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『保育東京宣言 2016』
〜見つめよう子どもの心

　咲かせよう子どもの未
あ し た

来〜

東 京 大 会 趣 旨

　2020年のオリンピック・パラリンピックは、「東京」で開催されます。1964年の
東京オリンピックでは、「世界に追いつけ、追い越せ」を合い言葉に、大会に合わ
せ首都高速道路や東海道新幹線が開通するなど、都市機能が飛躍的に発展するとと
もに、日本の高度経済成長の足がかりをつかみ、世界に向けて戦後の復興をアピー
ルする最高の機会となりました。2020年東京オリンピック構想の招致コンセプトは

「Discover Tomorrow 〜未
あ し た

来をつかもう〜」。世界のスポーツ界が急速な変化や
様々なチャレンジに直面する中で、オリンピック・パラリンピックの価値を次世代
に受け継いでいくことを訴え、招致を実現したのです。

　我々、保育界においても、世界のスポーツ界と同様に急速な変化や様々なチャレ
ンジに直面しております。子ども・子育て支援新制度がスタートして丸一年経過し
た年に、この大会を東京で開催できることの意義を考えると、「次世代に大きなレ
ガシー（遺産）を残す」というキーワードが、第59回大会の大きな役割と重なって
見えてきます。

　我々が迫られている急激な変化とは、少子高齢化社会とそれに対応するための制
度、子育て環境、保護者の価値観、保育に求められるニーズなど多岐にわたります。
そしてこれらの変化に対する様々なチャレンジが求められているのです。

　この大会は、様々な課題や問題点を具体的に話し合える絶好の機会です。新制度
の下での保育における養護と教育とは？保育の質の向上とは？そして求められる私
たちの役割と責任とは？「見つめよう子どもの心　咲かせよう子どもの未

あ し た
来」を合

言葉に首都東京に集い、意見を交わし学び合い「保育東京宣言2016」を掲げましょ
う。そしてその宣言が、保育界の次世代への大きなレガシーになることを願って大
会を開催いたします。
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大
会
日
程

  8:00
  8:30 開場

  9:00
  9:30 分科会報告

  9:30 受付
10:00

10:00 分科会（午前） 10:00 記念講演

11:00
11:30 受付 11:20 講演終了

11:30 閉会式
次期開催地PR・大会旗引継ぎ12:00 12:00

12:15
着席
オープニングアトラクション 12:00 昼食休憩 12:00 閉会式終了

12:45 休憩・開会式準備
13:00

13:00 開会式・表彰式 13:00 分科会（午後）

14:00
14:00 行政説明

15:00
15:00 基調報告

15:40 休憩
16:00

16:00 特別講演 16:00 分科会終了

17:00 17:20 一般参加者終了
（表彰者記念撮影）

17:40 分科会事前打合会
18:00

18:00 顧問参与会議 18:00 懇親会開場

18:30 懇親会開宴
19:00

アトラクション

次期開催地PR
21:00

21:00 懇親会終了

東 京 大 会 日 程

7/4 ●月
グランドプリンスホテル新高輪

飛　天

7/5 ●火
TKP品川

カンファレンスセンター、他

7/6 ●水
グランドプリンスホテル新高輪

飛　天
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分 科 会 一 覧

第Ⅰ群
分科会 テ ー マ 定    員 掲載ページ
第１ 子どもが真ん中にいる保育とは？　～保育の「質」とは～ 110

7第２ 乳幼児期における教育　～０．１．２歳児の保育～ 110
第３ 保育における幼児教育　～３．４．５歳児の保育～ 110
第４ 保育環境　～「自然」との触れ合い～ 100

8第５ 心の育ちと異年齢児保育 90
第６ 園における食事と栄養 80
第７ 気になる子…子ども理解と援助 110

9第８ 子どもの命と健康を守るために 80

第Ⅱ群
分科会 テ ー マ 定    員 掲載ページ
第９ 保育の研究発表のあり方について考える 60 10第10 人口減少地域と新たな制度・保育に取り組む 60
第11 すべての子どもに求められる制度の充実に向けて 100

11第12 一人ひとりを大切にする具体的な保育
　～ハンガリーの保育実践から学ぶ Part５～ 80

第13 ちゃんと泣ける子に育てよう 80

12第14 私立保育施設における個人情報保護及び事故対応について 100

第15 国や自治体による『キャリアパス要件』の本質を考える
　～園のためのキャリアアップのしくみづくり～ 90

第Ⅲ群
分科会 テ ー マ 定    員 掲載ページ
第16 地域貢献・地域の子育て支援 110

13第17 運動遊び 110
第18 第三者評価を学ぶ 110

第Ⅳ群　
分科会 テ ー マ 定    員 掲載ページ

第19 東京下町の文化を学ぶ 45
14

第20 子どものあそび今と昔 45

第21 東京ウォーターフロントお台場探訪 45
15

第22 東京の食文化を学ぶ 45

第23 博物館・美術館をめぐる 45
16

第24 日比谷公園散策と帝国ホテルバイキング、そして宝塚花組「ミー＆マイガール」鑑賞 40

第25 ベイエリアひと筆書きめぐり 45 17

フィールドワーク
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オープニングアトラクション
グランドプリンスホテル新高輪
７.４.月

大江戸玉すだれ
Profile
大江戸玉すだれ。耳慣れない方も多いことでしょう。
いわゆる南京玉すだれと、使う道具は一緒です。ただ、「南
京」という言葉はあえて使っていません。なぜならこの
芸能は南京、つまり中国で生まれたのではなく、日本発
祥の日本ならではのものだからです。
江戸期には「玉すだれ売り」が市中を廻って歩いていた
といいます。
その玉すだれ売りのスタイルにならい、江戸前の装束と
口上をもって生み出されたのが大江戸玉すだれです。
昨年末は国立能楽堂で狂言とのコラボレーションを行う
など新たな試みに挑戦。国内のみならず、米国ニューヨー
ク「カーネギーホール」での単独公演をはじめ、世界各
地で上演の機会を得ています。
文化庁支援事業「伝統文化こども教室」の講師として小
中学校での課外授業にも力を注いでいます。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
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特別講演
グランドプリンスホテル新高輪
７.４.月

講演テーマ
「子どもの脳をいかに育むか」

澤口　俊之　先生

Profile
人間性脳科学研究所所長
武蔵野学院大学・大学院教授

1959年東京都生まれ。専門は神経科学、認知神経科
学、霊長類学。理学博士（京都大学）。
近年は乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の脳育成
を目指す新学問分野「脳育成学」を創設・発展させ
ている。
著書に「幼児教育と脳」「学力と社会力を伸ばす脳
教育」「やる気脳を育てる」「家庭ですべきこと、し
てはいけないこと、発達障害の改善と予防」など多
数。フジテレビ「ホンマでっか！？TV」、NHK「突撃！
アッとホーム」等、TV番組にも出演。
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記念講演
グランドプリンスホテル新高輪
７.６.水

講演テーマ
「こども達の未来へ向けたキャリア準備 〜人材育成論からのアプローチ〜」

Profile

菊池　桃子　氏

　次代の担い手である子どもたちに必要なことをキャリア形成の視点で考えていくと「個性を磨くこと」
が大切だと言われています。それは何故なのか、不安視されている人口問題、働きかたの多様な変化など
を参考に皆様と一緒に考えます。私のオリジナル調査にもご期待ください。

女優・戸板女子短期大学客員教授

1968年東京都生まれ。
1984年芸能界デビュー。
女優・歌手活動のほか、ナレーション・CM・講演・
婦人雑貨のブランドプロデュースを務めるなど多彩
な才能を発揮。
幅広い芸能活動と一男一女の母として子育てを両立
する傍ら、2012年３月法政大学大学院政策創造専攻
修士課程修了。
その後、母校である戸板女子短期大学の客員教授と
してキャリア教育の講義を担当している。
研究分野は「雇用政策を踏まえた人々のキャリア形成」

記
念
講
演



分科会

分科会

分科会

　日本各地の保育現場ではそれぞれの地域で様々な実践をおこない、保育現場にお
ける大切な財産としています。これらの実践をそれぞれの分科会で語り合い、共有し、
考え合うことで一人ひとりの保育の中に新しい発見があるはずです。未

あした

来の保育を
考えるうえで大切な新たな財産ができるよう、柔軟な思考で保育を楽しみましょう。

提案組織： 岐阜県　かみいしづこどもの森 島根県　さくら保育園
 熊本県　久玉保育園
助 言 者：無藤　　隆 氏   白梅学園大学　教授

保育においては児童福祉法により「教育」を「養護」と一体的に行うこととなっています。一方、認定
こども園の幼稚園部分や幼稚園では教育基本法により「教育」を行うこととされています。私たちが目指
す幼児教育について再確認してみましょう。

保育における幼児教育 ～３．４．５歳児の保育～３

提案組織： 埼玉県　愛泉幼児園   北九州市　あおぞら保育所　
 長崎県　土黒保育園
助 言 者：田澤　里喜 氏   玉川大学　准教授

生まれてから３歳までの子どもの育ちは目覚ましいものがあります。それだけにどの時代においても適
切な支援を行っていかなくてはなりません。しかし、子ども達を取り巻く環境は、時代背景や制度の変革
によって変化をしております。そのような時期に今改めて乳児保育を見つめ直し、適切な支援に結びつく
ような取り組みを学びあいましょう。

乳幼児期における教育 ～０．１．２歳児の保育～２

１〜８

分科会
第Ⅰ群

１

提案組織： 京都府　ひいらぎ保育園  福岡市　みなと保育園
 福岡県　砂山保育園
助 言 者：汐見　稔幸 氏   白梅学園大学　学長

子どもが真ん中にいる保育とは？ ～保育の「質」とは～

たくさんの可能性のある子ども達を丁寧に育てていく上で、理想的な環境及び保育とはどのようなもの
でしょうか。幼児期に子ども自らが選択し決断することができる基盤をつくることを心がけ、主体性を身
に着けていくことが子どもの自己肯定感を高め、子どもの可能性を広げていくと考えます。子ども主体の
保育について深めていきましょう。
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分科会

分科会

提案組織： 岩手県　都南保育園   （公社）神戸市私立保育園連盟
 沖縄県　みやら保育園
助 言 者：堤　ちはる 氏   相模女子大学　教授

保育園に通う子ども達の心と体の成長にとって保育園給食の充実は欠かせないものです。一方、イン
ターネットやサプリメントの普及によって、家庭における食生活はどのように変わってきているのでしょ
うか？ 

子ども達を支える保育園給食の大切さと栄養摂取について考えましょう。

園における食事と栄養６

分科会

提案組織： 札幌市　宮の沢すずらん保育園 愛知県　猿渡保育園
 岡山県　妹尾保育園
助 言 者：藤森　平司 氏   新渡戸文化短期大学　客員教授／新宿せいが保育園　園長

５ 心の育ちと異年齢児保育

長時間保育が多くなり、子ども達に不安感や緊張感が増しています。
家庭で与える事が難しくなっている、ゆったりと安心して過ごす時間、年齢に関係なくみんな一緒、こ

の温かさを提供する役割を保育園は求められています。
人とのつながりが希薄になる中で、年齢の異なる子ども達が親しく遊んだり、助け合ったり出来る世の

中を作り、社会人となっていく子ども達の基礎を培っていける様、異年齢児保育の実践について学んでい
きましょう。

提案組織： 栃木県　小俣幼児生活団  滋賀県　どんぐり保育園
 大阪市　桜川保育園
助 言 者：寺田　清美 氏   東京成徳短期大学　教授

子ども達が自然の中で遊ぶことの大切さは、誰もが感じていることでしょう。子ども達が感じる自然は、
大人が思う以上に日常の中にあるのではないでしょうか。自然の中で主体性を持って遊び、生命に触れ、
五感を使う体験が子ども達の感性豊かな心を育てます。身近な園庭や地域の自然を活かした魅力ある保育
と環境について一緒に考えてみましょう。

保育環境 ～「自然」との触れ合い～４
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提案組織： 釧路市　釧路旭保育園   山形県　よつば保育園
 千葉県　光の子保育園
助 言 者：猪熊　弘子 氏   東京都市大学　客員准教授

子どもの健康・安全の確保が子どもの保育園での生活の基本であるとの考えの下に、我々は子どもの発
育・発達状態の把握、健康増進、感染症など疾病への対応、衛生管理、安全管理などの点について取り組
まなければなりません。また、不適切な養育に関する早期把握、子どもを守る地域ネットワークなど地域
の専門機関との連携も必要とされています。子どもたちの最善の利益を守るために現状を確認し、これか
らを考えましょう。

子どもの命と健康を守るために８

提案組織： 名古屋　名古屋民間保育園連盟 三重県　みどり保育園
 大分県　宮田保育園
助 言 者：中川　信子 氏   子どもの発達支援を考えるSTの会　代表

気になる子…子ども理解と援助７
子ども達一人ひとりに個性があり、保育園は、その個々の持っている力を生かし、発達を保障すること

が役割となっています。
しかしながら、保育園という集団の中において、その個性が「気になる子」として、大人の目に映って

しまう子が増えてきています。実際の保育現場での課題や実践を出しあいながら、一人ひとりの発達を保
障しながらのクラス運営のあり方を学びあいたいと思います。
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　全国私立保育園連盟にはいくつかの専門部と委員会があり、継続的に
活動しています。
　その中から、今、保育現場に必要な研修テーマを設定して分科会を開
催します。

９〜15

分科会
第Ⅱ群

現在乳幼児期の教育や保育に公的投資することが次の社会を築く力になると新たな社会保障制度を構築
し動き始めています。そのような中で我々に求められるのが、保育現場と研究者が協働し研究を重ね質の
向上や業務改善を進め財源根拠となる現場発信のエビデンスを示すことです。

この分科会では研究者との協働の在り方や実践発表と研究発表の違い、どうしたら現場実践の質的向上
を図りその結果として国の公的投資にどうつなげられるのかを参加者の皆さんと模索し合えるかを考えた
いと思います。

９ 保育の研究発表のあり方について考える
分科会

人口減少はすでに特定の地域の課題ではなく、日本全体の課題になっています。国の「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」においても「地方を創生し、人口減少を克服する」ための社会保障制度の柱の一つと
して、子ども・子育て支援新制度の円滑な施行が位置づけられました。
小規模保育事業や地域子ども・子育て支援事業等が施行される中、深刻な人口減少を迎えている地域の
保育・子育て支援はどのように展開すればよいのでしょうか。全私保連では過疎地サミットに始まり、こ
れらの課題に取り組んできました。引続き当分科会では“どの子どもも排除されない”社会の実現に向け
た人口減少地域の保育課題を中心に、参加された方々と共に検討しながら、問題意識や共通認識を探りた
いと考えています。

10 人口減少地域と新たな制度・保育に取り組む
分科会

講　師：櫻井　慶一 氏   文教大学　教授、他

担　当：予対正副委員長会議

講　師：秋田　喜代美 氏   東京大学大学院　教授

担　当：研修部

第59回  全国私立保育園研究大会  東京大会
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平成27年度から子ども・子育て支援新制度が本格施行され、更には待機児童解消加速化プランの実現
に向けた人材確保の推進が急務になっています。また、保育の質の向上のために、処遇改善等加算の増額
や各年齢のさらなる職員配置基準の充実も求められています。
一方、社会福祉法人改革の諸課題を受けて、必置の議決機関として位置づけられる評議員会、さらには
子どもの貧困や社会的養護の視点からも地域における公益的な取り組みをどのように進めていくのか等の
検討が重要になっています。
こうした状況も視野に、すべての地域の子どもの最善の利益を守るより良い保育・子育て支援の制度に
向けて、特に社会福祉法人のあり方をテーマに当分科会に参加された皆様と共に検討します。

11 すべての子どもに求められる制度の充実に向けて
分科会

講　師：行政関係者、有識者(予定)
担　当：保育制度検討会

分科会

講　師：サライ美奈 氏 氏  くるみの木教育研究所　主宰

担　当：保育国際交流運営委員会

一人ひとりを大切にする保育を実践することによって、子どもたちの中により多くの成長を見ることが
できます。このように接してもらったら、自尊感情や自己肯定感が育つと思われたり、また、子どもの権
利条約でいわれている意見を表明することであったり、問いかけたことにきちんと答えてもらったりし、
子どもの最善の利益が結果として守られるように思います。
では、一人ひとりを大切にする具体的な保育とはどういうことか、ハンガリーの保育から学び、日々の
保育現場に持ち帰っていただけたらと考えています。講師は５年に渡り、ハンガリー保育視察・体験研修
でコーディネートをお願いしているサライ美奈先生です。また、研修参加者の報告もしていただきます。

一人ひとりを大切にする具体的な保育 ～ハンガリーの保育実践から学ぶ Part５～12

The 59th Research Rally of Japanese Federation Licensed Childcare Center in Tokyo
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分科会

講　師：安岡　知子 氏   社会保険労務士法人 人財総研
担　当：青年会議

今回の研修会では、国や自治体による『キャリアパス要件』の本質への理解を深めていただける内容と
しました。『処遇改善等加算のあり方について』を確認し、保育業界全体を俯瞰してみながら、園がかか
える普遍的な課題等にも触れつつ、皆さんと一緒に『キャリアパス要件』の本質を考えていきます。

その後、さらに踏み込んで、園にも取り入れられるキャリアアップの取り組みとして、職員の資質向上
やモチベーションアップにつなげるしくみづくりをご提案します。

特記すべきは、既成概念に捉われず、新しい考え方を構築した点、その考え方に基づいて就業規則の整
備、賃金改善要件分の分配等をしくみの中に盛り込んでいる点になります。

キャリアパスという言葉からイメージする、いわゆる人事考課、評価制度とは異なるしくみであると捉
えていただければと思います。

国や自治体による『キャリアパス要件』の本質を考える ～園のためのキャリアアップのしくみづくり～15

分科会

講　師：道本　周作 氏   弁護士法人　六法法律事務所　弁護士
講　師：相田　彩子 氏   AIU損害保険株式会社　リスクコンサルティング部
担　当：事業部

私立保育施設における園児や保護者の個人情報をどのように保護するかについては、各保育施設におい
て管理体制を構築することが求められている。漏洩事故が生じた場合には、保育施設が積極的に園児や保
護者に対する二次被害を避けるための迅速な対応が求められる。保育士によるSNSの利用による漏洩や、
第三者による匿名掲示板への書き込みなど、具体的事例を元にしつつ、マイナンバー制度に関しても触れ
る予定である。

私立保育施設における個人情報保護及び事故対応について14

分科会

講　師：大河原　美以 氏   東京学芸大学　教授
担　当：保育カウンセラー企画委員会

今、保育現場では子ども、保護者、職員等の「喜怒哀楽」の表出の難しさを感じています。不快感情の
表出がトラブルを招くこともあります。「感情」はコントロールできるものなのでしょうか。感情をコン
トロールする力が幼少期の経験からもたらされるものだとしたら、保育現場で私たちの成すべき役割は何
でしょうか。みなさん、一緒に考えていきましょう。

ちゃんと泣ける子に育てよう13

第59回  全国私立保育園研究大会  東京大会
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東京都は在園する子どもたちの保育をより充実させると共に、地域の子育て世帯の多様な子育て支援
ニーズに応えるため、都独自の施策に積極的に取り組んでいます。この施策により、多くの園が「地域子
育て支援活動拠点」としての役割と機能を持ち、地域に貢献できる支援を様々な形で行っています。実際
に子育て世帯への応援をどのように行っているのか。実践を含めて考えていきたいと思います。

16 地域貢献・地域の子育て支援
分科会

講　師：大豆生田　啓友 氏   玉川大学　教授

分科会

新制度が始まり、第三者評価を受審しなければならなくなりました。全国的には受審施設はまだまだ少
ないようですが東京都では10年以上前から義務化され、ほとんどの施設で実施されています。第三者評
価は監査のようなものではなく、それぞれの施設の良いところも一緒に探してもらえたりもします。第三
者評価をそれぞれの施設にとってより良いものとし、保育士水準を向上させるためのものとできるよう、
第三者評価の先駆的都市東京の第三者評価を学び、研究してみましょう。

第三者評価を学ぶ

講　師：高橋　秀司 氏   特定非営利法人ほいくオーアールジー　第三者評価者・第三者評価者養成講師

18

分科会

東京都の公立幼稚園および小･中学校、高校や特別支援学校では「コオーディネーショントレーニング」
が体育指導に導入されてきています。運動生理学や脳科学の研究から考案され、脳と身体を刺激し楽しく
遊びながら運動能力を高めるとともに、学ぶ力も高めることを目的とした運動遊びの理論です。子ども達
一人ひとりのレベルでの「できた」喜びを楽しめる「コオーディネーショントレーニング」を体験してみ
ましょう。

体育館用の靴、動きやすい服装でご参加ください。（更衣室がございます）

運動遊び（コオーディネーショントレーニング遊び）

講　師：荒木　秀夫 氏   特定非営利活動法人　日本コーディネーショントレーニング協会副理事／徳島大学　教授

17

　大都市東京という環境の中での悩みや試みがいくつかあります。地域
性を踏まえたうえでの地域支援、運動あそび、評価の新しい活動を学び
未
あした

来に活かしていきましょう。
16〜18

分科会
第Ⅲ群

The 59th Research Rally of Japanese Federation Licensed Childcare Center in Tokyo
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分科会

分科会

スカイツリー、浅草寺、水上バス、ららぽーと

キッザニア、レゴランド、江戸東京博物館、両国国技館

凡　例  ：  バ  ス　　　　　　　徒  歩　　　　　　　船

江戸東京博物館  ⓒ（公財）東京観光財団

スカイツリー  ⓒ（公財）東京観光財団

キッザニアでは、子ども達が楽しみながら社会のしくみを学べる
「子どもが主役の街」を視察していただきます。その後、日本の最
先端技術を展示しているパナソニックコーポレートショールームを
ご案内。またレゴブロックで世界的に有名なレゴランドも視察しま
す。江戸東京博物館は、江戸時代の貴重な歴史遺産を守り、明日の
東京を考える施設です。江戸時代から昭和への生活風景を体感して
いただけます。また、２代目となる現在の両国国技館の周辺を散策
していただき、夕食は両国にふさわしい「ちゃんこ鍋」を味わいます。

スカイツリーと下町浅草を巡るコースです。独立電波塔として世
界一の高さを誇るスカイツリー、地上350ｍ展望台からの眺めは圧
巻です。昼食は、昭和４年隅田川のたもとにて良きものを守りつつ、
常に「変化」し「進化」し続けている浅草むぎとろにてとろろ料理
を味わいます。都内最古の寺である浅草寺、そして日本最古の商店
街「仲見世」での時間をお楽しみください。浅草からは水上バスで
移動します。水上から眺める東京の景色としばしのクルーズ気分を
お楽しみください。夕食は月島名物「もんじゃ焼き」を味わいます。

　江戸以来、日本の政治・経済・文化の中心であった東京。現在も古き
ものと新しきものが共生しています。東京の名所、芸術、食を訪ね、学
びを広げてみましょう。東京ならではの発見があることでしょう。

8：40
品川
出発

19：00
品川
到着

アイハウス

昼食
両国
割烹吉葉

夕食
キッザニア パナソニックコーポレート

ショールーム レゴランド 江戸東京博物館
両国国技館

9:00
品川
出発

18:45
品川
到着

浅草むぎとろ
（とろろ料理）

昼食
月島

もんじゃ一樹

夕食
スカイツリー
ソラマチ

仲見世通り
浅草寺

ららぽーと
豊洲浅草発着場 東京港水上バス

20 子どものあそび今と昔

19 東京下町の文化を学ぶ

19〜25

分科会
第Ⅳ群

料  金　１名につき 15,000円

料  金　１名につき 15,000円

フィールドワーク

第59回  全国私立保育園研究大会  東京大会

The 59th Research Rally of Japanese Federation Licensed Childcare Center in Tokyo14

分
科
会（
第
Ⅳ
群
）



分科会

フジテレビ、船の科学館、デックス東京ビーチ、大江戸温泉物語

凡　例  ：  バ  ス　　　　　　　徒  歩　　　　　　　船

フジテレビ  ⓒ（公財）東京観光財団

雷  門  ⓒ（公財）東京観光財団

築地場外市場、帝釈天、浅草寺

分科会

築地市場と浅草を巡るコースです。東京の台所と言われる「築地
市場」。2016年11月をもって解体されてしまう築地を目に焼き付
けながら、新鮮で美味しいネタ、温かく活気に満ちた雰囲気が人気
を呼ぶ「つきじ喜代村すしざんまい」にてお寿司を味わいます。そ
の後、人気映画シリーズ『男はつらいよ』の主人公・車寅次郎（寅
さん）ゆかりの寺として知られる帝釈天にて参道散策をしていただ
きます。都内最古の寺である浅草寺、日本最古の商店街「仲見世」
での時間をお楽しみください。夕食は、もんじゃ焼き「雷門おすぎ」
にて昔ながらの味をお楽しみください。

お台場を探訪するコースです。フジテレビの無料見学ゾーン「ワ
ンダーストリート」では番組グッズや衣装、そして疑似セットなど
が多数展示されており記念撮影も可能です。また、希望者は自己負
担（550円）にて球体展望室「はちたま」へご案内します。臨海副
都心を270度見渡せる景色は圧巻です！昼食はアメリカ発のレスト
ラン「シズラー」にて、フレッシュでヘルシーなサラダバーやグリ
ル料理、フレンドリーで気さくなサービスをお楽しみいただきます。
船の科学館では、耐氷型貨物船として建造され太平洋戦争を経験し
ている「宗谷」を見学します。その後デックス東京ビーチにてお買
い物をお楽しみください。１日の最後は、大江戸温泉物語にて地下
1,400mから汲み上げた天然温泉に浸かり、１日の疲れを流してい
ただきました後に大広間での夕食をお楽しみください。

9：30
品川
出発

19：00
品川
到着

つきじ喜代村
すしざんまい

昼食
雷門おすぎ
（もんじゃ）

夕食
築地場外市場 帝釈天 仲見世通り

浅草寺

9：30
品川
出発

19：50
品川
到着

アクアシティ
お台場
シズラー

昼食
大江戸温泉物語
（夕食）

夕食
フジテレビ 船の科学館 デックス東京ビーチ

22 東京の食文化を学ぶ

21 東京ウォーターフロントお台場探訪

料  金　１名につき 11,000円

料  金　１名につき 15,000円

The 59th Research Rally of Japanese Federation Licensed Childcare Center in Tokyo

『保育東京宣言2016』
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分科会

東京国立博物館、東京おもちゃ美術館、新宿歴史博物館

凡　例  ：  バ  ス　　　　　　　徒  歩　　　　　　　船

分科会

日比谷公園、東京宝塚劇場

インペリアルバイキング サール

不忍池  ⓒ（公財）東京観光財団

日比谷公園、帝国ホテルバイキングと宝塚鑑賞のコースです。日
比谷公園は官庁街にありながら広大な敷地を持ち、周辺サラリーマ
ンのオアシスとなっております。その後、「バイキング」発祥の帝
国ホテルのレストランにてランチブッフェ。旬の食材を使ったメ
ニューの数々、メニューを選びながらご友人と弾む会話、そしてシェ
フとの会話もブッフェを楽しむコツのひとつです。伝統と歴史を兼
ねそろえたブッフェをご堪能いただきます。宝塚では、「ミー＆マ
イガール」を鑑賞します。女性も男性も全て女性が演じる宝塚歌劇
団。華やかな演出は見ている誰もが、心を奪われます！

東京の美術館を巡るコースです。日本最大規模の博物館である東
京国立博物館では、月ごとに様々な国宝を一つ選りすぐりで展示す
る国宝室が見どころです。東京おもちゃ美術館は、戦前に建築され
た旧四谷第四小学校の校舎を活用。心癒される国産の木製玩具、デ
ザイン性の高いヨーロッパのおもちゃを実際に手に取り遊べます。
新宿歴史博物館では、江戸時代のジオラマや建造物・乗り物の復元
など実際に見て・触って学ぶことができます。中でも江戸時代のジ
オラマは圧巻です。

10：00
現地集合

16：30頃
現地解散

帝国ホテル
インペリアル
バイキングサール

昼食
日比谷公園 東京宝塚劇場

（花組「ミー＆マイガール」公演予定）

※集合～解散まで徒歩での移動となります
※夕食がつかないコースです
※集合場所は別途ご案内いたします

9：30
品川
出発

16：40
品川
到着

伊豆栄
（鰻料理）

※夕食がつかないコースです

昼食
上野

東京国立博物館
四谷

東京おもちゃ美術館
新宿

新宿歴史博物館
東京都庁

（車窓にて見学）

24 日比谷公園散策と帝国ホテルバイキング、
そして宝塚花組「ミー＆マイガール」鑑賞

23 博物館・美術館をめぐる

料  金　１名につき 10,500円

料  金　１名につき 17,000円

第59回  全国私立保育園研究大会  東京大会
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分科会

横浜・湘南を巡るコースです。
八景島では、“海のすべて”がそろった水族館を見学します。
その後、昼食では海軍カレーを味わいます。航海中に曜日感覚を
なくさないよう毎週金曜日にカレーを食べるようになったことか
ら、「海軍カレー」と言われております。また、横須賀港は約160
年前に米国ペリー艦隊が上陸して以来、海軍港として発展してきま
した。アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近で見ることのできる
「YOKOSUKA軍港めぐりクルーズ」をお楽しみください。
その後、江の島へ行き思い思いの時間をお過ごしください。夕食
は横浜中華街にて飲茶食べ放題！オーダーバイキング形式でできた
てのアツアツなお料理をお好きなだけお召し上がりください。

凡　例  ：  バ  ス　　　　　　　徒  歩　　　　　　　船

横須賀港  ⓒ（公社）神奈川県観光協会

９:00
品川
出発

20:00
品川
到着

横須賀
TUNAMI

（海軍カレー）

昼食
横浜中華街
招福門

（バイキング）

夕食
八景島シーパラダイス

水族館内は
自由見学となります

横須賀港
YOKOSUKA

軍港めぐりクルーズ
江の島

（自由行動））（）（

25 ベイエリアひと筆書きめぐり
八景島シーパラダイス、横須賀港、江の島

料  金　１名につき 16,000円
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分
科
会（
第
Ⅳ
群
）

＜分科会（第Ⅳ群／フィールドワーク）について＞
＊食事時の飲み物代、現地集合・解散場所への交通費は料金に含まれておりません。
＊各コースの最少催行人員は30名となります。（最少催行人員に満たない場合、催行中止となり、他の分科会へのご案
内となります）
＊フィールドワークは㈱ＪＴＢコーポレートセールスが企画・取り扱いをしております。お申込に関しては国内募集型企
画旅行ご旅行条件書（要約）（P30）をご確認ください。



Ａ
コース

グランドプリンスホテル新高輪飛天コース

日 時 ７.５㊋ 18：00 開場 18：30 開宴

１名につき 15,000円
定員：1,000名

料 金

第59回  全国私立保育園研究大会  東京大会
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１. 大会参加費 27,000円　（消費税 2,000円含む）

参
加
費
・
懇
親
会
の
ご
案
内

２. 懇親会
　先着順にて受付いたします。
　定員に達し次第受付終了となります。
　なお、19～22分科会及び25分科会に参加される方は参加中に夕食が含まれますので、懇親会にはお申込
みいただけません。また、23～24分科会に参加される方は、B～Dコースにはお申込みいただけません。

　お料理はコース料理を着席卓盛スタイル、フリードリンクにてご提供します。グランドプリンスホテル新
高輪のシェフが腕を振るい皆様をおもてなしいたします。また、素敵なアトラクションもご用意いたします。
東京の夜をお楽しみください。

　2008年に創団し、社会人・大学生の音楽が好きな仲間が集ま
り60名ほどで活動している吹奏楽団です。毎年５～７月に一度、
定期演奏会を開いているほか、吹奏楽コンクールにも参加し、全
国大会へ出場しました。聞いて下さるお客様の心に残るような演
奏ができるよう音を奏でます。

　日本女子体育大学　チアリーディング部「TOMBOYS」です。
　「TOMBOYS」とは、じゃじゃ馬やおてんば娘という意味で、
名前の通り元気な部員ばかりです。大会では上位入賞を目指し
日々練習しています。
　本日は元気、勇気、笑顔を届けられるように頑張ります！手拍
子などの応援よろしくお願いします！

第17回 関東チアリーディング選手権大会　DIVISION1　大学の部　競技部門　第３位
第９回 アジアインターナショナルオープンチャンピオンシップ（チアリーディング）　規定演技第３位
日本チアリーディング協会発表　大学部門　年間ランキング第３位

東京隆生吹奏楽団

チアリーディング

2015年活動実績

参加・宿泊・懇親会のご案内



B
コース

人気ミュージカル 劇団四季「アラジン」鑑賞コース

日 時 ７.５㊋ 16：45～21：45

１名につき 16,900円
定員：100名(最少催行人員／100名）

料 金 料金に
含まれるもの

交通代（大型バス）、鑑賞チケッ
ト代、食事代（夕）、添乗員費用

料金に
含まれないもの

食事時の飲み物代、現地集合・
解散場所への交通費など

16:45
品川
出発

21:45
品川
到着

電通四季劇場「海」
（劇団四季の最新ストーリー「アラジン」鑑賞）

開場18:00／開演18:30～

17:00
がんこ銀座一丁目店
（創作和食）

夕食

料金に
含まれるもの

交通代（大型バス、屋形船）、食
事代（夕）、飲み放題料金、振袖
さん、添乗員費用

料金に
含まれないもの

飲み放題メニュー以外の飲み物
代、現地集合・解散場所への交
通費など

C
コース

東京湾に浮かぶ料亭「屋形船」にて夕食コース

日 時 ７.５㊋ 17：00～20：45

１名につき 18,000円
定員：85名 （最少催行人員／30名）

料 金

17:00
品川
出発

20:45
品川
到着

17:30
屋形船（江戸前天ぷらを中心とした日本料理）

本大会参加者専用クルーズ

夕食

D
コース

有名日本料理専門店「今半」での夕食コース

日 時 ７.５㊋ 17：15～21：00

１名につき 20,000円
定員：90名 （最少催行人員／30名）

料 金 料金に
含まれるもの

交通代（大型バス）、食事代（夕）、
飲み放題料金、振袖さん、添乗
員費用

料金に
含まれないもの

飲み放題メニュー以外の飲み物
代、現地集合・解散場所への交
通費など

17:15
品川
出発

21:00
品川
到着

17:45
人形町今半

（特上牛のすき焼き）

夕食

凡　例  ：  バ  ス　　　　　　　徒  歩　　　　　　　船　　　　

The 59th Research Rally of Japanese Federation Licensed Childcare Center in Tokyo
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＊懇親会は㈱ＪＴＢコーポレートセールスが企画・取り扱いをしております。
　お申込に関しては国内募集型企画旅行ご旅行条件書（要約）（P30）をご確認ください。
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昼
食
お
弁
当

会
場
へ
の
ア
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ス

の
ご
案
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３. 昼食お弁当のご案内

４. メイン会場へのアクセス

東京大会特製弁当：お一人様　1,500円（お茶付き）

設定日 7/５火

５日に東京大会のために特別に作成したお弁当をご用意いたします。
なお、19～25分科会に参加される方は参加中に昼食が含まれておりますので、お弁当はお申込みい
ただけません。あらかじめご了承ください。

＊お弁当につきましては、旅行契約に該当しません。

◦ 東京シティエアーターミナル（箱崎）から約15分
◦ ＪＲ線・モノレールの浜松町駅から約10分
◦ 大井I.C.から山手通りと第一京浜を経由し約17分
◦ 芝公園I.C.から第一京浜を経由し約12分
◦ 目黒I.C.から目黒通りを経由し約６分

＊交通事情により所要時間が変更になる場合もございますのであらかじめご了承ください。

＊ホテル及び品川駅周辺は駐車場に限りがありますので、公共の交通機関をご利用ください。

（大会２日目）

タクシーでの所要時間の目安

リムジンバス（約45分）

自動車またはタクシー（約30分）

京浜急行線（最速12分）

東京モノレール（約22分） 山手線（約５分）

徒歩（５分）
羽
田
空
港

品
川
駅

浜
松
町
駅

自動車またはタクシー（約25分）

ＪＲ山手線・京浜東北線（約12分）
東海道本線・横須賀線（約９分） 徒歩（５分）東

京
駅

品
川
駅

グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新
高
輪
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５. 会場・ホテル地図

品川

東
海
道
新
幹
線

五反田

大崎

大崎広小路

北品川

品川

本立寺

清泉
女子大学

立正大学
品川女子学院中等部

ブルネイ大使館

品川プリンスホテル

桜田
通り

山
手
線

東
急
池
上
線

首都高速中央環状線

第一京
浜

山
手
線

京
急
本
線

横
須
賀
線

〈メイン会場〉
グランドプリンスホテル新高輪

〈分科会会場（運動遊び）〉
品川総合体育館

〈分科会会場〉
TKP品川カンファレンスセンター

会場へのアクセス

グランドプリンスホテル新高輪　飛天
〒108-8612　東京都港区高輪３-13-１	 TEL：03-3442-1111
●JR線・東海道新幹線・京浜急行	品川駅	高輪口	から徒歩約５分
●首都高目黒線（首都高２号線）
　～首都高速２号線目黒IC～目黒通りから国道１号線五反田方面へ高輪台交差点を左折

メ
イ
ン
会
場

TKP品川カンファレンスセンター（分科会）
〒108-0074　東京都港区高輪３丁目26番33号		京急第10ビル	 TEL：03-5793-3571（事務所直通）
●JR京浜東北線・山手線・横須賀線・東海道本線	品川駅	高輪口から徒歩約１分	
●東海道新幹線	品川駅	高輪口から徒歩約１分
●京急本線	品川駅から徒歩２分
●メイン会場から徒歩約４分

品川総合体育館（第17分科会：運動遊び）
〒141-0022　東京都品川区東五反田２丁目11-２	 TEL：03-3449-4400
●JR山手線・りんかい線	大崎駅から徒歩約８分
●JR山手線・都営浅草線・東急池上線	五反田駅から徒歩約８分
●メイン会場から徒歩約15分

分
科
会
会
場
（
７
月
５
日
）
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JR 山手線
JR 京浜東北線

JR 中央線
JR 総武線
都営浅草線
京浜急行線

品川
田町

新宿

蒲田 大井町

人形町

馬込

五反田

大森

大崎

秋葉原

渋谷

日本橋

東銀座

東日本橋

大森 
 海岸

東京代々木

御茶ノ水
神田

西馬込

新橋

←至　八王子

←至　三鷹

←至　横浜

至　大宮

田端

至　千葉→

至　浅草

泉岳寺

←至　京急蒲田

⑮ホテルマイステイズ五反田駅前
　（徒歩 1 分）

⑲ホテルサンルート五反田
　（徒歩 3 分）

㉒京王プレッソイン五反田
　（徒歩 3 分）

メイン会場（徒歩 5 分）

①グランドプリンスホテル新高輪
②品川プリンスホテル  イーストタワー（徒歩 2 分）

③ヴィラフォンテーヌ田町（徒歩 6 分）

④ホテルグレイスリー田町（徒歩 5 分）

⑨ホテルリステル新宿（徒歩 7 分）

⑩ホテルサンライト新宿（徒歩 10 分）

⑯新宿ニューシティホテル（徒歩 14 分）

⑱京王プレッソイン新宿（徒歩 9 分）

㉔新宿ワシントンホテル（徒歩 8 分）

㉗セントラルホテル東京（徒歩 1 分）

㉚渋谷東急 REI ホテル
　（徒歩 2 分）

㉛ホテルユニゾ渋谷
　（徒歩 7 分）

㉕秋葉原ワシントンホテル
　（徒歩 1 分）

⑤西鉄イン蒲田（徒歩 3 分）

⑪ホテルビスタ蒲田東京（徒歩 3 分）

⑭ホテルアーバイン東京・羽田　蒲田
　（徒歩 3 分）

⑧ヴィアイン東京大井町（徒歩 2 分）

⑫ホテルルートイン品川大井町
　（徒歩 5 分）

㉖大森東急 REI ホテル
　（徒歩 0 分）

⑬ホテル日本橋サイボー
　（徒歩 2 分）

⑳スマイルホテル日本橋三越前
　（徒歩７分）

㉑京王プレッソイン東銀座（徒歩 3 分）

㉙ホテルグレイスリー銀座（徒歩 5 分）

⑥ホテルサンルートパティオ大森（徒歩 1 分）

⑰アーヴェストホテル大森（徒歩 0 分）
各ホテル

●山手線●
新宿～品川 約20分
渋谷～品川 約13分
五反田～品川 約7分
大崎～品川 約3分
田町～品川 約3分
秋葉原～品川 約15分

●京浜東北線●
大井町～品川 約３分
蒲田～品川 約9分
大森～品川 約5分

●京浜急行線●
大森海岸～品川 約10分

●都営浅草線●
馬込～品川 約16分

（五反田乗り換え）

東銀座～品川 約11分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約12分）

日本橋～品川 約14分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約15分）

人形町～品川 約16分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約22分）

東日本橋～品川駅  約21分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約23分）

品川駅までの
所要時間の目安

㉓ニューオータニイン東京
　（徒歩 1 分）

⑦東京イン
　（徒歩 0 分）

㉘コンフォートホテル東京東日本橋
　（徒歩 0 分）

会場・ホテル所在地
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＊ホテルにお越しの際は、宿泊券と一緒にお渡しする各ホテルの地図をご参照願います。

JR 山手線
JR 京浜東北線

JR 中央線
JR 総武線
都営浅草線
京浜急行線

品川
田町

新宿

蒲田 大井町

人形町

馬込

五反田

大森

大崎

秋葉原

渋谷

日本橋

東銀座

東日本橋

大森 
 海岸

東京代々木

御茶ノ水
神田

西馬込

新橋

←至　八王子

←至　三鷹

←至　横浜

至　大宮

田端

至　千葉→

至　浅草

泉岳寺

←至　京急蒲田

⑮ホテルマイステイズ五反田駅前
　（徒歩 1 分）

⑲ホテルサンルート五反田
　（徒歩 3 分）

㉒京王プレッソイン五反田
　（徒歩 3 分）

メイン会場（徒歩 5 分）

①グランドプリンスホテル新高輪
②品川プリンスホテル  イーストタワー（徒歩 2 分）

③ヴィラフォンテーヌ田町（徒歩 6 分）

④ホテルグレイスリー田町（徒歩 5 分）

⑨ホテルリステル新宿（徒歩 7 分）

⑩ホテルサンライト新宿（徒歩 10 分）

⑯新宿ニューシティホテル（徒歩 14 分）

⑱京王プレッソイン新宿（徒歩 9 分）

㉔新宿ワシントンホテル（徒歩 8 分）

㉗セントラルホテル東京（徒歩 1 分）

㉚渋谷東急 REI ホテル
　（徒歩 2 分）

㉛ホテルユニゾ渋谷
　（徒歩 7 分）

㉕秋葉原ワシントンホテル
　（徒歩 1 分）

⑤西鉄イン蒲田（徒歩 3 分）

⑪ホテルビスタ蒲田東京（徒歩 3 分）

⑭ホテルアーバイン東京・羽田　蒲田
　（徒歩 3 分）

⑧ヴィアイン東京大井町（徒歩 2 分）

⑫ホテルルートイン品川大井町
　（徒歩 5 分）

㉖大森東急 REI ホテル
　（徒歩 0 分）

⑬ホテル日本橋サイボー
　（徒歩 2 分）

⑳スマイルホテル日本橋三越前
　（徒歩７分）

㉑京王プレッソイン東銀座（徒歩 3 分）

㉙ホテルグレイスリー銀座（徒歩 5 分）

⑥ホテルサンルートパティオ大森（徒歩 1 分）

⑰アーヴェストホテル大森（徒歩 0 分）
各ホテル

●山手線●
新宿～品川 約20分
渋谷～品川 約13分
五反田～品川 約7分
大崎～品川 約3分
田町～品川 約3分
秋葉原～品川 約15分

●京浜東北線●
大井町～品川 約３分
蒲田～品川 約9分
大森～品川 約5分

●京浜急行線●
大森海岸～品川 約10分

●都営浅草線●
馬込～品川 約16分

（五反田乗り換え）

東銀座～品川 約11分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約12分）

日本橋～品川 約14分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約15分）

人形町～品川 約16分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約22分）

東日本橋～品川駅  約21分
（泉岳寺乗り換え）
（新橋乗り換え 約23分）

品川駅までの
所要時間の目安

㉓ニューオータニイン東京
　（徒歩 1 分）

⑦東京イン
　（徒歩 0 分）

㉘コンフォートホテル東京東日本橋
　（徒歩 0 分）
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６. 宿泊のご案内
　本大会に際して、㈱ＪＴＢコーポレートセールスがご宿泊のお取り扱いをさせていただきます。つきまし
ては、次のとおりご案内させていただきますので、申込書に必要事項をご記載の上、お申込みください。ご
予約は先着順とさせていただきます。ご希望のホテルや部屋タイプが満室の場合、他のホテルや部屋タイプ
をご案内させていただく場合がございますのでご了承ください。（第１～５希望まで必ずご記入ください）

■宿泊設定日：2016年７月３日（日）<前泊>、４日（月）、５日（火）、６日（水）<後泊>
■宿泊条件：リスト記載の部屋タイプ、食事条件となります
■宿泊代金：サービス料・税金込み、お一人様あたり１泊分の金額となります
■添乗員：同行いたしません
■最少催行人員：１名様

地図 
記号

ホテル 
記号 施設名 部屋タイプ 条  件 宿泊代金 アクセス

最寄駅 所要時間

1

1-T

グランドプリンスホテル
新高輪

ツイン 1泊朝食付 ¥17,300 JR
「品川駅」 ホテル～最寄駅：徒歩約５分

1-SU

ツイン
ルーム/
シングル

利用

1泊朝食付 ¥33,600 JR
「品川駅」 ホテル～最寄駅：徒歩約５分

2 2-S 品川プリンスホテル
イーストタワー シングル 1泊朝食付 ¥15,600 JR

「品川駅」 ホテル～最寄駅：徒歩約２分

3 3-S ヴィラフォンテーヌ田町 シングル 1泊朝食付 ¥14,000 JR
「田町駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約６分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約３分

4 4-S ホテルグレイスリー田町 シングル 1泊朝食付 ¥14,000 JR
「田町駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約５分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約３分

5 5-S 西鉄イン蒲田 シングル
1泊

サービス
朝食付

¥9,300 JR
「蒲田駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約３分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約９分

6 6-S ホテルサンルートパティオ
大森 シングル 1泊朝食付 ¥9,800 京浜急行線

「大森海岸駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約１分
最寄駅～品川駅：京浜急行線にて品川

駅まで約10分

7 7-S 東京イン シングル 1泊朝食付 ¥9,900 都営浅草線
「馬込駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約０分
最寄駅～品川駅：都営浅草線にて品川

駅まで約16分

8 8-S ヴィアイン東京大井町 シングル 1泊朝食付 ¥10,300 JR
「大井町駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約２分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約３分

9
9-S

ホテルリステル新宿
シングル 1泊朝食付 ¥10,500 JR

「新宿駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約７分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約20分9-T ツイン 1泊朝食付 ¥9,000

10 10-S ホテルサンライト新宿 シングル 1泊朝食付 ¥10,500 JR
「新宿駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約10分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約20分

11
11-S

ホテルビスタ蒲田東京
シングル 1泊朝食付 ¥10,600 JR

「蒲田駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約３分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約９分11-T ツイン 1泊朝食付 ¥9,500

12 12-S ホテルルートイン
品川大井町 シングル 1泊朝食付 ¥10,700 JR

「大井町駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約５分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約３分

13
13-S

ホテル日本橋サイボー
シングル 1泊朝食付 ¥10,800 都営浅草線

「人形町駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約２分
最寄駅～品川駅：都営浅草線にて品川

駅まで約16分13-T ツイン 1泊朝食付 ¥9,700

14 14-S ホテルアーバイン東京・
羽田　蒲田 シングル

1泊
サービス
朝食付

¥11,000 JR
「蒲田駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約３分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約９分

15 15-S ホテルマイステイズ
五反田駅前 シングル 1泊朝食付 ¥11,000 JR

「五反田駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約１分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約７分
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地図 
記号

ホテル 
記号 施設名 部屋タイプ 条  件 宿泊代金 アクセス

最寄駅 所要時間

16
16-S

新宿ニューシティホテル
シングル 1泊朝食付 ¥11,200 JR

「新宿駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約14分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約20分16-T ツイン 1泊朝食付 ¥9,100

17 17-S アーヴェストホテル大森 シングル 1泊朝食付 ¥11,400 京浜急行線
「大森海岸駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約０分
最寄駅～品川駅：京浜急行線にて品川

駅まで約10分

18 18-S 京王プレッソイン新宿 シングル
1泊

サービス
朝食付

¥11,500 JR
「新宿駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約９分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約20分

19 19-S ホテルサンルート五反田 シングル 1泊朝食付 ¥11,500 JR
「五反田駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約３分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約７分

20 20-S スマイルホテル
日本橋三越前 シングル 1泊朝食付 ¥11,500 都営浅草線

「日本橋駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約７分
最寄駅～品川駅：都営浅草線にて品川

駅まで約14分

21 21-S 京王プレッソイン東銀座 シングル
1泊

サービス
朝食付

¥11,500 都営浅草線
「東銀座駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約３分
最寄駅～品川駅：都営浅草線にて品川

駅まで約11分

22 22-S 京王プレッソイン五反田 シングル 1泊朝食付 ¥11,500 JR
「五反田駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約３分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約７分

23 23-S ニューオータニイン東京 シングル 1泊朝食付 ¥13,400 JR
「大崎駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約１分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約３分

24
24-S

新宿ワシントンホテル
シングル 1泊朝食付 ¥13,500 JR

「新宿駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約８分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約20分24-T ツイン 1泊朝食付 ¥10,500

25 25-S 秋葉原ワシントンホテル シングル 1泊朝食付 ¥13,500 JR
「秋葉原駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約１分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約15分

26
26-S

大森東急REIホテル
シングル 1泊朝食付 ¥14,300 JR

「大森駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約０分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約５分26-T ツイン 1泊朝食付 ¥10,000

27
27-S

セントラルホテル東京
シングル 1泊朝食付 ¥14,500 JR

「新宿駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約１分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約20分27-T ツイン 1泊朝食付 ¥14,500

28 28-S コンフォートホテル
東京東日本橋 シングル

1泊
サービス
朝食付

¥14,600 都営浅草線
「東日本橋駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約０分
最寄駅～品川駅：都営浅草線にて品川

駅まで約21分

29
29-S

ホテルグレイスリー銀座
シングル 1泊朝食付 ¥15,600 都営浅草線

「東銀座駅」

ホテル～最寄駅：徒歩５分
最寄駅～品川駅：都営浅草線にて品川

駅まで約11分29-T ツイン 1泊朝食付 ¥12,600

30
30-S

渋谷東急REIホテル
シングル 1泊朝食付 ¥15,700 JR

「渋谷駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約２分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約13分30-T ツイン 1泊朝食付 ¥11,200

31 31-S ホテルユニゾ渋谷 シングル 1泊朝食付 ¥16,800 JR
「渋谷駅」

ホテル～最寄駅：徒歩約７分
最寄駅～品川駅：JR在来線にて品川駅

まで約13分

※㈱ＪＴＢコーポレートセールス霞が関第二事業部（2016年4月より東京中央支店へ名称が変更となります）が企画・取り扱いをし
ております。

※お申込みに関しては国内募集型企画旅行ご旅行条件書（要約）をご確認ください。
※ツイン利用の宿泊希望の方は、必ず申込書に同室希望をご記入ください。
※禁煙・喫煙の指定はできませんので予めご了承ください。
※朝食が不要の場合でも特別設定代金のため、ご返金はできません。
※個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は各自ご清算願います。
※５、14、18、21、28のホテルは、食事条件は素泊まり（無料のサービス朝食付／パンなどの簡単なお食事のご提供）となります。
※宿泊箇所の決定は第１次締切日までにお申込いただいた方には５月27日（金）頃、第２次締切日までにお申込いただいた方には

６月６日（月）頃を目途にFAXにてご回答いたします。

■ご旅程表

日 時 日　　　　程 食 事
１ ご自宅又は前泊地又は各地・・・（各自移動、お客様負担）・・・各宿泊施設（泊） 朝：×、昼：×、夕：×
２ 各宿泊施設・・・（各自移動、お客様負担）・・・ご自宅又は次泊地又は各地 朝：○、昼：×、夕：×



A
コース

B
コース

人気観光地「箱根温泉」を巡るコース

大会開催前、下記の視察旅行を用意しております。
皆様のご参加をお待ちしております。

「夢の国」と舞浜リゾート満喫コース

日 程

日 程

７.２㊏～７.３㊐

７.２㊏～７.３㊐

１名につき 31,800円

１名につき 34,300円

定員：40名 （最少催行人員／30名）
宿泊：和室５名１室利用

定員：40名 （最少催行人員／30名）
宿泊：洋室４名１室利用

料 金

料 金

料金に
含まれるもの

交通代（大型バス、ロープウェー、
有料道路）、食事代（昼）、宿泊
代（１泊２食付き）、添乗員費用

料金に
含まれないもの

食事時の飲み物代、現地集合・
解散場所への交通費など

料金に
含まれるもの

交通代（大型バス）、入場代（２
デーパスポート）、食事代（昼）、宿
泊代（１泊朝食付き）、添乗員費用

料金に
含まれないもの

食事時の飲み物代、現地集合・
解散場所への交通費など

11:15
東京駅

17:00
ホテル
おかだ

昼食
15:30

箱根駒ヶ岳ロープウェー

１日目／７月２日土

12:15
中華街（ランチ、自由散策）
上海料理のコース

10:00
ホテル
おかだ

16:00
品川

13:40
とらや工房
（休憩）

２日目／７月３日日

10:50
御殿場プレミアム・アウトレット

（買い物、自由昼食）

11:30
東京駅 浦安ブライトンホテル

※各自チェックイン

昼食
15:30

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー
※各自入場・入場後、自由行動

※ホテルへのご移動は無料シャトルバスをご利用ください

※東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーへのご移動は
　無料シャトルバスをご利用ください

１日目／７月２日土

12:15
ヒルトン東京ベイ
（ランチブッフェ）

浦安ブライトンホテル
※各自チェックアウト

２日目／７月３日日

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー
（現地解散後、各自入場・自由行動）

凡　例  ：  バ  ス　　　　　　　徒  歩　　　　　　　船　　　　
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７. 視察旅行のご案内

＊視察旅行は㈱ＪＴＢコーポレートセールスが企画・取り扱いをしております。お申込に関しては国内募集型企画旅
行ご旅行条件書（要約）（P30）をご確認ください。
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８. 国内旅行傷害保険のご案内
　より安心してご参加いただくために国内旅行損害保険のご案内をさせていただきます。大会参加中のケガや賠償責
任など、万が一の被害に対する出費を補償いたします。ご自宅出発からご帰宅までを補償いたします。

　ご希望の方は、申込書の「国内旅行保険」欄の「希望します」に○印をご記入いただき、年齢をご記入ください。また、
お申し込みに際しましては、保険の内容、補償内容のご説明をご確認ください。

☆下記の保険料表は１契約あたりの人数により、団体割引が適用されており保険金額が異なっております。
ご契約タイプ

保険金額
00タイプ（２泊３日～３泊４日まで） 00タイプ（４泊５日）

死亡・後遺障害 720万円 800万円 885万円 940万円 1,005万円 765万円 815万円 900万円 945万円 1,015万円

入院保険金日額 8,000円 8,500円 9,000円 10,000円 11,000円 9,000円 9,000円 10,000円 11,000円 12,000円

手術保険金
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、

それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、

それ以外の手術の場合は入院保険金日額の５倍

通院保険金日額 5,000円 5,300円 5,600円 6,000円 6,400円 5,500円 6,000円 6,300円 6,800円 7,200円

個人賠償責任 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円

携行品損害 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円

救援者費用 50万円 50万円 55万円 55万円 60万円 50万円 50万円 50万円 50万円 60万円

１契約あたりの人数 1～19人 20人～99人 100人～499人 500人～999人 1,000人～ 1～19人 20人～99人 100人～499人 500人～999人 1,000人～

割引率 なし 5% 10% 15% 20% なし 5％ 10％ 15％ 20％

保険料（お１人様あたり） 800円 1,000円

 第59回全国私立保育園研究大会　東京大会ご参加の皆様へ
ＪＴＢコーポレートセールスがおすすめする　国内旅行保険
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株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
霞が関第二事業部
〒100-6051　東京都千代田区霞が関３-２-５　霞が関ビルディング23階
TEL：03-6737-9282　　担当：松川　祐也

※2016年４月以降、霞が関第二事業部は東京中央支店へ名称変更となります。
　それに伴い、下記住所へ事務所移転となります。
　（〒100-0007　東京都千代田区大手町２-２-１　新大手町ビル１階）
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９. 参加申し込み方法等
　本誌末巻（申込書）に必要事項をご記入の上、JTB「全国私立保育園研究大会」事務局までファクスにて
お送りください。

　申込書をファクスにて送信後、お電話にて送信確認をお願いいたします。
　第１次締切後、５月27日（金）を目途に「お申込内容及びご旅行代金に関するご案内」をFAXにて送信
いたします。第２次締切日までにお申込いただいた方には、６月６日（月）を目途に「お申込内容及びご旅
行代金に関するご案内」をファクスにて送信いたしますのでご確認の上、６月10日（金）までに弊社指定口
座までお振込みください。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
　原則、領収書は発行いたしません。振込時の利用明細書をもって当社の領収書とさせていただきます。
　お振込の確認が取れたお客様には、６月17日（金）より参加券を郵送いたします。
　（参加券を大会会場へご持参ください）

10. 変更・取消について
　参加（参加者の変更を含む）・宿泊・懇親会・視察旅行の変更及び取消は、

申込書の備考欄にご記入のうえ、必ずファクス（03-5396-8142）にて
弊社営業時間内にご連絡願います（ファクス送信後はお電話にて送信確認をお願いいたします）。お申し込
み後、お客様のご都合による取消の場合は、下記取消手数料がかかりますので、予めご了承願います。

＊参加費（27,000円）については返金できませんのでご了承願います。
＊ファクスによる取消受付日は、弊社受付時間内到着分を基準日といたします。
　（平日　９:30～17:30　土曜・日曜・祝日は休業）
＊変更・取消により、ご入金との差額が生じた場合は、大会終了後にご指定の銀行口座へお振込みいたします。（その

際の振込手数料はお客様負担となります。）
＊大会期間中のご返金は致しかねますのでご了承願います。
＊宿泊当日の12時までにJTB「全国私立保育園研究大会」事務局に取消の連絡がない場合は無連絡不参加として取扱い

ます。

開始日の前日より
起算してさかのぼって

取消日 参加券発送後
～４日前 ３日前から 前　日 当　日 大会開始後

参加費 参加費の100％ 参加費の100％ 参加費の100％ 参加費の100％ 参加費の100％

お弁当 なし なし 代金の40％ 代金の100％ 代金の100％

開始日の前日より
起算してさかのぼって

取消日
20日前

（日帰りは10日前）
から８日前

７日前～２日前 前日　 当　日 大会開始後又は
無連絡不参加

宿　泊 代金の20％ 代金の30％ 代金の40％ 代金の50％ 代金の100％

視察旅行 代金の20％ 代金の30％ 代金の40％ 代金の50％ 代金の100％

分科会
（第19～25分科会） 参加費の20％ 参加費の30％ 参加費の40％ 参加費の50％ 参加費の100％

懇親会 参加費の20％ 参加費の30％ 参加費の40％ 参加費の50％ 参加費の100％

参
加
申
し
込
み

変
更
・
取
消

の
ご
案
内
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この書面は旅行業法第12条の４に定めるところの取引条件の説明書及び同法第12条の５に定めるところの契約書面の一部となり
ます。（お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、内容をご確認ください。）

旅行企画・実施：（株）ＪＴＢコーポレートセールス  観光庁長官登録旅行業第1767号
（本社：東京都千代田区霞が関３-２-５）

一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員

■募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ＪＴＢコーポレートセールス（以下、「当社」と言います）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旅行契約（以下「旅行契約」と言います。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、
各プランに記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表や予
約確認書など）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。

■旅行のお申込みおよび契約成立について
申込書に必要事項を記入し、特定の期日までに旅行代金金額をお支払ください。旅行契約は当社が契約の締結を承諾しお申込金（本
ツアーは旅行代金全額となります）を受領した時点で契約が成立となります。

■旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット（本書面）に明示した最少催行人数に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。
この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は３日前）より前に連絡させていただき、
お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

■旅行代金に含まれるもの
各プランに明示した宿泊費、食事料金、交通費、入場料及び消費税等諸税・サービス料及び添乗員同行費用が含まれます。（旅行
日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません）

■取消料
お客様は前に記載した取消料をお支払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。なお、取消は当社の営業日、時間
内にお願い致します。

■免責事項
お客様が以下の理由により損害を受けられた場合は当社の賠償の責任を負いません。①天災地震、気象状況、暴動又はこれらのた
めに生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止。②運送機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしく
は旅行中止。③官公署命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。④運送機関の遅延、不通又はこれらのた
めに生じる旅行日程の変更もしくは目的地・滞在期間の短縮。

■特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、当社約款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：お客様１名様につき～15万円、ただし補償対象品１個あたり10万円を限度とします。）宿泊プランと視察観
光プランの両方をお申込みの場合は、１つの募集型企画旅行としてお支払いします。

■旅程保証
当社は当パンフレット（本書面）に記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条及び別表第２）
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り変更補償金をお支払いします。

■添乗員等
添乗員は同行致しません（視察旅行A～Eコースには同行致します）。
お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類や予約確認書面（請求書や予約確認書）をご出発前にお渡し致しま
すので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行って頂きます。

■個人情報の取扱について
当社及び受託旅行会社は、旅行申し込みの際にご提供いただいた申込書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
めに利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配及びそれら
のサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。当社・当グループ会社および販売店では①取り扱う
商品・サービス等のご案内②ご意見・ご感想の提供、アンケートのお願い③統計資料の作成、このほか当社の個人情報の取り扱い
に関する方針等については当社ホームページ（http://www.jtbbwt.com/）からもご覧になれます。

■その他
この書面記載の旅行条件および旅行代金算出は2016年１月29日を基準にしております。
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。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不
明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱い管理者にお尋ね下さい。
お申込店：霞が関第二事業部（2016年４月より東京中央支店へ名称が変更となります）
総合旅行業務取扱管理者：中村　幸太

■国内旅行保険加入のすすめ
安心してご旅行していただくため、お客様自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。

国内募集型企画旅行ご旅行条件書（要約）
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主
催
・
後
援

主    催

後    援

公益社団法人  全国私立保育園連盟
一般社団法人  東京都民間保育園協会

厚生労働省
全国知事会
全国市長会
全国町村会

社会福祉法人  全国社会福祉協議会
公益社団法人  日本仏教保育協会

一般社団法人  キリスト教保育連盟
日本キリスト教保育所同盟

日本カトリック保育施設協会
全国神社保育団体連合会

東京都
品川区＊

港区＊

東京都特別区長会＊

東京都市長会＊

東京都町村会＊

社会福祉法人  東京都社会福祉協議会

＊は申請中です



登録コード番号は【保育通信】発送用封筒の貴園宛名行下段に印刷された番号です。

●お申込み・お問い合わせ先

第59回  全国私立保育園研究大会  東京大会

The 59th Research Rally of Japanese Federation Licensed Childcare Center in Tokyo32

申
込
書
記
入
に
つ
い
て

申込書記入について

個人情報の取り扱い
お申込みの際にお申込み書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号等）につきましては、

お客様との連絡、今大会における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲内において、
JTB「全国私立保育園研究大会」事務局が利用させていただきます。

＊太枠内の記入をお願いします。
間違い防止のため、お名前などのフリガナは必ずご記入ください。

＊この【申込書】は、施設ごとに１枚ご記入ください。
　用紙が足りない場合はコピーしてお使いください。
＊お申込はファクスのみの受付となります。（お電話または郵送でのお申込は受付しておりません）
＊追加・変更・取消の場合は、【申込書】備考欄にご記入のうえ、必ずファクスでご連絡ください。

株式会社JTBビジネスネットワーク
JTB「全国私立保育園研究大会」事務局

〒170-0013
東京都豊島区東池袋３-23-14　ダイハツ・ニッセイ池袋ビル７階

営業時間　月曜日～金曜日/９：30～17：30（土・日・祝を除く）
TEL：03-5949-1346　FAX：03-5396-8142

【分科会・フィールドワークについて】 第Ⅳ群（第19～25分科会／フィールドワーク）
への参加希望の場合
◦第２希望まで記入し、第１希望の金額を記入してください。

第３希望は、第１～18分科会の中からお選びください。
◦第Ⅳ群の第19～22、第25分科会では夕食が含まれており

ますので、懇親会への参加はできません。

【宿泊について】 ◦宿泊代は第１希望の宿泊代金の合計をご記入ください。
◦同室希望者が同一園の場合→お名前をご記入ください。
◦同室希望者が他園の場合→園名・お名前をご記入ください。

【国内旅行総合保険について】 ◦保険加入希望者は申込書に日付（自宅出発、自宅帰着）を
ご記入ください。その期間が保険期間となります。

　※保険期間によって保険料が異なります。

詳細は
P14

詳細は
P24

詳細は
P27
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