
 

 

 

 

 

 

・・・・・歓迎のご挨拶・・・・・ 

 

謹 啓 

 

  皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

 このたび、日本モンテッソーリ協会（学会）第５１回全国大会が来る平成３０年８月２日（木） 

 

より３日間、福島県郡山市で開催されますことを心よりお祝い申し上げます。 

 

  開催にあたり、ご参加いただく皆様方の参加申込受付、及びご宿泊等のお申込みを弊社にて 

 

お世話させていただくこととなりました。 

 

  本大会のご成功をお祈りすることはもとより、社員一同全ての面において万全の準備をいたし、 

 

皆様に心からご満足いただけますよう、大会事務局様のご指導のもと関係各方面とも協力し、 

 

一生懸命お世話させていただく所存でございます。皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げます。 

 

 

謹 白 

 

名鉄観光サービス株式会社 福島支店 

 

支店長 鎌田 英人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日本モンテッソーリ協会(学会) 
第５１回全国大会 

＜参加・ワークショップ・宿泊・昼食・懇親会・      

オプショナルツアーのご案内＞ 



１．お申込みについて 

大会参加、宿泊等を下記の要領でお申込み下さい。 

なお、参加申込み締切後、ホテル等調整の上、「大会参加券」「ワークショップ参加券」「宿泊券」 

「昼食弁当券」「懇親会参加券」「オプショナルツアー参加券」を発送させていただきます。 

 また、変更事項やお取消しにつきましては速やかに当支店へ、参加申込書に上書きの上、 

Ｗｅｂ・ＦＡＸ・メールにてご連絡くださいますようお願い致します。 

なお、Ｗｅｂでのお申込み・変更は６月１５日（金）までとさせていただきます。 

以降は、ＦＡＸ・メールのみとなります。 

 

 

 

                       

                       

                               

 

 

 

 

 

 

                                

            

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【お願い】 

トラブル防止の為、お電話によるお申込

みはご遠慮下さい。 

お申込み・変更は、Ｗｅｂ・ＦＡＸ・  

メールに限らせていただいております。

なお、Ｗｅｂでのお申込み・変更は、 

６月１５日（金）までとなっております。 

 

参加申込みはＷｅｂ・ＦＡＸ・メールに

て名鉄観光サービス㈱福島支店へ。 

Ｗｅｂ：モンテッソーリ協会(学会)様の

ホームページ上にございます。 

ＦＡＸ：０２４－５２１－１３４３ 

メール：fukushima@mwt.co.jp 

同封の参加申込書に記入の上お送り下さい。 

＜申込期間＞ 

本要綱到着後、 

６月１５日（金）締切り 

参加券・宿泊券等の発送にあわせ、ご請求

書を、直接参加者宛にお送り致します。 

参加券等の内容をご確認の上、請求金額

をお振込下さい。 

入金確認の時点で、契約成立となります。

振込控は大切に保管下さい。原則領収書は

振込控をもって代えさせていただきます。 

領収書が必要な場合は、当日受付時に 

名鉄観光サービス㈱係員へお申し付け下

さい。 

７月上旬ごろ発送予定 

 ７月２０日（金）までに 

mailto:fukushima@mwt.co.jp


２．参加のご案内 

○大会参加費・・・会員１０，０００円 非会員１２，０００円 

＊大会参加費は７月１３日（金）以降のお取消しの場合は返金致しかねます。 

  お取消しの場合、ご希望により大会終了後、要旨録集を送付させていただきます。 

○８/２(木)・８/３(金) ワークショップ・・・参加費 各教科１，５００円 

＊ワークショップ参加費は７月１３日（金）以降のお取消しの場合は返金致しかねます。 

但し、代理参加は認めます。 

［注意事項］先着順で予定人員になり次第締め切りとなります。 

［申込方法］別紙参加申込書の該当欄に○印をお付け下さい。 

申込番号 タイトル スケジュール 

①  「日常生活の練習」 ８/２開催 14：45～16：30 

②  「感覚教室」    ８/３開催 09：00～10：45 

③  「言語教室」    ８/３開催 12：30～14：15 

④  「数教育」     ８/３開催 14：30～16：15 

○８/３(金) 研究発表 

別紙「大会案内」の研究発表者及びテーマをご参照の上、会場へお越し下さい。 

会場入室の先着順で予定人員になり次第締め切ります。 

３．昼食弁当代・・・８/２（木）８/３（金）   

［内容］日替わり内容にて各日＠１，０８０-税込・お茶付 ※会場内でお召し上がりいただけます。 

［引き渡し］１１：３０～１２：３０ ※詳細は当日ご案内致します。 

［申込方法］申込用紙のお申込み欄に○印をお付け下さい。 

［ご注意］会場ホテル内への飲食物持ち込みはご遠慮いただいております。 

４．懇親会・・８/３（金）  

［内容］ 卓盛・円卓 

［料金］ ７，０００円 

［場所・時間］ 大宴会場 『花勝見』 ・ １８：３０～２０：３０ 

［申込方法］申込用紙のお申込み欄に○印をお付け下さい。 

      定員がございますので、満員になる場合もあります。 

５．会場までの交通 ※郡山駅までの経路 

  〔１〕飛行機をご利用の場合 福島空港入りの場合 
福島空港⇔郡山駅前のリムジンバスが便利です。  

詳しい時間や料金等は福島空港のホームページをご覧下さい。（参考：下記ＵＲＬ） 

http://www.fks-ab.co.jp/access/limousine.php 

    

〔２〕飛行機をご利用の場合 仙台空港入りの場合 

     経路１：仙台空港  ⇒  仙台駅  ⇒  郡山駅         

 （仙台空港アクセス線及び、新幹線利用）  

経路２：仙台空港  ⇒  名取駅  ⇒  福島駅  ⇒  郡山駅   

 （仙台空港アクセス線及び、東北本線利用）   

  所要時間について （※乗り継ぎ時間・便の接続等により多小前後致します。） 

経路１：１時間半程度 

  経路２：２時間半程度 

 

 

 

http://www.fks-ab.co.jp/access/limousine.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．宿泊のご案内（下記宿泊は当社の募集型企画旅行商品です） 

宿泊日：平成３０年８月１日(水)、８月２日(木)、８月３日(金)の３泊ご用意しております。 

申込 

番号 
ホテル名 シングル ツイン 備 考 

Ａ ダイワロイネットホテル郡山駅前 12,０00 円 設定無し 郡山駅から 徒歩１分 

Ｂ 郡山ビューホテルアネックス 11,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩５分 

Ｃ 郡山ビューホテル 10,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩７分 

Ｄ ホテルプリシード郡山 10,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩４分 

Ｅ 磐梯の宿ドーミイン EXPRESS 郡山 10,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩５分 

Ｆ コンフォートホテル郡山 9,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩２分  

Ｇ ホテルクラウンヒルズ郡山 9,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩５分 

Ｈ 郡山シティホテル 9,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩１分 

Ｉ1・Ｉ2 郡山ワシントンホテル （Ｉ1）9,000 円 （Ｉ2）8,500 円 郡山駅から 徒歩５分 

Ｊ チサンホテル郡山 8,500 円 設定無し 郡山駅から 徒歩２分 

Ｋ ホテルロイヤル郡山 8,000 円 設定無し 郡山駅から 徒歩４分 

  シングルは１名１室のお１人様の料金です。ツインは２名１室のお一人様の料金です。 

１泊朝食付き(税金・サービス料込) 

※原則として、先着順にて、ご用意させていただきます。予めご了承下さい。 

 ※各施設には設定数がありますので、お早めにお申込み下さい。 

 ※添乗員は同行致しません。宿泊施設フロントにて後日送付する宿泊券をご提示下さい。 

 ※最少催行人数は１名様です。 

 ※喫煙／禁煙ルームのご希望に沿えない場合があります。予めご了承下さい。 

 ※朝食が不要な場合でもご返金はしかねます。 

 

ダイワロイネットホテル郡山駅前 

郡山ビューホテルアネックス 

郡山ビューホテル 

ホテルプリシード郡山 

磐梯の宿ドーミイン EXPRESS 郡山 

ホテルクラウンヒルズ郡山 

郡山シティホテル 

郡山ワシントンホテル 

チサンホテル郡山 

ホテルロイヤル郡山 

郡山駅（西口側） 

コンフォートホテル郡山 



 

７．オプショナルツアーのご案内・・・８/４（土）～８/５（日） 

［内容］【申込番号１】福島県内観光コース 日帰り （８/４実施）  

    【申込番号２】福島県内観光コース １泊２日（８/４～８/５実施）  

    【申込番号３】震災復興コース   日帰り （８/４実施）     

【申込番号４】震災復興コース   １泊２日（８/４～８/５実施） 

［料金］ 各コースにより異なります。 

［場所・時間］ 下記日程をご覧下さい。 

［申込方法］別紙申込用紙のお申込み欄に申込番号をご記入下さい。 

［連絡事項・注意事項］下記をご覧下さい。 

※各コース最少催行人数２５名様 ※募集人数（定員）４０名様とさせていただきます。 

※各コース添乗員が１名ご同行させていただきます。 

※ツアー中のご移動に関しましては、福島観光自動車㈱を予定しております。 

※当日の道路状況により時間が前後する場合がございます。郡山駅到着後のお帰り 

につきましても、飛行機やＪＲの接続に十分余裕を持ってご参加下さい。 

 （万が一、遅れました場合につきましても、チケット代のお支払等はしかねますので予め 

ご了承の程宜しくお願い致します。） 

※宿泊に関しましては基本的に定員ベース（１室あたり４-５名）の相部屋 

（ツアーにご参加いただくお客様同士の同部屋）を予定しております。 

※震災復興の状況によりコースの変更及び見学形態の変更（下車→車窓）となる場合が 

ございますので、予めご了承の程宜し.くお願い致します。 

  ※旅行代金に含まれないもの（例）：集合場所までの交通費、解散後の交通費・宿泊費等、 

その他追加飲食等個人的性質の諸費用、及びこれらに伴う税・サービス料 

 

【申込番号１】旅行代金：お１人様あたり ￥７，０００－ 

 



【申込番号２】参加費：お１人様あたり ￥３２，０００－ 

※宿泊先は『原瀧』を予定しております。（情報：http://yumeguri.co.jp/） 

 

【申込番号３】旅行代金：お１人様あたり ￥８，５００－ 

 

http://yumeguri.co.jp/


【申込番号４】旅行代金：お１人様あたり ￥３６，０００－ 

 

※宿泊先は『摺上亭大鳥』を予定しております。（情報：http://www.surikamiteiohtori.com/） 

 

 

８．変更・取消しについて 

（ア）お申込み後の変更・お取消しは、ＦＡＸ・メールにて速やかにご連絡下さい。 

（イ）お申込み後７月１３日（金）以降の参加・ワークショップをお取消しの場合、 

   費用の返金はございません。全額ご請求となります。 

 

（１）宿泊 取消料 

  お客様はいつでも取消料をお支払いいただくことにより契約を解除することができます。 

日程は利用日・利用料を基準としています。 

 （２）昼食弁当・懇親会・オプショナルツアー 取消料 

お客様はいつでも取消料をお支払いいただくことにより契約を解除することができます。 

日程は利用日・利用料を基準としています。 

 

 

 

 

 ２０日前～８日前 ７日前～２日前 前日 当日 無連絡及び当日以降 

料金 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

 ２０日前～８日前 ７日前～２日前 前日 無連絡及び当日以降 

料金 ２０％ ３０％ １００％ １００％ 



 

 

 

この旅行は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、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。旅行契約の内容・条件につきましては、大会参加

券類送付の際、「詳しい旅行条件書」を同封致しますのでご確認お願い申し上げます。 

※契約の内容・条件につきましては、お申込み前に当社の店頭またはホームページでも 

ご確認いただけます。 

 

名鉄観光サービス㈱ホームページ（http//www.mwt.co.jp） ⇒ ご利用案内（ＴＯＰページ最下部）

⇒ 各種約款・条件書等について ⇒ ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部） 

 

※名鉄観光サービス㈱は、旅行お申込みの際ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡

の為や、輸送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領の為の手続きに利用させていただ

くほか、必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供致します。 

※上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページで 

ご確認下さい。 

 

名鉄観光サービス㈱ホームページ（http//www.mwt.co.jp） ⇒ ご利用案内（ＴＯＰページ最下部）

⇒ 各種約款・条件書等について ⇒ セキュリティーの確保について ⇒ 個人情報保護方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東北 2018-20519） 

 

                                              

                                              

                   

ご旅行条件について 

＜参加・宿泊等申込み先＞ 

 旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 福島支店   
観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員 

〒９６０－８０３５ 福島市本町５－５ 殖産銀行フコク生命ビル 

         《ＴＥＬ》０２４－５２１－１３４１  《ＦＡＸ》０２４－５２１－１３４３ 

         《メール》fukushima@mwt.co.jp 

         《大会担当》杉浦・石井・熊坂 

               総合旅行業務取扱管理者：鎌田 英人 

《営業時間》月曜日～金曜日 ９：００～１８：００ 

         《定休日》土曜日・日曜日・祝日 

 ※作成基準日 

このご案内は平成 30 年 3 月 16 日を基準として作成しております。 

mailto:fukushima@mwt.co.jp

