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平成 30 年 4 月 10 日        保 育 界             第 524 号付録 

第 32 回 
保育を⾼める研究集会開催要領 

 

統一テーマ 

『素敵な保育を紡ぐ結（ゆい）の⼒』 
〜 くわや たから（子は宝）〜 
平成 30 年 6 月 27 日（水）・28 日（木） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○主催 社会福祉法人 日本保育協会 
      社会福祉法人 ⿅児島県保育連合会（日本保育協会 ⿅児島県⽀部） 
      日本保育協会⼥性部 
 
○会場 奄美文化センター 
      ⿅児島県⽴奄美図書館 
      奄美観光ホテル宴集会場「あまかん」 
      奄美サンプラザホテル 

平成30年４月10日 保 育 界 第524号付録
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開催主旨 
 
 平成 27 年 4 月より子ども・子育て⽀援新制度が始まり、キャリアアップの導⼊に伴い保育者の研修
が重要な課題となっています。さらに平成30年4月から新保育所保育指針・新幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領がスタートし、保育者一人ひとりの専門性のさらなる向上が求められています。 
 本⼤会では、豊かな⾃然の中、子どもは地域の宝として育てるという島の文化を感じられる⿅児島県
奄美⼤島で、保育について全国の皆様に学んでいただければ幸いです。 
 
●後 援  厚⽣労働省・⿅児島県・奄美市（申請中） 
 
●会 場  奄美文化センター（メイン会場） 
          ⿅児島県奄美市名瀬⻑浜町 517 番地  TEL.0997-54-1211 
        ⿅児島県⽴奄美図書館 
          ⿅児島県奄美市名瀬古⽥町 1-1  TEL.0997-52-0244 
        奄美観光ホテル宴集会場「あまかん」 
          ⿅児島県奄美市名瀬港町 2-10  TEL.0997-52-2221 
        奄美サンプラザホテル 
          ⿅児島県奄美市名瀬港町 2-1  TEL.0997-53-5151 
 
●対 象  保育所（園）⻑・認定こども園等の園⻑、保育⼠・保育教諭等の保育者 
 
●定 員  500 名 
 
●参加費  研修会  20,000 円 
        懇親会  08,000 円（オプション） 
 
●日程表 
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●内 容 

【６月 27 日（水）】 

○開会式 
 

○⾏政説明 厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局保育課（依頼中） 
 

○特別講演 依頼中  「唄が織りなす奄美の文化」（仮題） 
 

○懇親会（オプション） 
 

【６月 28 日（木）】 

○分科会 
 
   第１分科会「子どもの食とアレルギー」 
     近年アレルギーをもつ子どもたちが増えています。保育園や認定こども園のアレルギーへの取り

組みについて考え、食について学びあいます。 
助言者 ⽴元 千帆（あおぞら⼩児科院⻑） 

報告 東海ブロック 
 
   第２分科会「みんなで育つ保育を目指して〜気になる子どもへの保育〜」 
     保育園や認定こども園には、落ち着きがないなどの気になる子どもたちが増えていて、子どもた

ちの集団がつくりにくい状況があります。みんなで育つ保育をめざして子どもたちの育ち合いを考
えます。 

助言者 脇  信明（⻑崎⼤学准教授） 
報告 四国ブロック 

 
   第３分科会「子どもの⽣活リズム〜睡眠から考える〜」 
     子どもの⽣活はそれぞれの家庭環境により多様化しています。特に睡眠は食と同様に子どもの

活動に⼤きな影響を与えます。睡眠を通して⽣活リズムを整えることの⼤切さを学びます。 
助言者 三池 輝久（熊本⼤学名誉教授） 

報告 九州ブロック 
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   第４分科会「保育の専門性を⾼めるために〜気持ちいい職場づくり〜」 
     保育の専門性を⾼めるためには、職場環境の整備が欠かせません。研修体制や職員間のコミ

ュニケーション、効率化など様々な視点から、気持ちいい職場作りの取り組みを学びあいます。 
助言者 坪井 純敏（⿅児島⼥子短期⼤学教授） 

報告 北海道・東北ブロック、関東ブロック 
 
   第５分科会「０,１,２歳児の保育〜遊びと⽣活から〜」 
     ０,１,２歳児の発達に応じた⽣活とはどのようなものでしょうか。またどのような遊びが、子ども

たちを育てていくのでしょうか。保育園や認定こども園での取り組みから学びあいます。 
助言者 寺田 清美（東京成徳短期⼤学教授） 

報告 北信越ブロック 
 
   第６分科会「３,４,５歳児の保育〜遊びと⽣活から〜」 
     新保育所保育指針にて「育ってほしい姿」が明確化されました。３,４,５歳児の発達に応じ

た⽣活や遊びについて保育園や認定こども園の取り組みから学び、日々の保育にどう活用する
のかを検討します。 

助言者 三谷 ⼤紀（関東学院⼤学准教授） 
報告 近畿ブロック 

 
○シンポジウム 「子育て支援について考える」 

    子どもたちの育つ環境は多様化しており、豊かに育つ子どもたちがいる一方で厳しい⽣活環境に
ある子どもたちも増加しています。また、気になる子どもの⽀援も重要な課題となります。シンポジ
ストそれぞれの視点で子育て⽀援について語っていただき、保育園や認定こども園での子育て⽀
援について考えあいます。 

シンポジスト    ⼩⻄ 祐⾺（⻑崎⼤学准教授） 
           笹森 理絵（神⼾市委託発達障害ピアカウンセラー） 
           施設⻑（⿅児島県支部依頼中） 
コーディネーター 普光院 亜紀（保育園を考える親の会代表） 

 
○活動報告 杉上 春彦（日本保育協会常務理事） 

 
○閉会式 
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●会場案内図 
  奄美文化センター（メイン会場） 
    ⿅児島県奄美市名瀬⻑浜町 517 番地  TEL.0997-54-1211 
    （奄美文化センターへのアクセス） 
      ■奄美空港から、しまバス乗⾞  終点「ウエストコート前」バス停下⾞ 
       ※「ウエストコート前」に停⾞するバスに乗⾞（奄美文化センターを通る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ⿅児島県⽴奄美図書館 
    ⿅児島県奄美市名瀬古⽥町 1-1  TEL.0997-52-0244 
    （⿅児島県⽴奄美図書館へのアクセス） 
      ■奄美空港から、しまバス乗⾞  「奄美⼩学校前」バス停下⾞すぐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  奄美観光ホテル宴集会場「あまかん」 
    ⿅児島県奄美市名瀬港町 2-10 
    TEL.0997-52-2221 
 
  奄美サンプラザホテル 
    ⿅児島県奄美市名瀬港町 2-1 
    TEL.0997-53-5151 
 
  （奄美観光ホテル宴集会場「あまかん」 
    奄美サンプラザホテルへのアクセス） 
      ■奄美空港から、しまバス乗⾞ 
        「港町」バス停下⾞すぐ 
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※受付デスク記入欄

◎全項目もれなくご記入をお願い致します。　◎開催要項『個人情報の取扱いについて』に同意の上、下記の内容を申し込みます

ふ り が な 性別 年齢

氏 名 男・女
歳

〒 －

施設名：

(参加確認書送付先) TEL（　　　　　　）　　　　　－　　　 ／FAX(　　　　　　)　　　　　　－

金　額

① \20,000-

第1希望

ふりがな

同室者名 第１希望の金額にて記入

③ \

④6月28日(木)　昼食弁当(〇印)：　　必要（1,800円）　　　・　　　　不要 ④ \

⑤ \

第１希望の金額にて記入

銀行名

都道府県(支部)名

施設名連絡先

希 望 分 科 会
第3分科会(　　　　)
第6分科会(　　　　)

役 職 名

施 設 名

・理事長　　　　・所長(園長)　　　・主任保育士　　・保育士　　　・主幹保育教諭

・保育教諭　　・看護師(保健師)　　　・栄養士　　・調理師　　・その他(　　　　　)

・保育所(園)　　・認定こども園　　・その他(　　　)

(〇印のこと)

(〇印のこと。)

第1分科会(　　　　)

※Cコースの宿泊付コースは、シングルもしくはツインとなりますので予めご了承ください。ツインについて
同室をご希望される方がおられる場合は、下記にお名前をご記入ください。

⑦ \

ふりがな

同室希望者名

備考

⑦6月29日(金)～ オプショナルツアー :申込記号【　　　】

支店名

普通　・　当座
(〇印)

⑧ \⑧お申込合計金額(合計金額をご記入下さい。)

⑨ご返金が生じた場合のご返金先

口座番号 口座名義（ふりがな）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第2希望 第3希望

第2希望

復路

第1希望

第1希望 第2希望

※第1希望の分科会に(1)、第2希望の分科会に(2)、第3希望の分科会に(3)とご記入ください。

⑥航空プラン　(航空運賃の料金表をご参照頂き、申込記号にてご記入ください。　※第3希望まで)

② \※ツイン利用の方は、同室者名を下記にご記入ください。

⑤6月28日(木)　夕食プラン：申込記号【　　　】※先着順によりお申込み頂けない場合もございます。

⑥ \

申込締切日：平成３０年４月２７日（金）

FAX　：　０９９-２２７-１７５８　

第３２回保育を高める研究集会　鹿児島大会　参加申込書 参加番号：　　　　　　

第4分科会(　　　　)
第2分科会(　　　　)
第5分科会(　　　　)

②宿泊プラン　(宿泊施設の料金表をご参照頂き、申込記号にてご記入下さい。　※第3希望まで)

①参加費　(参加者共通　\20,000-)

内　　　容

第3希望

③6月27日(水)　懇親会(〇印)　：　参加する（8,000円） 　・　　参加しない　　　　

往路

第3希望

（2泊2朝食付）

6
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●懇親会のご案内　【６月２７日（水）】　８,０００円
　　研究集会１日目の夜に、奄美観光ホテル宴集会場「あまかん」にて懇親会を開催いたします。
　　ご参加をご希望の方は、申込書にご記入下さい。
●宿泊施設　　【６月２７日（水）・２８日（木）の２泊】　 （前泊・後泊ご希望は、お申込時ご相談下さい）
　　分科会場の奄美サンプラザホテルを含み、会場近辺、名瀬地区周辺のホテルでのご宿泊となります。
　　ご希望の方は、申込書にご記入下さい。（申込記号にてご記入をお願いします）

申込記号
Ａ-1
Ａ-2
B-1
B-2

D-1
D-2
E-1
E-2
F-1
F-2

【ご　案　内】
・上記宿泊プランにつきましては、名鉄観光サービス㈱鹿児島支店が実施いたします。
　募集型企画旅行となります。添乗員は同行いたしません。
・上記ご宿泊代金は、全てお一人様当たり２泊２朝食付き、諸税、サービス料が含まれます。
・最少催行人員：シングル利用１名様・ツイン利用２名様になります。
・前後泊等はお申込提出時にご相談下さいませ。
・ご希望の宿泊プランが満室の場合もございます。必ず第２・第３希望もご記入下さいませ。
・旅行条件につきましては、旅行条件書をご覧下さいませ。
・ご宿泊に関しまして、特別な配慮やご要望がございましたら、申込書の備考欄にご記入下さい。
　可能な限りご対応いたします。

●２日目のご昼食のご案内　【６月２８日（木）】　ご一食あたり　１,８００円（お茶付き）
　　研究集会２日目のご昼食に、お弁当をご用意いたしました。ご希望の方は、申込書にご記入下さい。

●２日目のご夕食のご案内　【６月２８日（木）】　
　　研究集会２日目の夜に、オプショナルでご夕食プランをご用意いたしました。ご希望の方は、申込書に
　　ご記入下さい。なお、ご予約状況により、お席の確保ができない場合がございます。

お部屋タイプ
宿泊プラン料金

ご料金
交通アクセス

１２,５００円

１６,０００円
１５,０００円

分科会場
奄美空港から車５０分

奄美空港から車５０分

シングル（２０部屋） １６,０００円
ツイン（５部屋） １５,０００円

シングル（６０部屋） Ｃ-１

１３,５００円

奄美空港から車５０分

奄美空港から車５０分

奄美空港から車５０分
１５,０００円
１４,０００円

１５,０００円

（朝食無料サービス・軽食）

ツイン（５部屋）

ツイン（２部屋）

奄美空港から車５０分

奄美空港から車５０分１５,０００円

１７,５００円
１６,０００円

奄美サンプラザホテル

ホテル名

シティホテル奄美 シングル（1０部屋） G-1

シングル（４０部屋）

シングル（２５部屋）

シングル（３０部屋）

シングル（３５部屋）

ツイン（１０部屋）
ホテルビッグマリン奄美

奄美ポートタワーホテル

ホテルニュー奄美

ホテルウエストコート奄美

ツイン（５部屋）
ホテルレクストン奄美セントラル

６,０００円

申込記号

あ

い

お食事場所・お料理内容 ご料金（お一人様あたり）

６,０００円奄美観光ホテル宴集会場「あまかん」奄美郷土料理

奄美サンプラザホテル・和食会席

7
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●航空プラン
　ご利用ご希望の方は申込書の航空プランの欄へ申込記号をご記入下さい。　

◆往路◆

搭乗日 出発空港

6/26(火） 羽田空港

6/26(火） 伊丹空港

6/26(火） 福岡空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

6/26(火） 鹿児島空港

搭乗日 出発空港

6/27(水） 伊丹空港

6/27(水） 福岡空港

6/27(水） 鹿児島空港

6/27(水） 鹿児島空港

6/27(水） 鹿児島空港

◆復路◆

搭乗日 到着空港

6/28(木） 鹿児島空港

搭乗日 到着空港

6/29(金） 羽田空港

6/29(金） 伊丹空港

6/29(金） 福岡空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

6/29(金） 鹿児島空港

搭乗日 到着空港

6/30(土） 羽田空港

6/30(土） 伊丹空港

6/30(土） 福岡空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

6/30(土） 鹿児島空港

　・発着時間は変更になる場合があります。

　・1名様からの受付とさせていただきますが、ご利用希望の便のお申込み人員の合計が8名様未満の場合は上記料金が適用になりません。

　 その場合は事前割引運賃又は普通運賃でのご案内となります。

申込記号 便　名 区　　　間 料金(片道）

HB-2 JAL658便 奄美空港（15:05発）→羽田空港（17:05着） 20,400円

KB-16 JAC3736便 奄美空港（18:00発）→鹿児島空港（19:10着） 19,800円

KB-17 JAC3738便 奄美空港（19:00発）→鹿児島空港（19:55着） 19,800円

KB-14 JAL3730便 奄美空港（15:30発）→鹿児島空港（16:20着） 19,800円

KB-15 JAC3732便 奄美空港（16:00発）→鹿児島空港（17:00着） 19,800円

KB-12 JAL3726便 奄美空港（11:40発）→鹿児島空港（12:30着） 19,800円

KB-13 JAC3728便 奄美空港（13:50発）→鹿児島空港（14:50着） 19,800円

KB-10 JAL3722便 奄美空港（08:45発）→鹿児島空港（09:35着） 19,800円

KB-11 JAC3724便 奄美空港（09:40発）→鹿児島空港（10:45着） 19,800円

OB-2 JAL2464便 奄美空港（12:05発）→伊丹空港（13:30着） 20,200円

FB-2 JAL3684便 奄美空港（18:45発）→福岡空港（20:00着） 22,500円

KA-5 JAL3731便 鹿児島空港（13:55発）→奄美空港（14:50着） 15,900円

KA-6

KB-１ JAL3738便 奄美空港（19:00発）→鹿児島空港（19:55着） 19,800円

15,900円

KB-5 JAC3728便 奄美空港（13:50発）→鹿児島空港（14:50着） 19,800円

KB-3 19,800円

KB-4 JAL3726便 奄美空港（11:40発）→鹿児島空港（12:30着）

15,900円

JAC3733便 鹿児島空港（14:30発）→奄美空港（15:35着） 15,900円

申込記号 便　名 区　　　間 料金(片道)

KA-7 15,900円

15,900円

申込記号 便　名

OA-2 JAL2465便 伊丹空港（09:30発）→奄美空港（11:10着） 15,900円

FA-2 JAL3681便 福岡空港（07:05発）→奄美空港（08:15着）

15,900円

区　　　間 料金(片道）

KA-9 JAC3721便 鹿児島空港（07:25発）→奄美空港（08:45着） 15,900円

KA-10 JAC3723便 鹿児島空港（07:55発）→奄美空港（09:10着）

HA-1

申込記号 料金(片道)

FA-1

区　　　間

OA-1

便　名

伊丹空港（09:30発）→奄美空港（11:10着）

福岡空港（07:05発）→奄美空港（08:15着）

KA-1

19,400円

18,600円

22,500円

15,900円

JAL659便

JAL2465便

JAL3681便

JAC3721便

羽田空港（12:05発）→奄美空港（14:20着）

鹿児島空港（10:10発）→奄美空港（11:05着）

KA-2

KA-3

KA-4

15,900円

15,900円

15,900円

鹿児島空港（07:55発）→奄美空港（09:10着）

鹿児島空港（10:10発）→奄美空港（11:05着）

鹿児島空港（12:20発）→奄美空港（13:25着）

KA-8

JAL3735便

申込記号 便　名

KA-11 JAL3727便

鹿児島空港（07:25発）→奄美空港（08:45着）

JAC3737便

JAC3723便

JAL3727便

JAC3729便

鹿児島空港（16:55発）→奄美空港（17:50着）

鹿児島空港（17:30発）→奄美空港（18:35着）

KB-9 JAC3738便 奄美空港（19:00発）→鹿児島空港（19:55着） 19,800円

JAC3724便 奄美空港（09:40発）→鹿児島空港（10:45着）

19,800円

KB-7 JAC3732便 奄美空港（16:00発）→鹿児島空港（17:00着） 19,800円

KB-8 JAC3736便 奄美空港（18:00発）→鹿児島空港（19:10着） 19,800円

JAL2464便 奄美空港（12:05発）→伊丹空港（13:30着） 20,200円

KB-6 JAL3730便 奄美空港（15:30発）→鹿児島空港（16:20着） 19,800円

KB-2 JAL3722便 奄美空港（08:45発）→鹿児島空港（09:35着）

FB-1 JAL3684便 奄美空港（18:45発）→福岡空港（20:00着） 22,500円

19,800円

区　　　間 料金(片道）

HB-1 JAL658便 20,400円

OB-1

奄美空港（15:05発）→羽田空港（17:05着）

申込締切 4月27日（金）
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●ご旅行条件（要約）他
【募集型企画旅行】
本大会の宿泊プランは名鉄観光サービス㈱鹿児島支店（観光庁長官登録５５号、以下当社といい
ます）が、企画を実施する旅行であり、この旅行にご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）を締結する事になります。旅行条件内容は、下記による他、別
途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終行程表と称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。

●旅行の申し込み及び契約成立時期
①所定の申込書に必要事項を記入し、お申し込み下さい。
②旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受領した時に成立するものと致しま
す。
●ご旅行代金のお支払について
ご旅行代金は、弊社より送付いたします請求書に基づき、指定期日までにご旅行代金のお支払を
お願いいいたします。

●お取消料について
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けま
す。
取消・変更は、名鉄観光サービス(株)鹿児島支店に書面にてご連絡ください。取消の基準日は、郵便局の消印
日、またはFAXの着信日を有効とします。無連絡の場合は取消料金が１００％となります。

２０～８日前 ７日～２日前 前　日 当　日

20% 30% 40% 50%

無 料 無 料 50% 100%

20% 30% 40% 50%

●特別保証
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に関らず、募集型企画
旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来
の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範
囲内において、補償金または見舞金をお支払致します。死亡補償金1500万円・入院見舞金2～
20万円・通院見舞金1～5万円・携行金損害補償金お客様１名につき～15万円（但し、補償対象品
１個あたり10万円を限度と致します）

●個人情報の取扱いについて
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連
絡の為に利用させて頂く他、お客様がお申込頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供する
サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きま
す。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年2月1日を基準としております。又、旅行代金は2018年2月1日現在有効な
運賃・規則を基準としております。

　名鉄観光サービス㈱鹿児島支店　

総合旅行業務取扱管理者　飯田　祐明　　（担当）浜田・宮迫
　　〒892-0846　鹿児島市加治屋町18-8(三井生命鹿児島ビル4階）

　　TEL　０９９－２２７－１３１１(営業時間9時～18時、土・日・祝祭日は休業)
　　FAX　０９９－２２７－１７５８(番号違い、用紙の表裏にご注意ください。）

備　　　考

宿　　　泊 当日13時以降及び無連絡は100％

弁当･オプショナルツアー・夕食

《お申込み先・お問い合わせ先》

　　　　観光庁登録旅行業第55号　日本旅行業協会正会員　

航 空 プ ラ ン 便出発以降及び無連絡は100％

『第３２回保育を高める研究集会』係
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（申込記号：A）奄美半日　日帰りコース　ご旅行代金：８，５００円
奄美大島が誇る日本を代表する絹織物、本場大島紬の製造工程をご見学頂きます。
また、明治維新の立役者である西郷隆盛が、幕府から身を隠すため３年間暮らして
いた南州流謫跡では、西郷ゆかりの品や、勝海舟が碑文を書いた石碑をご覧頂きます。

６月２９日（金）
○ホテル・・・・・奄美大島紬村・・・・・西郷南洲流謫跡・・・・・黒糖焼酎工場・・・

・・・・・・・・昼　　食・・・・・・・・・・・・・・奄美空港
　　　12：05　　　13：00　　　　　　　　　13：30

（申込記号：B）奄美１日　日帰りコース　ご旅行代金：１０，０００円
日本で２番目の大きさを誇るマングローブ原生林。貴重な動植物も生息しています。
奄美の自然と歴史に関する博物館と日本画家、田中一村の作品を展示する美術館を併設する
奄美パーク見学と、一面太平洋を見渡せる、あやまる岬の大パノラマをお楽しみ下さい。

６月２９日（金）
○ホテル・・・マングローブパーク・・・奄美大島紬村・・・ばしゃ山村（昼食・お買い物）・・

・・・奄美パーク・・・・・・あやまる岬・・・・・・・奄美空港・・・・・・ホテル

（申込記号：C）奄美１泊２日コース　　　ご旅行代金：２８，０００円
２日間にわたり奄美の見どころをごゆっくりお楽しみ頂きます。
さんご礁や熱帯魚を間近にご覧いただける水中観光船や、まるでジャングルの様なマングローブ
の森をカヌーで探検頂きます。カヌーは初めての方でも安心して乗る事ができます。

６月２９日（金）
○ホテル・・・・・・・高知山展望台・・・・・・・海の駅（水中観光船せと）・・・・・

・・・ハーラリゾートてやん（昼食）・・・・マングローブパークカヌー体験・・・・・・・・ホテル
　　12：20　　　　　　　　　13：20　　　14：00　　　　　　　　　　　　15：45　　　　　16：30　　　
６月３０日（土）
○ホテル・・・・・・奄美大島紬村・・・・・・・・・・西郷南洲謫・・・・・・・・・・・

・・・・ばしゃ山村（昼食・お買い物）・・・・・奄美空港

【各コースの注意事項】
＊視察旅行の旅行企画・実施は、名鉄観光サービス(株)鹿児島支店が実施します。
＊ご旅行代金に含まれるもの・・旅程表に記載の貸切バス代（しまバスを利用予定、バスガイド
同行）
宿泊料金（１泊朝食付）、食事代（A・Bコースは昼１回、Cコースは昼２回・朝１回：いずれもお飲み
物は含まれません）拝観・入場料、添乗員経費、諸経費等
＊この行程は、運輸機関のダイヤ改正及び道路事情により時間が変更になる場合がございます。
お時間に余裕を持ってお帰りのご計画を立てられる事をおすすめ致します。
＊各コースとも、募集人員は４５名、最少催行人員は、２０名と致します。人員に満たない場合は、
催行中止とさせて頂きます。
＊催行中止の場合は、５月２５日までにご連絡致します。

　　　11：25　　　　　　　　　　12：45　　　　　13：00

　　8：30　　　　9：10　　　　　10：10　　　10：30　　　　　11：00　　

13：45　　　15：15　　15：30　15：50　　　　　16：00　　　　　　17：00

オプショナルツアーのご案内（奄美大島内視察旅行）

　　8：30　　　9：10　　　　10：10　　　10：30　　11：00　　　　11：15　  　　12：00

　　8：30　　　9：20　　　　　10：20　　11：25　　　12：25　　12：35　　　　　　　　　　13：35

　　8：30　　　　　10：20　　　11：00　　　　11：15　　　　　　　　12：10
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