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第 41 回全国手話通訳問題研究集会 in 山口

ふれあう心・語りあう手
期　日：2008 年 8 月 22 日（金）～24 日（日）

会　場：山口市民会館、山口県教育会館、山口県社会

　　　　福祉会館、山口県庁旧議会議事堂、萩市内

　「おいでませ　山口へ」。2008 年全通研夏集会は、三方を海に囲まれ、歴史と文化と詩情がたたずむ、本州最西端の

地、山口県で開催します。

　40 年の思い出を刻む夏集会は、経験や活動量の垣根を越えて、手話に関わる全国各地の仲間が一堂に集う「出会い

と学びの集会」です。

　山口県は、聴覚障害者の人物史をひも解くとき、欠かせない人材を輩出しています。近代日本の礎を築いた吉田松陰

の実弟は聴覚障害者であり、松陰自身に多大な影響を与えたといわれており、また、吉田松陰の門下生であった山尾庸

三は、日本の聴覚障害児教育のさきがけとなる盲唖学校の設立に貢献したことで知られています。人間の存在の大きさ

と、偶然がもたらす出会いの大切さを、山口集会でぜひ確認したいと思います。

　そうした意味を込めて、41 回目を迎える山口集会のテーマは、出会いをイメージした「ふれあう心・語りあう手」

としました。山口集会実行委員会として、出会いを通して、学習と交流の二要素を十分満喫していただけるよう、まず

実行委員・集会スタッフが率先して、ふれあい・語りあいながら、集会内容を企画し、受け入れ体制を準備してまいり

ました。全国の聴覚障害者・手話関係者の皆様、叙情詩人・中原中也が「さやかに風も吹いてゐる」と歌い、童謡詩人・

金子みすゞが「みんなちがって、みんないい」と詩を結んだ山口の地で、大いに交流を深めてください。自分の思いを

手話で大いに語りあってください。全国津々浦々から多数の参加を心からお待ちしております。

主　催　　財団法人全日本ろうあ連盟・全国手話通訳問題研究会

主　管　　社団法人山口県ろうあ連盟・全国手話通訳問題研究会山口支部

後　援　　厚生労働省、文部科学省、山口県、山口市、山口県議会、山口市議会、山口県市長会、山口県教育

委員会、山口市教育委員会、山口県社会福祉協議会、山口市社会福祉協議会、山口県身体障害者団

体連合会、山口観光コンベンション協会、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、中国新聞

防長本社、　　　　　　　　　、　　　　　　 、　　　　　　、　　　　　　　　  （予定）

協　力　　山口県手話サークル連絡協議会、山口県手話通訳者連絡会

　　　　　全国要約筆記問題研究会山口県支部、山口県要約筆記やまぐち

協　賛　　ＪＴＢ中国四国山口支店

事務局　〒747-1221　山口市鋳銭司南原 2364-1　山口県聴覚障害者情報センター

　　　　　　　　第４１回全国手話通訳問題研究集会 in 山口実行委員会

TEL　083-985-0611　　FAX　083-985-0613
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日　　程　　2008 年 8 月 22 日（金）～24 日（日）
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【開会式】　　　　　日　時：2008 年 8 月 22 日（金）13 時 30 分～14 時 10 分

　　　　　　　　　　会　場：山口市民会館　大ホール

【記念講演】　　　　日　時：2008 年 8 月 22 日（金）14 時 20 分～15 時 50 分

　　　 『ズッコケ三人組　平和を語る』　那須　正幹　氏

　児童文学作家。作品は、ノンフィクションから SF、ミステリー、ユーモア、

時代物、冒険物、文芸物など多岐にわたります。中でも「ズッコケ三人組」

シリーズは、78 年から 04 年末の完結まで 50 巻に達し、05 年からは「ズッコ

ケ中年三人組」シリーズを年１回のペースで刊行されています。広島市出身、

現在は山口県防府市に在住。

【交流パーティー】　 日　時：2008 年 8 月 22 日（金）18 時 00 分～20 時 00 分

会　場：ホテルかめ福

　　　　　　　　　　参加費：8,000 円

【映画上映】　　　　日　時：2008 年 8 月 23 日（土）19 時 00 分～21 時 00 分

　長州ファイブ　　　　場　所：山口市民会館大ホール

　（字幕付き）　　　　入場料：1,000 円

　　　　　　　　　　　日本の未来を切り開いた、５人の長州藩士の活躍を描きます。

【子ども企画】　　　 日　時：2008 年 8 月 22 日（金）～24 日（日）

場　所：山口県萩青年の家その他

　　　　　　　　　 参加費：10,000 円　　　定員：40 名

萩青年の家を拠点に、グループでの自由散策体験、萩の伝統工芸である萩

焼づくりで創造の喜びを味わいます。３億年の歴史・地中に広がる神秘の

洞窟体験など、夏休みの思い出に残る子ども企画を用意しました。

【閉会集会】　　　　 日　時：2008 年 8 月 24 日（日）11 時 30 分～13 時 00 分

　　　　　　　　　　 会　場：山口市民会館　大ホール

　　　　　　　　　　「手話通訳者の健康を守るために－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録手話通訳者調査と健診結果をふまえて」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垰田和史氏（滋賀医科大学社会医学講座予防医学部門准教授）
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【研修講座】

第１講座「維新の里を訪ね歩く」　１泊２日　８月23日８時30分山口市出発　８月24日11時30分山口市到着

１

近代に繋ぐ鉄の歴史をたどります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別途料金 19,800 円

　Ａコ－ス：講義「近代日本の聴覚障害者史」松田輝夫氏―萩八景遊覧船―萩城址・指月公園散策

―萩焼窯元―萩城下町散策―萩反射炉―郡司鋳造所遺構・松陰神社（松下村塾）

２

古地図で巡る町並と自然です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別途料金 18,800 円

　Ｂコ－ス：講義（Ａコースと同じ）―松陰神社（松下村塾）―萩の古地図を片手にスタンプラリ

ー（萩城下町、萩城址・指月公園、長州ファイブロケ地ほか）―笠山・椿原生林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※ Ａ・Ｂコースとも募集人員は各80名、宿泊先は萩本陣

第２講座「法律と人権」

１

「障害者差別をなくす条例づくり」　野沢和弘氏（毎日新聞社会部副部長）

　＜障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例＞制定までの経過を運動の関係

者から聞きます。

２

・

３

シンポジウム　「障害者権利条約に期待すること」

・原口一博氏（予定）（障害者権利条約推進議員連盟副会長　衆議院議員）

・田門　浩氏（弁護士）

・玉村公二彦氏（奈良教育大学教授）

・安藤豊喜氏（全日本ろうあ連盟理事長）

・近藤幸一氏（全国手話通訳問題研究会事務局長）【コーディネーター】

　障害者権利条約を日本で具体的に履行させていく方策について、障害者の権利を中心に、国内法

の整備の手順と克服すべき課題を、それぞれの立場から討議していただきます。

４

「暮らしを支える法律、暮らしを活かす法律」　松本晶行氏（弁護士）

　法律の仕組み、日常生活と法律等の関わり等を、身近な法律を題材に分かりやすく話していただ

きます。

第３講座「教育と労働」

１

「情報と環境」　福田　勉氏（山口県立盲学校教諭）

　視覚障害は情報収集障害とも言われる実態を伝え、学習と労働の観点から、視機能の種類、情報

支援、コミュニティ等について語ります。

２

「聴覚障害児教育の最前線」　遠藤良博氏（全国聴覚障害教職員協議会会長）

　特別支援教育の流れの中で、聴覚障害児教育に携わる聴覚障害者教師の体験談と、現在の教育状

況を伺います。

３

「働きやすい職場と情報保障」　有田信二郎氏（有限会社　リベルタス興産取締役社長）

　聴覚障害者の職場でのトラブルの大半は、意思疎通の行き違いと情報保障の不備に起因します。

　情報保障に配慮した企業の取り組みを関係者から伺います。

４

「聴覚障害者の就労支援へ向けて」　梅田晶子氏（社会福祉法人　山口県聴覚障害者福祉協会理

事）、梅尾一恵氏（同協会評議員）

　厚生労働省の国庫補助金事業として取り組んだ、山口の「聴覚障害者における就労支援のための

調査・研究事業」の概要と就労の課題にふれます。



４

第４講座「地域社会と福祉を考える」

１

「社会福祉を学ぶ」　草平武志氏（山口県立大学社会福祉学部教授）

　社会福祉の理念を学ぶとともに、日本における社会福祉制度の変遷と、福祉社会の制度設計を考

えます。

２

「地域社会との共生を考える」　東　美奈子氏（相談支援事業所ふあっと　精神科認定看護師）

　真のノーマライゼーションの実現をめざして、障害者と地域社会との共生の取り組みを探りま

す。

３

「地域で取り組むコミュニケーション支援」　赤井正志氏（聴覚障害者自立支援法対策山口県地域

本部長）、伊藤利明氏（同本部事務局長）

　手話通訳有料化阻止で動いた、障害者自立支援法地域対策本部の活動と、コミュニケーション支

援事業等の実施を求めて自治体と折衝した結果・課題を山口県の関係者が総括します。

４

「北九州市の生活保護行政を考える」　吉永　純氏（花園大学准教授）

　北九州市で起こった生活保護世帯の問題について、ケースワーカーの体験をふまえて話していた

だきます。

第５講座「通訳の世界」

１

「司法通訳で考える通訳の基本」　長尾ひろみ氏（日本司法通訳人協会会長）

　司法通訳の先駆者に、司法現場で体得された通訳の基本と心構え、文化圏の違い等を話していた

だきます。

２
「盲ろう者の通訳介助にかかわって」　石田良子氏（盲ろう者向け通訳介助員）

　盲ろう者に日夜かかわる介助者から、盲ろう者の暮らしと、通訳介助の現状と課題を伺います。

３
・
４

「手話通訳者の果たす役割～通訳事例から学ぶ～」　手話通訳活動あり方検討委員会

　豊富な通訳事例を参考に、手話通訳者の果たす役割について、参加者と一緒に考えます。

第６講座「入門講座」

１
「全通研を知ろう」　石川芳郎氏（全国手話通訳問題研究会副運営委員長）

　全通研の歴史を振り返り、運動の果たす役割を学びながら、全通研活動の将来を考えます。

２

「新しい手話が誕生するまで」　青柳美子氏（日本手話研究所研究員）

　新語、造語にあふれる現代の言葉。新しい手話の創作の苦労や、手話表現の基本ルールを披露し

ていただきます。

３

「ろうあ運動の歩み」　久松三二氏（全日本ろうあ連盟本部事務所長）

　戦後の聴覚障害者福祉の向上に大きく寄与した全日本ろうあ連盟の活動を理解し、今後の課題を

学習します。

４

「手話この魅力あることば」　全通研研究誌部

　全通研の研究誌「手話通訳問題研究」に連載中の「手話この魅力あることば」を通して、地域色

豊かな手話の世界を探訪します。
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集会参加　宿泊　交流パーティー　映画

昼食弁当　子ども企画等　申込ご案内

　１．お申込方法

　予約制です。参加申込書に所定事項を記入し、諸経費を添えて各都道府県の（財）全日本ろうあ連

盟傘下の聴覚障害者団体または全国手話通訳問題研究会支部へ６月 30 日（月）までにお申込下さい。

個人による開催地への直接申し込みは、固くお断りいたします。

　１）「参加申込書（個人用Ａ）」・「参加申込書（個人用Ｂ）」に必要事項をご記入の上、各都道府県の

聴覚障害者団体または全通研支部へお申込下さい。

　２）団体のお申込が多数あった場合は、原則として先着順とさせていただきます。

　２．集会参加費について

　１）（財）全日本ろうあ連盟または全国手話通訳問題研究会の会員の方とこれらの団体に入っていな

い方とでは参加費が異なります。ただし、ご夫婦で参加される場合はどちらかが会員であれば、

ご夫婦とも会員の集会参加費で参加いただけます。

　２）集会への参加を機会に新しく会員になられる方は地元での加入手続きを済ませてから、集会の

参加申込をして下さい。

　３）申込をキャンセルされた場合、集会参加費はお返しできません。第１講座・交流パーティー・

映画・昼食弁当・子ども企画の費用につきましては、８月８日（金）までにキャンセルされた

場合は、全額ご返金いたします。８月９日（土）以降にご連絡いただいた場合は、ご返金いた

しかねますので、ご了承下さい。

　３．都道府県聴覚障害者団体・全通研支部責任者の方へ

　１）「参加申込書（個人用Ａ）」・「参加申込書（個人用Ｂ）」・「参加申込書（団体集計用）」を７月 11

日（金）までにＪＴＢ中国四国山口支店「全国手話通訳問題研究集会」係まで送付をお願いし

ます。「参加費等の費用」は、申込書受領後、ＪＴＢより請求書が送付されますので、銀行振込

にてご送金下さい。なお「参加申込書（団体集計用）」は貴団体でコピーし、お控えとしてお持

ち下さい。

　２）「参加申込書（個人用Ｂ）」に同室希望がありましたら、その氏名を「参加申込書（団体集計

用）」にも列記して下さい。

　４．子ども企画について

　保護者が集会に参加している小中学生が対象です。８月 22 日の受付開始から８月 24 日の集会終了

まで、保護者とはまったく別の行動となります。人数分の子ども企画申込金を添えてお申込下さい。

対象のお子様の集会参加費は不要です。

　１）集合時間８月 22 日（金）12：30　山口市民会館　１階ロビー

　２）定員（40 名）に達した場合は、お断りいたしますので、予めご了承下さい。

　３）特別な配慮が必要なお子様については、事前に実行委員会にご連絡をお願いいたします。

　　　実行委員会にて検討後、ご連絡します。
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　５．保育について

　対象年齢は３歳から就学前〔集会当日現在〕までとします。８月 22 日は正午から午後４時 30 分ま

で、23 日は午前９時から午後５時、24 日は午前９時から集会終了まで開設いたします。23 日は昼食時

間中もお預かりいたします（お弁当をご用意いたします）。詳細は申込者に送付します。

　６．出版物について

　自主出版物の販売希望は、各都道府県聴覚障害者団体または全通研支部でとりまとめ、申込書（書

式随意「①書籍名　②発行者名　③所属団体名　④責任者の住所・氏名・連絡先」を必ず記入）を７

月 11 日（金）までに実行委員会宛にお送り下さい。販売場所の提供は無料ですがスペースに限りがあ

ります。販売場所は山口市民会館内となります。

　搬入方法・時間等については後日連絡しますが、販売物の実行委員会でのお預かりはいたしません。

　なお、販売委任や販売要員の用意は実行委員会では行いません。販売・管理は各申込者で責任を持

っていただきます。個人などによる無許可販売は固くお断りいたします。

　７．駐車場について

　会場や宿舎の駐車場には数に限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用いただきます

よう、ご協力お願いいたします。

　８．お申し込み・お問い合わせ

　　　〈都道府県聴覚障害者団体・全通研支部からのお申し込み先〉

JTB 中国四国山口支店

「第 41 回全国手話通訳問題研究集会 in 山口」係
担当：佐々木・高山・前田

TEL：083-922-3343　FAX：083-922-3324
〒753-0086　山口市中市町 1-18

（営業時間）月～金曜　9：30～17：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土日祝祭日は休業

　　　〈大会内容に関するお問い合わせ先〉

第 41 回全国手話通訳問題研究集会 in 山口　実行委員会事務局

TEL：083-985-0611　FAX：083-985-0613
〒747-1221　山口市鋳銭司南原 2364-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口県聴覚障害者情報センター内
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第41回全国手話通訳問題研究集会in山口
開催期間／平成20年８月22日（金）～８月24日（日）会場／山口市民会館他

～宿泊・交通お申込手続きのご案内～

１．ご宿泊のご案内

・宿泊設定日：平成 20 年８月 21 日（木）～23 日（土）
・宿泊条件　：１泊朝食付または１泊２食付（諸税・サービス料・弊社事務手数料込）

＜ホテル一覧表＞

地区 ホテル名 室タイプ 記号 宿泊料金

シングル Ａ－１ 　８，８００円
ホテルキラク

ツイン Ａ－２ 　８，５００円

シングル Ｂ－１ 　８，７００円
ホテルニュータナカ

ツイン Ｂ－２ 　８，５００円

＊ホテルかめ福

（和室タイプ・１泊２食付）

和室

３～５名１室
Ｃ－１ １３，５００円

プラザホテル寿 シングル Ｄ－１ 　７，８００円

シングル Ｅ－１ 　７，２００円
ビジネスホテル富士の家

ツイン Ｅ－２ 　７，２００円

シングル Ｆ－１ 　６，５００円
ビジネスホテルうえの

ツイン Ｆ－２ 　５，５００円

シングル Ｇ－１ 　６，５００円

湯
田
温
泉
地
区

ビジネスホテルニューかめ福
ツイン Ｇ－２ 　６，０００円

シングル Ｈ－１ 　８，０００円
山口駅 サンルート国際ホテル山口

ツイン Ｈ－２ 　７，０００円

新山口駅 山口グランドホテル シングル Ｉ－１ 　８，５００円

○　宿泊料金は１泊朝食付、税金・サービス料・取扱料金込の料金です。（＊印のホテルは夕食・朝食付）

○　旅館タイプ（和室）のシングル利用はございません。

○　旅館タイプの料金は３～５名１室利用時の１泊２食付の料金です。２名１室でご利用の場合は、お一人様 3,000 円の追加となります。

○　ツインの料金は、ツインルームをお２人で利用時のお１人様の料金です。

　　（ツインルームご利用の方は、同室者名欄も必ずご記入ください）

○　個人勘定およびこれに伴うサービス料・消費税は各自ご精算ください。

○　所定の申込書に、必要事項を全て記入し、必ず希望ホテル第２希望までご記入ください。

○　申込書には、希望のホテルの申込記号をご記入下さい。

○　ご希望のホテルが満室の場合にはやむを得ず他のホテルにてご回答させて頂く事がございます。

○　基本的に、申込書先着順に配宿させて頂きます。特にシングルタイプの客室が非常に少ないため、ご希望に添えない場合もございます。

予めご了承下さい。

○　最少催行人員：シングルルーム１名様、ツインルーム２名様、和室２名様

○　添乗員は同行いたしません。各宿泊施設でのチェックインはお客様ご自身でお願い致します。

２．交通のご案内

○山口宇部空港からお越しの場合

１）湯田温泉までお越しの場合

◎空港特急バスをご利用：山口宇部空港から、宇部市交通局・新山口駅行きバス乗車、新山口駅在来線口下

車（所要約 34 分・870 円）、ＪＲ山口線に乗換、湯田温泉駅下車（所要約 19 分・230 円）湯田温泉駅から

各ホテルまで徒歩約５～15 分。

◎タクシーをご利用：山口宇部空港から湯田温泉まで、所要約 60 分、約 11,000 円
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２）新山口駅近辺までお越しの場合

◎空港特急バスをご利用：山口宇部空港から、宇部市交通局・新山口駅行きバス乗車、新山口駅在来線口下
車（所要約34分・870円）、山口グランドホテルまで徒歩約２分。

３）山口市民会館までお越しの場合

◎空港特急バスをご利用：山口宇部空港から、宇部市交通局・新山口駅行きバス乗車、新山口駅在来線口下
車（所要約34分・870円）、ＪＲ山口線に乗換、山口駅下車（所要約21分・230円）山口駅から山口市民会
館まで徒歩約15分。

◎タクシーをご利用：山口宇部空港から山口市民会館まで、所要約60分、約11,000円

○新山口駅からお越しの場合

１）湯田温泉までお越しの場合

◎ＪＲをご利用 ：ＪＲ山口線・新山口駅にて乗車、湯田温泉駅下車（所要約19分・230円）。湯田温泉駅か
ら各ホテルまで徒歩約５～15分。

◎タクシーをご利用：新山口駅から湯田温泉まで、所要約30分、約3,800円

２）新山口駅近辺までお越しの場合

◎山口グランドホテルご宿泊：新山口駅新幹線口より徒歩約１分

３）山口市民会館までお越しの場合

◎ＪＲをご利用：ＪＲ山口線・新山口駅にて乗車、山口駅下車（所要約21分・230円）。山口駅から山口市民
会館まで徒歩約15分。

◎タクシーをご利用：新山口駅から山口市民会館まで、所要約35分、約4,000円

○山口市民会館から湯田温泉まで

◎タクシーをご利用：所要約５分、約800円

◎ＪＲをご利用：山口駅まで徒歩約15分、山口駅から湯田温泉駅下車（所要約19分・230円）、各ホテルまで
徒歩約５～15分

※上記の所要時間、運賃等は2008年３月現在のものです。お越しの際は、必ず、ＪＲ、路線バスのタイムスケ
ジュール・運賃をご本人様でお確かめの上、お越しください。

３．シャトルバスのご案内

出発日 行き先 出発地 時間帯 料　金 申込記号

 9:40発　⇒　10:50着　　＜JAL1643接続＞ ①
山口宇部空港

12:20発　⇒　13:30着　　＜ANA693接続＞
1,900円

②

10:20発　　⇒　　10:50着 ③

11:00発　　⇒　　11:30着 ④

11:30発　　⇒　　12:00着 ⑤

12:00発　　⇒　　12:30着 ⑥

８／22

（金）
山口市民会館

新山口駅新幹線口

12:30発　　⇒　　13:00着

  900円

⑦

新山口駅新幹線口 13:00～13:30 発　⇒　13:30～14:00 着   900円 ⑧
８／24

（日）

山口宇部空港

山口市民会館

13:00～13:30 発　⇒　14:00～14:30 着

＜JAL1644 接続＞
1,900円 ⑨

※各便とも30名様以上のお申込がない場合は運行を中止させていただきますので、予めご了承ください。

※上記時間帯は、2008年３月現在のものです。フライトスケジュールの変更等により、変更する場合がござい

ます。最終の時間のご案内は出発前に送付いたしますシャトルバスクーポンにてご確認ください。
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４．申込手続のご案内

お申込締切日　平成 20 年６月 30 日（金）までに聴覚障害者団体・支部必着

１）お申込みは、参加申込書に必要事項をご記入の上、諸費用を添えて、各都道府県聴覚障害者団体、全通研支部へ６月30
日（金）までにお申し込みください。

２）クーポン等の送付
８月上旬頃に、大会参加証・宿泊確認書・シャトルバスクーポンを送付致します。

５．変更・取消について

変更・取消は、FAX にてお早めにご連絡ください。（電話での変更・取消は間違え防止の為受付できませんのでご了承く

ださい）お申し込み後の取消は、下記の通り取消料を申し受けます。

宿泊・シャトルバスの取消料（１人１泊／１路線あたり）

――――――――――＜第１講座 A・B コース共通＞――――――――――
※ 第１講座 A・B コース募集人員各８０名、最少催行人員２５名様です。

※ 添乗員は同行いたしません。行程表の時間は運輸機関等の都合にて多少変更になることもございます。

※ 部屋割りはいずれも男女別・和室又は和洋室の定員相部屋利用となります。２名にて１室ご利用希望の際はお一人様 3,000円

の追加代金、１名にて１室ご利用の場合は 5,000 円の追加となります。ご希望の方は申込書備考欄にご記入ください。（宿泊予

定ホテルは萩本陣です。）

● 第１講座 A・B コース共通の取消料は以下の通りです。　取消日は、出発日の前日ヵら起算してさかのぼった日です。

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

取消料 無　料 旅行代金の２０％ 旅行代金の３０％ 旅行代金の４０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％

※ 申込後、第１講座の取消・変更は、必ずＪＴＢまで書面にてご連絡下さい。また、取消については、記載の弊社営業日および営

業時間内にご連絡下さい。

６．団体・支部からのお申込み・お問い合わせ先

旅行企画・実施　ＪＴＢ中国四国（大会指定旅行業者）
国土交通大臣登録旅行業第1769号 日本旅行業協会正会員　広島市中区本通7-19

【お問合せ・お申込先】
JTB 中国四国山口支店

山口コンベンション事務局
〒753-0086　山口市中市町１－18

TEL：083-922-3343　　FAX：083-922-3324

担当：佐々木・高山・前田

「第41回全国手話通訳問題研究集会in山口」係

営業時間：月曜～金曜（９：３０～１７：３０）

土曜・日曜、祝祭日は休業

総合旅行業務取扱管理者　眞田　直也

※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に関する責任者です｡

この旅行契約に関し､担当者からの説明にご不明な点があれば､ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者に

お尋ね下さい｡

15 日以前 14～８日前 ７～２日前 前日 当日

無　料 １人１泊 1,000 円 20％ 50％ 100％

旅行企画･実施：ＪＴＢ中国四国
国土交通大臣登録旅行業第 1769 号

日本旅行業協会正会員

広島県広島市中区本通 7-19
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旅行条件書 (要約)

詳しい旅行条件を記載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下さい。

当ご案内（パンフレット）の旅行は次の条件に基づきます。

○募集型企画旅行契約

この旅行は、㈱ＪＴＢ中国四国(広島県広島市中区本通 7-19 国土交通大臣登録旅行業第 1769 号　以下｢当社｣といいます。)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契約を締結することになります。

ご旅行条件は、各プランごと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旅行契約成立時期

所定の申込書にご記入いただき、郵送又はＦＡＸにてお申込み下さい。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立する

ものといたします。

○旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。

○旅行内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によ

らない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お

客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスを変更す

ることがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

○旅行代金の変更

前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座

席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

○当社による旅行契約の解除及び催行中止

(１)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違

約料をお支払い頂きます。

(2)次の各一に該当する場合は当社は旅行契約を解除することがあります

①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき

②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき

③お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき

④お客様の人数が契約書面に委細した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあた

る日より前(日帰り旅行の場合は３日目にあたる日より前)に旅行中止の通知をいたします。

⑤天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面

に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。

○旅行代金に含まれるもの

各旅行日程(プラン)に明示した運輸機関の運賃料金(注釈の無いものは、エコノミークラス)、宿泊費(宿泊プラン)、食事代及び消費税等諸税。

○前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

クリーニング代、電話電報料、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金、ご自宅から発着地までの交通費。

○当社の責任及び免責

当社は旅行契約履行にあたって当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。

手荷物について生じた本項(１)の損害については同項の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して１４日以内に当社に対して通知があったときに

限り、１人１５万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償します。

○特別補償

当社は当社または当社が手配代行させた者の故意又は過失の有無に関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、生命または手荷物に被った一定の損害ついて、以下の金額の範囲において、補償

金また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１５万円まで(お一

人様につき。ただし補償対象品１個あたり１０万円を限度とします)

○個人情報の取扱について

当社及び販売店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ために利用させて頂くほか、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受領のための手続きに必要な範囲で利用させて頂

きます。

○この旅行条件は 2008 年 3 月 1 日を基準としております。又旅行代金は 2008 年 3 月 1 日現在の有効な運賃･規則を基準として算出しています。
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