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  兵庫県青年洋上大学同窓会 会員様 

兵庫県青年洋上大学同窓会 

会 長  大家 重明 

 

謹啓  ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

 

兵庫県青年洋上大学の会員、並びにご家族の方へのご協力案内です。 

ただいま、兵庫県青年洋上大学同窓会は４５周年記念事業「これからの１０年を考える」と

して活動を実施しています。 

2019年９月から「兵庫県青年洋上大学 第 5回海外養成塾」が実施されることになりました。 

募集に先立ち、洋上大学会員の皆さまへご協力のお願いを送付いたします。 

ご家族、ご友人などへの募集案内（情報提供、参加対象者へ紹介）をお願いしたく参加募集要

項を同封させて頂きました。 

是非、ご協力いただけます様にお願いいたします。 

 

併せて、今年度、予定しています事業案内を同封しています。 

 

１． みなとの森探偵団 ～７つの謎～（第一章 日帰り型の事業です） 

日時：2019年６月８日（土）12時 30分～16時迄 

場所：神戸震災復興記念公園 みなとのもり公園で受付をします。 

（リレー・フォー・ライフ・ジャパン神戸会場 内） 

    募集：先着２００名様（無料） 

    詳細は、同封の募集要項をご確認願います。 

 

２． 予定 ご案内（日帰り型の事業です） 

日時：2019年７月～３月迄 土曜日、日曜に３時間程度を予定 

場所：神戸市中央区下山手通り 兵庫県民会館 

募集：先着１５名（日程決定次第、先行参加募集人員をいたします） 

   内容：科学工作「二足歩行ロボット」又は「ぶつからない車」 

 

３．予定 ご案内（宿泊型の事業です） 

日時：2019年 11月～３月迄 土曜日～日曜 １泊２日を予定 

場所：場所 兵庫県下 

募集：先着３０名（日程決定次第、先行参加募集人員をいたします） 

   内容：自然体感型の宿泊活動です。計画中です 

 

これからも洋上大学同窓会の活動へのご協力お願いいたします。 

 問合せは【info@hyogo-yodai.net】からお願いします。 

敬白 

 



world is waiting for you!

兵庫県青年洋上大学

《事業企画》 兵庫県 ・ 公益財団法人兵庫県青少年本部

2019年 9/16㊊～21㊏ ６日間
ベトナム社会主義共和国（ハノイ）

旅行代金82,000円（燃料サーチャージ、空港、諸税を含む）
（本来の旅行代金は164,000円です。
兵庫県から半額の補助を受けて実現した旅行代金です。）
●事前・直前・事後研修に別途研修費必要（計1万円程度）。

説 明 会

参加希望者は、準備の都合がありますので、5月27
日(月)までに電話・FAXにて、氏名・連絡先(電話番
号)を兵庫県青少年本部までお知らせください。

詳しい事業内容をお知りになりたい方のために開
催します。

掲載されている写真はイメージです

2019 6/2（日） 14：００～16：００
会場：兵庫県民会館 10階福の間
　　　（神戸市中央区下山手通4-16-3）

2019年度

参加者募集
定員80名

海外養成塾 ベトナム研修

この旅から、新しい未来を創る

《旅行企画・実施》 ㈱近畿日本ツーリスト関西神戸支店

「イメージ」

さぁ行こう！！　海外養成塾へ！！

杉本勇介さん
　私はこの洋上大学を通じて様々なことを学ぶことができま
した。率直に感じたことは、たくさんの新たな出会いがある
ということです。参加者である学生や社会人、現地の学生、
スタッフのみなさん。日常生活ではまず会うことのなかった
方々でした。
　生まれ、生活環境、考え方もそれぞれ異なる参加者が、チー
ムに分かれ、様々な意思決定を話し合いました。それぞれ
に考え、感じることがある中で、みんなが納得して物事を決
定することは、とても難しいことでしたが、同じ時間を共有

し、何度も話し合う中で信頼関係が生まれ一致団結できた
こと、そんな素晴らしい経験をすることができました。
  縁があって同じ時間を過ごした仲間ができたことが一番の
宝物であり、これからの人生においても、かけがえのない仲
間になるに違いありません。
  ♯新たな出会い♯海外がもっと身近なものに♯自己の成長
♯普段ではできない体験。この洋上大学できっと感じること
ができると思います。
  少しでも興味があれば、ぜひ参加してください。その一歩
を踏み出すことで何かが変わるかもしれません。　

邉見志野さん
  私は昨年、学校の部活動用ポストでパンフレットを見つけ
て応募しました。最初は海外に行きたい！！の一心でしたが、
参加すると、自分が思っていた以上に貴重な経験をすること
ができました。このプログラムのオススメポイントは、訪問
国について深く学べること、また普段の生活では関わらない
ような人と交友関係を深められることです。旅行とは一味も
二味も違った経験をすることができます。
　最初は知らない人たちと海外へ行くということで不安もあ
りましたが、研修のグループワークなどを通して、年齢問わ
ずコミュニーケーションを取ることができるようになり、段々

と仲間意識が湧き、とても仲を深めることができました。
　１年経った今でも一緒に参加した学生、社会人の方、訪
問地で交流した海外の学生とも連絡を取っているほどで
す！！
　このメッセージを見た方、海外や国際交流について興味の
ある方、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか？きっとあ
なたの人生に
おいて忘れら
れない貴重な
経験になるは
ずです！！

参加者の声を聴いて
みよう！

兵庫県青年洋上大学とは
本県の友好国等を訪問し、現地青年との交流をはじめとする多様な体験活動を通して、両国のパートナーシップを支える国
際性を備えた青年リーダーを養成するとともに、次代を担う若い力を育成する事業です。昭和46(1971) 年、地方自治体が主
催する海外研修船として、全国で初めて「第１回兵庫県青年洋上大学」を実施しました。
現在は「兵庫県青年洋上大学海外養成塾」として航空機を使用して実施しています。
〈特長〉
・テーマは「こころ」
・現地青年との親密な交流や意見交換等を行い相互理解と友好親善を深めます。
・多くの青年と移動中や現地での生活を共にします。
・研修や団体生活を通じて相互啓発を行い連帯意識の高揚を図ります。
・研修後、地域や職場で青少年活動等、県下でボランティア活動（事後活動）に
参加していただきます。
　　	※兵庫県青年洋上大学同窓会は、事後活動の場を広く提供しています。

誰が運営しているの？参加費用は？
実施、運営主体は兵庫県及び（公財）兵庫県青少年本部です。
このため参加費164,000 円のうち半額を兵庫県が負担しています。
また、実際の運営には、参加者ＯＢ・ＯＧ会である兵庫県青年洋上大学同窓会や県下
の青少年団体からもスタッフが加わり運営しています。

兵庫県青年洋上大学同窓会って？
昭和46（1971）年に開始した「兵庫県青年洋上大学」。
参加者たちが研修中に学んだことを地域社会に還元し、かつ会員相互の交流をはかろ
うと、昭和47年 5月 28日に設立されたのが「兵庫県青年洋上大学同窓会」です。
会員数は約1万名。兵庫県青年洋上大学（32回）、兵庫県勤労青年洋上大学（4回）、
近畿青年洋上大学（23回）、兵庫県青年洋上大学海外養成塾（4回）に参加したすべて
の洋大生を会員とする青年団体です。
現在も毎週火曜日に開催されている定例会をはじめ、年間を通じて会
員相互の交流や様々な社会活動が行われます。

兵庫県青年洋上大学HP
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どんなことをするの？
海外養成塾は海外研修の約2ヵ月前に「事前研修」、出発直前に「直前研修」、海外研修の約１ヵ月後に「事後研修」があり、
それにも参加が必要となります。事後研修後は経験を生かして学校、職場、地域などで様々な事後活動に参加していただきます。

事前・直前研修は何をするの？
海外養成塾への参加が決定すると、1泊 2日の事前研修で参加者同士が初めて顔を会わせます。
班に分かれて班のモットーや役割分担を決めて、いよいよ活動開始！訪問先大学生との意見交換会
のテーマを決めたり、交流交歓会での出し物を決めて練習したり、夜遅くまで語りあいます。
直前研修では、海外研修で学びたいことの発表などを行い、海外研修に向けての気運を高めます。

事後研修は何をするの？
海外研修から約1ヶ月後に事後研修を行います。
事前研修・直前研修をへて、海外研修を終わるまでに学んだことを班ごとにまとめて
発表します。
この発表を通して参加者同士で学んだこと、感じたことを分かちあい、事後活動へ繋
げるための学習も行います。

海外研修で何をするの？
いよいよ本番！海外研修です。
研修では訪問先で日本語を学ぶ大学生との意見交換会や、現地の日系企業や行政府の
訪問等の他、交流交歓会などを実施します。日本語を真剣に学び、もっと日本のことを
知りたいと思っている訪問国の大学生の姿には感銘を受けます。また、日本から海外進
出している企業の訪問や、現地で起業された日本人経営者の講演は社会人はもとより、
これから就職活動をひかえた大学生の参加者には大変良い刺激となります。
訪問国の文化・歴史・経済などを観光しながら楽しく学べる仕掛けも用意しています。

「イメージ」

どうやって参加するの？
海外養成塾は2年に 1回実施される事業です。
募集人員は 80名です。応募多数の場合は申込書による書類選考となります。申込書
には志望動機、参加後の活動への抱負など、しっかり記入しましょう。

タンロン遺跡

The world is waiting for you  6 days.

Schedule

この旅から、新しい未来を創る
兵庫県では、次代を担う青年が友好関係にある国を訪問し、参加青年同士の絆を深めたり、
外国青年との交流・交歓など、一般の海外旅行では体験できない魅力溢れたプログラムを満載した
“海外養成塾” を実施しています。
新しい自分、新しい世界を発見するための6日間 !!
あなたもこのチャンスを活かし、新しい扉を開けてみませんか !!!

日　程 出発・到着 行	程	等

9月16日（月）
関西国際空港発（10：30）－ 
ノイバイ国際空港着（13：00） 
【宿泊：ハノイ】

◦	歴史遺産（タンロン遺跡）視察
◦	現地日系企業によるベトナム情報の講義

9月17日（火）
8：30頃発
夕食後20：30頃着

【宿泊：ハノイ】

ハナム省表敬訪問、企業視察、現地学生との交流 
◦	ハナム省表敬訪問
◦	現地日系企業訪問、視察、意見交換
◦	現地学生との交流

9月18日（水）
8：30頃発
夕食後20：30頃着

【宿泊：ハノイ】

ハノイ国家大学ハノイ校附属外国語大学学生との交流 
◦	対面式、意見交換
◦	現地学生とのハノイ市内まちあるき等の
　	交流・意見交換　等

9月19日（木）
8：30頃発
夕食後20：30頃着

【宿泊：ハロン市】

歴史・文化遺産視察 
◦	カットバー島
　	（日本ODAにより建設された海上橋の見学）
◦	キャノンフォート　等

9月20日（金） 8：30頃発
【宿泊：機中】

歴史・文化遺産視察、日本語センター学生との交流
◦	ハロン湾クルーズ
◦	ヌイチュック日本語センター学生との交流
◦	ハノイ市内

9月21日（土）（深夜）ノイバイ空港発（00：30）－ 関西国際空港着（06：40）

※利用航空会社 /ベトナム航空
※利用予定ホテル（ツイン 2名
1室利用バス・トイレ付）/（ハ
ノイ）ハノイサフルホテル、
（ハロン市）ミスリンホテル
※食事回数 / 朝昼各 4回、夜 5
回、別途機中 2回 : 関空出発
便・到着便）
※添乗員および兵庫県の担当者
が同行します。
※現地での事業内容は、受入先
の事情等により内容を変更す
る場合があります。
※スケジュール・研修内容につ
いては、変更される場合があ
ります。

事前研修
と　き

ところ

令和元年
7月20日㈯～21日㈰  【宿泊】

兵庫県自治研修所
（神戸市垂水区塩屋町５－３－１）

直前研修
と　き

ところ

令和元年
9月1日㈰  【日帰り】

兵庫県自治研修所
（神戸市垂水区塩屋町５－３－１）

事後研修
と　き

ところ

令和元年
10月12日㈯～13日㈰ 【宿泊】

OAAはりまハイツ
（加古川市加古川町大野字日岡山1754-2）

●別途兵庫県青少年本部主催の研修が以下の通りあります。



Đảo Cát Bà

tỉnh Hà Nam

Vịnh Hạ Long
ハロン湾

カットバ島

ハナム省

ハノイ
Hà Nội

The world is waiting for you  6 days.

兵庫県との友好

現地青年等との交流・体験

兵庫県は、ベトナムの 5つの省市と友好提携を結び交流
を推進しており、兵庫県企業の進出などにおいて経済交流
等が進められています。
また、兵庫県へのベトナム人留学生など人材交流も増え
ており、今後、経済、福祉分野など多方面での交流が期待
されています。

大学等への訪問による現地青年との交流や、現地青年も
参加する班別行動などの多彩な交流・体験を通じてつなが
りを深めていきます。

掲載されてる写真はイメージです

「イメージ」

「イメージ」

ホスピタルケイプ（洞窟病院）
キャノンフォート（戦争遺跡）

兵庫県青年洋上大学海外養成塾　参加申込書

ふ り が な
男
・
女

(写真貼り付け)

上半身正面脱帽
縦4.5cm×横3.5cm

平成31年4月1日以降
に撮影したもの

氏　　　名

生 年 月 日 昭和・平成　　　年　　月　　日生

年　　　齢 歳（平成31年4月1日現在）

国　　　籍
ふ り が な

現　住　所

住　所　〒（　　　　－　　　　）

電　話（　　　　―　　　　―　　　　）　　　　　携帯電話（　　　　―　　　　―　　　　）
E-mail（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職　　　業

勤務先又は
学　校　名

(学生は、学部(専攻)や学年を記載してください)

勤務先又は
学校所在地

住　所　〒（　　　　－　　　　）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話（　　　　―　　　　―　　　　）

緊急連絡先
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続　柄
住　所　〒（　　　　－　　　　）　　　　　　　　　電　話（　　　　―　　　　―　　　　）

海外渡航歴

訪問国 期　間 目　的
～
～
～
～

趣味・特技

英 会 話：　・できる（レベル：討論できる・日常会話・挨拶程度）　　・できない

スポーツ：

文化芸能：

そ の 他：

青少年団体
等における
活 動 状 況

団体等の名称 活動期間(年数) 活動団体等の概要、役職、自己の活動内容、今後の取組など

※裏面も記入してください。

※記載の旅行条件書（要約）の個人情報の取扱いに同意のうえ、申し込みます。



海外養成塾に応募した動機・目的・帰国後の活動への抱負（できるだけ具体的に記入してください。）

健 康 状 態

□健康状態は良好で、長期の団体生活に適応できる。
□その他 ( ※慢性的な疾患がある場合、定期的に服用あるいは常用している薬がある場合、その他の

理由により現在通院している場合はその旨記入してください。また、特に注意を要する点があれば
記入してください。)

保 険 に
つ い て の
アンケート

この度の海外旅行において、最高 3,500 万円の死亡・後遺障害のみを対象とした海外旅行保険に加
入しますが、下記について該当する事項に○印をお付け下さい。

1．別途旅行会社の「海外旅行保険」を申し込みます。　　2．上記以外の「海外旅行保険」は不要です。
2 の場合の理由

□ 他の保険代理店に申し込むため。　　　□ 上記以外の ｢ 海外旅行保険 ｣ は申し込まない。

　　　　　　　　　　　　　　ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年　　　月　　　日

この事業を
知ったきっ
かけに◯を
つけてくだ
さい

・既参加青年からの紹介 ・友人（既参加青年を除く）からの紹介
・親からの紹介 ・県民だよりひょうごを見て
・市町広報誌を見て ・ポスターを見て（駅・学校・その他）
・ホームページを見て ・勤務先からの紹介

上記について具体的な名称、場所などを右記にご記入ください。（　　　　　　　　　　　　　　）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

有効なパス
ポ ー ト を
お持ちの方

( 申込時にお持
ちの方は、ご記
入 く だ さ い )

氏　名（ローマ字）パスポートの表示と同じものを記入してください
　　　　姓　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

旅券番号
	 有効期間満了日　　　　　年　　　　月　　　　日

（ベトナム旅行の場合残存日数が入国時から6ヶ月以上有効のパスポートが必要）

【海外渡航歴】目的欄には、観光、商用、留学、団体派遣(事業名)等を記入してください。
【青少年団体等における活動状況】これまでの活動の経験について記入し、経験がない場合は、「なし」と記入してください。
【情報の取扱】参加申込書に記載された情報は、参加青年の選考のために利用し、各地方青少年本部等の事業関係者に提供しま

す。また、事業参加決定者の参加申込書に記載された情報は事業実施にために利用し、青年洋上大学海外養成塾
の他の参加青年に提供するとともに、事業参加後の青年ネットワークの形成・維持のために利用し、各地方青少
年本部や事後活動組織等に提供します。

参加申込書記入上の注意

■応募資格
　以下の条件をすべて満たす人物を参加募集の対象とする。

⑴原則として、平成31年4月1日現在に兵庫県に在住又は在
勤・在学する概ね20歳から40歳までの青年であり、現に
青少年活動を行い又は今後行おうとする者。（国籍不問）

⑵事業の趣旨・目的を理解し、事前・直前・事後研修を含め
て、全ての研修日程に参加可能で、長期の団体生活に適応
できる者。

⑶事業終了後、その経験を生かし積極的に青少年活動などの
事後活動に参加する意欲を有する者。

⑷訪問国への渡航手続きが完了できる者。
■提出書類

所定の申込用紙に必要事項を記入し、株式会社近畿日本ツーリ
スト関西神戸支店まで提出してください。

■定員
　80人（最少催行人員は50人）
　※関西国際空港より添乗員が同行します。
　※兵庫県および（公財）兵庫県青少年本部の担当者が同行しま

す。

■旅行代金
　82,000円（燃料サーチャージ、空港、諸税を含む）
（本来の旅行代金は 164,000 円です。兵庫県から 82,000 円
の補助を受けて実現した旅行代金です。）

　●事前・直前・事後研修に別途研修費必要(計1万円程度)。
■参加費の納入
　納入期日とその方法については、別途通知します。
■申込締切
　令和元年6月20日(木)必着
■参加者の選考

書類審査等により公益財団法人兵庫県青少年本部で実施します。
選考結果については7月上旬までに応募者全員に通知します。

■決定の取消
参加者として決定された後、事前研修等において、長期の団体
生活に適応することが困難であると認められた場合や渡航手続
きを完了できない場合、参加者として不適当と認められる事由
が生じた場合などは決定を取り消すことがあります。また、出
国後、決定を取り消された場合は、直ちに帰国させるものと
し、個人的な理由で帰国する必要が生じた場合も含め、帰国に
要する費用は本人の負担とします。

応 募 方 法

公益財団法人
兵庫県青少年本部

TEL：078－891－7410　　FAX：078－891－7418
〒650－0011　神戸市中央区下山手通4－16－3兵庫県民会館8Ｆ

事業企画・事前、事後研修に関するお問い合せ

●募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、㈱近畿日本ツーリスト関西（以下「当社」といいます。）が企画・募集し

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」といいます。）を締結することになります。

⑵旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅
行出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。

●旅行の申込み
⑴当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ

きます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取
扱います。

申込金（おひとり）
16,000 円

⑵当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による 旅行契約の予約の申込
みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承
諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の
支払いを行っていただきます。

⑶当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用さ
れるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入さ
れた場合は、お客様の交替の場合に準じ、交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊
機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。
この場合には当社所定の取消料をいただきます。

●旅券・査証について
当パンフレット記載のコースにご参加の場合、必要な旅券（パスポート）残存期間は 6 ヶ

月＋滞在日数以上までとなります。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、
旅券取得はお客様の責任で行ってください。（日本国籍の場合）
ベトナム入国査証（ビザ）取得について

●1度目のベトナム出国日より30日以内に再入国される場合には査証（ビザ）が必要で
す。日本にて取得ください。

●査証取得には写真1枚（縦4cm×横3cm）とパスポート、申請書が必要です。
●査証取得代行申請も可能ですが、別途費用がかかりますのでお申込みの販売店にお問い

合わせください。
パスポート残存期間（日本国籍の方）

●ベトナム：入国時6ヶ月以上

●旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。

●旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目に当たる日以降

21 日目に当たる日 ( 以下「基準日」 という ) より前にお支払いいただきます。但し、基準日
以降にお申込みをされた場合は、申込み時点 又は旅行開始日前の当社の指定した日までに
お支払いいただきます。

●旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金。　尚、運賃・料金

はコースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなり
ます。

⑵旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
⑶旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等）
⑷旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金（2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準

とします。）
⑸旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きます。）及び税・サービス料金。
⑹お 1 人様につきスーツケース等 1 個の受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お 1

人様 20 ㎏以内が原則ですが、クラス・方面によって異なります。また利用航空会社に
より別途受託手荷物運搬料金が必要となる場合があります。詳しくは係員におたずねく
ださい。）手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを
代行するものです。

⑺現地での手荷物の運搬料金（一部含まれないコースがあります。）但し、一部の空港・駅・
港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場
合があります。

⑻添乗員付きコースの添乗員の同行費用　

⑼日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
⑽日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税

●旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
⑴超過手荷物料金
⑵クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食

等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料
⑶傷害、疾病に関する医療費
⑷渡航手続関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に

対する旅行業務取扱料金等。）
⑸日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
⑹希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金
⑺お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客

様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収
に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用

●お客様の解除権
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を

解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らの
それぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
〈表〉取消料

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって、40 日目以降 31 日目にあた
る日まで

ピーク時に旅行を開始する場合：
　旅行代金の 10％（5 万円を上限）
ピーク時以外に旅行を開始する場合 ： 
　無料

旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって、30 日目にあたる日以降 15
日目にあたる日まで

旅行代金が 50 万円以上：　10 万円
〃 が 30 万円以上 50 万円未満：　5 万円
〃 が 15 万円以上 30 万円未満：　3 万円
〃 が 10 万円以上 15 万円未満：　2 万円
〃 が 10 万円未満：　旅行代金の 20％

旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって、14 日目にあたる日以降 3 日
目にあたる日まで

旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日
・前日及び当日 旅行代金の 50％

無連絡不参加及び
旅行開始後 旅行代金の 100％

＊注 1：「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日ま
で及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。

●当社の解除権  旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。こ

の場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします
⑴お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当

社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 23 日目（前項＊注 1 に規定するピー
ク時に旅行を開始するものについては 33 日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨
をお客様に通知します。

⑵天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令そ
の他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安
全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。一例
/ 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の
危険情報が出されたとき。　

●当社の免責事項
お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。た

だし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありま
せん。

①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もし
くは旅行の中止

④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによっ
て生じる旅行日程の変更、旅行の中止

⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる

旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

●特別補償　
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生命、身体または手荷

物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、
通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。

●旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の

部第 29 条別表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更
保証金をお客様に支払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償
金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

●お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この

場合、お一人様につき 10,000 円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場
合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。

●個人情報の取扱い
⑴当社らは、ご提供いただいた個人情報について、

①お客様との間の連絡のため、
②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、
③旅行に関する諸手続きのため、
④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、
⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関

する情報提供のため、
⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、
⑦アンケートのお願いのため、
⑧特典サービス提供のため、
⑨統計資料作成のために利用させていただきます。　

⑵上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、
搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官に書類又は電子データ
により、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望
される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の 10 日前ま
でにお申し出ください。（注：10 日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出
下さい）

⑶当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のう
ち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペー
ン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、
当社が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称については、当社ホーム
ページをご参照ください。

⑷当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
⑸お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行

うことができます。問合せ窓口は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となり
ます。

●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾した

ときに成立します。　国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外
旅行部分を含めて募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。
尚、お客様が申し込まれたパンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保
ができず、お客様が該当コースを取り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料を
お支払いいただきます。

●ご旅行条件の基準
この旅行条件は 2019 年 4 月 1 日を基準としています。

ご旅行条件（要約）お申し込みの際、必ず「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りいただき、ご確認の上、お申し込みください。

関西161119040033

株式会社近畿日本ツーリスト関西
神戸支店

〒650－0044　神戸市中央区伊藤町121
TEL：078－392－2433
FAX：078－392－3822
営業時間9：15～18：00／土・日曜日及び祝日は休業
休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応が
できませんので、翌営業日の受付となります。

観光庁長官登録旅行業第2039号
総合旅行業務取扱管理者：太田　徹也
※　総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店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れば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

旅行企画・実施・ご旅行に関するお申込み・お問い合せ

●衛生情報と海外安全情報について
⑴渡航先の衛生情報については、厚生労働省「海外で健康に過ごすために」https://www.forth.go.jp/ でご確認ください。⑵外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込み時に海外安全情報に関する書面をお渡ししますが、以下にてお客様

ご自身でもご確認ください。外務省「海外安全ホームページ」https://www.anzen.mofa.go.jp/ また、外務省から最新の安全情報や緊急時情報が受け取れる「たびレジ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ の登録もお勧めします。



ある日、みなとの森のカラスが手紙を落とした。

手紙には、６月８日みなとのもり公園で

不思議なできごとが起こると書いていた。

みなとの森探偵団を結成したみなさんは、

約束の時間に公園に着くと、多くの探偵団員が集まっていた。

不思議な色の生きものたちが「大きな声で」話していた。

生き物たちの話しは「これから７つの謎を６０分以内で解かな

いと、この森には生きものが住むことができなくなる・・・・・・」

と言っていた。最後の話し声は、聞こえなかった。

さて、探偵団のみなさん「謎を解くことが」できるかな？

みなとの森探偵団員へ
１．スタート時間は６月８日 12時30分から

２．２人から４人で参加して下さい

３．スタートからゴ－ルまでの時間は、６０分です

４．Ｑ１からＱ７まで解答ができたらラリー受付へ！

５．最後の謎解きを解決したら記念品づくりです

６．最終時間は午後4時までです

では、スタート（謎解き）です

開催日時 ：2019年６月８日（土曜日）12時30分～16時

会 場 ：みなとのもり公園（ＪＲ三ノ宮から海側へ徒歩１０分）

企画・運営 ：兵庫県青年洋上大学同窓会 みなとの森探偵団運営委員

リレー・フォー・ライフ・ジャパン神戸実行委員会

（公財）兵庫県青少年本部
２０１９年度 ひょうごっ子ふるさと塾補助事業



伝統的木造建築の技法をベースにした

木製ジャングルジム を組立てて遊ぼう！

いずれの催しも百円玉数枚のご寄付をお願いしています。

模型列車に乗ってみよう！

がん征圧･がん患者支援チャリティーイベント 問合せ：info@rfl-kobe.org

謎解きラリー「みなとのもり探偵団」
謎を解きながら会場内の７つのポイントを
制覇すれば、「記念品」を進呈します。

子供向け
イベント
６月８日
14時～17時

た ん て い だ んなぞ と

http://relayforlife.jp/kobe/

がんと向き合うサバイバーを
讃え、がんで亡くした愛する
人を偲び、がんに負けない
社会の実現をめざします。

2019年 6月 8日 (土) 14 時 - 9日 (日) 10 時 神戸震災復興記念公園みなとのもり公園

くむんだー （雨天中止）

こども向けイベント協力者 模型列車：いたみてつどうもけいどうこうかい くむんだー：(有)ウッドホーム 謎解きラリー：兵庫県青年洋上大学同窓会

あっ、あそこに
ゆるキャラさんも


