の夕べ 8月5日(月) 18:30～20:30

【夢と希望を明日につなぐ大交流会】 ウェステインホテル淡路

-The Wave of Human Voice一

北海道から沖縄まで､全国から集まる仲間とたのしく交流をします｡分科会の充実とともに､交流は研究

集会を支える大きな柱の一つです｡仲間と交流し合い､夢と希望を明田につなぐ｢人間的な声｣を束ね､そ

のうねりを作り出すエネルギーにしましょう｡

8月5日の夜は､文化交流の夕べでお会いしましょう｡



閉会行事 8月6日(火) ll :00-12:30　国際会議場

【大会の研究まとめ】　　全Ei]常任嚢鼻会研究局長

【『夢と希望を』明日につなぐ苦い教師たちのシンポジウム】

若者たらは､どんな思いで同志会実践を捉え､どんな教師になりたい

と思っているのでしょうか｡この日まで､何度か交流し､思いを出し合

って､つながりを深めてこの舞台に臨みます｡若者たらの｢熱視線｣を

感じて､明日の実践への確信にしましょう｡

【宮城大会への引き継ぎ式】
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-いつでも･とこでも･だれとでも-　　　　wW､外野

｢冒険の森で自然体廉｣と｢漁船に乗って大阪湾を望みながら底引き網をひく漁業体裁｣､ ｢野島断層保存館･北淡

農実記念公園の見学｣等楽しいメ=ユ-がいっぱい｡自然豊かな淡路島で､からだいっぱい使って遊びませんか?

そして,仲間といっしょにどんどん遊びを楽しくしましょう｡署臥　どんな発見ができるかな?お楽しみに!
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○場所･宿泊　　淡路島東浦サンパーク

(兵庫県淡路市久留麻2 7 4 3番地)

○対象　小学1年～中学3年

○定員　20名

○費用　20, 000円

(宿泊･食事･交通費･保険料･活動費などを含む)

*参加申込書に必要事項を記入の上､申し込んでください｡

㊨ 【た手ねぎちゃん保育周】
○場所　ウェステインホテル淡路内

○対象　3歳児(年少)から

○費用　【4日･6日】 3, 000円

【5田】 5, 000円

(おやつ･保険料･昼食などを含む)

国立明石海峡公

l　園でも楽しく遊
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分科会一覧表

番号 兒ｨ怦檠kﾂ�分科会内容紹介 仆8ﾝ粨ｧyD��実技 

1 ���･�髯�ﾈ屍�特別支援教育制度が始まり､7年巨を迎えますo現陽では子ど �7ｸ�ｸ8ｸ暮:��育�xｧxﾕ｢��育 屋内 

もの発達を保障するような豊かな運動文化を伝える実践が行われ 

ているでしょう力ヽo 

特別支援教育の授業で一番悩むのは､教材づくりです○今年は 

いくつかの｢ボール運動｣教材等を通じて検討します○ 

2 况9D��ﾈ屍�幼年期に身につけるべき力を意識した､発達段階に応じた運動 况9D隸ｨ,ﾂ�育 

あそびの系統的な指導のあり方を検討します○それは､単に○○ 

ができるということではなく､子どもたらがウクワクするような 

楽しい運動あそびを展開していく観点から検討します◇また､そ ��:�*�+ｸ-��屋内 

の際の子どもの｢わかる(認識)｣にも着目します○それらのこと 

を､実技を通して楽しみながら交流L^汗究していきます. 

3 傅ﾈｧxﾕ｢�.�ｧyD��ﾈ屍�低学年の子どもの身体的.認識的な発達段階を理解することが､ �5h8X�ｸ6x7ｸ�ｸ8ｲ�淫ﾃ�C"��8ﾘ5(8(�ｸ5h8x92�淫ﾃ���育 屋内 

何を学ばせるかを考える際に重要になりますo昨年の実践提案を 

受けて｢小1ロコモ-シ∃ン｣｢小1小2シュートボール｣実践が 

提案されますo実技を交え､子どもの発達を考えながら､学習の 

目標､内容､方法について検討します○ 

4 傅ﾈｧxﾕ｢�(hｧyD��ﾈ屍�｢ハシドベースボール｣と｢とび箱運動｣の実践報告をもとに､ �6�986�7��ｸ5�7ｸ�ｸ8ｲ�育 屋内 

中学年体育で｢学ぱせたい中身.育てたい力｣を考えていきます○ 

また､学ぱせたい中身や子どもの発達.認識との関係を視野に入 宙愑:CB��

れた教材づくりやルールづくりのあり方について考えていきま �+X-�J�淫ﾃB��

すo 

5 傅ﾈｧxﾕ｢�ﾘ(ｧyD��ﾈ屍�高学年の子ども達の生活実態.発達課題を交流しますo他人と �7��ｸ5�8�986ｨ984��育 屋内 

の比較でなく､一定のペースで走る持久走の学習をベースにして 

持久走のおもしろさを追求した5年生の実践o異質共同のクルー 宙愑R��6��ｸ6�8ｲ�

プ学習で､うまくなる道筋が｢わかる｣ことで｢できる｣へのエ 

ネルギ-を引き出した5年生ハードル実践02つの実践を通して､ 

高学年にふさわしい主体的な学びをめざす授業づくりを考えま 宙愑R��

す○ 

6 �(hｧxﾕｩ�ﾈ屍�どの子もうまくなり楽しめる授業にするために何を学ばせる �5�985���;���X未�育 
か､義務教育修了時に身につけさせる共通基礎教義を展望し､生 

徒の実態に合わせた指導を検討します○ 刄vール 

ダンス､柔道の実践提案を行います○実技は､水泳を行います○ 

7 俘(ﾕｩ�ﾈ屍�青年(高校.大学)の実態を報告し合い､教科や教科外活動で �6�8ﾈ�ｸ7ｸ�ｸ8ｲ�畏(ﾕ｢����Xｧr��育 
の発達課題や学習内容について検討します○ 

教材では､Aクイックから3人のコンビネーション攻撃を柱に 刮ｮ内 

したバレーボールの授業づくりを研究します○実技も行いますo 

8B �6�5�5�6(6r�7ｸ�ｸ8ｲ�)�ﾙz｢��ﾘ��2�バスケットボールを歴史的な歩みもふくめつつ｢運動文化｣と �6�5�5�6(6x7ｸ�ｸ8ｲ�育 
してトータルに深めますoゲームの中で生きる二人のコンビネ- 

シ∃ン(ディフェンスを意識した)を中心に実技と実践提案を通 宙抦ｧxﾕｨﾘ(ｧyD竰�屋内 

して学んでいきますo 

8F �7h8�68,ﾈ69fﾒ�プラツのツトボールを教材に､戦術を学び､みんなが活躍で �7h8�68,ﾈ69fﾒ�育 屋内 

きるボール運動の授業づくりを行いますo実技では､2人対2人 

ボール �,ﾈ5��ｸ8�,Xｮ��(,h,�.��ﾘ��4�ｹ��.(暮:襍ｩEﾈ/�ｧx-�H+8.x,們����ボール 

｢戦略.戦術｣ �/�粂/�.�,h,�+X,C9�ﾈ決�8,ﾈ5��ｸ8�-h,h,(,�+�,H*(*ﾘ�ｼh暹/h/��(小学校高学年) 

検証していきます○ 

8S �5H6(4ｨ�ｲ�なでしこジャパンの活躍で､ますます高まるサッカー人気.し �5H6(4ｨ�ｲ�(4�7H5H486�2�淫ﾃb��育 

かし､いざ指導するとなると難しい教材ですo初めてサッカーに 

出会う子にも分かりやすい教材｢じゃまじゃまサッカー｣を通し 

｢戦略.戦術｣ �,JH5H6(4ｨ�ｹ<�tﾈ,ﾊ(4�7H5H486�8ｧx�,�*x/�+顫ﾈｧxﾕｨﾘ(ｧyD�,ﾂ��隍��

実践提案とサツ力-の文化研究報告によって､サッカーで教える 

内容を深めますo 



9 舒ﾘ､(暮:��今まで｢マット.鉄棒.跳び箱では何の技から学び､どう発展 �7ﾘ6(6r�+X-�J��育 

させていけば良いのか｣ということを中心に研究を行ってきまし 

たo 宙抦ｧxﾕｩ(b靼(ｧyD竰�

≡ 俑���,ﾚ(6�986�5�7h8ｨ984�,�,(,�*ｨ.��I5ﾚ:(�鈷7ﾘ6(6z:)(b�跳び箱 ��>��

学年のとび箱｣､そして｢ねこちゃん体操｣を中心に参加者と研究 宙抦ｧxﾕｩ(hｧyD竰�

を深めますo 

10 �5�985��｢からだのしくみと動きの成り立ち｣を学び､子ともたらの内 ��鞐ﾈ5�985��淫ﾈｧxﾕ｢���(hｧxﾕ｢��育 

発的な動きを引き出し表現につなげる指導方法を研究していま 

す0日常生活の中で身体感覚を高めるチャンスが多い小学校での 

D �)Y�w蔚ﾈﾋｺ2�具体的なワークと､中学校での男女共修のダンス授業の実践提案 刮ｮ内 

をしますo 

ダンスの苦手な方も新しい世界が広がるはずです! 

10 冕���自然なからだづかいで形つくられている民俗舞踊は､子どもた �ｹ>｢�育 

らのからだを耕し､心を開く豊かさをもっていますo田本各地に 

伝わる民俗舞踊に共通する｢理にかなった動き｣を探るウ-クと､ �(4x485H�ｺ2�

M �)Y�w蔚ﾈﾋｺ2�背景にある文化性や民俗の願いを教材化した実践の検討を通して 冉ｸ､9;��屋内 

｢民舞で育てたい力｣について考えましょう○ �(4�486ｹY�w�2�

*当日は足袋を持参してください○ 

ll 凛H�2�(ｴﾉ�霄9��2�昨年の研究成果を発展させて｢スピードとリズムのコントロー 塔�ﾘ5�78�ｸ6�5"�育 屋外 

ル｣という走種目の基礎技術(仮説)と､それを可魂化する教材 

や｢リボン走｣について実践提案と実技を交えて学び合いますo �986x8ﾘ�ｸ8ｹ�b�淫ﾃb���h.浦ﾙ+X-�淫ﾃR��

また､走と踏み切りを結合した｢走り幅跳び｣の実践についても 

学び合います○ 

12 ��X未�)�Y]9[h崋2�基礎泳法として｢ドル平泳法｣を位置つけ､実践研究を積み重 宙抦ｧxﾕ｢��育 .プール 

ねています〇ドル平泳法の指導過程の見直しや確認を行い､ドル 

平実践の可能性を広げていく論議をしていきますoまた各学校で 

ドル平実践を行うために必要な水泳の教育課程についても話し合 

いますo※当日は水着を持参してくださいo 

13 ��ｸﾉ(ﾔ霆8支,ﾂ��ｼh,8*ﾘ.��からだや健康問題の学習をすすめる上で､背景にある社会問題 �(ﾋIJﾚI_ｨ�Eﾈ刮�Z2�淫ﾃB��)�穎)��2�淫ﾃ2��無 

に目を向け､現実の課題に向き合うことが欠かせません○子ども 

たらとともに創っていく授業のあり方や教材づくりの方法を学び 

合いますo子ども.父母.地域の方.教職員との共同の授業づく 

りをどう進めるかを話し合いますo 

14 ��ﾈ孜yﾙ�,ﾂ�新指導要領にも時間配当が明確にされた体育理論○オリンピッ �4�8ｨ98786(4��淫ﾃR���(hｧxﾕ｢��無 
クを教材とした実践提案(小学校.中学校)をもとに､｢教室です 

授業づくり �.��ﾈ屍��ﾈ孜yﾙ��8,ﾉmｩ4壷>�vX自_ｹd�,�,(*(,Hﾉ�:(+X-ﾈ+x�ｸ��

業の具体的なプランニングも検討しますo 

15 倡�,y�粐�5�7ﾈ�ｸ62����檍,b�ｧxﾕｨ,8*ﾘ.��子どもが主人公の学校づくり､学校卒業後の主権者としての自 傅ﾉ(hﾘ(ﾕｨ,ﾉYHｨ�:��無 

立を見通し､文化創造の主体者形成という観点から､全面の実践 

を分析､討議します○子どもの人権を保障する立場からの部活動 �,ﾈ���りﾊHｸbズgｲ��

の位置つけとあり方に焦点を当てながら､小.中の実践と研究報 仆�ﾘ(ﾕｩ�(ｼhﾎ8,ﾈ���ｒ�

告､埼玉の和太鼓集団｢響｣を取り上げます○ 

16 �4�8ｸ�ｸ7hｧx��実践提案をもとに､子どもたちが抱える困難を読み解きながら､ �6�5�5�6(6x7ｸ�ｸ8ｲ�無 
子どもたちとともに創り出していくグループ学習のあり方を､参 宙愑R��

加害全員で考えます◇ �7h8�63度686x7ｲﾘ8ｲ�

学習集団の質的発展のすじ道を探ります○ 宙愑B��

大会2日目には各会場行きの無料バスを出す予定です｡



ウェステインホテル淡路

【高速バスでお越しの場合】

新神戸駅･三ノ宮駅･舞子駅より高速バス

東浦バスターミナル行き: ｢淡路夢舞台前｣下車

※バスの優は少ないので､事前に時刻を調べてお越

しください｡

○申込み書(ピンク色)にある｢ホテル直通パス｣も

あり､これが便利です｡

【自動車でお越しの場合】

神戸･大阪方面から､明石･姫路方面から

阪神高速神戸線垂水J CTから神戸淡路鳴門自動車

道を経て｢淡路I C｣を降りて約5分

徳島方面から

神戸淡路鳴門自動車道｢東浦I C｣を降りて約5分

※宿泊者は､駐車場料金は無料です｡

【飛行機を利用する場合】

*リムジンバス
･関西国際空港から棄浦I Cで下車後､タクシーで5分

三ノ宮まで65分
･大阪国際(伊丹)空港から三ノ宮まで40分

神戸空港から三ノ宮までポートライナーで18分

45分



承認番号130332
<参加申し込み要項>　※必ずお読み下さい｡

【大会実行委員会主催】
●参加費:全国研究大会参加の申し込みとなります｡

:3日間　9, 000円(学生4,500円)

:2日間　7, 000円(学生3,500円)

: 1日間　4, 000円(学生2,000円)

●子ども学校･たまねぎちゃん保育園(保育) :大会事務局主催の子ども保育-の申し込みとなります
*申し込み締め切り後､持ち物･集合時刻･場所等についての連絡を実行委員会よりさせていただきます｡

【旅行企画･実施･ JTB西日本の募集型企画旅行】
●　文化交流の夕べ

8月5日実施　宿泊参加者･通い参加者共申し込みが必要ですo宿泊参加者には夕食代が含まれておりますので､飲物代

のみでご参加いただけます｡

*宿泊者で交流会に不参加の方は別会場での夕食クーポン券をご用意いたしますo

●弁当
8月4日(大会初日･受付前) 8月5日(分科会会場)　8月6日(大会終了後)

各1食　お茶･淡路島特産玉ねぎスープ又は味噌汁(日替わり)付　1, 000円
*大会主会場となる国際会議場周辺は夏のピーク期と重なり､ホテル棟の施設についても相当混雑が予想されますので､

予め弁当のお申し込みをお勧めします｡

●宿泊について

国際会議場に併設されているウェステインホテル淡路を基本宿舎として設定しておりますo

(夏休みのピーク期間と重なり､予約等については限りがありますので早めにお申し込みください｡)
*部屋タイプについては原則男女別定員利用を基本としておりますが､ご家族や友人等にて別途部屋の確保が必要な場合

は､申込書に必要部分を必ず備考欄に記入の上お申し込みくださいo記入のない場合は男女別の定員相部屋となりますo

●ホテル直行バスについて
ご存じのとおり淡路島には鉄道がございません｡路線バスや高速バスをご利用いただくことになります｡

夏休みのピーク期と重なるため､高速バスについては混雑が予想されますので､別途大会参加者専用のホテル直行バスを

設定しておりますoご希望の方は大会申し込みと同時に直行バス申込書(ピンク色)にてお申し込み下さいo

(予定催行人員に達しなかった場合は､お申し込みのお客様-は別途会場までの詳細な交通方法もお知らせ致します｡)

●オプショナルツアーについて

最終日大会終了後､淡路島の見どころをコンパクトにまとめたオプショナルツアーを設定いたしました0
2コースともホテルを経由し､最終は新神戸･三宮･神戸空港まで連絡しておりますので､ご希望の方は是非お申し込み

ください｡

●申し込み方法(全国研究大会､子ども学校･たまねぎちゃん保育園も下記宛お申し込みください｡)
ファックス･郵送にてのお申し込みとなります｡

FAX078-391-1 1 43
裏面及び別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上､ FAX又は郵送にてJ TB教育旅行神戸支店までお申し込み下さい｡

お申し込み後､旅行代金のお振込をお願いしますo　(ご参加者名でのお振込をお願いしますo)

振込先;東京三菱UFJ銀行　千代田支店　普通預金　5422221

口座名:株式会社JTB西日本
(期日までにご入金の確認が取れない場合はこちらから請求書･確認書を送付いたしますので､至急ご入金をお願い致します｡尚､ご

入金の確認が取れない場合はお申し込みをお取消しさせていただく場合がございますのでご注意ください｡)

■

｢提案集｣および大会参加券･宿泊確認書のほか､

ホテル直行バス乗車券･弁当引換券･オプショナルツアー参加券(ご案内)等をお送りいたします｡
*申し込み締め切り目以降にお申し込みの場合は上記とは異なるご案内になる場合がございますので､できる限り､

締め切り日までにお申し込みをお願い致しますo

●申し込み先･お問い合わせ先

JTB西日本教育旅行神戸支店 

〒650-0034神戸市中央区京町70番松岡ビル6階 

TEL:078-391-6955FAX:078-391-1143 

営業日.営業時間:月～金9:30-17:30(土.日.祝日は休業) 

総合旅行業務取扱管理者:五反地一弘.担当:川上.藤原 

時間外メール等でのお問い合わせkjujiwara125@west.jtb.jp(ご質問等についてはEメールもご利用ください) 

旅行企画.実施JTB西日本 

観光庁長官登録旅行業第1768号一般社団法人日本旅行業協会正会負 

●お申し込み締め切り日　　2013年7月12日(金)
●お申し込み後の変更･取り消し等については　原則FAX (書面)にてご連絡ください｡

*ご旅行代金の返金については振込をさせていただきますので振込先の情報をお伝えください｡

●お申し込みにあたり､ご旅行条件を必ずご一読のほどお願い申し上げます｡



承認番号130332

第146回学校体育研究同志会全国研究大会　あわじ大会　参加申込書　(FAX/郵便用)

下記に必要事項をご記入の上､ FAX/郵送にてお申し込みご利用ください｡  (※欄は必ずご記入下さい)

西暦 剪� 

19年月日(歳) 剪�男.女 

会員(支部).未会員 � �<�轤饐ｲ騅2顫ﾂ�(b靼$ﾉ�R隗y�b��ﾂ�ｨ�ｨ/�,(*�,H岑+8*"��
(勤務先等) 

※送付先住所 ます) 稗�

自宅電話番号 窒��剏g帯電話 窒��

FAX番号 窒��僞-mail ��

A :大会参加申し込み

8月4日 ��3日間9.000円 2日間7,000円 1日間4,000円 �9?ｨｭCB經��冷�)?ｨｭC2經��冷��?ｨｭC"����冷� ���

8月5日 ��

8月6日 ��

*お申し込み後の大会参加費の取り消し料については大会提秦集代金と申し込みや郵送､キャンセルにかかる事務蓮華3, 0 0 0円が必要となります｡

*大会参加費には提案集代金､分科会参加費､旅行傷害保険を含みますo
*全国総会参加者については全国委員会事務局にお申し込みください｡

B :子とも学校･たまねぎちゃん保育園(保育)申し込み

子ども学校 (20,000円) �� ��男.女 ��/ ���
男.女 ��

保育8/4.6旦L旦吸旦 8/5迎巴 �� ��男.女 俐��8/4.8/5.8/6 �褪�

******文化交流の夕べ･弁当･宿泊はJTB西日本の募集型企画旅行でお引き受けします｡ ******
C :文化交流の夕べ及び弁当の申し込み

8月-5日文化交流の夕べ(宿泊者) 伜���餮8�����2,500円 ���

8月5日文化交流の夕べ(宿泊者以外) 伜���餮8�����8,800円 ���

8月4.日弁当(受付にてお渡しします) 儺ｹwb餮9wb�1,000円 ���

8月5日弁当(参加分科会-お届けします) 儺ｹwb餮9wb�1,000円 ���

8月6日弁当(閉会会場でお渡しします) 儺ｹwb餮9wb�1.000円 ���

D :宿泊の申し込み

ウェステインホテル淡路 <1泊2食付> ��2ﾃ���冷�8月4日 ��8月5°日 ��円 

*宿泊については1泊2食が基本となります｡原則として3人部屋になりますが､同室者のご希望もリクエストでお伺い致しま

す｡ (ツイン利用及び一人部屋利用の場合は追加料金が必要になります)
<*ツイン利用の場合　お一人様17.000円　一人部屋利用の場合　お一人様23.600円>

備考欄 

*お客様の個人情報の取扱いについて:当社ではお客様からご提供いただきました個人情報を厳重に管理し､お申込みいただきました宿泊など

の手配､お客様との連絡及び大会主催者への提供並びにこれらに付随する業務を行うために利用します｡

FAX : 078-391-1 143(JTB西日本教育旅行神戸支店担当=川上.藤原) お申週醐日2013年7月12日倫


