
 拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度「第 47回 九州保育団体合同研究集会」が佐賀県において開催されるにあたり、弊社 名鉄観光サービ

ス株式会社にて、受付業務等の担当をさせていただくことになりました。集会実行委員会様のご指導のもと関

係各方面とともに協力し、大会の成功へ向けて精一杯お手伝いさせて頂く所存でございます。多数様のご参加

を賜りますようご案内申し上げます。 

敬具 

■ 開 催 日 2017 年 9月 9日（土）～10日（日） 2 日間 

■ 会   場 

( 9 日) 
佐賀市文化会館 （佐賀市日の出町 1丁目 21-10）

アバンセ （佐賀市天神 3丁目 2-11）

（10 日） 
佐賀大学・本庄キャンパス （佐賀市本庄町1）

精幼稚園 （佐賀市与賀町 64）

１．お申込みについて

・別紙「参加申し込み書」に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にてお申し込みください。  

・分科会講座のお申し込み、宿泊、昼食弁当、保育を一括にてお申し込み頂けます。 

※分科会講座のお申し込みのみで、宿泊等のお申し込みをご希望でない方も、必ず申し込み書にてお申し込み 

ください。 

・お電話によるお申し込みは誤手配等のトラブルの原因となりますので、ご遠慮ください。 

【お申し込み締め切り日】  2017 年 8月 4日（金） 

２．集会参加費

 ・両日参加 お一人様 ５，５００円（事務手数料込）       

 ・1日参加 お一人様 ３，３００円（事務手数料込） 

 ・学生参加 ＜1日参加＞１，０００円 ＜2日間参加＞２，０００円 

 ・市民講座のみ １，０００円（1講座あたり） ※午前・午後受講される方は２，０００円となります 

 ・特別企画 １，０００円 

３．分科会・講座のご案内

 ・別紙の集会開催要項をご参照下さい。 

 ・ご希望の講座（ア～カ）、分科会（①～ ）の記号を「参加申し込み書」にご記入ください。 

４．昼食弁当のご案内

 ・9月 10日（日曜日）昼食弁当 大人８００円（お茶付）・子ども５００円  

※アレルギーの対応は出来ません。 



５．保育のご案内

 ・保育 ２歳以上 １日あたり １，０００円  ※おやつ・保険料が含まれます。 

※保育の申し込みを頂いた参加者の方には、詳細を記載した保育カードを送付いたしますので、必要事項を 

ご記入の上、ご返送ください。 

 ※特別の配慮を要するお子様は、「保育カード」にその旨ご記入ください。 

 ※保育が必要な方は、必ず8月 4日（金）までにお申し込みください。ご予約がない場合はお預かりできません 

ので、予めご了承ください。 

 ※当日の保育キャンセルについては、返金ができません。 

≪ 9 日受付≫ 佐賀市文化会館 （佐賀市日の出町 1丁目 21-10） 

≪10 日受付≫ 精幼稚園 （佐賀市与賀町 64 ※佐賀大学・本庄キャンパス正門より徒歩 5分／駐車場有り） 

６．会場移動について（9日／佐賀市文化会館→アバンセまで）               

 ・事前にお申込の方は、「熊本保育連絡会」様が準備する貸切バスを利用します。 

「記念講演終了後」、「講座終了後」の２回の運行を予定しております。ご乗車をご希望の方は、事前のお申込が

必要となります。当日、現金での利用は出来ません。乗車料金については払戻しが出来ませんので、予めご了承

下さい。 

 ・当日申込みの方は、事務局受付へお申し出下さい。 

※熊本県参加者は無料 

７．ご宿泊のご案内

※宿泊設定日： 大会前日【9月 8日（金）】・大会当日【9月 9日（土）】 

【佐賀市内・洋室ホテル】※下記料金は、お一人様あたり 1泊朝食付（消費税・サービス料込）の料金です。 

事前申込み 当日申込み 

100 円 150 円 

申込記号 部屋タイプ 宿泊代金 ホテル名 

佐賀駅からの 

ア ク セ ス 

（イメージ）

A‐1 シングル 12,500 円 
① ホテルニューオータニ佐賀 車で 5分 

A‐2 ツイン 11,500 円 

B‐1 シングル 10,000 円 
② コンフォートホテル佐賀 

徒歩 1分

（北口より）B‐2 ツイン 9,000 円 

C シングル 9,000 円 ③ アパホテル佐賀駅前中央 
徒歩 3分

（北口より）

D シングル 8,000 円 ④ ホテルルートイン佐賀駅前 
徒歩 1分

（南口より）

E‐1 シングル 8,500 円 
⑤ 佐賀ワシントンホテルプラザ 

徒歩 3分

（南口より）E‐2 ツイン 7,500 円 

F‐1 シングル 7,000 円 
⑥ 東横イン佐賀駅前 

徒歩 1分

（南口より）F‐2 ツイン 6,000 円 

G シングル 6,000 円 ⑦ サガシティホテル 徒歩 3分



８．変更・取消について

変更・取消につきましては、FAX又は郵送にて名鉄観光・福岡支店までご連絡ください。お電話での変更・取消は 

受付出来かねますので予めご了承ください。

◎お客様のご都合により取消される場合は、1名様につき取消料を収受させていただきます。 

なお、取消基準日は FAX 受信日とさせていただきます。（営業時間外のお取消につきましては、翌営業日の受付と 

なります） 

集会開催日の
８日前まで 

（9/1まで） 

７～２日前まで 

（9/2～9/7 まで） 

前日 

（9/8） 

当日 

（9/9午前中）

当日・連絡なし 

（9/9 正午以降） 

宿   泊 無料 宿泊料の 30％ 宿泊料の 40％ 宿泊料の 50％ 宿泊料金の 100％ 

昼食弁当 無料 50％ 100％ 

参 加 費 事務手数料を差引いて返金 

９．費用のお支払について

・お申し込みの後、7月中旬より請求書を各種チケット（参加券・宿泊券・弁当券など）と一緒に送付させていただ

きますので、指定の口座へお振込みください。なお、振込手数料はお客様負担となりますので予めご了承くださ

い。 

１０．ご旅行条件            

《最小催行人員》  宿泊・弁当： １名  

《旅行条件・旅行代金の基準》 この旅行条件は平成 29年 1月 30 日を基準としています。旅行代金は平成 29年 3

月 7日現在有効な運賃・規則を基準としております。契約の内容・条件については、出発前にお渡しする参加券

（南口より）

※申し込み書には、希望ホテル・部屋タイプ（申込記

号）をご記入ください。なお、ホテルのご案内につ

きましては“受付順”で行わせていただきますので、

その旨ご了承ください。 

※ツイン（2名 1室）をご希望の方は、必ず同室 

希望者名をご記入ください。 

※禁煙または喫煙ルームをご希望の方は備考欄に 

その旨をご記入ください。但し全てご希望に沿えな

い場合もございますので、予めご了承ください。 

※添乗員は同行いたしません。現地スタッフがご案内

させていただきます。 



書面及び旅行条件書にてご確認をお願いいたします。 

１１．個人情報の取扱について

 ・詳しくは弊社ホームページ（http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml）をご覧ください。 

◎第 47 回九州保育団体合同研究集会の内容等の問合せは、下記までご連絡ください。

企画実施 

官公庁長官登録旅行業第 55号 

名鉄観光サービス株式会社 

日本旅行業協会正会員 

ボンド保障会員 

総合旅行業務取扱管理者 菊川 正昭 

【九営本承認 No. S17-0402】 

■主催 第 47 回九州保育団体合同研究集会 佐賀集会実行委員会 事務局：山口 邦孝 

 連絡先 TEL 090-5294-2744   E-mail hf988x@bma.biglobe.ne.jp 

■後援 佐賀県／佐賀県教育委員会／佐賀県保育会／佐賀県私立幼稚園・認定こども園連合会／ＮＨＫ佐賀／ 

佐賀県社旗福祉協議会／サガテレビ／佐賀新聞社／西日本新聞社／佐賀県親と子の読書協議会 

（2017 年 3 月 31 日現在） 

県 郵便番号 住     所 電話番号 FAX 

佐賀県 849-0931 
佐賀市鍋島町大字蛎久 2381-2 

林檎の木保育園 
0952-32-2904 0952-32-2904 

福岡県 810-0004 
福岡市中央区渡辺通り 5丁目 1-26  

アロー103 号館 307 福岡県保育センター 
092-761-5234 092-781-1995 

熊本県 862-0906 
熊本市東区広木町 29-35 

さくらんぼ保育園内 熊本保育連絡会 
096-365-4150 096-365-4339 

長崎県 851-0134 長崎市田中町 607 つばさ保育園 095-839-0283 095-839-0017 

大分県 870-0855 
大分市豊饒 270-3 

コスモス保育園内 大分保育連絡会 
097-547-2011 097-547-2015 

宮崎県 880-0037 宮崎市南方町御供田 1191 南方保育園 0985-39-5400 0985-39-5450 

鹿児島県 895-2511 
鹿児島県伊佐市大口里 11-1 

子育てネットワークかごしま 
0995-22-4567 0995-22-5005 

沖縄県 900-0002 
沖縄県那覇市曙 2-21-12 グッピー保育園 

園長 ウインフィールドひろみ様 
098-861-1931 098-866-9640 

～申込書送付先・問合わせ先～ 

名鉄観光サービス株式会社 福岡支店 

「第 47 回九州保育団体合同研究集会 佐賀集会」デスク 担当 井浦・吉住 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前１‐２‐５   

TEL 092-451-8811   FAX  092-432-3600 

E-mail masako.iura@mwt.co.jp

営業時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（土・日・祝日は定休） 


