第52次

YouTubeで2018年3月実施の
ダイジェストが無料で見ることができます。
遊YOU塾

遊・YOU塾の目的！

岩手

検索

①知識だけじゃ歯が立たない。離島の暮らしの知恵を学ぶ。
②沖縄の子供達と共通の遊びを体験することで、互いに認め合う生き方を学ぶ。そして交流の輪を広げる。
③豊かな自然の中での生活を通し、自然の恵みを感じ、
その豊かな自然を守る沖縄の人たちの生き方を学ぶ。
④集団生活を通して、自分の役割を果たしていく習慣を身につける。
⑤自分の生活が多くの人たちに支えられていることに感謝し、他者に奉仕する喜びを知る。

旅行 2019年
期間
〜

3月29日（金）旅行
代金 148,000円
円
4月2日（火） 募 集 説 明 会 を 開 催 致 し ま す 。
※ 詳しくは裏 面をご覧 下さい 。

火
金 〜4月2日○
3月29日○

第52次
3/29（金）
岩手県内発
6:00頃 貸切バスにて
東北道盛岡I.C〜一関I.C間の
各I.Cと盛岡駅西口より乗車
仙台空港へ
仙台空港到着10:00頃
搭乗手続き

11:55
ANA1863便
にて沖縄、那覇空港へ
／機内にて昼食

15:10 那覇空港着
貸切バスにて移動

琉球文化学習

16:15
ひめゆりの塔
見学

16:50 平和祈念公園
18:00 サザンビーチホテル
＆リゾート沖縄到着
オリエンテーション
チェックイン
夕食
班旗作成など
入浴
サザンビーチホテル
＆リゾート沖縄

3/３０
（土）
起床
洗面
朝のつどい／朝食
8:00 ホテル出発
貸切バスにて移動
8:30 那覇泊港到着
乗船手続き
マリンライナーとかしき乗船
9:00 那覇泊港出港
9:35 渡嘉敷港到着
昼食はバーベーキュー

3/３１
（日）
起床
洗面
朝のつどい／朝食
集団自決跡にて講話

4/1（月）
起床
洗面
朝のつどい／朝食

4/2（火）
起床
洗面
朝のつどい／朝食

9:00 貸切バスにて移動
琉球文化学習
10:00 渡嘉敷港
9:30 班別活動
マリンライナーとかしき乗船
国際通り・牧志第一公設市場見学
11:00 那覇泊港より
貸切バスにて移動（車内で昼食）

ウォークラリー（昼食)
12:00 渡嘉敷港出港

ホエールウォッチング

ザトウクジラの観察
（1時間半〜2時間位）

昼食（各自)
12:00 那覇空港集合
12:45 日本最大級の水族館
美ら海水族館
オキちゃん劇場

トカシクビーチ
カヌー・スーパーフロート
・シーカヤックなど

14:00
15:15

ショッピングタイム

渡嘉敷港散策
15:30 OKINAWA
国立沖縄青年の家へ
フルーツランド
レクリエーション
18:00 サザンビーチホテル
＆リゾート沖縄到着
夕食

岩手・沖縄交流会

16：30 国立沖縄青少年交流
の家到着
レクリエーション
夕食

入浴

国立沖縄青少年交流の家

解散

入浴

国立沖縄青少年交流の家

16:50 仙台空港到着
貸切バスにて／夕食
東北道一関I.C〜盛岡I.C間の
各I.Cと盛岡駅西口より下車
２０：００頃 岩手県内着

雨天時はキャンドルサービス

夕食

搭乗手続き
14:15 ANA1864便にて
仙台空港へ
機内にて思い出キャンバス
作成

サザンビーチホテル
＆リゾート沖縄
は

（一社）
日本旅行業協会正会員

ポンド保証会員

後援

〒020−0022 盛岡市大通 3-3-10
七十七日生盛岡ビル９階
総合旅行業務取扱管理者 吉田明弘

岩手県、岩手県教育委員会、岩手県小学校長会、岩手県中学校長会、盛岡市教育委員会、岩手県 PTA 連合会、岩手県子ども会育成連合会

体験型教育事業の一環として、県内の小・中学校を対象に開催してまいりました岩手日報「遊・YOU塾」は多くの県民の皆様にご参加いただき、おかげ様で
今年24年目の開催となりました。
この企画は21世紀を担う少年少女が交流の輪を広げ、友情を育み、
大自然の中で生活することによって、
自然を大切にすることを学びます。
今、暮らしている限られた生活エリアから飛び出し、固有の文化や気候、動植物に触れ、現地の人々と交流します。子どもたちは多くの生活の知恵を学び個々
の視野を広げ、世界の全ての人々と共に手をとり豊かで幸せな社会を創造していくきっかけともなることでしょう。
自分たちのかけがえのない自然や文化、習慣を認め合い尊敬していくこと、仲間と一緒に考え行動する体験を多くの子どもたちに提供したいと考えます。
岩手日報社

募集説明会

約1時間、同行予定スタッフが説明します。事前の予約は不要です。
内容：プログラムと応募についての説明、DVD上映、質疑応答

12/2（日）

10:30〜［盛岡］岩手日報社 本社

12/8（土）

10:30〜［一関］岩手日報社 一関支社
13:30〜［奥州］奥州市まちなか交流館

12/１６（日）10:30〜［北上］さくらホール

13:30〜［花巻］なはんプラザ
16:30〜［盛岡］岩手日報社 本社

1/２０（日）

10:30〜［北上］さくらホール

1/２６（土）

10:30〜［一関］岩手日報社 一関支社

2/３（日）

10:30〜［二戸］カシオペアメッセ・なにゃーと

2/１６（土）

10:30〜［一関］岩手日報社 一関支社

2/２４（日）

10:30〜［北上］さくらホール

13:30〜［花巻］なはんプラザ
16:30〜［盛岡］岩手日報社 本社

13:30〜［奥州］奥州市まちなか交流館
1４:30〜［盛岡］岩手日報社 本社
1３:30〜［奥州］奥州市まちなか交流館
13:30〜［花巻］なはんプラザ
16:30〜［盛岡］岩手日報社 本社

事前研修会３/９（土）1４:０0〜［盛岡］ふれあいランド岩手（予定）
※詳細は2月下旬ころの催行決定後にご案内いたします。

参加塾生へ
もれなくプレゼント！
！

第52次

2019年3月29日（金）〜4月2日（火） 148,000円
5

募集人員／90名（最少催行人員：40名）

トカシキビーチ

利用バス会社／岩手から仙台空港／岩手県交通 沖縄本島／沖縄バス 渡嘉敷島／とかしき観光バス
1、4泊目 糸満市：サザンビーチホテル&リゾート沖縄
2、3泊目 渡嘉敷村：国立沖縄青少年交流の家
申し込み締切／3月1日
（金）
※締切前に定員に達した場合はご了承下さい。

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、
お申し込みください。
この旅行は名鉄観光サービス
（株）
（以下「当社」
といいます）
が旅行企画・実施するものであり、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。
●申し込みの方法と契約の時期
（1）旅行のお申し込みは所定の申込書にご記入の上、
申込金を添えてお申し込みください。
当社が契約の
締結を承諾し、
申込金を受理したときに契約が成立します。電話、郵便、FAX等により予約いただいた
場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申し込み手続きをお
願いします。
（2）
申込金は
「旅行代金」又は
「取消料」
「違約料」
の一部または全部として取り扱います。
（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し込みがあった場合、契約の
締結及び解除等に関する一切の代表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
（1）
申し込みの際、
お一人様につき20,000円以上参加費用までの申込金をお支払いただきます。
（2）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前にお支払いください。
●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、添乗員経費、団体行動中に必要な経費
及び消費税等諸税を含みます。
（2）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い戻しはいたしません。
●取消料
（1）
お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。
解

除

期

日

取消料（おひとり）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
（日帰り旅行にあっては10日目）
に
あたる日以降8日目にあたる日まで

旅行代金の20%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降前々日にあたる日まで

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行開始日当日

旅行代金の50%

無連絡不参加および旅行開始後

旅行代金の100%

●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また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ならび外来見舞金を支払います。
●旅程保証
当社は当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いいたします。
●当社の責任及び免責事項
（1）主催旅行計画の履行にあたって、
当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、
その損害
を賠償する責に任じます。
なお、手荷物の場合は損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があっ
た時に限り、
お一人様最高15万円を限度として賠償します。
（2）次の場合、
当社ではその賠償の責を追いません。
ア、天災地変、不可抗力による理由によって生じた損害。
イ、運輸・宿泊機関など、
当社以外の責によって生じた損害。
ウ、盗難・疾病・損傷自由行動中の事故など、
当社以外の責によって生じた損害。
エ、
お客様の法令又は公序良俗に反する行動によって生じた損害。
●基準日
この旅行代金は2018年11月1日現在の運賃・料金を基準としております。
お申し込みの際には
「国内募集型企画旅行
申し込みください。

旅行条件書」
をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お

※個人情報の取扱について：名鉄観光は旅行参加申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、旅行
参加者名簿に使用させていただくほかに、
お客様とのお連絡のためや、運送・宿泊機関・損害保険会社等
の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに使用させていただきます。
当社の個人情報取扱方
針は、店頭又はホームページにてご確認ください。

東北2018-21317

2018年11月1日現在

