平成 29 年 7 月吉日

各 位

（一社）全難聴九州ブロック難聴者福祉大会 in 長崎

大会実行委員長 渡辺 民枝
（長崎県難聴者・中途失聴者協会 理事長）

第 9 回（一社）全難聴九州ブロック難聴者福祉大会 in 長崎

「案内・参加申込書」について

拝啓 盛夏の候、皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より聴覚障害者福祉に深いご理解とご協力を賜りまして厚くお礼申し
上げます。
さて、2 年に一度の九州ブロック難聴者福祉大会を 10 月 21 日（土）～22 日（日）
長崎市にて開催いたします。
つきましては、同封の案内および参加申込書を、ご送付申し上げますので大会へ
のご参加を呼びかけてくださいますようにお願い申し上げます。
なお、同封の案内および参加申込書が不足の際には、お手数ではございますが
コピーをしていただきますようお願いいたします。
参加申込みの締め切りは 8 月 31 日（木）となります。

末尾になりましたが、関係各位のますますのご発展とご健勝・ご多幸をお祈り
申し上げます。
敬

具

第９回（一社）全難聴九州ブロック難聴者福祉大会 in 長崎
開

催

要 綱

１、名 称：第９回（一社）全難聴九州ブロック難聴者福祉大会 in 長崎
２、目 的：九州の難聴者・中途失聴者が一堂に会し、あらゆる問題へむけて情報を共有・討議
するとともに、その解決策を検討し、また交流と親睦を通して九州地区の難聴者・
中途失聴者の社会参加と福祉向上に資することを目的とする。
３、主 催：（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会九州ブロック協議会
４、主 管：（特非）長崎県難聴者・中途失聴者協会
５、期 日：平成 29 年 10 月 21 日（土）～10 月 22 日（日）
６、会 場：長崎県総合福祉センター（長崎市茂里町３－２４）
７、参加費：3,000 円
８、交流会場：長崎新聞社文化ホール アストピア（会費 6,000 円）
９、宿泊等：別紙（名鉄観光）
１０、参加者：九州地区の難聴者・中途失聴者及び要約筆記等環形者 約 100 名
１１、後 援：長崎県・長崎市・諫早市・佐世保市・大村市・島原市・対馬市・長与町・時津町
長崎県ろうあ協会・長崎県聴覚障害者情報センター・長崎県身体障害者団体連合会・
長崎県社会福祉協議会・長崎市社会福祉事業団・長崎市心身障害者団体連合会・
長崎コンベンション協会・長崎県医師会・長崎新聞社・NBC 長崎放送・NHK 長崎
長崎ケーブルメディア・NCC 長崎文化放送・KTN テレビ長崎・NIB 長崎国際テレビ
１２、締切り：
平成 29 年 8 月 31 日（木）
１３、事務局：（特非）長崎県難聴者・中途失聴者協会 事務局長 熊本 健
FAX/TEL :095-842-1041 Emai：oote1401-248kmj@mxa.cncm.ne.jp

H29 年 7 月吉日

九ブロ大会日程（案）
第 1 日目

10 月 21 日（土）１３：００～１７：００

１２：００～１２：５０

受付

１３：００～１３：５０

＊開会式・式典

１４：００～１５：００

福祉講話

1300～開会(司会者)
1305～開会挨拶(実行委員長)
1310～歓迎挨拶(九ブロ会長)
1320～長崎県知事挨拶
1330～長崎市長挨拶
1340～来賓紹介(司会者)
1345～梅田正利氏表彰(九ブロ前会長)

１５：２０～１６：２０

長崎県障害福祉課課長 川原康則 様
演題「長崎県の障害福祉について」
九ブロ総会(九ブロ事務局)

１６：３０～１６：５０

記念撮影

１６：５０～１７：３０

交流会場へ移動・受付

１７：４０～１９：４０

交流会（江戸芸.・和太鼓）

第 2 日目

10 月 22 日（日）９：３０～１２：４０

０９：００～０９：３０

受付

０９：３０～１０：３０

講演

熊本県難聴者協会 会長 宮本せつ子 様
演題「熊本県地震を通して」

１０：５０～１１：５０
講演 神田 E・N・T 医院 院長 神田 幸彦 様
演題「補聴器・人工内耳・人工中耳・耳鳴りに関する最近の話題」
～補聴器外来４千名、人工内耳手術５００耳の経験より～
１２：００～１２：３０
１２：４０～

閉会式・引継ぎ式
(観光コース参加者は１２:００退席)
解散

１３：００～

代表者会議(九ブロ事務局)

会場へのアクセス
車でのアクセス
（有料）長崎バイパス・昭和町IC方面
多良見IC ------------------------- 昭和町IC ----------------------------約25分程度

ー

（有料）ながさき出島道路・出島IC方面
長崎IC ------------------------- 出島IC -----------------------------

福長
祉崎
セ県
ン総
タ合

約13分程度

【ブリックホール隣接駐車場】
駐車場収容台数： 152台
出入庫時間： 8:00〜22:00
料

金： 最初の30分130円、
その後30分毎に120円

飛行機でのアクセス
長崎空港

長崎空港リムジンバス利用
徒歩10分
-------------------------------------- 浦上駅前バス停 ・・・・・

会
場

片道800円

電車等でのアクセス
高速バス「九州号」

路面電車

徒歩

徒歩

長
浦
長崎県営
---------------------・・・・ 崎 ーーーー 上 ・・・
バスターミナル
駅 120円 駅 10分
前

JR長崎本線・特急「かもめ号」

福長
祉崎
セ県
ン総
タ合

徒歩 地下通路経由
浦
ーー−ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 上 ・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
駅
約2時間
約10分

※会場には駐車場ございません。できるだけ公共交通機関にてご来場いただきますよう
よろしくおねがいいたします。

ー

博
多
駅

前

ホテル及び会場案内

大会会場：長崎県総合福祉センター
懇親会会場：長崎新聞社文化ホール アストピア

A：東横イン 長崎駅前
TEL：095-825-1045
住所：〒850-0036 長崎県長崎市五島町5-45
アクセス：JR長崎駅より徒歩5分(駅前電車通りを
南へ、五島町電停前)

B：長崎I・Kホテル
TEL：095-827-1221
住所：〒850-0056 長崎県長崎市恵美須町7-17

AB

会場からホテルまで
公共交通機関の場合
茂里町電停→長崎電気軌道10分→五島町電停・・・徒歩４分程度・・・ホテル
車の場合
会場＝＝＝＝10分程度＝＝＝＝ホテル

第9回
全難聴九州ブロック難聴者福祉大会 in 長崎
− 大会参加並びに宿泊・交流会

お申込みのご案内−

この度『第 9 回全難聴九州ブロック難聴者福祉大会』が、長崎県長崎市で開催される
ことを心より歓迎申し上げます。
この大会開催にあたり名鉄観光サービス㈱長崎支店にてご参加いただく皆様の「参加
登録・宿泊・交流会」の受付をさせていただくこととなりました。
大会運営の一助となるべく万全の準備体制のもとで、社員一同全力を挙げて取り組み、
満足いただける大会となりますよう努力致して参る所存でございます。
大会のご成功をお祈りし、皆様のご来県とご利用を心よりお待ち申し上げております。
名鉄観光サービス㈱長崎支店長
１．大会参加のご案内
（１）期 間：平成２９年１０月２１日（土）〜１０月２２日（日）
（２）会 場：長崎県総合福祉センター 大会議室
（３）参加費：３，０００円

樺嶋

浩喜

２日間

２．宿泊のご案内
（１）宿泊日：平成２９年１０月２１日（土）
（２）料 金：１泊朝食付・税金・サービス料込（お一人様料金）
（３）宿泊地：長崎市内
（４）添乗員：同行いたしません。最少催行人員１名。
申込記号
ホ テ ル 名
タイプ
東横イン

長崎駅前

料金

シングル

Ａ−１

７，５００円

シングル

B−１

８，６４０円

ツイン

B−２

８，６４０円

長崎 I・K ホテル
※ご注意
① ツインをご希望の方は、同室者を必ずご記入ください。
② お申込順に受け付けますので、ご希望ホテルが満室の場合には、他のホテルにご案内させていただきますこと
をご了承ください。
③ 禁煙希望の場合、消臭対応となる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

３．交流会のご案内
（１）手配日：平成２９年１０月２１日（土）１７：４０〜
（２）料 金：６，０００円
（３）会 場：長崎新聞社文化ホール アストピア ３階 真珠の間

４．視察旅行のご案内
大会終了後（10/22）、視察旅行としまして、平成２７年世界文化遺産に登録されま
した軍艦島への上陸ツアーを企画いたしました。軍艦島は明治時代から昭和時代にかけ
て海底炭鉱によって栄えた島で、人口密度が東京よりも高かった島ですが１９７４年に
閉山になってからは無人島となっております。正式名称端島で軍艦に似ているところか
ら軍艦島とも呼ばれています。（やまさ海運運行）
（１） 料金：４，２００円 （別途上陸料 300 円必要）
（２） 日程：１０月２２日（日）
（３） 行程：長崎港（１２：４０〜乗船受付/１３：００出航）〜軍艦島上陸（約１時
間）〜長崎港（１５：３０）
※天候等により上陸できない場合は周遊コースとなります。

５．旅行傷害保険のご案内
（１）保険料 ５００円
大会期間中は安全対策には皆様万全を期されている事とは存じますが、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します。
この保険によって補償される期間は 2017 年 10 月 21 日午前 0 時から 10 月 22 日午
前 0 時まで、かつ大会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。
〔保険期間中に一度帰宅し、別の目的で外出された場合は
補償の対象にはなりません。〕
補償額
死亡・後遺障害３５５万円、入院日額４５００円、通院日額３０００円
賠償責任３０００万円、携行品５万円、救援者費用５０万円
６．お申込みにについて
（１）申込方法（宿泊等不要な方も大会に参加される方は必ずお申込み下さい）
別紙の参加・宿泊申込書に必要事項をご記入の上、８月３１日（木）までに
ＦＡＸまたは郵送にて名鉄観光サ−ビス㈱長崎支店へお早めにお申込み下さい。
（２）経費の支払いについて
ア お申込み受付後、名鉄観光サービスより９月中旬頃に大会参加券ならびに
宿泊券等の各種券類・請求書・振込用紙等を各所属先・勤務先ごとに送付い
たします。
イ ご請求内容をご確認の上、ご指定の期日までにお振込御願い致します。
ウ お振込み手数料はお客様負担となりますので予めご了承ください。

７．変更・取り消しについて
（１） 変更・取り消しは申込書の控えに内容を記入いただきＦＡＸにてご連絡くださ
い。なお、申し込み後の取り消しは、次の手数料を申し受けます。取消日につき
ましては、ご利用日前日より起算します。
（トラブル防止のため、電話での変更・取消はお受けいたしませんので、ご了承下さい）
取消日
参加費
宿

21 日前

20〜8 日前

7〜2 日前

前

日

当

日

無連絡不参加
旅行開始後

お申込後の返金はありません。大会終了後、資料を送付いたします。

泊
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保

0％

0％
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険

（２）一度お申込みいただきました大会参加費（３,０００円）は、大会運営上、返金は出
来かねますので充分ご検討の上お申し込みください。
（３）宿泊等のご精算による返金は、終了後１ケ月以内に処理させていただきます。
なお、ご返金の際振込み手数料は差し引かせていただきます。

８．会場へのアクセス【各地から大会会場への交通手段】
大会会場の長崎県総合福祉センターは JR 浦上駅、電停浦上駅前駅より徒歩圏内で
す。会場には駐車場がございませんのでできるだけ JR 等の公共交通手段をご利用
ください。
JR 浦上駅または電停浦上駅前駅からは地下道を通り、歯科医師会館と新里メディ
ケアセンターの間を通りますと会場までスムーズです。
お車をお停めの際は周辺の有料駐車場をご利用いただくこととなります。
JR 浦上駅からの最短ルート
懇親会会場までの最短ルート

大会会場
長崎県総合福祉センター
（５階 大会議室）

地下道

新里メディケアセンター
徒歩およそ 6 分
歯科医師会館

交流会会場
長崎新聞文化ホール
（２階 真珠の間）

長崎新聞社

至長崎駅

９．その他
ご旅行条件の要約 お申込みいただく前に、必ずご確認ください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は名鉄観光サービス株式会社（以下当社といいます）が企画･運営する旅行で
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。なお、詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、
お申込ください。また契約の内容・条件とは各プランに掲載されている条件のほか、下
記条件、出発前にお渡し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。
●旅行のお申込及び契約成立時期
お申込書に所定の事項を記入し、所定の期日までに旅行代金をお支払いください。
旅行契約は当社が契約の締結を承認し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。
●旅行代金に含まれるもの
各プランに明示した宿泊代、食事代、企画料金及び消費税等諸税。
●旅行条件･旅行代金の基準
この旅行条件は、平成２９年７月１日を基準としております。また、旅行代金は平成１
９年７月１日現在の有効な料金を基準としています。
●個人情報取扱いについて
ご提出いただいた個人情報については、事務局への情報提示のほか、お客様との連絡や
宿泊機関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のみ利用いたします。
その他弊社の個人情報取扱いについてはホームページをご覧下さい。
http://www.mwt.co.jp
１０．大会申し込み、宿泊に関する問い合わせ先
申込先・お問い合わせ先
【旅行企画･実施】

名鉄観光サービス㈱長崎支店
〒850‐0033 長崎市万才町 4‐15 日本生命ビル新館 4 階
TEL：095‐824‐1200 FAX：095‐824‐1976
担当 井上・山田

受付時間 月～金 ９：００～１７：００（土日祝祭日は休業）

総合旅行業務取扱管理者 樺嶋 浩喜
観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員

承 S17‐0702

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の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があり
ましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

