第32回中国・四国地区
社会福祉法人経営者セミナー
申 込 要 綱
「参加・交流会・分科会・ﾉｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
宿泊・ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰのお申込み案内」
開催日：令和４年１１月１０日（木）～１１（金）

会

場：【全体会・交流会】ザ クラウンパレス新阪急高知
（高知市本町4-2-50）

分科会：

同上施設

観光庁長官登録旅行業第５５号

高知支店
〒780-0053 高知市駅前町5-5
大同生命高知ビル7階
TEL （０８８）８８３－３２５５
FAX （０８８）８８３－３２５０
e-mail daisuke.ishikawa@mwt.co.jp

【お申込方法及びその後の手続きについて】
この度のセミナーはＷＥＢ申込のみとさせていただいております。
期日までに「本セミナー専用のＷＥＢ申込サイト」(以後「ＷＥＢサイト」)にて名鉄観光
サービス株式会社高知支店へお申込みください。
受付完了後、ご入金の確認が取れた方へは別途｢セミナー参加」その他お申込内容｢分科会参加｣
｢交流会参加｣｢宿泊｣｢ｵﾌﾟｼｮﾅﾙツアー｣に応じた参加券の発行についてメールでご案内します。
申込後の変更・取消につきましては申込締切日9月30日まではWEBサイトにてお願いします。
10月1日以降はWEBサイトでの操作が出来なくなりますので、ユーザー画面の｢お申し込み内容
（PDF）｣タブより「申込内容確認書 兼 お振込先のご案内」をダウンロード・印刷し、変更・取
消内容をご記入の上、名鉄観光高知支店へＦＡＸもしくは郵送にてお送り願います。
（ＷＥＢ環境のない方につきましては、名鉄観光高知支店へお問い合わせください）
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「本セミナー専用のWEB申込サイト」よりお入りいただき
申込み受付締め切り日までにお申し込みください。
下記,高知県社会福祉法人経営者協議会のホームページから
でもWEBサイトに入ることができます。
https://kochi-keieikyo.jp/news/?p=570

＜申し込み受付締め切り日＞
お申し込み後自動送信される「申込完了メール／ご請求明細」をご確認の上、
記載のお振込先へご入金をお願いします。

９月３０日（金） まで

WEBサイトにて参加申し込み

＜請求書をご希望の方＞
別途請求書が必要な方のみ、申込時請求書希望欄へご記入下さい。
後日郵送いたします。
希望者への請求書郵送

１０月１４日（金） 頃

ご請求内容をご確認の上、期日までに代金のお振込みをお願いいたし
ます。入金確認の時点で、契約成立となります。
参加費等お振込期限

１０月２０日（木） まで

参加券の発行につきまして、メールにてご案内いたします。
各自ダウンロード・印刷していただき、当日ご持参下さい。
参加券発行案内

１０月２４日（月） 以降

【セミナー参加費について】
参加費：１０，０００円（経営協会員）･１２，０００円（経営協非会員）
開催日：令和4年11月10日（木）～11日（金）
※お申込後の参加費のご返金はできません(終了後資料を送付致します)

【交流会費のご案内】
参加費：１０，０００円
開催日時：令和4年11月10日（木）18：00～20：00
場所：ザ クラウンパレス新阪急高知 ３階「蘭の間」

【宿泊のご案内】
ご宿泊希望の方は、下記のホテルよりご選択いただきＷＥＢサイトにて
お申し込みください。《11/10当日泊、11/11後泊をご案内しております》
客室は数に限りがございますので、予めご了承ください。
またご希望のホテルが満室となった場合、お申込受付順にて近隣他のホテルを
斡旋させていただきます。
１： 宿泊日
《セミナー当日泊》11月10日（木） ・《後泊》11月11日（金）
２：宿泊ホテル・宿泊料金（１泊朝食付、税金、サービス料含む／お一人様）※1名催行
ホテル名

①ザ クラウンパレス
新阪急高知

（会場ホテル）

②ブライトパークホテル

部屋タイプ

記
号

高知市本町4-2-50
TEL088-873-1111

洋室シングル

①

11,500円

②

9,500円

洋室シングル

③

9,000円

和室シングル

④

18,000円

高知市大手筋1-5-13
TEL088-823-4351

（会場まで1.0km徒歩12分）

③高知パレスホテル

洋室シングル

高知市廿代町1-18
TEL088-825-0100

（会場まで1.1km歩15分）

④高知天然温泉 三 翠 園

高知市鷹匠町1-3-35
TEL088-822-0131

（会場まで450ｍ徒歩5分）

旅行代金

住所/電話番号

宿泊料金 （後
泊同料金）

３： ２名１室等のご希望がございましたら、備考欄に記入ください。
【ホテルアクセスマップ】

①【セミナー会場】
ザ・クラウンパレス
新阪急⾼知
②ブライトパーク⾼知
③⾼知パレスホテル
④三翠園

❸
❷

❶

❹

【ノーリフティングケアデモンストレーションのご案内】
参加費： 無料（先着50名/高知県以外の参加者を優先させて頂きます）
開催日時：令和4年11月11日（金）13：30～15：00
講 師： 一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク
代表理事 下元 佳子 氏
内 容：ノーリフティングケアの講義、実技と質疑、実技体験

【オプショナルツアー】
オプショナルツアーご参加希望の方はコース番号をご選択の上ＷＥＢサイトにてお申し込みください。

世界的建築家原点の街｢梼原｣×隈研吾建築物 見学バスツアー

Ａコース

11/11
(金)

11月12日（土） 日帰り ※添乗員なし

《セミナー2日目終了》（宿泊／各自手配）
WEBサイト記載の後泊プランをご利用ください（泊）
《集合場所①》 [貸切バス] 《集合場所②／駐車場完備》

11/12
(土)

＝＝＝雲の上の温泉＝＝＝＝＝＝高知駅＝＝＝＝＝＝＝＝ふくしプラザ／解散

12:10(昼)13:00
旅行
代金

お一人様

コース
番号

14:30

15:00

バス会社名
高知駅前交通

８，８００円

Aコース

食事条件：昼食

申込締切 9月30日(金)

ノーリフティング実践施設見学ツアー

Ｂコース

11/11
(金)

《現地係員による案内付き》

高知駅＝＝＝＝＝＝＝高知県立ふくしﾌﾟﾗｻﾞ＝＝＝＝「梼原町×隈研吾設計建築物」見学＝＝
8:00発
8:30発
10:00～
12:00

1回

最小催行人員20名様･定員40名様

＜①バス利用 ②現地集合＞

11月1２日（土） 日帰り ※添乗員なし

《セミナー2日目終了》（宿泊／各自手配）
WEBサイト記載の後泊プランをご利用ください（泊）

見学施設名／社会福祉法人土佐香美福祉会 特養ウェルプラザ高知
〒781-8131 高知市一宮しなね２丁目１５−１９ ウエルプラザ高知内 TEL088-855-8811
[貸切バス]
高知駅＝＝＝＝＝＝＝特養ウェルプラザ高知 ＝＝＝＝＝＝＝＝高知駅／解散

《集合場所》
11/12
(土)

Ｂコース ①

9:00

9:20

11:30

11:50

《集合場所》

Ｂコース ②
旅行代金

コース番号

各自にて集合⇒⇒特養ウェルプラザ高知／現地集合(9時20分)駐車場あり／解散

9:20

Ｂコース①貸切バス利用

お一人様

４，０００円

Ｂコース① 又は②

バス会社名
高知駅前交通

11:30
Ｂコース②現地集合

お一人様

申込締切9月30日(金)

１，０００円

食事なし

B-①ｺｰｽ 最少催行人員 15名
B-②ｺｰｽ 最少催行人員 1名

定員①②ｺｰｽ
合わせて30名

【経営協主催チャリティーゴルフ】
チャリティーゴルフ参加希望の方は、ＷＥＢサイトにてお申し込みください。

南国土佐ゴルフプラン／黒潮カントリークラブ 11月12日（土） 日帰り ＜現地集合＞
※高知県社会福祉法人経営者協議会様が主催するチャリティーゴルフにつき
プレー代等の詳細は、高知県経営協又は直接ゴルフ場へお問い合わせください。
（11⽇のお宿が必要な⽅はＷＥＢサイト記載の後泊プランをご利⽤ください）
主催：⾼知県福祉法⼈経営者協議会 TEL088-844-4611
ゴルフ場： ⿊潮カントリークラブ
〒781‐5703 ⾼知県安芸郡芸⻄村⻄分甲5207
11/12
(土)

TEL:0887-33-4455

各自ゴルフ場へご集合ください ／集合時間６時３０分

黒潮カントリークラブ（ｷｬﾃﾞｨｰ･ｶｰﾄ付き）終了後解散
（7:00スタート）

【取消・変更について】
変更・取消は、申込締切日９月３０日まではWEBサイトにてお願いします。１０月１日以降は
WEBサイトでの操作が出来なくなりますので、ユーザー画面の｢お申し込み内容（PDF）｣タブ
より「申込内容確認書 兼 お振込先のご案内」をダウンロード・印刷し、変更・取消内容を
ご記入の上、名鉄観光高知支店へＦＡＸもしくは郵送にてお送り願います。

【取消料について】
10月21日より、お客様の都合により取消になる場合は、下記の取消料がかかりますので
ご了承ください。
期日取消

宿泊費
交流会費

10月20日（木）まで

無
無

10月21日(金)～
11月2日（水）

11月3日(木)～
11月8日（火）

前日

当日

無連絡

20％

30％

40％

50％

100％

20％

30％

40％

50％

100％

料
料

期日取消

11月1日（火）まで

11月2日(水)～
11月4日（金）

11月5日(土)～
11月10日（木）

前日

当日

無連絡

OPﾂｱｰ

無 料

20％

30％

40％

50％

100％

※経営協主催のチャリティーゴルフは黒潮カントリークラブとの契約となります。プレー代金、取消料等の詳細は
高知県経営協又は直接ゴルフ場へお問い合わせください。

取消の基準日は、ＷＥＢの通信日、郵便局の消印日、ＦＡＸの通信日を有効といたします。
（お電話での受付はご遠慮させていただいております。）
また、ご通達は当日の営業時間内に限らせていただきます。弊社の休業日及び営業時間外の場合
は、次の日の営業日のお取消としての扱いとなりますのでご注意ください。
取消後の返金はセミナー終了後精算させて頂きます。事務整理上多少日数がかかりますので予め
ご了承ください。
旅行条件（要約）
お申込の際はお渡しする弊社規定の詳しい旅行条件を 説明したご案内書を事前にご確認の上
お申込み下さい
●募集型企画旅行契約
本復路プランは名鉄観光サービス㈱（観光庁長官登録旅行業第５５号・以下『当社』という）
が旅行企画・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』という）を締結することになります。 この書面は、旅行業法第12条の4
に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
●旅行の申込み及び成立
1,ＷＥＢ申込サイトに必要事項をご入力いただき、期日までに名鉄観光サービス㈱高知支店へ
お申込み下さい。尚、先着順に受付いたしますので定員になり次第締め切らせて頂きます。
また、参加券到着後、指定の期日までに旅行代金をお振込み下さい。
2,本旅行は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約はお申込金なしであっても、
お申込み書面を頂いた時点で成立するものとします。
●旅行代金に含まれるもの
各プランの旅行日程に明示された運輸機関の運賃・料金、食事代、及び消費税相当額が含まれ
ます。なお、行程に含まれない交通費等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
お申込の際にご提出頂いた個人情報については参加者との連絡及び参加者名簿作成及び事務局
への提供の為の使用します。
●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
の説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。
（基準期日令和4年9月１日現在）
【お申込・お問合せ】
（社)日本旅行業協会正会員

観光庁長官登録旅行業第55号

旅行業公正取引協議会会員

高知支店

旅行企画・実施
〒７８０－００５３ 高知市駅前町５－５大同生命高知ビル７階
ＴＥＬ ０８８－８８３－３２５７ ＦＡＸ ０８８－８８３－３２５０
E-Mail daisuke.ishikawa@mwt.co.jp
営業時間：平日１０：００～１７：００ 土・日・祝祭日休業
総合旅行業務取扱管理者 萩原 清夫
担当者 石川 大輔

中四国22-006

