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ACTION43°
青年も大志を抱け！

札 幌 大 会 趣 旨

　1876年（明治９年）札幌農学校（現在の北海道大学）に赴任したウィリアム・スミス・クラー
ク博士は祖国から遠く離れた北の大地で自然科学教育を行いました。

　そして帰国する際、教え子である学生達へメッセージを残します。
　｢Boys,be ambitious.｣
　「少年達よ、大志を抱きなさい。
　   それは金銭や我欲のためにではなく
　   また人呼んで名声という空しいもののためであってはなりません。
　   人間として備えていなければならぬあらゆることを
　   成し遂げるために必要なのです。｣（引用：稲富 栄次郎 1944. 明治初期教育思想の研究 創元社）

　未来を担う子どもたちへ私たちが果たすべき役割には大きな志が必要です。
諸先輩が開拓してきた児童福祉の道を正しく継承しさらに発展させていくために。

　全国の保育現場で日々奮闘する保育者の皆さんと北緯43度線上にあるここ札幌の地で雄大な
自然や文化を感じて頂きたい。
　青年の感性・問題意識・情熱を持ちながら共に学び、語らうことで保育者としての志を再確認
し、より良い保育の実現を目指して ｢ACTION｣ をおこしたい。

　そんな私達の願いがこのテーマには込められています。

第37回　公益社団法人 全国私立保育園連盟青年会議
札幌大会　実行委員長　坪谷　雄介
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公益社団法人全国私立保育園連盟青年会議

一般社団法人札幌市私立保育園連盟青年会議

札幌市・一般社団法人札幌市私立保育園連盟

平成29年８月24日(木) ～25日(金)

札幌パークホテル
〒064-8589　札幌市中央区南10条西３丁目1-1
TEL　011-511-3131

600名

第37回
公益社団法人全国私立保育園連盟青年会議

札 幌 大 会

８月24日(木) 《１日目》

８月25日(金) 《２日目》

主　催

主　管

後　援

期　日

会　場

定　員

日　程

11:30-
12:30

12:30-
12:40

12:50-
13:50

移動

14:15-
16:30

移動

18:00-
20:00

受　付 オープニング
セレモニー 開会式 分科会 情報交換会

8:15-8:45 8:45-9:30
休憩

9:45-11:15 11:35-11:45

受　付 情勢報告 記念講演 閉会式
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１日目

オープニングセレモニー

情 報 交 換 会

橋本流北海勇み太鼓

武蔵女子短期大学コンサフリーク よさこいソーラン

□時間　12:30～12:40
□会場　３F パークホール

□時間　18:00～20:00
□会場　３F パークホール

　昭和40年に創始された北海道の創作太鼓の草
分けである「地獄太鼓」を原点とし、平成２年
に海外での活動の経験もある地獄太鼓の創始者、
橋本光司氏が代表、指導者として結成された。
　現在、男女100名の会員から成り、太鼓を通
じて「心・技・体・礼儀」を学び、独自の和太
鼓を確立し、和太鼓文化の向上を目指し、習練
に励んでいる。

　モットーは「忍耐」と「一打一魂」、スピード
とダイナミックな振り付けを特徴とし、道内外
での演奏活動、全国太鼓コンテストへの挑戦な
ど絶えず技術向上を目指し、“道産子の粋”“たく
ましさ”を全国に発信したいと願っている。

　武蔵女子短期大学の学生のみで構成された、平
均年齢19歳、女子100%のチームです！
　「元気と笑顔をおすそわけ」をモットーに活動し
てます！

【受賞歴】
2011年１次審査員賞
2012年優秀賞(ファイナル出場）
2014年優秀賞　ほか　多数受賞

北海道の味覚を沢山ご用意し
てお待ちしています！
正直、赤字覚悟のメニュー
となっています…
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２日目

プロスキーヤー、冒険家プロスキーヤー、冒険家
1932年青森市に生まれる。北海道大学獣医学部卒業。1964年イタリア・キロメーターランセに日本人と1932年青森市に生まれる。北海道大学獣医学部卒業。1964年イタリア・キロメーターランセに日本人と
して初めて参加、時速172.084キロの当時の世界新記録樹立。1966年富士山直滑降。1970年エベレスト・して初めて参加、時速172.084キロの当時の世界新記録樹立。1966年富士山直滑降。1970年エベレスト・
サウスコル8,000ｍ世界最高地点スキー滑降（ギネス認定）を成し遂げ、その記録映画 [THE MAN WHO サウスコル8,000ｍ世界最高地点スキー滑降（ギネス認定）を成し遂げ、その記録映画 [THE MAN WHO 
SKIED DOWN EVEREST] はアカデミー賞を受賞。1985年世界七大陸最高峰のスキー滑降を完全達成。SKIED DOWN EVEREST] はアカデミー賞を受賞。1985年世界七大陸最高峰のスキー滑降を完全達成。
2003年次男（豪太）とともにエベレスト登頂、当時の世界最高年齢登頂記録（70歳７ヶ月）樹立。20082003年次男（豪太）とともにエベレスト登頂、当時の世界最高年齢登頂記録（70歳７ヶ月）樹立。2008
年、75歳２度目、2013年80歳にて３度目のエベレスト登頂〔世界最高年齢登頂記録更新〕を果たし、同年、75歳２度目、2013年80歳にて３度目のエベレスト登頂〔世界最高年齢登頂記録更新〕を果たし、同
年、日本政府より「三浦雄一郎冒険家大賞」が設立される。アドベンチャー・スキーヤーとしてだけでなく、年、日本政府より「三浦雄一郎冒険家大賞」が設立される。アドベンチャー・スキーヤーとしてだけでなく、
全国に１万人以上生徒がいる広域通信制高校、クラーク記念国際高等学校の校長も務める。記録映画、写全国に１万人以上生徒がいる広域通信制高校、クラーク記念国際高等学校の校長も務める。記録映画、写
真集、著書多数。真集、著書多数。

賞：プロスポーツ大賞殊勲賞、スペイン山岳会名誉会員、アカデミー賞長編記録映画部門、世界山岳探検賞：プロスポーツ大賞殊勲賞、スペイン山岳会名誉会員、アカデミー賞長編記録映画部門、世界山岳探検
会議特別会員、ニューヨーク映画祭ゴールデンイーグル大賞（南極）、国際探検映画祭・冒険探検特別賞、会議特別会員、ニューヨーク映画祭ゴールデンイーグル大賞（南極）、国際探検映画祭・冒険探検特別賞、
内閣総理大臣表彰、フランス政府スポーツ青少年功労賞金賞、スープラバラ・ゴルカ・ダクシナ・バフ勲内閣総理大臣表彰、フランス政府スポーツ青少年功労賞金賞、スープラバラ・ゴルカ・ダクシナ・バフ勲
章（ネパール政府）、青森名誉市民、弘前市民栄誉賞、青森名誉市民特別功労賞、 青森県民栄誉大賞、日本章（ネパール政府）、青森名誉市民、弘前市民栄誉賞、青森名誉市民特別功労賞、 青森県民栄誉大賞、日本
スポーツグランプリ賞、北海道民栄誉賞、東京都名誉都民　他スポーツグランプリ賞、北海道民栄誉賞、東京都名誉都民　他

“世界七大陸最高峰のスキー滑降”完全達成などで知られる冒険家である三浦雄一郎氏。2013年、
80歳にして３度目のエベレスト登頂を達成して、世界最高年齢登頂記録（ギネス認定）を更新す
るなど、数々の偉業をなし遂げ続けている。自身の体験を通して、父から子へ、そして次世代へと
紡ぐ、子どもたちの未来のために今大切なこと、そして“挑戦し続ける原動力”について熱く語って
いただきます。

記　念　講　演
三浦 雄一郎　氏
「子どもたちの未来へ
　～世代を超えて紡ぐもの・挑戦し続ける原動力～」

三
み う ら

浦 雄
ゆういちろう

一郎　氏　　プロフィール

□時間　９:45～11:15
□会場　３F パークホール

©ミウラ・ドルフィンズ©ミウラ・ドルフィンズ
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１日目
分　科　会 □時間　14:15～16:30

□会場　各会場

　将来の保育界を担うであろう同世代のフリースタイルトークセッション。全国私立保育園連盟青年会議会長と日本保育協会青年
部部長に、ここ札幌で保育団体の枠にとらわれることなく青年世代らしい自由な発想で様々なテーマについて語っていただきます。
札幌大会テーマ「Action43°～青年も大志を抱け！～」にふさわしいお二方をコーディネートするのは、札幌市私立保育園連盟会
長菊地秀一氏。多園展開、地元密着、処遇改善、ICT化、キャリアアップ、担い手不足、少子高齢、指針改定、保育所における教育、
制度改革、地域貢献、広報戦略…。学者さんではないので難しいお話はそこそこに、今、そしてこれから取り組みたいこと、どの
ような思いで子どもたちを見つめるのか。これまでに起こった衝撃的な出来事。人生の転機。また、分科会参加者の方からの素朴
な疑問。保育界・団体への要望。まさにフリースタイルトークセッション。青年世代ではない方のご参加大歓迎です。

第　１
分科会

□会場　パークプラザA　□定員　120名
talk to action
パネリスト：
柘植　信秀　氏（公益社団法人全国私立保育園連盟青年会議会長／新瑞幼児園園長）
志賀口大輔　氏（社会福祉法人日本保育協会青年部部長／なごみこども園園長）
コーディネーター：
菊地　秀一　氏（一般社団法人札幌市私立保育園連盟会長／三和新琴似保育園園長）

□会場　児童会館＆パールルーム　□定員　60名

　昭和24年７月３日に「児童の文化的素養を培い、その福祉を増進する」ため、公立としては全国初となる児童館「札幌市中島
児童会館」がオープンしました。当時はアメリカの駐留軍から払い下げを受けたカマボコ型兵舎を改築して建てられたそうです。
また、併設されている「札幌市こども人形劇場こぐま座」も、全国初の公立人形劇場として昭和51年７月24日に札幌の子どもた
ちに夢のある人形劇を楽しんでもらいたい、そんな想いから誕生しました。
　現在は、指定管理者としてどちらの施設も「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会」が、子どもたちに様々な体験の機会を
提供することにより、地域の皆様方とともに子どもたちの健やかな育ちを積極的に支援しています。
　分科会の中では、両施設の取り組みなどをご紹介させていただきます。
＊後半人形劇を鑑賞していただきます。

第　２
分科会

「40年子どもと寄り添い見てきたもの」

人形劇団：トランク機械シアター　代表　立川　佳吾　氏（脚本・演出）
文化庁・愛知人形劇センター主催　Ｐ新人賞2016　観客賞受賞

講師：柳本　景子　氏（公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
　　　　　　　　　　　　　こども若者事業部　こども劇場課　係長）

□会場　札幌市円山動物園　□定員　70名

　こどもたちの自然体験の不足が指摘されていましたが、最近では教育現場の努力もあって徐々に回復しています。しかし、様々　こどもたちの自然体験の不足が指摘されていましたが、最近では教育現場の努力もあって徐々に回復しています。しかし、様々
な調査結果を分析すると、自然体験は保育園や幼稚園を含めた学校などの教育現場に依存していることが見えてきています。つまな調査結果を分析すると、自然体験は保育園や幼稚園を含めた学校などの教育現場に依存していることが見えてきています。つま
り、保育や教育の現場での取り組みによって、こどもと自然の関係性は大きく左右される現状となっているのです。り、保育や教育の現場での取り組みによって、こどもと自然の関係性は大きく左右される現状となっているのです。
　「来る21世紀は環境の時代」と言われてから早くも20年近くが過ぎ、自然と共生する未来社会づくりはまったなしの課題となっ　「来る21世紀は環境の時代」と言われてから早くも20年近くが過ぎ、自然と共生する未来社会づくりはまったなしの課題となっ
ています。そのために、「自然を知ること」「自分も自然の一員であるという実感を持つこと」「生態系に負荷をかけないライフスています。そのために、「自然を知ること」「自分も自然の一員であるという実感を持つこと」「生態系に負荷をかけないライフス
タイルを選択すること」などが求められ、こどもたちにも、目の前の身近な自然とふれあうなかで、自分と地球環境との関係を感タイルを選択すること」などが求められ、こどもたちにも、目の前の身近な自然とふれあうなかで、自分と地球環境との関係を感
じつつ親和的態度を育むことが必要とされています。じつつ親和的態度を育むことが必要とされています。
　こどもたちにとって、動物園は身近な自然と地球環境とをつなぐ場です。単に「かわいい動物」や「めずらしい生き物」を眺め　こどもたちにとって、動物園は身近な自然と地球環境とをつなぐ場です。単に「かわいい動物」や「めずらしい生き物」を眺め
るだけでなく、「生きた自然の展示場としての動物園」を活用する方法を、動物に関する展示解説とあそびによる動機付けを組みるだけでなく、「生きた自然の展示場としての動物園」を活用する方法を、動物に関する展示解説とあそびによる動機付けを組み
合わせて考えてみたいと思います。合わせて考えてみたいと思います。

第　３
分科会

「こどもと自然をつなぐ動物園体験」
講師：能條　　歩　氏（北海道教育大学教育学部岩見沢校アウトドア・ライフコース教授、
　　　　　　　　　　　　　NPO法人北海道自然体験活動サポートセンター理事長、
　　　　　　　　　　　　　博士（地球環境科学））

　　　朝倉　卓也　氏（円山動物園）
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□会場　ホテルライフォート札幌「ライフォートホールⅢ」　□定員　100名

　北海道日本ハムファイターズは、「Sports Community」を企業理念に掲げ、地域社会の一員として地域社会との共生をはかり、　北海道日本ハムファイターズは、「Sports Community」を企業理念に掲げ、地域社会の一員として地域社会との共生をはかり、
スポーツと生活が近くにある社会の実現を目指しています。また、スポーツ環境だけでなく、生活・地域環境において、持てる資スポーツと生活が近くにある社会の実現を目指しています。また、スポーツ環境だけでなく、生活・地域環境において、持てる資
源やノウハウを活用し次世代を担う青少年の育成、健やかな社会を実現させるため、「スポーツコミュニティ活動＝SC活動」を推源やノウハウを活用し次世代を担う青少年の育成、健やかな社会を実現させるため、「スポーツコミュニティ活動＝SC活動」を推
進しています。その活動の一環として、昨今のこども達の体力低下という社会的課題解決の為に「K.I.D.S.プログラム」と称した進しています。その活動の一環として、昨今のこども達の体力低下という社会的課題解決の為に「K.I.D.S.プログラム」と称した
活動も行なっております。プロ野球球団「北海道日本ハムファイターズ」が地域社会の一員として担うべき役割等をお話しさせて活動も行なっております。プロ野球球団「北海道日本ハムファイターズ」が地域社会の一員として担うべき役割等をお話しさせて
いただきます。いただきます。

第　７
分科会

「北海道日本ハムファイターズのSC活動」
講師：稲葉　篤紀　氏（北海道日本ハムファイターズSCO）

公益社団法人全国私立保育園連盟常務理事　平野　弘和　氏
２日目

全私保連情勢報告 □時間　８:45～９:30
□会場　３F パークホール

□会場　パークプラザD　□定員　110名

　北海道を代表する料理研究家、生放送料理番組出演と幾度もの食育指導実績を持つ、星澤幸子氏の笑顔と軽快なトークが光る、　北海道を代表する料理研究家、生放送料理番組出演と幾度もの食育指導実績を持つ、星澤幸子氏の笑顔と軽快なトークが光る、
明るくおいしい、クッキングショースタイルの食育講義。明るくおいしい、クッキングショースタイルの食育講義。
　参加者たちもみんなで食して、恋して、夢を見る。数々の体験談を交えて保育現場で実践できるレシピを北の大地からお届けい　参加者たちもみんなで食して、恋して、夢を見る。数々の体験談を交えて保育現場で実践できるレシピを北の大地からお届けい
たします。現代食と身体の関係の秘密、子どもの食事や現代生活のデトックス方法などについてもお話しいただきます。また、次たします。現代食と身体の関係の秘密、子どもの食事や現代生活のデトックス方法などについてもお話しいただきます。また、次
世代の『食』の伝導継承者として、実子である星澤雅也氏も登壇。星澤親子が育ってきた食環境から、料理人としての様々な葛藤世代の『食』の伝導継承者として、実子である星澤雅也氏も登壇。星澤親子が育ってきた食環境から、料理人としての様々な葛藤
を超えて活躍する今、仕事にかける思いとはいかに。を超えて活躍する今、仕事にかける思いとはいかに。
※星澤幸子氏は途中降壇しTVの生放送へ向かいます。※星澤幸子氏は途中降壇しTVの生放送へ向かいます。

第　４
分科会

「食して恋して夢を見て」
講師：星澤　幸子　氏講師：星澤　幸子　氏（料理研究家・星澤クッキングスタジオ主宰）（料理研究家・星澤クッキングスタジオ主宰）
　　　星澤　雅也　氏　　　星澤　雅也　氏（（『星澤フードサービス』調理アシスタント・家庭料理「ほしざわや」オーナー『星澤フードサービス』調理アシスタント・家庭料理「ほしざわや」オーナー））

□会場　ホテルライフォート札幌「ライフォートホールⅠ」　□定員　100名

　あべさんは北海道・旭川市の「旭山動物園」に飼育係として25年間勤務し、現在は絵本を中心とした画業に専念。1994年に出
版され、産経児童出版文化賞JR賞などを受賞した代表作『あらしのよるに』をはじめ、『どうぶつえんガイド』や『ライオンのよ
いいちにち』など、様々な動物の絵本を発表し人気を博している。
　今回の講演は、飼育係の経験から見えた動物園の事、アフリカや北極での野生動物との出会い、絵本が作られる過程における執
筆活動の裏話等、あべさんの絵から見えてくる動物愛、人間もみんな動物だ！今の子育てに必要なものなどお話し頂きます。
※あべ弘士氏は、アフリカ行きのため少し早目に降壇いたします。その後、あべ弘士氏の絵本を担当した編集者より絵本について
お話しします。

第　５
分科会

「地球はどうぶつでいっぱい」
講師：あべ　弘士　氏（絵本作家）
　　　庄司絵里子　氏　　　庄司絵里子　氏（福音館書店　あたらしいこどものほん　編集長）（福音館書店　あたらしいこどものほん　編集長）

□会場　エメラルド　□定員　40名

　高知県の「よさこい祭り」を参考に、「鳴子」を手にし、北海道の民謡ソーラン節「ヤーレンソーラン♪」の歌に合わせて踊るのが、
「よさこいソーラン祭り」です。1992（平成４）年に10チーム1,000人の参加者でスタートし、今では国内外から約３万人が参
加し、約200万人の観客が訪れる祭りへと成長しました。今回は、誰もが知っている総踊り「よっちょれ」を披露いたします。是非、
覚えて帰ってそれぞれの保育園で楽しんでいただければと思います。
＊覚えた「よっちょれ」を情報交換会で披露する予定です。＊運動靴やジャージ等、動きやすい服装でご参加ください。

第　６
分科会

お遊戯会で「よさこいソーラン」を踊ろう！
実技指導：武蔵女子短期大学　コンサフリーク
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参加・情報交換会・宿泊案内
●大会参加費・情報交換会費について
　■大会参加費・・・・15,000円
　■情報交換会費・・・10,000円
　【開催：８月24日(木)　18時00分～　札幌パークホテル】

●参加者申込手続きについて
大会参加申込書の送付

■大会ご参加者は、別紙「大会参加申込書」に必要事項をご記入の上、名鉄観光サービス㈱札幌支店へ
　FAX（011-241-0154）又は郵送にてお申込ください。
　申込書は施設単位で４名様までご記入いただけます。
　【申込締切日】平成29年７月７日(金)

参加券・請求書等の送付
■お申込代表者様に名鉄観光サービス㈱札幌支店より、必要書類（参加券・請求書等）をお送りいたします。
　※参加券等は当日お持ちください。
　※【送付予定日】平成29年７月28日(金)

お申込方法のご案内

（１）お申込方法
　別紙申込書に必要事項をご記入の上、平成29年７月７日(金)までに下記の名鉄観光サービス㈱札幌支店へ
　FAX（011-241-0154）又は郵送にてお申込ください。
　※お電話でのお申込はお受けいたしかねますので予めご了承ください。
（２）ご確認・精算方法
　お申込の皆様には、弊社より旅費請求書及びご案内書等を７月28日（送付予定）までに送付させていただき
　ます。
　お支払いにつきましては、請求内容をご確認の上、平成29年８月10日(木)までにお振込みいただきますよう
　お願い申し上げます。
　お振込の際、振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。
　お振込の名義は、先頭に申込番号を入れ、都道府県名を省いた“組織名（協会名もしくは保育園名）”を入れて
　ください。
（３）領収書について
　①大会参加費・情報交換会費・宿泊費について
　　◆銀行振込依頼書の控えを領収書としてお使いいただきますようお願いいたします。

　②行政機関等の手続き上、領収書が必要な方について
　　◆大会参加費（15,000円）、情報交換会費（10,000円）の領収書
　　　⇒大会事務局にて発行いたします。大会当日、「総合案内」までお越しください。

　　◆大会参加費、情報交換会費以外（宿泊費）の領収書
　　　⇒名鉄観光サービス㈱札幌支店にて発行いたします。
　　　申込書の領収書発行依頼欄に領収書の宛名を記載の上、FAX又は郵送にて名鉄観光サービス㈱札幌支店に
　　　ご依頼ください。

●交通機関手配について●交通機関手配について
　航空券等の手配についてご相談がある方は、名鉄観光サービス㈱札幌支店までお問い合わせください。　航空券等の手配についてご相談がある方は、名鉄観光サービス㈱札幌支店までお問い合わせください。

申込期間：平成29年５月10日(水) ～７月７日(金)17:00必着

ご　案　内 ▶ FAX又は郵送にて
お申込み最終７/７迄 ▶ 最終ご案内

７/28（送付予定） ▶ ご入金８/10まで

大会参加・分科会・宿泊・情
報交換会のご案内を送付させ
ていただきます。

申込用紙にてお申込ください。
希望に添えない場合のみ電話
させていただきます。

宿泊先決定等の最終ご案内及
び参加券・請求書を送付させ
ていただきます。

案内書に基づき料金のご入金
をお願い申し上げます。

※当大会期間中は、
夏休みの旅行シーズン
のため、航空券及び宿
泊施設の手配が難しく
なる可能性があります
ので、お早目にご手配

ください。
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お問合せ・申込書送付先

名鉄観光サービス㈱札幌支店
【住　　所】〒060-0003　札幌市中央区北３条西３丁目NREG北三条ビル１階
【Ｔ Ｅ Ｌ】０１１－２４１－４９８６【Ｆ Ａ Ｘ】０１１－２４１－０１５４
【受付時間】９：００～１７：００（土・日・祝祭日休業）【担　当】白崎・堀井

登録コード 組　織　名 　 登録コード 組　織　名
01A 一社）札幌市私立保育園連盟 27A 一社）大阪市私立保育園連盟
01C 釧路市私立保育園連合会 28A 公社）神戸市私立保育園連盟
01D 帯広私立保育園連絡協議会 28B 公社）兵庫県保育協会
01E 北見地区私立保育園連盟 28C 一社）姫路市保育協会
02A 青森県私立保育園協会 28D 西宮市保育協議会
03A 岩手県私立保育園連盟 29A 奈良県民間保育園連盟
05A 秋田県民間保育協議会 30A 和歌山市民間保育協会
06A 山形県民間立保育園協議会 31A 鳥取県子ども家庭育み協会
08A 茨城県民間保育協議会 32A 島根県私立保育園連盟
09A 栃木県民間保育園連盟 33A 岡山県私立保育園連盟
10A 一社）群馬県民間保育園協議会 34A 一社）広島市私立保育園協会
11A 一社）埼玉県私立保育園連盟 34B 広島県私立保育連盟
12A 千葉県民間保育振興会 36A 徳島県私立保育園連盟
12B 公社）千葉市民間保育園協議会 39A 高知県保育所経営管理協議会
13A 一社）東京都民間保育園協会 40A 公社）北九州市私立保育園連盟
14A 横浜市私立保育園連盟 40B 一社）福岡市保育協会
18A 福井県保育同友会 40C 公社）福岡県保育協会
21A 一社）岐阜県民間保育園・認定こども園連盟 42A 一社）長崎県保育協会
22A 静岡県保育所連合会 43A 一社）熊本県保育協会
23A 公社）名古屋民間保育園連盟 43B 一社）熊本市保育園連盟
23B 一社）愛知県私立保育園連盟 44A 大分県私立保育園連盟
24A 三重県私立保育連盟 45A 一社）宮崎県保育連盟連合会
25A 滋賀県私立保育園連盟 46A 社福）鹿児島県保育連合会
26A 公社）京都市保育園連盟 46B 一社）鹿児島市保育園協会
26B 京都府民間保育園協会 47A 一社）沖縄県私立保育園連盟

●変更・取消について
　■申込書の控えに直接、変更・取消内容をご記入いただき、必ず書面（FAX等）にてご連絡ください。
　■変更・取消の基準日時は名鉄観光サービス㈱札幌支店の営業日・営業時間内の通信を有効とします。
　　（営業日時：月～金９:00～17:00土・日・祝祭日休業）
　■お客様のご都合でご予約を取消される場合、以下の取消料（違約料：含む）を申し受けます。
　■変更・取消後の返金につきましては、大会終了後、下記の取消料および振込手数料を差引き、お客様ご指定
　　の口座へ送金いたします。
　■大会参加費は入金後は返金いたしません。大会終了後、資料送付に換えさせていただきますのでご了承くだ
　　さい。

　●個人情報の取扱について…名鉄観光サービス㈱札幌支店は、本大会に際しご提出いただいた個人情報につきましては、お客様との
　　連絡や郵送・宿泊機関等の手配の為に利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供させていただきます。ま
　　た精算等の関係上、保管期間は本大会終了後最長１年間までとし、期間終了後は速やかに破棄させていただきます。その他、弊社
　　の個人情報の取り扱いに関する方針については、弊社の店頭又はホームページ（http://www.mwt.co.jp）でご確認ください。
　●募集型企画旅行契約…本大会の為にご案内する宿泊につきましては、名鉄観光サービス㈱札幌支店が旅行企画実施するものであり、
　　巻末のお申込書をいただくことによって弊社が定める「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」によりお引き受けいたします。

《取消料》

21日前 20日前以降 ７日前以降 前々日 前　日 当　日 旅行開始後
の当日連絡

大会参加費 ご 返 金 で き ま せ ん
情報交換会費 無　料 無　料 100％

100％
宿　泊　費 20％ 30％ 40％
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第37回 公益社団法人 全国私立保育園連盟青年会議 札幌大会 宿泊のご案内

　①宿 泊 設 定 日　2017年８月23日(水)・８月24日(木)・８月25日(金)

　②宿泊料金内容　お１人様１泊朝食付（税・サービス料込み）

NO 地区 ホテル名 会場までの所要時間
ご宿泊代金 ※ 8/25（金）

追加代金シングル ツイン

１ 中島公園 札幌パークホテル ※大会会場
1-S 1-T シングル￥2,200

¥15,900 ¥12,000 ツイン￥2,200

２ 中島公園 札幌エクセルホテル東急 徒歩で約５分
2-S 2-T シングル￥5,500

¥13,900 ¥8,500 ツイン￥3,800

３ 中島公園 イビススタイルズ札幌 徒歩で約４分
3-S 3-T シングル￥2,000

¥13,900 ¥9,900 ツイン￥1,000

４ 中島公園 ホテルライフォート札幌
徒歩で約２分

※第５、第７分科会
会場

4-S 4-T シングル￥3,300

¥11,800 ¥9,800 ツイン￥2,200

５ 中島公園 ビジネスインノルテ 徒歩で約２分
5-S 5-T

¥8,900 ¥6,800

６ すすきの 札幌東急REIホテル 徒歩で10分
6-S

¥13,300

７ すすきの ホテルロンシャンサッポロ 徒歩で約10分
7-S

¥12,800

８ すすきの ホテルルートイン札幌中央 徒歩で約10分
8-S

¥9,800

９ すすきの 東横イン札幌すすきの交差点 徒歩で約10分
9-S

¥8,500

10 すすきの Tマークシティホテル 徒歩で約７分
10-S

シングル￥4,400
¥8,400

11 すすきの 東横イン札幌すすきの南 徒歩で約７分
11-S 11-T

¥7,900 ¥5,500

12 大　　通 ユニゾイン札幌 地下鉄大通駅
徒歩で２分

12-S 12-T

¥10,800 ¥9,800

13 大　　通 ホテルレオパレス札幌 地下鉄大通駅
徒歩で８分

13-S 13-T

¥9,900 ¥8,900

14 大　　通 札幌クラッセホテル 地下鉄大通駅
徒歩で５分

14-S 14-T

¥9,900 ¥8,900

15 札  幌  駅 東横イン札幌駅北口 地下鉄札幌駅より
徒歩で４分

15-S

¥7,900

※予約は先着順となります。ご希望のホテルが満室の場合、他のホテルにて変更させていただく場合がございま
　すので予め、ご了承下さい。

※No. ９、11、15 ｢東横イン｣ はサービス朝食（軽食）になります。
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宿泊ホテル　案内MAP

アクセス案内



申込書記入日　　　　平成２９年　　　月　　　日　　　　　　　□ 新規　　　　□ 変更　　　　□ 追加　　　　□ 取消
都道府県名　組織名 フリガナ

登録コード 申込代表者氏名
（担当者氏名）保育園（所）名

住所
（書類送付先）

〒　　　－　　　　※上記保育園（所）と異なる送付先をご希望の場合は、ご希望の送付先をご記入ください。

（職場・自宅）　　　
電話番号
（連絡先） （職場・自宅）　　　 FAX番号 （職場・自宅）　　　

参加申込書 　第37回公益社団法人全国私立保育園連盟青年会議　札幌大会 送信先ＦＡＸ：０１１－２４１－０１５４
申込締切：平成２９年７月７日(金)17:00まで
【申込先】
名鉄観光サービス株式会社　札幌支店
「第37回公益社団法人全国私立保育園連盟青年会議札幌大会」係

担当：白崎・堀井
〒０６０－０００３
札幌市中央区北３条西３丁目ＮＲＥＧ北三条ビル１階
TEL：０１１－２４１－４９８６／ FAX：０１１－２４１－０１５４
営業時間：９：００～１７：００（土・日・祝祭日休業）

弊　社　記　入　欄

受付日　　　/ 申込
番号

受付
確認者

№

フリガナ

年齢 性別 職名 大会参加費
15,000円

８/24(木) 宿泊 ８/24(木)

合　計 備　考　欄参加者氏名 分科会 希望日
８/23
（水）
大会前日

８/24
（木）

大会１日目

８/25
（金）

大会２日目
同室希望者
氏名 喫煙／禁煙

情報交換会
参加費
10,000円

例

ホッカイ　タロウ

45 男 園長 15,000円

第１希望 １ 第１希望
1-S 1-S 1-S

喫煙

禁煙

○
72,700円

15,900 15,900 15,900

北海　太郎
第２希望 ３

第２希望
2-S 2-S 2-S

10,000円第３希望 ５

１ 15,000円

第１希望 第１希望
喫煙

禁煙
円第２希望

第２希望 円第３希望

２ 15,000円

第１希望 第１希望
喫煙

禁煙
円第２希望

第２希望 円第３希望

３ 15,000円

第１希望 第１希望
喫煙

禁煙
円第２希望

第２希望 円第３希望

４ 15,000円

第１希望 第１希望
喫煙

禁煙
円第２希望

第２希望 円第３希望

☆払い戻しの返金振込先口座
金融機関 支店名 口座種目 口座番号 口座名義（フリガナ）

当座　　・　　普通

ご自身で宿泊ホテルをお手配された方はホテル名をご記入ください!!

(領収書発行依頼欄)
◆申込書のご記入は、５名様以上の場合、申込書をコピーしてご使用ください。申込書を控えとして必ず保管ください。
◆宿泊は第２希望まで、分科会は第３希望までご記入ください。
◆禁煙ルームについては、数に限りがございますので、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
◆ご連絡事項等がある際は、備考欄をご利用ください。
◆領収書ご希望であれば、右記、（領収書発行依頼欄）に領収書宛名をご記入のうえご連絡ください。基本は銀行振込控えをもって領収書と代えさせていただきます。
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