
拝啓 

 晩秋の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼

申し上げます。この度は「第４8 回全国子ども会育成中央会議・研究大会」が名古屋市にて開催されます

ことを心からお祝い申し上げます。

 つきましては、全国から本会議にご参加されます皆様方の便宜を図る為に、情報交換会、視察・分科会、宿

泊、交通等のお世話を名鉄観光サービス㈱名古屋中央支店にてお手伝いさせていただく事になりました。

 心に残る素晴しい会議となりますよう、皆様方をお迎えする所存でございます。本会議が皆様にとって

実りの多きものとなりますよう、心より祈念申し上げます。

敬具

名鉄観光サービス株式会社名古屋中央支店

支店長 水野 靖彦

1．情報交換会について

（１） 日時：平成 27 年 2 月 20 日（金） 18 時 00 分～

（２） 場所：名古屋東急ホテル

       愛知県名古屋市中区栄４−６−８ TEL 052- 251-2411  
中区役所ホールより徒歩４分

参加費：１０，０００円（着席、フリードリンク付）

２．視察・分科会について

大会 2 日目<2 月 21 日(土)>に視察、分科会を設定しております。今回は座学の分科会と視察プランと

の選択制となっております。視察プランとしましては、愛知・名古屋ならではの伝統・文化・歴史・産業を

体験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致します

【視察・分科会】

視

察

記号 コース内容 分科会テーマと内容 参加費(昼食代) 定員

A 伝統文化コース

「徳川美術館・徳川園・文化のみち二葉館・揚輝荘」

￥2,160 円／和定食

徳川美術館内

90
名

B 歴史探究コース

「名古屋城・能楽堂・ノリタケの森・名古屋市科学館」

￥1,650円/幕の内弁当きしめん付

名古屋能楽堂内

90
名

C 体験コース①

「有松・鳴海絞り体験 絞会館見学と神の井酒造」
￥1,620 円／海鮮料理

90
名

D 体験コース②

「陶芸体験・東山動植物園・神の井酒造」

￥1,620 円／松花堂弁当

愛知県陶磁美術館

90
名

E 鑑賞コース

「名古屋港水族館・リニア鉄道館・熱田神宮」

￥1,650円／和定食きしめんなべ

名古屋港ﾎﾟｰﾄﾀﾜｰ内 

90
名

分

科

会

記号 午前 午後 参加費(昼食代) 定員

①
第１分科会「語り合おう 環境

にやさしい子ども会活動」
体験研修会

「クラフト・折紙」

￥1,200 円／和食ランチ

中区役所地下１階 嘉文

60
名

②

第２分科会

「自然との関わりを持った

子ども会活動」

￥1,200 円／和食ランチ

中区役所地下１階 嘉文

60
名

第４８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～ 



1 

【視察・分科会のご案内】《各コース共通のご案内》※はじめにお読みください。

●Ａコース・Ｃ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。

●Ｂ・Ｄ・Ｅコースについては、２台同時進行の予定ですが、お申込みが４０名様以下の場合は１台にて運行致します。

●各コース、バスガイドは乗車致しますが、添乗員は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名は同行致します。）

●満席等でご希望いただきましたコースに添えない場合がございます。その場合は別コースでのご案内

 となりますので、お早めにお申込み願います。

【Ａコース 伝統文化コース】「徳川美術館・徳川園・文化のみち二葉館・揚輝荘」

 参加費 ￥２，１６０円（昼食代）※内容：徳川美術館 「宝善亭」【和定食】

● 名古屋ならではの「伝統と文化」を体感できるコースです。大正ロマンの香る街並み「文化のみ

ち」の散策、日本の女優第一号と言われる川上貞奴邸「文化のみち二葉館」、尾張徳川家の雛ま

つりの特別展を開催中の「徳川美術館」、日本庭園「徳川園」、松坂屋初代社長の別荘「揚輝荘」

の見学をしていただきます。

                                          特別展 

大正ロマンが残る   名古屋市旧川上貞奴邸       尾張徳川家の雛まつり、昼食、日本庭園  

栄―――文化のみち――文化のみち二葉館――――徳川美術館・宝善亭・徳川園―――― 

9：00   9：15 10：00   10：00    10：45      11：00          13：45 

      松坂屋の初代社長別荘

――――――揚
よう

輝
き

荘
そう

――――――栄 

       14：05 15：05       15：35 

【Ｂコース 歴史探究】「名古屋城・能楽堂・ノリタケの森・名古屋市科学館」  

参加費 ￥１，６５０円（昼食代）※内容：名古屋能楽堂内レストラン「お食事処城」【幕の内弁当きしめん付】

● 「名古屋城」では平成２５年に玄関・表書院が公開された「本丸御殿」、名古屋市科学館」で

は、生解説が評判で世界一の大きさのプラネタリウムを見学していただきます。陶磁器について

の複合施設「ノリタケの森」にもお立寄いただきます。

 金の鯱ほこがお出迎え           幕の内弁当 きしめん付 

栄―――名古屋城・本丸御殿―――――名古屋能楽堂（お食事処城 昼食）―――― 

9：00   9：15      11：50        12：00              13：00       

                         13:50~50 分間見学     お買いものやカフェで休憩 

―――――――名古屋市科学館（プラネタリウム）――――ノリタケの森―――――栄 

          13：15             15：00       15：15  16：15      16：30 
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【Ｃコース 体験コース①】 「有松・鳴海絞り体験 絞会館見学と神の井酒造」 

参加費 ￥１，６２０円（昼食代）※内容：レストラン「うわかい本店」【海鮮料理】

●名古屋市緑区の有松・鳴海地区を中心に生産される「有松・鳴海絞り」を体験していただきま

す。有松地区では有松・鳴海絞会館の見学のほか、旧東海道の町並みも散策していただきます。

尾張名古屋の地酒の酒蔵「神の井酒造」では酒蔵の見学のほか、試飲もお楽しみいただきます。

    有松・鳴海絞り体験       知立市・海鮮料理      会館自由見学、町並み自由散策 

栄 ―――鳴海絞り・近
こん

清
せい

商店――― うわかい本店 ―――有松・鳴海絞会館、町並み散策 

9：00   9：30      11：30     12：00  12：50     13：10          14：15 

         尾張名古屋大高の地酒

―――――酒蔵・神の井酒造――― 栄 

       14：30     15：30     16：00 

【Ｄコース 体験コース②】 「陶芸体験・東山動植物園・神の井酒造」  
参加費 ￥１，６２０円（昼食代）※内容：愛知県陶磁美術館内 レストラン「とうじ」【松花堂弁当】

 ●陶器の代名詞として呼ばれる瀬戸物作りを体験していただきます（出来上がりは後日配送となりま

す）。また全国 2 位の入場者数を誇る東山動物園では、コアラは必見です。尾張名古屋の地酒の酒

蔵「神の井酒造」では酒蔵の見学のほか、試飲もお楽しみいただきます。

        湯のみ作り陶芸体験・常設展見学       動物園入場者数は上野に次いで 2 位 

栄―――――――愛知県陶磁美術館（昼食） ―――――東山動植物園―――― 

8：50        9：30          12：40       13：20      15：00 

        尾張名古屋大高の地酒

――――-酒蔵・神の井酒造―――――――――栄 

      15：40    16：30             17：00 

【Ｅコース鑑賞コース】 「名古屋港水族館・リニア鉄道館・熱田神宮」 

参加費 ￥１，６５０円（昼食代）※内容：名古屋港ポートタワー内 レストラン「クイーンズゲート」

【和定食きしめんなべ】

 ●全国でも数少ないシャチのいる水族館「名古屋港水族館」では、イルカパフォーマンスショーが人

気です。また平成 23 年に開館した「リニア・鉄道館」を見学いただきして、三種の神器のひとつ

草薙真剣を祭る「熱田神宮」を参拝していただきます。

   イルカパフォーマンス 11：00~は必見！        超伝導リニアをはじめ計39両の実物展示

栄―――――名古屋港水族館・名古屋港ポートタワー（昼食）――――リニア・鉄道館―― 

9：00      9：30    11：50 12：00          13：00      13：15  14：40 

―――――熱田神宮―――――――栄 

      15：10 16：00         16：30         
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【第１分科会】「語り合おう 環境にやさしい子ども会活動」 9：00～12：00

参加費 ￥１，２００円（昼食代）※内容：中区役所地下１階 嘉文【和食ランチ】 

★森を育てる体験活動をしながら、自然との共生を考える 

・自然観察会、森の調査・里山の管理 

・森のクラフト教室、ビオトープづくり 

・森から学ぶ 循環型社会、自然共生型社会 

・森のまつり（音楽祭・ウォーキング・カフェ・クラフト教室） 

【第２分科会】「自然との関わりを持った子ども会活動」 9：00～12：00

参加費 ￥１，２００円（昼食代）※内容：中区役所地下１階 嘉文【和食ランチ】 

★森を一から作りあげる貴重な体験から学んだ「環境学習の森」 

・市内の公園の一角に自分たちの手で土を耕し、植樹（コナラ、アラカシ、スタジー、桜など）

・100 年～200 年の永い年月がかかる壮大な森づくり構想に参加 

・子どもたちに未来の森を残したい 

・森づくりができる楽しさ、引き継いでいく活動 

【体験研修会 クラフト・折紙】 13：00～16：30

体験コーナーは 2会場で設置します。お好きなコーナーをおまわりいただいて実習をしてください。 

申し込みはいりません。体験研修会の参加は無料です。 

クラフト 

ストローツリー・キラキラシャボン玉・ステンドガラス・和紙でお雛様・折り紙でふなっしーなど 

○特設コーナー：遊戯研究家 三宅邦夫氏による手作りカード・楽しい手品遊び・ 

頭と体のゲームなど 

クラフト 

ランドセルのキーホルダー、タオルでつくる「負けないゾウ」、ビー玉万華鏡、彫金など

○特設コーナー：名東自然倶楽部（竹クラフトグループ）による、竹とんぼ作り等の 

竹細工講習 
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3.宿泊プランについて                         

設定期間：平成 27 年 2 月 20 日（金）・2 月 21 日（土）

ご利用条件：１泊朝食付(サービス料税込) 下記の代金はおひとり様あたりの金額です。

ホテル名 記号 宿泊代(1 泊あたリ) 部屋タイプ 最寄り駅より 会場より

① 名古屋東急ホテル
①-S 14,500 円 シングル

地下鉄栄駅徒歩 5 分 徒歩 4 分
①-T 12,000 円 ツイン

② アパホテル名古屋栄 ②-S 11,000 円 シングル 地下鉄栄駅徒歩 5 分 徒歩 4 分

③ 名古屋国際ホテル ③-S 9,800 円 シングル 地下鉄栄駅徒歩 2 分 徒歩 7 分

④ ザ・ビー名古屋 ④-S 8,500 円 シングル 地下鉄栄駅徒歩 3 分 徒歩 3 分

⑤ ルートイン名古屋栄 ⑤-S 7,800 円 シングル 地下鉄栄駅徒歩 8 分 徒歩 5 分

⑥ ユニゾイン名古屋栄東 ⑥-S 7,500 円 シングル 地下鉄栄駅徒歩 5 分 徒歩 3 分

⑦ 第二富士ホテル ⑦-S 6,000 円 シングル 地下鉄栄駅徒歩 10 分 徒歩 9 分

※宿泊の予約はお申込み順となり、万一希望のホテル等が満室の場合調整させていただく場合がございます。

※ツインのお部屋をご希望の方は、同室者名をご記入願います。

※前後泊をご希望の場合、お手数ですが申込書の備考欄にご記入ください。

※当宿泊プランをご利用される場合、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

 お申込みの際には 6 ページに掲載の旅行条件書の内容を必ずご確認の上お申込みください。

会場・ホテルマップ名古屋栄付近

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 55 号 旅行業協会正会員、ボンド保証会員

名鉄観光サービス㈱名古屋中央支店
〒450－0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 2 番 28 号

TEL：052-586-4545  FAX：052-586-4050
総合旅行業務取扱管理者 山田 直樹 担当者：鉞田（おのだ）

営業時間平日 10:00～17:00 土・日・祝日・年末年始休み

中
日
ビ
ル

至 名古屋駅

至 金山駅 
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4.交通のご案内                           

各方面よりご参加の皆様へ JR 券・航空券・貸切バス等のご手配を承ります。また、団体でのご利

用のお客様につきましては、特別割引運賃もございますので、お気軽にご相談ください。

５.お申込方法及び締切日                      

大会参加及び宿泊等のお申込は、別紙「参加・宿泊・視察等申込書」にて FAX また郵送にてお願

い致します。（電話でのお申込は間違い防止のためご遠慮願います）尚、個人情報保護の観点から、

申込書を FAX された場合は番号の押し間違いにご注意ください。 

◆締切日 平成２６年１２月１９日（金） 

６.お支払いについて                        

お申込受付後、平成２７年１月中旬頃までにお申込内容の確認書面・請求書等をお申込代表者様へ

送付致します。当該書面が届き次第、内容をご確認の上、平成２７年１月３０日(金)までにお振込く

ださい。 

７.変更・取消について                      

変更・取消につきましては、トラブル防止の為、FAX にてお願い致します。（電話での変更・取消

はご容赦願います）尚、個人情報保護の観点から、申込書を FAX する際には番号の押し間違いにご

注意いただき、送信後はお手数ですが、弊社まで着信確認をお願い致します。

■情報交換会の取消について 

お取消の場合、下記の取消料が発生しますので、ご注意をお願いいたします。 

取消日 ２月１７日まで ２月１８日から 

取消料 無料 参加費の 100％ 

■視察・分科会の取消について 

お取消の場合、下記の取消料が発生しますので、ご注意をお願いいたします。 

取消日 ２月９日まで ２月１０日から１９日まで 前日及び当日 

取消料 無料 参加費の 50％ 参加費の 100％ 

■宿泊の変更・取消について 

お取消の場合、下記の取消料が発生しますので、ご注意をお願いいたします。 

取消日 ４日前まで 3 日前から ご宿泊前日 当日及び無連絡 

取消料 無料 宿泊代の 20％ 宿泊代の 50％ 宿泊代の 100％ 
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８.旅行条件書（要約）                        

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・実施する物であり、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いただき、所定の期日までに旅行代金をお振込み下さい。 

旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金（本ツアーは旅行代金全額）を受領した時点で

契約が成立となります。 

（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があった場合、契約 

の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。 

●旅行代金のお支払い 

当社からお送りするご請求書に基づき、所定の期日までにお振込み下さい。 

（その際の振込手数料はお客様負担とさせていただきます） 

●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、観光料金及び消費税等諸税 

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

（３）上記の諸費用は、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しはいたしません。 

●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又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. 

●旅程保証 

当社は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致します。 

●基準日   この旅行代金は２０１４年１０月３１日現在の運賃･料金を基準としております。 

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の点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。
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お問合せ先

名鉄観光サービス㈱名古屋中央支店
〒450－0002
愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 2 番 28 号

TEL：052-586-4545  FAX：052-586-4050
総合旅行業務取扱管理者 山田 直樹

担当者：鉞田（おのだ）、神谷

営業時間 平日 10：00～17：00 土・日・祝日・年末年始休み


