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歓迎のご挨拶 
 

拝啓 皆様方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５２回九州医療ソーシャルワーカー研修会さが大会」が佐賀県武雄市において 

開催されますことを心よりお祝い申し上げます。 

また、本大会が開催されるにあたり、皆様方の参加申込・宿泊のお世話を弊社にご用命を 

賜り厚く御礼申し上げます。 

本大会のご成功をお祈りすることはもとより、大会事務局のご指導のもと関係各方面ととも

に協力し、精一杯お手伝いさせていただく所存でございます。 

社員一同、万全の受け入れ準備にて皆様のご来県をお待ち申し上げております。是非とも 

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 

 

名鉄観光サービス㈱ 佐賀支店 

支店長 井上 修一 
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１．お申込みについて                                     

（１）お申込み方法 

   別紙の申込書に必要事項をご記入の上、9 月 18 日（金）までに FAX または郵送にて、各施設ごとに

名鉄観光サービス（株）佐賀支店へお早めにお申込みください。 

※宿泊等が不要な場合でも、大会に参加される場合は必ず申込書にてお申込みください。 

（２）経費の支払いについて 

   ①10月下旬頃に名鉄観光（株）佐賀支店より請求書を各種参加券（大会参加券、ワークショップ・シ

ンポジウム券、宿泊券、懇親会券、弁当券、観光券、保険券）と一緒に施設ごとに送付いたします。 

請求書に記載されている口座に費用をお振込ください。 

＊各種参加券は申込者にそれぞれの申し込み内容に応じて発行いたします。 

②振込手数料はお客様負担となりますので予めご承知ください。 

③領収書の発行希望の方は申込用紙にご記入ください。大会当日、受付付近の名鉄観光ヘルプデスクに

てお渡し致します。 

【お申し込み締切日】 平成 27 年 9 月 18 日（金） 

２．大会参加費                                        

お一人様 6,000 円（会員）非会員は 7,000 円、学生は 3,000 円 

（１） 参加申込後の参加費は一切返金いたしません。ただし参加券を添付の上、資料請求をいただ

ければ、後日資料を送付します。 

（２） 九州・沖縄各県 MSW 協会会員は会員扱いです。当日参加申し込みの方は上記の金額に別途 

1,000 円が必要となります。また、当日参加の受付では参加費を徴収いたしません。後日、 

名鉄観光（株）佐賀支店より請求書を発送いたしますので、指定の口座に速やかにご入金 

いただきますようお願いいたします。 

（３） 当日、受付付近に名鉄観光ヘルプデスクを設置いたします。ご用の際はお尋ねください。 

（４） 大会の円滑な運営のため、事前申し込みにご協力いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

３．情報交換会のご案内                               

今回のさが大会におきまして、大会ご参加の皆様の更なる交流を図っていただきたく情報交換会を 

開催いたします。是非ともお誘いあわせの上、多くの皆様方のご参加をお待ち申し上げます。 

 ○開催日時：平成 27 年 11 月 21 日（土） 18：30～21：00 

 ○開催場所：武雄センチュリーホテル 5 階 飛翔の間  

 ○費  用：お一人様 6,000 円（消費税込み・飲み物込み） 
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４．昼食弁当のご案内                               

大会 2日目（11月 22日）の昼食弁当の事前注文を承ります。ご希望の方は別紙申込書の昼食欄に 

○印をご記入下さい。 

＊大会当日のお申し込みはできませんので、事前にお申し込み下さい。 

＊会場内（武雄市文化会館）には飲食店がございませんので事前のお申し込みをお勧めいたします。 

 （中堅者研修に参加希望の方は昼食時間が短いため、お申し込みをお勧めいたします。） 

＊ご注文いただいた弁当のごみは、ヘルプデスクにお持ちください。 

 ○昼食弁当代金：1,000 円（消費税込・お茶付） 

 

５．ご宿泊のご案内                                    

※宿泊設定日：大会当日【11 月 21 日（土）】  大会２日目【11 月 22 日（日）】 

【武雄市内・ホテル】※１泊朝食付（消費税・サービス料込）の料金です。 

 

 

 

地区 

 

番号 

 

ホテル名 

 

タイプ 

 

申込

番号 

 

金  額 

 

備考 

武雄 

１ 

武雄センチュリーホテル 

ツインの

シングル 

利用 

A1 

 

10,500 円 

 

ツインのシング

ル利用 

２ シングル A2 8,500 円 会場まで 5 分 

３ ツイン A3 8,200 円 会場まで 5 分 

４ 和室 A4 7,500 円 会場まで 5 分 

５ セントラルホテル武雄 シングル A5 8,700 円 会場まで 10 分 

６ パーソナルホテル遊 シングル A6 8,000 円 会場まで 10 分 

７ 武雄温泉ハイツ ツイン A7 8,000 円 会場まで 10 分 

伊万里 ８ 伊万里グランドホテル シングル Ｂ１ 8,000 円 会場まで 30 分 

小城 
９ AZ 小城ホテル 

シングル Ｃ１ 7,000 円 会場まで 30 分 

 

嬉野 10 嬉野シティホテル シングル Ｄ１ 7,100 円 会場まで 30 分 

 

※宿泊料金はお一人様あたり１泊朝食付、税金、サービス料込みの料金です。 

※ツイン（２名１室）をご希望の方は、必ず同室希望者名を備考欄にご記入下さい。 

※受付順とさせていただきますので、申込番号を必ず第２希望までご記入ください。 

※バス送迎はございません。 
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６．視察旅行のご案内                                  

 

Ａコース 大河内焼窯元と伊万里牛ステーキコース 8,800 円 

 

11/23 

(月：祝) 

 

 

 

 

 

武雄＝＝＝＝＝伊万里（大河内焼窯元：特別講師を招き解説）＝＝＝ 

9：30    10：00           1２：00 

 

伊万里牛（ステーキ）＝＝＝有田ポーセリングパーク＝＝＝武雄 

12：10   13：10    13：30  14：15    15：00 

 

 

 

 

 

朝：× 

昼：○ 

夜：× 

 

 

※全行程貸切バス（バスガイド付） 

 

Ｂコース 唐津・呼子いか活き造りコース お一人様  8,000 円 

11/23 

(月：祝) 

 

 

 武雄＝＝＝＝＝＝唐津＝＝＝＝名護屋城跡＝＝＝＝呼子いか活き造りコース 

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

 

＝＝おさかな村(買い物)＝＝＝武雄 

14：00 14：30  15：30               

 

朝：× 

昼：○ 

夜：× 

※全行程貸切バス（バスガイドなし） 

 

 

☆参加申込される場合は、申込書の「視察旅行」欄にコースの記号番号をご記入下さい。 

☆各コースとも添乗員が同行いたします。 

☆各コースとも定員は 30 名様、最少参加人員は 20 名となります。20 名に満たない場合は、

旅行催行を中止することがあります。その場合、9 月 30 日（水）までに中止の連絡をいたし

ます。 

☆旅行日程は交通事情など当社の管理できない事由により変更になる場合があります。 
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７．大会保険（国内旅行傷害保険）                           

 大会期間中は安全対策には皆様万全を期されていることと存じますが、より安心して参加いた

だくために、任意保険のご案内をさせていただきます。この保険は、大会期間中や往復の移動中

の事故、窃盗など万一の時の被害によって生じる思わぬ出費を補償する保険です。ご参加の皆様

がより安心してお過ごしいただくためにもご加入をおすすめいたします。 

 ※この保険によって補償される期間（保険期間）は平成２７年１１月２１日（土）午前０時か

ら１１月２２日（日）夜０時まで、かつ本大会にご参加のためにご自宅を出発されてからご帰宅

までとなりますのでご注意ください。（保険期間であっても、一度帰宅した後に別の目的で再び

出かけた場合は補償の対象にはなりません。） 

※国内旅行傷害保険の詳細につきましては、下記をご確認ください。 

保険料 1,000円 保険期間１泊２日まで 

死亡・後遺障害保険金 815 万円 入院保険日額 12,000 円 通院保険金日額 6,000 円 賠償責任 3,000 万円 

携行品 10 万円 救援者費用 50 万円 ※賠償責任の自己負担額なし ※携行品の自己負担額 3,000 円 

 

８．変更・取消について                                    

変更・取り消しにつきましてはＦＡＸにて名鉄観光佐賀支店までご連絡ください。お電話での

変更・取り消しは受付かねますので予めご了承下さい。 

（１）参加の取り消し 

 ◎大会申し込み後の参加取り消しや、大会当日の欠席に伴う参加費の返金は致しません。 

（２）宿泊・交流会の取り消し 

 ◎お客様の都合により取り消される場合は、1 名様につき下記のとおり取消料を収受させて 

  いただきます。なお、取消基準日はＦＡＸ受信日とします。 

  （営業時間外の取り消しにつきましては、翌営業日の受付となります） 

取消日 21 日前まで 20 日前以降 ７日前以降 前日 当日 旅行開始後・無連絡 

宿泊・視察旅行 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

交流会 無料 無料 50％ 100％ 100％ 100％ 

弁当 無料      100％ 100％ 100％ 

※保険につきましては、保険の始期（旅行開始）前までに取り消しのご連絡がない場合、保険の

取り消しはできません。 

※変更・取り消しにより返金が生じる場合は、大会終了後ご精算いたします。 
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９．ご旅行条件の要約                                  

≪募集型企画旅行契約≫ 

宿泊・夕食交流会・昼食・視察旅行は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市名駅南２－１４－

１９ 観光庁長官登録旅行業５５号・以下「当社」という）が企画する旅行であり、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を締結することになります。また、契約の内

容・条件とは各プランに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする参加券書面

及び当社募集型企画旅行契約の部によります。 

《旅行の申込及び契約成立》 

 所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申込下さい。また指定の期日までに代金を

お振込下さい。本研修会は組織募集であり、主催者が確定しているため旅行契約はお申込金な

しであってもお申込書面を頂いた時点で成立するものとします。 

《旅行代金に含まれるもの》 

 各プランの旅行日程に明示された宿泊費・特別補償及び消費税は含まれます。なお、行程に含

まれない交通費等諸費用及び個人的な費用は含みません。 

《旅行条件・旅行代金の基準》 

この旅行条件は平成 27 年７月 3 日を基準としています。旅行代金は平成 27 年７月 3 日現

在有効な運賃・規則を基準としております。 

≪個人情報の取扱いについて≫ 

 名鉄観光サービス株式会社は、お申込の際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡

や輸送・宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、

必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供致します。また、主催事務局様に提供致します。

それ以外の目的でご提供頂く個人情報は利用致しません。詳しくは弊社ホームページ

（http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml）をご覧下さい。 

 

 

 

 

企画実施 

観光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 井上修一 
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～申込書送付先・問合わせ先～ 

〒8４０-0８０１ 佐賀市駅前中央1-５-10（朝日生命佐賀駅前ビル8Ｆ） 

TEL0952-22-9601 FAX0952-22-9605 

名鉄観光サービス（株）佐賀支店 

担 当：梅木・大穂 

営業時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（土･日･祝日は定休） 


