
第 3 回全国校区・小地域福祉活動サミットⅰｎ大津 
 

 

参加登録・昼食・船上プチパーティー・宿泊等のご案内 
開催期日 ：２００９年１１月１８日（水） 

開催会場 ：大津プリンスホテル 

会場までの交通 ：JR 大津駅からバスで 12 分（なぎさ公園線・大人 200 円）。 

：JR 大津駅からタクシーで 10 分（1,200 円以内）。 

※大津プリンスホテルの無料送迎バスもごあいますが、便数に限りがございます。
公共交通機関をご利用ください。 

※ホテルご利用のお客さまは、駐車場（853 台）が 無料となります。 

「第３回全国校区・小地域福祉活動サミットⅰｎ大津」が滋賀県大津市で開催されますことを心よりお

喜び申し上げます。皆様の参加・昼食・船上プチパーティー・宿泊等のお申込み受付をＪＴＢ西日本大

津支店が担当させていただくことになりました。社員一同、全力をあげて準備いたす所存でございます。

多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

ＪＴＢ西日本 大津支店 

■参加登録（申込）について               
■参加費 お一人様 ３，０００円 

○参加ご希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入のうえ、ＪＴＢ西日本大津支店 ＥＣデスクあ

てに２００９年１０月１６日（金）必着でＦＡＸ又は郵送でお送りください。 

 なお、締め切り前に定員に達した場合は、その時点で締め切りとさせていただきますので、お早めに

お申し込みください。参加登録申込書は、昼食・船上プチパーティー・宿泊・シャトルバス等の申込

書も兼ねておりますので、参加登録と同時にお申し込みをお願いいたします。 

○参加申込後のキャンセルや大会当日の欠席の場合は、参加費の返金はいたしません。但し、大会終了

後、「大会参加券」を事務局にご送付いただければ資料を送付いたします。 

■分科会について                    
■分科会は第１セッションと第２セッションがございます。 

必ず申込書にそれぞれのセッションの第 1・第 2希望をご記入いただきます様お願いいたします。 

■昼食弁当について（主催者手配）                  
■弁当のご案内         １１月１８日（水） 弁当代金 １，５００円（お茶付き・税込み） 

 会場の大津プリンスホテルには食事施設はございますが、大会当日は混雑が予想されますので、予め 

お弁当のお申込をされることをお勧めいたします。 

お弁当は会場にてお渡しいたします。 

○お弁当ご希望の方は、申込書の昼食弁当の欄に○印をご記入下さい。 

○取消の場合は下記、取消料になります。 

 ７日前から３日前まで 前日 当日 無連絡 

弁当 １１月１３日まで無料 １１月１４日以降は全額 

 
■船上プチパーティーについて （主催者手配）            
■船上プチパーティーのご案内   １１月１８日（水）参加代金 ３，５００円 

（乗船券・軽食ソフトドリンク代込み） 

■申込後の変更・取消について 

  取消し及び変更が生じた場合は、お申込の際の申込書を変更・取消箇所がわかるよう訂正の上、 

必ずＦＡＸにてＪＴＢ西日本大津支店にご送信下さい 



 ７日前から３日前まで 前日 当日 無連絡 

船上プチ 

パーティー 
５０％ １００％ 

 
■オプション企画について （主催者手配）              
■１１月１７日（火）夕食パーティー  食事代金 ６，０００円（税金込み） 

■１１月１９日（木）オプショナルツアーのご案内    

① 大津・信楽プラン       参加費 ２，０００円（昼食代込み） 

② 近江八幡プラン        参加費 ２，０００円（昼食代込み） 

③ 視察研修お助けプラン     参加費  応相談 

④ ウォーターボール de まほまほ環境体験学習 on びわ湖プラン 

参加費 大人４，２００円・小学生３，１５０円 

 

■宿泊について（ＪＴＢ手配：募集型企画旅行）             
■宿泊のご案内  宿泊設定日：１１月１７日（火）、１１月１８日（水） 

 ※表示の旅行代金は朝食付、税金、サービス料を含んだお一人様 1泊あたりの金額です。 

申込記号 ホテル名 部屋タイプ 代 金 ホテル立地 

Ａ ﾂｲﾝのｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ ２１，０００円 

Ｂ ツイン利用 １５，０００円 

Ｃ トリプル利用 １３，０００円 

Ｄ 

大津プリンスホテル 

フォース利用 １２，０００円 

大会会場 
ＪＲ大津駅よりバス１２分 

Ｅ ホテルピアザびわ湖 シングル利用 １０，０００円 
大会会場までバスで５分 
ＪＲ大津駅よりバス１０分 

Ｆ ホテルコムズ大津 シングル利用 ９．５００円 
大会会場までバスで１５分 
ＪＲ大津駅隣接 

Ｇ ホテルブルーレーク大津 シングル利用 ８，０００円 
大会会場までバスで１０分 
ＪＲ大津駅よりバス５分 

※ お部屋数に限りがございますので先着順とさせていただきます。宿泊ご希望の方はお早めにお申

し込みいただきます様お願い申し上げます。 

※ 最少催行人員 1名様になります。また添乗員は同行いたしません。 

■申込方法について                   
 

① 別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、２００９年１０月１６日（金）までにＪＴＢ西日本大津支

店ＥＣデスクへＦＡＸ又は郵送にて直接お申込下さい。 

② セミナーの２週間前頃に予約関係書類及び請求書を発送いたします。お手元に届きましたら、請求

書をご確認の上、費用の送金をお願いいたします。 

 

■変更・取消について（ＪＴＢ手配分について）      

■申込後の変更・取消について 

  取消し及び変更が生じた場合は、お申込の際の申込書を変更・取消箇所がわかるよう訂正の上、 

必ずＦＡＸにてＪＴＢ西日本大津支店にご送信下さい。 

・参加費についてはご返金いたしません。 

・宿泊の取消につきましては下記の料率の金額を取消料として申し受けます。 

 

 ７日前から３日前まで 前日 当日 無連絡 

宿泊 ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 



 
■個人情報の取扱について                
○当社は今回の大会のお申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との

連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた運送・宿泊等の提供するサービス受領のための

手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。併せて、大会事務局に提出させていただきます。

それ以外の目的で利用することはございません。 
■お申込み・お問い合わせ先について           

  ＪＴＢ西日本 大津支店 ＥＣデスク「第３回全国校区・小地域福祉活動サミットｉｎ大津」係 

    〒520-0051 大津市梅林 1-3-24 ｵｰ･ｴｯｸｽ大津ﾋﾞﾙ１階 

    ＜TEL＞077-522-4103  ＜FAX＞077-522-2941 

    ＜E-mail＞y_ono519＠jtb.jp 

    ＜担当＞大野・青木＜営業時間＞（月～金）９:００～１７:００／土・日・祝日は休業日 

 総合旅行業務取扱管理者：藤原秀治 

旅行企画・実施 ＪＴＢ西日本 

観光庁長官登録旅行業第１７６８号 （社）日本旅行業協会正会員 

 

 
ご旅行条件（要約） 
●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB 西日本（大阪市中央区久太郎町２－１－２５ 観光庁長官登録旅行業第１７６８号。以下「当社」という）が企

画・実施する旅行であり、この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」という）を締結することにな

ります。また、旅行条件は、下記によるほか、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日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。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 
（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお

支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用な

どをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 
●旅行代金に含まれるもの 

   旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税 
   これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 
  （コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 
   ●特別補償 

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、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、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の

金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
・ 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  
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

  ●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受

ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行

業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。） 
（１） 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、

その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 
（２） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立

日」とします。（但し、成立日が旅行開始前日から 14 日目にあたる日より前の場合は「14 日目（休業日にあたる場合は翌営

業日）」とします。）また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカー

ド利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカー

ド利用日として払い戻します。） 
（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消

料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合

はこの限りではありません。 
●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2009 年 7 月 18 日を基準としています。又、旅行代金は 2009 年 7 月 18 日現在の有効な運賃・規則を基準として算

出しています。 

 



第３回全国校区・小地域福祉活動サミットin大津　申込書 枚分

金融機関名 銀行 支店
口座番号 普通・当座（○印を）
口座名義

※参加にあたって、手話通訳や介助等希望される方は、その旨ご記入ください。

○ 宿泊記入欄で、２名以上で１室をご利用の場合は、同室希望者の氏名をご記入下さい。
同室者欄空白の場合は1名1室利用とみなします

○ ６名以上の団体で申込の場合は、本申込書を複写し、ＮＯ６～、ＮＯ１１～と、 申込先 株式会社ＪＴＢ西日本　大津支店
とおし番号に修正して合計人員等を１枚目の欄にご記入下さい。 〒520-0051　滋賀県大津市梅林1-3-24　オーエックス大津ビル1Ｆ

ＴＥＬ：０７７－５２２－４１０３　ＦＡＸ：０７７－５２２－２９４１　

円 人 人 人 人 円 円 円

18日17日第１希望 第２希望

○

備考

締切日　　１０月１６日（金）

円人 円

○ ○○ ○ × ②

例

1

2

Ａ1-1 1-6 2-4 2-1男

女

4

5

例

3

人 人合計 円

18日 18日
3,500円

○

シガ　ハナコ
① E ×2-3 ○ × ×

シガ　タロウ

○

滋賀　太郎

1-4 1-3 2-2
滋賀　花子

個人
合計
金額

大会
参加費
3,000円

同室者希望
氏名記入○・×

第１セッション
分科会

第１希望 第２希望 第１希望 ホテル記号 ホテル記号 ○・×

性別 17日 19日
6,000円 ①～④

第２セッション
1,500円第２希望

所在地

都道府県名

申込責任者

FAX

TEL

No.
参加者氏名

フリガナ

（　　　　　　　）

宿泊プランオプション企画船上ﾌﾟﾁﾊﾟｰﾃｨｰ弁当

ご返金の際の
振込先口座番号

団体名

FAX：０７７－５２２－２９４１
（　　　　　　　）

〒
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