
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

■期    日：2017年 10月 8日（日）～10月 9日（月･祝） 

■主  催：日本ピア・サポート学会  《主管》広島大会実行委員会 

■後  援：日本学校教育相談学会・広島県教育委員会・広島市教育委員会（予定）・ 

            広島大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター・ 

      広島子どものこころ支援ネットワーク 

■会  場：広島大学東千田未来創生センター（広島県広島市中区東千田町 1-1-89） 

 

 

日本ピア・サポート学会 
 第１６回総会・研究大会（広島大会）のご案内 

ー ピア・サポートの過去，現在，そして未来へ — 

御挨拶 

 
 日本ピア・サポート学会が誕生し 16 年目を迎えました。長年に渡り本学会をご牽引
くださった森川名誉会長が勇退され，池島新会長の元，また新たな体制での学会運営が
スタートしました。 
 この度，その新しいスタートとなる第 16 回総会・研究大会を広島にて開催する運び
となりました。広島大会実行委員会では，本大会が皆様を元気にし，そして心に残る大
会となるよう，一丸となって企画・準備にあたっております。 
 本大会のテーマは「ピア・サポートの過去，現在，そして未来へ」です。日本ピア・
サポート学会は 15 年という一区切りを迎え，国内での実践も随分広がってきたように
思います。ここから実践をさらに高めていくためには，我々が専門性を身につけていく
ことが求められていると言えます。本大会ではピア・サポートのこれからに必要な専門
性に結びつくようなワークショップを企画しています。また，国内でがんばって実践さ
れている先生方や子ども達の熱い姿が，皆様のパッションに火をつけることを期待して
います。 
 大会期間中は世界遺産である厳島神社も秋の気配を感じさせ，広島大学のある日本三
大酒どころの１つ，西条において「酒祭り」も開催されているなど，一段と広島の観光
スポットが活気づく時期でもあります。 
 第 16 回総会・研究大会現地実行委員会一同，多くの皆様のご参会を心よりお待ちし
ております。 
 

第 16 回総会・研究大会 大会委員長 栗原 慎二  
               

 
 



 
 

第 16回 総会・研究大会概要 

１．プログラム 

1日目▶ �10 月 8日（日） 

9:00 9:30〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜14：30 14:30〜17：30 

移

動 

18:30〜20:30 

受付 ワークショップ 昼食 
総会 

研究発表 

（分科会） 

情報交換会 

（グランヴィア

広島） ポスター発表・展示 

□ ワークショップ 5部会【9:30〜12:30】 

（注）第 3・4部会は、当学会有資格者限定講座です。第 1・2・5・6部会は、資格の有無にかかわらず、

どなたでも参加いただけます。 

第 1部会 研究論文・実践論文の書き方       講師：栗原慎二（研究紀要委員長・広島大学大学院） 

時代が求めているのは、エビデンス（信頼すべき根拠・証拠）に基づいた実践であり、研究ができる

実践家です。研究のノウハウを学び、自分の実践を研究にまとめることで力量 UPを図るとともに、ピア・

サポートの発展に寄与しませんか。当日は実践のまとめ方の基礎からやっていきます。 

   

第 2部会 国内外のピア・サポート実践 -多様な試みの理論と実践を紹介- 

講師：春日井敏之（調査研究委員長・立命館大学），増田梨花（立命館大学），池 雅之（高知工科大学） 

初めに、現代の子ども、青年を取り巻く社会的な状況や抱える課題について触れながら

ピア・サポート活動の現代的な意義について再確認していきたいと考えています。具体的

には、カナダのブリティッシュコロンビア大学（ＵＢＣ）における学生による学生・生徒

支援の実践、国内の小学校、中学校、高等学校、大学における実践や高大連携、小中連携

の特徴的な試みなどについて紹介しながら、交流ができればと考えています。参加者の皆

さんの職場で、取り組まれていること、できそうなことについても深めていきましょう。

どなたでもご参加ください。 

 

第 3部会 ピア・サポートでの「傾聴」を学ぶ 講師：高野利雄（資格認定委員長・スクールカウンセラー） 

学校でのピア・サポート活動の普及は《支え合える子どもたち》を育てることです。そ

れは《相手の気持ちをくめる子どもたち》ということから始まります。傾聴の態度と技法

の指導は、そうした子どもたちを育てるプロセスです。ピア・サポート活動の基礎になる

ことを、私たち自身も身につけていくことを求めつつ、ご一緒に学び合いたいと思ってい

ます。 

【対象】ピア・サポートトレーナーを対象としていますが、コーディネーターでも参加することができ

ます。トレーナーの資格更新ポイントになります。  

 

第 4部会 ピア・コーディネーターの果たす役割      講師：菱田準子（事務局長・立命館大学） 

急激に変化する社会において、益々、仲間が仲間を支援するピア・サポートの重要性に着目したいと

思います。ピア・コーディネーターにはピア・サポートの実践者とネットワークを形成しつつ、それぞ

れのフィールドの実態に応じてピア・サポートの理念を具現化する役割が求められています。そのため

に、コーディネーター自身の生き方が生き生きとしたものでありたいと願っています。 

そこで、本部会では、ポジティブ心理学のマーティンセリグマン博士が推奨する「PERMA」モデルを紹

介します。ピア・コーディネーターの活動を加速化させていきましょう。 

【対象】ピア・サポートコーディネーターを対象としていますが、次年度にコーディネーターを受講し

たいと考えているトレーナーでも参加することができます。コーディネーターの資格更新ポイントにな

ります。  

 



 
 

第 5部会 ピア・サポート実践に生かすアセスメント入門 -学校適応感尺度「アセス」の使い方- 

講師：中林浩子（研修委員長・大形中学校），矢代幸子（千葉工業高校），大西由美（岡山大安寺中等教育学校） 

 ピア・サポートプログラムを導入するにあたり、学校やコミュニティが抱える課題や多面的な実態把

握に基づいたニーズをわかりやすく示すことができれば、導入への理解と協力を得やすくなります。ま

た、ピア・サポートプログラムを実践する上で、どのように仮説を立て（企画）、実践し（実践）、効果

を明らかにするか（評価）にアセスメントは欠くことのできない重要なものです。本講座では、そのア

セスメントの一つ、標準テキスト Version３で取り上げた「学校適応感尺度アセス」の使い方について

演習を通して解説します。サンプルデータを使いますが、可能な方には、事前にご自分の学校やクラス

でアセスを実施していただき、そのデータを使って更に理解や学びが深められるように、アセス実施に

関する事前のサポートも提供していきます。 

 

第 6部会 ピア・サポートの「感情」をどう扱うか     講師：山田洋平（島根県立大学短期大学） 

ピア・サポートを実践する多くの先生は，ピア・サポートを通して児童生徒（あるいは

学生）の思いやり行動が増えることを期待しています。そのため，サポート活動前のトレ

ーニング段階では，困っている人への声かけなどの行動の仕方を学びます。しかし，それ

だけでは思いやり行動は増えません。むしろ，適切な他者の感情理解や共感性の育成が思

いやり行動を増やすためには重要なポイントとなります。本ワークショップでは，他者の

感情理解や共感性を含む「感情」をどのように育成するかについて，演習を含めて説明し

ます。 

 

□ 総会 【13:30〜14:30】 

 平成 28 年度の学会活動報告と平成 29 年度活動計画案を提案し，今後の本学会の進むべき方向につい

て，会員のみなさまと共に共通理解を図りたいと思います。あらかじめ，お弁当を予約販売いたします。

会場には，お弁当や昼食をお持ちいただいてもかまいませんので，お気軽にご参加ください。 

 

□ 研究発表（分科会方式）【14:35〜17:30】 

1 発表 40 分（発表 20 分＋グループ討議・質疑応答 15 分＋座長からのコメント 5 分）×4 展開，移

動 5分とします。発表要件やエントリーの方法は，別紙にある研究発表要項をご確認下さい。 

 

□ ポスター発表 【13:30〜17:00】 

 研究や実践の発表・交流の場として，ポスター発表を開催します。ポスター掲示は，3時間半とし

ますが，発表者の在籍責任時間を設定しています。発表要件やエントリーの方法は，後ページに掲

載しますので，ご確認ください。 

 

□ 情報交換会（懇親会）【18:30〜20:30】 

 情報交換会（懇親会）を大会 1日目の夜に開催します。どなたでもご参加いただけますので，交流

を深めるためにも，是非ご参加ください。会場は広島駅直結の「ホテルグランヴィア広島」です。開

発が進む広島駅北口（新幹線口）徒歩１分に位置しており，広島内外からも大変アクセスの良い会場

です。送迎バスはご用意がありませんが，大会会場の広島大学未来創生センターから，市電・バスで

１本です。 

 日時：10月 8日（日）18時 30 分〜20時 30分 

 会場：ホテルグランヴィア広島  

※ 会場までは参加者ご自身でのご移動をお願いいたします。バス等の手配はありません。 

【市電の場合】広島電鉄「日赤病院前」電停から１番線「広島駅」行電車で終点「広島駅」（約 25分） 

【バスの場合】広島バス「日赤病院前」バス停から 50 番系統「広島駅」行で終点「広島駅」（約 15分） 

【タクシーの場合】会場からホテルグランヴィア広島まで約 15分 



 
 

 

2日目▶� 10 月 9日（月） 

第 16回広島大会記念シンポジウム「ピア・サポートの過去，現在，そして未来へ」  

9:00 9:15〜10:35  10:50〜11:25 11:30〜12:30 12:30〜12:40 

受付 

第一部 実践発表 
  
学校関係や地域の
実践を５つ紹介し
ます 

休憩 
（10分） 

コンサート 
Soul Camp 

第二部 公開ディスカッション 
「ヒアサポートの未来」 

 
「PSのこれまで」：森川澄男  
「PSの現在」  ：山中榮輔 

指定討論者：池島徳大 
指定討論者：石井眞治 

司会：栗原慎二 

閉会行事 

 

 

□ 実践発表 

現在，日本で取り組まれている先駆的で挑戦的な実践を，実際に取り組んでいるピア・サポーター

の参加や，映像の紹介等，活動のデモンストレーション等を通じて紹介します。5つの実践発表を予

定しています。 

 

□ コンサート 

Soul Camp。沖縄出身の J-POPグループで現在も沖縄を中心に活躍中。BIG MAMAやいじめをテーマに

した”ふたば”といった曲があります。今回のためにピアに係わる新曲も作ってくれています。Soul 

Campの曲は You Tube 等でも聴くことができます。 

 

□ 公開ディスカッション 

これまでの日本のピア・サポートのすべてをご存じの前会長森川澄男先生から，「PSのこれまで」に

ついて語っていただきます。また，元 JFE スチール初代西日本製鉄所長で，現在は岡山県総社市教

育長の山中榮輔教育長に，「PSの現在」と題して総社市におけるピア・サポートを柱とした教育実践

についてお話をしていただきます。このお二人のお話や第一部の実践発表題材として，池島徳大現

ピア・サポート学会会長と比治山大学学長・元広島市教育委員長の石井眞治先生に加わっていただ

き，「ピア・サポートの未来」について公開ディスカッションをしていただきます。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/J-POP


 
 

 

 

参加申し込み及び宿泊のご案内 
 

 

参加お申込及び宿泊のご案内               
 

１. お申し込み方法のご案内 
 

 

 

 

 

 

 申込締切日： 平成 29 年 8 月 25 日(金)17:00 必着  
 

（1）お申し込み方法 

別紙、参加申込書に必要事項をご記入の上 平成 29年 8月 25日（金）までに末記のＪＴＢ中国四国

広島支店へファックス又は郵送又はメールにてお申し込みください。 

※お電話でのお申込みはお受け致しかねますので予めご了承ください。 

 

（2）ご確認・精算方法 

お申し込みの皆様には，9月 6日（送付予定）頃を目処に JTBよりお申込の請求書及びご案内書等を

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，JTBの指定口座へ平成 29年 9月 25日（月）まで

に お振り込み頂きます様お願い申し上げます。お振込の際，振込手数料は申込者ご自身のご負担に

てお願い致します。 

 

２. 総会・大会参加費及び研究発表・ポスター発表 （税込） 
 会 員 会員学生 非会員 非会員学生・院生 

総会・大会参加費 7，000円 3,000 円 8,000 円 3,000 円 

研究発表費（口頭発表） 無 料 無 料 5,000 円 3,000 円 

ポスター発表費 無 料 無 料 3,000 円 1,500 円 

  ※9月 15日（金）以降にお取消された場合，参加費などは一切返金致しかねます。予めご了承ください。 

 

※ 非会員の発表は会員との連名に限り可能です。その際，非会員発表者は上記の発表費をお納めくだ

さい。なお今回入会された方は会員扱いとなり発表費は無料となりますので，この機会にぜひ入会

をご検討ください。 

※ 託児サービス料金は，0〜2細事は初日１日 2千円，3〜5歳児は千円，二日目はその半額となります。

ご希望の方はメールにて大会事務局へお申し込みください。 

申込・問い合わせ先（実行委員長 山崎）：akaney@hiroshima-u.ac.jp 

 

３. 情報交換会 
日時：10月 8日（日）18:30～20:30  

会場：ホテルグランヴィア広島 ３階 天平(てんぴょう) 

 （税込） 
  一般の方 学生・院生 

情報交換会参加費 6，500円 4，000円 

 

＜情報交換会に関する取消料基準＞  

     9月 15日以前 9月 16日以降 

取消料 無料 料金の 100％ 
※情報交換会の手配は旅行契約ではございません。手配先との取決めにより上記取消料を適用させて頂きます。 

ご案内 
FAX、郵送、メールにてお申込み 

8 月 25日(金)迄 
最終のご案内 

9 月 6 日(水)送付予定 
ご入金 

9月 25日(月)迄 
参加申込書にてお申し込み下さい。 
（希望に添えない場合のみ、ご連絡 

させていただきます。） 

宿泊先決定等の最終のご案内及び 
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。 



 
 

４. 宿泊代 
  次頁の宿泊施設一覧を参照のうえ，ご希望のホテルの申込記号を申込書へご記入ください。 

 

５. 昼食代 
 10月 8日（日） お弁当・お茶付 1，000円（税込） 

※会場周辺には食事施設が少ないのでお申し込みすることをお勧めします。 

＜弁当に関する取消料基準＞  

     前日 15時以前 前日 15時以降 

取消料 無料 料金の 100％ 
※弁当の手配は旅行契約ではございません。手配先との取決めにより上記取消料を適用させて頂きます。 

 
 

宿泊について（募集型企画旅行契約）    
 

◎宿泊取扱日 

  2017年 10 月 7日（土）・  8 日（日）・  9日（月） 

 

◎宿泊ホテル  ※設定ホテル詳細は次頁をご覧ください。 
（宿泊条件：1泊朝食付、サービス料税金込、お一人様あたりの料金） 

添 乗 員：同行いたしません（各宿泊施設でのチェツクイン手続きは、お客様ご自身で行っていただきます） 

最少催行人員：1名 

 
※特定のホテル及び部屋タイプに、ご希望が集中する場合がございます。その際は上記施設の中からご希望以外

の施設をご案内させていただく場合がございますので、ご了承下さい。 

※朝食が不要の場合でも特別設定料金のため、ご返金はできません。個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸

税は各自ご清算願います。 

※２名１室利用の方は同室者名もご記入ください。 

 

◎お申し込みについて  ※先着順で承ります。 
所定の申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸ又はメールにて下記「ＪＴＢ中国四国広島支店」まで 

お申込下さい。お申込み受付後、JTBよりファックス又はメールにて受信確認をお送りいたします。 

なお、お申込み後 3日以内に返答がない場合は、お手数ですが JTBまでご連絡ください。 

※予約している客室数には限りがありますのでお早めにお申し込みください。先着順で承ります。 

 

◎申込書記入方法 
ご希望のホテルは第 1希望から第 2希望までご記入ください。ご希望に添えない場合は別途ご案内させて 

頂きます。変更・取消の場合は、変更箇所を明記しＦＡＸまたは郵送又はメールにてお知らせ下さい。 

 

◎取消料 
お申込後、お客様のご都合により予約を取消される場合は下記の取消料がかかります。 

取消日 7日前まで 6～2日前まで 前日まで 当日 
旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加の場合 

取消料 無料 30％ 40％ 50％ 100％ 

※振込後に変更・取消が発生した場合は大会終了後に取消料を差引いて返金させて頂きます。 

 

◎宿泊確認書の発送について 
１０月４日(水)までに申込書記載の書類送付先にご宿泊確認書・宿泊案内・旅行条件書を送付しま

す。 

 

◎ご旅行代金のお支払い 
請求書到着後、記載の期日までに記載の専用口座にお振込ください。振込手数料は、お客様負担に

てお願います。差額及び変更による追加・返金は、大会終了後の精算とさせて頂きます。 

 

 

 



 
 

◎宿泊ホテルマップ・会場までのアクセスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取扱ホテル＞ 
（宿泊条件： 1泊朝食付、サービス料税金込、お一人様あたりの料金）   

ホテル
記号 

ホテル名 部屋タイプ 
旅行代金（お１人様） 

10/7(土) 10/8(日) 10/9(月) 

Ａ-1 ホテルメルパルク広島 シングル 12,000 円  12,000 円  12,000 円  

Ｂ-1 
ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 

シングル 27,000 円  27,000 円  16,000 円  

Ｂ-2 ツイン 26,500 円  26,500 円  13,000 円  

Ｃ-1 
ホテルサンルート広島 

シングル 17,000 円  17,000 円  11,000 円  

Ｃ-2 ツイン 14,500 円  14,500 円  10,000 円  

Ｄ 広島パシフィック シングル 10,500 円  10,500 円  10,500 円  

Ｅ 広島東急ＲＥＩホテル  満室 シングル 9,700円  9,700円  9,700円  

Ｆ 広島オリエンタルホテル シングル 19,000 円  19,000 円  11,000 円  

Ｇ チサンホテル広島 シングル 12,500 円  12,500 円  9,500円  

Ｈ ホテルヴィアイン広島 シングル 11,000 円  11,000 円  11,000 円  

Ｉ 広島ガーデンパレス シングル 11,500 円  11,500 円  10,000 円  

Ｊ アーバイン広島エグゼクティブ シングル 9,700円  9,700円  9,700円  

Ｋ ホテルグランヴィア広島 シングル 22,000 円  22,000 円  22,000 円  

Ｌ 安芸の湯ドーミーイン広島 シングル 17,000 円  17,000 円  17,000 円  

Ｍ アーバイン広島セントラル シングル 9,700円  9,700円  9,700円  

【会議会場までのアクセス】 

広島大学東千田未来創生センター 
（広島市中区東千田町 1-1-89） 

■ＪＲ広島駅→タクシー約 20 分 
■広島電鉄 紙屋町経由広島港行 広電(1 号線) 

ＪＲ広島駅～路面電車（約 30 分）→「日赤病院前下車」 
（①、③番線） 下車後徒歩約 3 分 

■広島バスセンターより 
本通り駅～路面電車（約 10 分）→「日赤病院前下車」 
（①、③、⑦番線） 下車後徒歩約 3 分 

■広島空港リムジンバス 
 広島空港～広島駅新幹線口行き又は 

広島バスセンター行（約 60 分） 

ＪＲ広島駅 

広島バスセンター 

情報交換会会場 

大会会場 

広島電鉄 日赤病院前 



 
 

 

◎会場までの移動について 
広島までの移動の交通手配及び、会場までの移動については、参加者様各自にてお手配をお願いし

ます。また、広島空港・広島駅等からの会場までの移動についても公共交通機関等にて各自にてお

手配頂くようお願いします。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加申込、宿泊に関するお問い合わせ・お申し込みについて◆ 
株式会社ＪＴＢ中国四国 広島支店   担当：友杉・繁田・笹井 

「日本ピア・サポート学会 第１６回 総会・研究大会」 

〒730-0031 広島市中区紙屋町２－２－２ 紙屋町ビル２階 

ＴＥＬ：０８２－２３６－３７３３   

ＦＡＸ：０８２－５４２－２７３８ 

Ｅメール: ec_hij@cs.jtb.jp 
営業時間 平日／９：３０～１７：３０ （土曜・日曜・祝日休業） 

総合旅行業務取扱管理者：高垣 努 
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責任者です。ご旅行の契約に関し担当者からの説明に 

不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

旅行企画・実施 

株式会社ＪＴＢ中国四国広島支店 
観光庁長官登録旅行業 1769号 
日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員 

〒730-0031広島市中区紙屋町 2-2-2 

 

 

 

旅行条件書（要約） ★お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。     

●募集型企画旅行契約 
この旅行は株式会社ＪＴＢ中国四国（広島市中区紙屋町2-1-22 観光庁長官登録旅行業第1769
号。以下「当社」といいます。）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（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件
は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称す
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 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。 
お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。 
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の 
旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。 
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
（４）お申込金（おひとり）  旅行代金全額。 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場
合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード
会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくこと
があります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といた
します。 
●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、別途記載の金額を取消料として申し
受けます。 
●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、コースに示した観光入場料及び消費税等諸税 
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 
（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。） 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や
取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行
条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できる
カードの種類も受託旅行業者により異なります。） 
（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail等電子承諾
通知を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有
効期限」等を通知して頂きます。 
（２）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約
を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金によ
る旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 
●個人情報の取扱について 
（1）当社及び販売店は、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の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。 
（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物
店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらか
じめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望さ
れる場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。 
（3）大会事務局へ個人情報を提供する場合があります。 
●国内旅行保険への加入について  
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者へ
の損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身
で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込の販売員
にお問合せください 
●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2017年4月1日を基準としております。又、旅行代金は 2017年２月1日現在の有効な運賃・
規則を基準として算出しています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

 
承認番号 170319 


