
　平成28年度関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会が、平成28年10月28日（金）埼玉県越谷

において開催されます。同大会の宿泊・レセプション・昼食弁当のご案内及びお手配を株式会社湯旅にてお取扱

させていただくことになりました。　ご参加の皆様には要項により十分ご検討の上、申込用紙にて期日までにお

申し込み下さいます様、ご協力お願い申し上げます。皆様のご利用を心よりお待ちいたしております。

１．申込方法
　（1）「埼玉大会参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記申込先までFAX又は郵送にてお申し込み下さい。

　（2）申込締切後に、参加券類（参加券・宿泊利用券・昼食引換券など）、 及び代金の請求書を10月上旬頃に送付させ

　ていただきますので、10月14日までに指定口座へお振込み下さい。ご入金が確認できない場合は参加券類は無効

　となり全て取消となりますのでご了承ください。

　※銀行振込み手数料は各自でご負担いただきますようお願い申し上げます。

　（3）大会当日は、必ず参加券類をご持参いただきますようお願い申し上げます。

　（4）お申込先：株式会社　湯旅（ゆたび） 埼玉大会係

〒350-0043　川越市新富町1-17-6　ユタビビル2階

ＴＥＬ：049－224－1251 ＦＡＸ：049－224－1255

受付担当：山内、五貝 受付時間：月～金９：００～１８：００（土・日・祝日は休業）

誠に勝手ではございますが、混乱を避ける為お電話でのお申し込みはお受け致しかねますので予めご了承下さい。

　

２．大会参加・レセプションのご案内　【大会実行委員会主催】
　　◎大会参加のご案内

日時：平成28年10月28日（金）

会場：（午前） 公開授業・開会行事 （会場） 越谷市立大袋東小学校

基調提案・研究協議会 越谷市立大袋東小学校

　　　（午後） 分科会・記念講演・閉会行事 越谷市立大袋東小学校

　　　（夕方） レセプション （会場） 越谷サンシティホール

大会参加費 4,000円（当日受付4,000円）

　　◎レセプションのご案内

日時：平成28年10月28日（金）受付17:30～　　開始18:00～

会場：越谷サンシティホール

　　　埼玉県越谷市南越谷1-2876-1 ＴＥＬ：０４８－９８５－１１１１

レセンプション参加費　6,000円

第18回関東地区小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会

埼玉大会　ｉｎ　越谷

大会期日：平成28年10月28日（金）

※別紙申込書にご記入いただき、ＦＡＸ又は郵送でのお申し込みになります。

ＦＡＸ　：　０４９－２２４－１２５５

大会参加費につきましては株式会社湯旅が代行収受し、大会事務局へお支払いさせていただきます。
なお、取消になりましても大会参加費・レセプション費用は返金できません。

大会参加・レセプション・弁当・宿泊申し込みのご案内 

申込締切：平成28年９月30日（金） 
                 参加費 ： 4,000円      レセプション：6,000円 

                        （当日受付 4,000円）           昼 食  弁 当 ：1,000円（お茶付） 



３．弁当・宿泊のご案内
　◎弁当のご案内

　（1）平成28年10月28日（金）

　（2）昼食弁当代金：1食あたり　1,000円（お茶付・税込み）

・幕の内弁当（埼玉県ゆかりの食材を使った弁当）

　（3）大会会場（越谷市立大袋東小学校）でのお弁当です。

・お弁当ご希望の方は申込書にてお申し付けください。

　  ※手配旅行契約にて承ります。（当日の申し込みはできません。）

　  ※注文されたお弁当の配付及びお食事は、越谷市立大袋東小学校の会場となります。

　◎宿泊のご案内

・宿泊のお申し込みは、所定の申込書の「宿泊ホテル」欄にご希望ホテルの申込記号をご記入下さい。

・宿泊取扱日 ： 平成28年10月27日（木）～10月28日（金）の1泊 ・宿　泊　地 ： 越谷市・さいたま市

(1) ご宿泊料金には、１泊朝食並びに税金・サービス料が含まれております。（お一人様の料金です。）

(2) ご予約は申込先着順に承ります。第2希望までご記入くださいますようお願いいたします。

満室の場合はご希望以外のホテルとなります。予めご了承下さいますようお願い致します。

(3) 宿泊人員に制限がありますので、満員になり次第締め切らせていただきます。

(4) その他（前泊や後泊、ツインなど）をご希望の場合は、その旨備考欄にご記入下さい。

(5) 駐車場に関しては直接ホテルへお問合せ下さい。 　※募集型企画旅行契約にて承ります。

４．各授業会場へのアクセス　及び　各会場並びにホテル略地図

大袋東小学校 サンシティホール越谷

№ ホテル名 タイプ 料金 ホテルへのアクセス 所在地

Ａ ホテルサンオーク南越谷 シングル ¥9,800
新越谷駅

南越谷駅徒歩4分
　越谷市南越谷1-22-1

Ｂ ホテルニュー埼玉 シングル ¥8,800 南浦和駅徒歩1分 　さいたま市南区南浦和2-44-17

①越谷市立大袋東小学校（越谷市袋山1750） 東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ大袋駅より徒歩13分

②越谷サンシティホール（越谷市南越谷1-2876-1） 東武線新越谷駅・ＪＲ南越谷駅より徒歩5分

③ホテルサンオーク南越谷（越谷市南越谷1-22-1） 東武線新越谷駅・ＪＲ南越谷駅より徒歩4分

④ホテルニュー埼玉（さいたま市南区南浦和2-4-17） ＪＲ南浦和駅より徒歩1分

１ 
２ 

３ 

４ 



５．交通機関のご案内
　各地よりお越しの際に、飛行機・新幹線など交通機関の手配につきまして必要な方は、直接「湯旅（ゆたび）」
　ＴＥＬ０４９－２２４－１２５１までご連絡下さい。（担当　山内、五貝）     ※手配旅行契約にて承ります。

６．個人情報の取扱いについて
　お申し込みの際にご提供いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡や運送・宿泊等の手配及びそれらのサ
　ービス受領のために必要な範囲で利用させていただきます。また、大会への参加登録のため、大会主催者にお客様の
　個人情報を提出させていただきます。

７．変更・取消のご案内
★取消料

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のでご了承下さい。
（取消日＝旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

※無連絡の取消につきましては、全額お客様ご負担になります。
※変更・取消の場合は返金口座（銀行名・支店名・口座番号・口座名義人）を明記の上 FAXにてご連絡お願いい
　たします。（電話での変更・取消はご遠慮ください。）
※お申し出頂いた時を基準とします。（返金は、大会終了後とさせて頂きます。）

★ご旅行条件（要約）
　お申し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、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。
　●募集型企画旅行契約
　　この旅行は株式会社湯旅 （川越市新富町1-17-6　埼玉県知事登録旅行業第2-136号　以下「当社」という）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を締結する事になります。
　　また、契約の内容・条件とは、各プラン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契約成立時期
　　埼玉大会参加申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金全額をお支払い下さい。
　　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します。
　●旅行代金に含まれるもの
　　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等
　　諸税（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません）
　●個人情報の取扱いについて
　　当社は、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の手配及び
　　それらのサービス受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

●お申込先：株式会社　湯旅　（ゆたび） 埼玉大会係
〒350-0043　川越市新富町1-17-6　ユタビビル2階
ＴＥＬ：049－224－1251　　ＦＡＸ：049－224－1255
営業日・営業時間：月～金9:00～18:00（土・日・祭日は休業）

総合旅行業務取扱管理者：佐久間慶太　・　担当：山内、五貝

旅行企画・実施　株式会社湯旅
埼玉県知事登録旅行業2-136号
埼玉県旅行業協会正会員

①大会参加
／懇親会

　お申し込み後の返金はできません。

取消日 15日前まで 14～8日前 7～2日前 前日 当日・開始後・無連絡

②宿　  泊
無料 10% 30% 50% 100%

③弁　  当

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅
行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく上
記の取扱主任者にお尋ねください。



株式会社湯旅　埼玉大会係　宛

・

参加申込書

申込締切　：　9月30日（金）必着

都・道

府・県
第 18 回 関 東 地 区 小 学 校 生 活 科 総合的な学習教育研究協議会

新規　・　変更　・　取消
（いずれか〇で囲んでください）

フリガナ

男
・
女

 所属先名（勤務先など）　　
参加者氏名

 所在地：　〒　　　　ー　　　　　　□自宅　□所属先（どちらかチェック）

TEL：　　  　－　　    　 　－ FAX：　　 　－　 　　  　　－

参加希望 記入例 お申込内容

参　加　詳　細

参加・不参加 参　加　・　不参加

4,000円 4,000円

10月28日
（金）

第1希望 第1希望

公開授業
1

大袋東小学校 基調提案

研究協議会 第2希望 第2希望

１～６
2

課題別分科会 第1希望 第1希望

大袋東小学校 １～６
6

 　 配付会場　（大袋東小学校）

第2希望 第2希望

5

記念講演

参加・不参加 参　加　・　不参加

申込記号 申込記号

A   ・  B A     ・  　B

第2希望

大袋東小学校 （体育館）

　  お弁当　　（10月28日）
（　要・不要　） （　 要  ・  不要　 ）　◆1,000円

申込記号

A   ・  B A     ・　  B

お申し込み・お問い合わせ 備考欄（その他、前泊などご希望をご記入下さい。）

レセプション　（10月28日） （　出・欠　） （　  出   ・   欠  　）　◆6,000円

宿泊ホテル

第1希望

㈱湯
ユ

旅
タビ

　埼玉大会係

〒350-0043　埼玉県川越市新富町1-17-6

担当　：　山内　・　五貝

FAX : ０４９－２２４－１２５５
TEL　：　０４９－２２４－１２５１

申込記号


