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 第 25 回 全国中途失聴者・難聴者 

   福祉大会ｉｎ滋賀 

「さざなみの湖国滋賀より全国に発信！！ 

～新たな障害者福祉の展開と聞こえの合理的配慮の充実をめざそう～」 

 

大会要項・申込要項 
要約筆記・手話通訳あり 

【開催期間】 

２０１９年１１月２３日（土）・２４日（日）・２５日（月） 

【会  場】 

２３日（土）分科会（２F ﾋﾟｱｻﾞﾎｰﾙ、３F 大会議室、２F 207 会議室、204 会議室） 

⚫ ピアザ淡
お

海
うみ

（滋賀県立県民交流センター） 

滋賀県大津市におの浜 1-1-20  

TEL 077-527-3315 

２３日（土）懇親会 

⚫ 琵琶湖ホテル ３階 瑠璃
る り

 

      大津市浜町 2-40 TEL 077-524-7111 

 ２４日（日）記念式典・全体会・記念講演 他 

⚫ ピアザ淡海 ２階 ピアザホール 

【観光ツアー】２５日（月） 

⚫ 近江八幡～彦根観光コース  

（クラブハリエのバームクーヘンとひこにゃんに会いに行こう） 
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ごあいさつ 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、２０１９年１１月２３日（土）・２４日（日）・２５日（月）の３日間、 

滋賀県大津市におきまして「第２５回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in 滋賀」

が開催されますことを心よりお祝い申し上げます。 

 ご参加されます皆様のご参加・ご宿泊等のお申込み受付を東武トップツアーズ

滋賀支店がお取り扱いさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げま

す。 

大会期間中のご滞在が快適なものになりますよう、万全を期して皆様のお越し

をお待ち申し上げております。 

敬具 

ご 案 内 

時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。  

平素は聴覚障害者の福祉向上に関する活動を続けておられますことに敬意を申しあげます。 

この度、２０１９ 年 １１ 月 ２３ 日(土)・２４ 日(日)・２５ 日(月)の ３ 日間滋賀県

大津市におきまして新時代令和元年に「第２５回全国中途失聴・難聴者福祉大会 in 滋賀」を

開催できますことを誠に喜ばしく思っております。２３ 日には４分科会で学び、意見交換と

各地の皆さまと交流をはかられ、２４日には最新の聴覚障害者福祉に関する情報を取り入れて

いただければと思います。２５ 日には情報保障付きの観光ツアーも企画いたしました。 

ぜひ、多数のご参加をお待ちしております。  

 今回、ご参加・ご宿泊等のお申込み受付は東武トップツアーズ  滋賀支店さまにお願いをし

ております。  

 皆様方にとりまして「第２５回全国中途失聴者・難聴者福祉大会ｉｎ滋賀」の開催が有意義

なものとなりますよう、実行委員一同お待ちしております。    

 

「第２５回全国中途失聴者・難聴者 

福祉大会ｉｎ滋賀」実行委員会  

実行委員長 宿谷辰夫 
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大会スケジュール 
 

【大会期間】２０１９年１１月２３日（土）～２５日（月） 

【開催場所】ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター） 

＜1 日目＞ １１月２３日（土） 

時 間 内 容 会 場 

11:30～13:00 受 付  ２階 ﾋﾟｱｻﾞﾎｰﾙ前 

13:00～16:30 第１分科会（補聴医療対策部） 

「あなたの知らないきこえの世界 

～これからのきこえの健康支援とは何か～」 

第２分科会（要約筆記部） 

「要約筆記利用ハンドブック」と QOLを高める 

第３分科会（情報文化部） 

「電話で音声認識は使えるの？  

～文字付き電話の可能性と課題〜」 

第４分科会（青年部） 

「キャリアアップ」 

～聴覚障がい者が企業で生き抜く力～ 

＜分科会会場＞ 

２階 ピアザホール 

３階 大会議室 

２階 207 会議室 

２階 204 会議室 

 

（分科会資料は  

各会場にて配付） 

 

18:20～ 懇親会 受付 琵琶湖ホテル 

18:30～20:30 懇親会（兵
ひょう

主
ず

太鼓・サンバチーム） 〃 ３階 瑠璃 

＜２日目＞１１月２４日（日） 

9:00 ～ 9:45 受 付 ２階 ﾋﾟｱｻﾞﾎｰﾙ前 

9:45 ～12:30 記念式典および全体会（講演＆対談） 

講師：阿部一彦氏（社会福祉法人 日本身体障害者

団体連合会長） 

「日身連の活動と全難聴に期待すること」 

対談：阿部一彦氏、新谷友良氏（全難聴 理事長） 

２階 ﾋﾟｱｻﾞﾎｰﾙ 

12:30～13:30 昼 食 3 階 大会議室 

13:30～15:00 記念講演・アトラクション・夫婦
め お と

ーく 

露の団姫（つゆのまるこ）＆ 豊来家大治朗 

 

２階 ﾋﾟｱｻﾞﾎｰﾙ 

15:15～15:30 引継ぎ式・閉会セレモニー 

＜3 日目＞１１月２５日(月) 

8:45（大津駅）～16:00(米原駅) 一日観光コース 近江八幡～彦根 貸し切りバス 
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１１月２３日（土）13:00～16:30           1 日目 

第１分科会    （滋賀県中途失聴難聴者協会・補聴医療対策部） 

『あなたの知らないきこえの世界  

～これからのきこえの健康支援とは何か～』 

パネリスト  伊藤 壽一氏（京都大学名誉教授、滋賀県立総合病院研究所所長） 

安岡 公美子氏（日野記念病院 耳鼻咽喉科部長） 

勝谷 紀子氏（北陸学院大学人間総合学部社会学科 教授） 

峯松 秋博氏（樫本病院（大阪狭山市） 言語聴覚士・理学療法士） 

アドバイザー 藤田 保氏（琵琶湖病院・精神科医師） 

グラファシ（グラフィックファシリテーター） 

多田 裕亮氏（滋賀県立大学環境科学部） 

座長     中川 良雄氏（全難聴 補聴医療対策部部長） 

 多分野協働研究で話題のメイドインジャパン！新型人工内耳（人工聴覚上皮）の開発の様

子、滋賀県での聴覚医療体制の取組をご紹介します。 

また、難聴者の多くは機能性、心因性といったメンタルな問題を抱えています。実際、補

聴器や人工内耳装用においても心理ケアは欠かせません。今回は、遅れがちな難聴者心理支

援の在り方についてもお話しをお聞きします。 

そして、病院の耳鼻科以外のリハビリテーションの現場でも補聴器は大活躍しています。

その活用事例などをご報告します。これらの発表をもとにきこえの医療、リハビリの連携強

化の必要性を明らかにしていきましょう。 

また、グラフィック・ファシリテーションの手法も実演、ご紹介します。 

第２分科会                （要約筆記部） 

『要約筆記利用ハンドブック』と QOL を高める 

１．概要 藤谷弘晃副部長 

２．要約筆記利用体験  

竹部強氏（兵庫）、出口明子氏（奈良）、片岡知子氏（神戸） 

３．支援者の立場から  

   長尾康子氏（全要研埼玉県支部 事務局長）          

４．滋賀県における難聴者理解のアンケート結果報告 

   吉田久美子氏（全要研滋賀支部 支部長） 

５．質疑応答 
 今年の１月に当事者の要約筆記利用体験や、要約筆記についてまとめた『要約筆記利用ハ

ンドブック』が発行されました。４月には在庫わずかになったため、第２刷を増刷し絶賛発

売中です！まだ手に取っていない方、読まれてない方はぜひ概要を聞いてみませんか。 

3 名の難聴者から利用体験をお話していただき、支援者の立場からより良い活用方法を提

案していただきます。要約筆記利用の工夫は、難聴者も支援者も参考になると思います。 

さまざまな活用方法を知り、日常生活に役に立ててみませんか。 

昨年、滋賀難聴協と全要研滋賀支部で実施した「難聴者理解のアンケート結果」報告もあ

ります。 

＊協賛企業出展、全難聴各専門部などのブースは、３階 ホワイエにあります。 
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第３分科会                 （情報文化部） 

『電話で音声認識は使えるの？  

～文字付き電話の可能性と課題〜』 
１ 電話リレーサービス状況 
２ 「文字付き電話」の実証実験概要 
３ 「文字付き電話実証実験」の評価と分析 
４ パネルディスカッション・フロアとの質疑応答   
５ 分科会まとめと今後の方針 
パネリスト  星川 安之氏（共用品推進機構） 

 一瀬 宗也氏（シーコミュ）   
家子 直幸氏（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社） 
小川 光彦氏（全難聴 情報文化部 部長） 

座長     新谷 友良氏（全難聴 理事長） 
司会     渡部 安世氏（全難聴 情報文化部） 
 電話ネットワークは社会的なインフラです。聞こえる人だけでなく、聞こえにくい人も使

えるようにすべきです。近年当事者と日本財団を中心に、聞こえにくい人も手話や文字で電

話が使えるよう「電話リレーサービス」の普及がはかられています。制度化に向けて国も動

きはじめています。 

 一方、音声認識技術を電話で利用できれば、聞こえにくい人も相手の返事を「見て」電話

できるようになるのではないか、という期待があります。全難聴は日本財団の助成を受けて、

今年６月から期間限定の実証実験を行っています。分科会ではこれらの背景、実証実験の結

果報告と、どんな課題があったか等を分析し、課題解決のためにどんなことができるのか、

関係者がお互いに意見交換し、今後の方向性を見いだしたいと考えています。 

第４分科会           （青年部）＜運営上 定員 32名＞ 

「キャリアアップ」～聴覚障がい者が企業で生き抜く力～ 

講 師：宮本 治之 氏 元 NHK 総務局業務管理部副部長 

 

１部 講師による講演 

２部 パネルディスカッションまたはワールドカフェ （検討中） 

司会 吉野弘規（全難聴 青年部部長） 

まずは、講師より「キャリア」の定義、どのようにしてキャリアを構築していくか、聴覚障

害者がキャリアを構築する上での課題、などのお話をしていただきます。 

次に、講演内容を受けての意見交換等を行う予定です。 

※ワールドカフェとは 

 メンバーの組み合わせを変えながら、４～６人単位のグループで話し合いを続けることに

より、あたかも参加者全員が話し合っているような効果が得られる会話の手法。 

※ 発表者などは、都合により変更になることがあります。 

※ 分科会は先着順です。ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。 
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１１月２４日（日）               ２日目 

＜会 場＞ ピアザ淡海 ピアザホール 

＜時 程＞ ９：００～  ９：４５ 受 付（2 階ピアザホール前） 

       ９：４５～１０：４５ 記念式典 

１１：００～１２：３０ 全体会（講演） 

⚫ 「日身連（にっしんれん）の活動と全難聴に期待すること」 

  講演 ： 阿部 一彦  氏 （社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会  会長） 

  対談 ： 阿部 一彦  氏、 新谷 友良  氏（全難聴  理事長）  

全難聴の組織は、日身連をモデルとして創られており、日身連の課題（全国組織と地方協会の関

係など）は、全難聴が抱えている課題とも似ています。 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、障害に対する社会の関心が高まっている今

こそ、各地域における共生社会実現のため、私達がどのように関わるべきなのか、この機会を逃

すことなく学びを深めましょう。 

１２：３０ ～ １３：３０  昼 食 ３階 大会議室にて 

館内飲食禁止となっています。昼食会場は３階 大会議室です。弁当ご注文の方

は、３階大会議室前ホワイエの受付にて引換券をもってお渡しいたします。 

＊ホワイエには協賛企業の出展、全難聴各専門部などのブースがあります。 

 

１３：３０ ～ １５：００ 記念講演・公演・対談 

⚫ 講演「発達障がいとコミュニケーション～ともにイキイキ生きるには～」 

  講師：落語家 露の団姫（つゆの まるこ）さん 

落語家・天台宗僧侶。テレビ朝日「ぶっちゃけ寺」や朝日放送「おはよう朝日土曜日です」などに

出演、古典落語や自作の仏教落語を得意とされています。仏教と人権、夫婦の人権を含めたお

話に、夫である豊来家大治朗さんには発達障害がおありですが、障害の種類は違っても、当事者

や家族にも共感してもらえるようなお話を予定しています。 

⚫ 日本伝統芸能 豊来家大治朗さんによる「太神楽（だいかぐら）」 

伊勢熱田神宮の神事から始まったといわれる約 400 年の歴史がある日本の伝統芸能です。 

昔からの伝統と現代的な笑いを組み合わせた舞台を見ていただきます。  

⚫ 夫婦
め お と

ーく（ 露の団姫さんと豊来家大治朗〈ほうらいや だいじろう〉さんの対談） 

露の団姫さんと発達障害をもつ豊来家大治朗さんご夫婦が、お互いにどう工夫して、どう思

い、生活をしているのかを対談でお伝えします。 

１５：１５ ～ １５：３０ 引き継ぎ式・閉会セレモニー 
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●11 月 25 日(月) 観光ツアー  

近江八幡・彦根観光コース 

 

※発着時間はダイヤ改正・交通事情等により変更になることがございます。 

行                程

                   森とお菓子とショッピング     創業 40年、四季の贅沢、海の幸 

大津駅前広場  ==== 「ラコリーナ近江八幡」 ===== いけす活魚料理「海水園」 ====/ 

       ８：４５        １０：１５          １１：２０    １２：００             １３：００ 

                                            （昼食） 

 

 

                   一度は訪れたい   

/===== 彦根城 (国宝のお城・自由散策) =====/ 

                              １３：３０                    １５：４０ 

                                  あの「ひこにゃん登場！」 

      「ラコリーナ近江八幡」       /=========== 米原駅 

      １６：００               

 

 

 

 

 

 

 
 

いけす活魚料理「海水園」       「ひこにゃん」              「彦根城」     

 

ラコリーナ近江八幡   

和・洋菓子のメインショップをはじめ、マルシェ、専門ショップ、パンショップ 

などがあります。森とお菓子とショッピングをお楽しみください。 
 

いけす活魚料理「海水園」   

彦根で創業 40 年、四季の贅沢、豪華に並ぶお料理の数々。 

今回は、滋賀県ならではの、琵琶ますイクラ丼と琵琶ますの塩焼きをお楽しみ 

ください。 
 

国宝  彦根城  

姫路城、松本城、犬山城、松江城とともに国宝に指定されている彦根城。 

全国的に見てもきわめて保存状態がよい城跡で、多くの観光客が訪れる 

人気のスポットです。 

あの「ひこにゃん」が皆様を出迎えてくれます。 
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第 25回 全国中途失聴者・難聴者福祉大会 ｉｎ 滋賀 

分科会・宿泊等の申込について 
 

 

大会参加・宿泊・弁当（24 日の昼食として）・観光ツアーについては本要項による事前申し込みが必

要となります。 

下記概要をご確認のうえ、別紙「第 25 回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 ｉｎ 滋賀 参加申込

書」にてＦＡＸまたはｗｅｂサイトよりお申込みください。開催中は連休と観光シーズンにあたり、予約

がとりにくい時季です。事前に準備をしておりますが、早めの申込をおすすめいたします。 

先着順で定員になりしだい締め切りとなりますので、ご希望に添えない場合もあります。 

あしからず、ご了承くださいますよう、お願いいたします。 

 

申込方法 

  同封の「参加申込書」に必要事項すべてをご記入のうえＦＡＸ、またはｗｅｂサイト

利用にてお申し込みください。 
 

記入の要領 

① 【新規・追加・変更・取り消し】 

いずれかに〇印をご記入いただき申し込みを行ってください。記入漏れのない

ように、希望する項目を確認のうえ、記入をお願いします。 

 

② 【参加費 ４，５００円】  

本人・同伴者（介助者・通訳者）・子ども（小学生以上）同額 

記念誌・記念品等は、２階 ピアザホール前の総合受付にてお受け取りください。 

参加費は返金いたしません。やむなく事前に取り消しをする場合や、当日欠席

の場合は、大会終了後に資料等を送付いたします。 

 

③ 【分科会（ 第 １ ・ 第 ２ ・ 第 ３ ・ 第 ４ ）】 

必ず第一希望・第二希望をご記入ください。 

 

④ 【懇親会 ８，０００円】  

本人・同伴者（介助者・通訳者）子ども（小学生以上）同額 

滋賀の季節の味覚をご賞味ください。 アトラクションもお楽しみに。 

 

⑤ 【大会２日目（２４日）のお弁当 １，０００円】 

記念式典のあと配付します。 ３階大会議室前 ホワイエの弁当引き換え受付に

て弁当引換券との交換になります。当日売りはいたしません。近辺に売店など

が少ないためご利用ください。 

 

⑥ 【一日観光ツアー １０，０００円】  

大津駅前広場 ８ ： ４５ 出発  米原駅 解散 
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お申し込みは大会ホームページもしくは下記サイトからお願いいたします 

★大会申込 WEBサイト： 

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/25nanchofukushi/ 

大会参加・懇親会・宿泊のご案内 

 

この度、「第２５回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in 滋賀」が、開催の運びとなりまし

たことを心よりお祝い申し上げます。 

大会の参加に際し、皆様の参加登録・懇親会・宿泊等の受付を東武トップツアーズ㈱滋

賀支店にてお取り扱いさせていただくことになりました。 

つきましては下記の通りご案内申し上げます。 
 

１．お申込み方法・お支払方法 

 

 

  

申し込みサイトＱＲコード 

１） インターネット WEBでのお申込みについて 

☆お申込方法：  上記 URLまたは、大会申込ＷＥＢサイトよりお申込みください。 

☆お支払方法： １．クレジット決済/クレジットカード情報を入力して頂きますと、お支払いが完了いたし 

ます。 

２．銀行振込/お支払ページに表示されている請求額を指定口座へお振込み下さい。 

          誠に勝手ながら振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 

２） FAXでのお申込みについて 

      ☆お申込方法：  大会ホームページ内の参加申込画面より、申込用紙をダウンロードして頂くか、開催要 

項最終ページの別紙申込用紙に必要事項を記入の上、お申込み下さい。  

FAX：０７７－５６５－０１１２（東武トップツアーズ滋賀支店） 
      ☆お支払方法：  申込み受付後、請求書を郵送いたします。期日までにお振込みをお願いいたします。 

☆領 収 書   :  お振込み時の控えを持って当社の領収書に代えさせていただきます。 

          

２） 参加申込期間 

   ２０１９年９月２日（月）～１０月４日（金） 
２．参加券等の送付 

「大会参加券」以下、「宿泊券」・「懇親会参加券」・「分科会券」・「お弁当引き換え券」につきましては、大会１０ 

日前頃までに、お申込者または申込代表者様宛に郵送させていただきます。 

３． 大会参加・懇親会のご案内（旅行契約に該当しません） 
１） 大会参加費 

☆ ４，５００ 円（お一人様） 

☆大会参加費には、１１月２３日（土）の懇親会費用を含みません。（昼食、宿泊交通費、観光旅行も含み 

ません。） 

 

２） 懇 親 会 

☆日 程 ：  ２０１９年１１月２３日（土）  １８時３０分～２０時３０分 

☆会 場 ：  琵琶湖ホテル  ３ 階 『瑠璃の間』 
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４．宿泊のご案内 「宿泊設定日：  ２０１９年１１月２２日（金）・１１月２３日（土）・１１月２４日（日）」 
大会会場（ピアザ淡海）周辺の宿泊ホテルをご用意いたしました。 

ご希望の方は、申込書の宿泊欄に、申込記号をご記入下さい。 
申込 

記号 
ホテル名 

地図 

番号 
部屋 

宿泊代金 

（お一人様） 

最寄駅～ホテル 

ホテル～会場までのアクセス 

１－Ｓ ホテルピアザびわ湖 ①  シングル 11,330 円 
JR 大津駅よりタクシー５分 

メイン会場 

１－Ｔ ホテルピアザびわ湖 ①  ツイン 10,560 円 
JR 大津駅よりタクシー５分 

メイン会場 

２－Ｔ 琵琶湖ホテル ②  ツイン 

23,760 円 

27,324 円

（11/23） 

JR 大津駅より徒歩１５分 

会場まで徒歩１３分 

３－Ｔ びわ湖大津プリンスホテル ③  ツイン 

18,260 円 

23,870 円

（11/23） 

JR 大津駅よりタクシー１０分 

会場まで徒歩１５分 

４－Ｓ ビジネスホテル西大津 ④  シングル 

8,470 円 

9,680 円

（11/23） 

JR 大津駅よりタクシー１０分 

会場までタクシー１０分 

４－Ｔ ビジネスホテル西大津  ④ ツイン 8,470 円 
JR 大津駅よりタクシー１０分 

会場までタクシー１０分 

５－Ｓ ホテルテトラ大津  ⑤ シングル 15,180 円 
JR 大津駅より徒歩１分 

会場までタクシー１０分 

５－Ｔ ホテルテトラ大津  ⑤ ツイン 13,420 円 
JR 大津駅より徒歩１分 

会場までタクシー１０分 

６－Ｓ ホテルアルファーワン大津  ⑥ シングル 7,744 円 
JR 大津駅より徒歩１０分 

会場までタクシー５分 

７－Ｓ スーパーホテル大津駅前（☆）  ⑦ シングル 10,890 円 
JR 大津駅より徒歩５分 

会場までタクシー５分 

７－Ｔ スーパーホテル大津駅前（☆）  ⑦ ツイン 8,470 円 
JR 大津駅より徒歩５分 

会場までタクシー５分 

８－Ｓ スマイルホテル大津瀬田（☆）  ⑧ シングル 11,780 円 
JR 瀬田駅から徒歩１分 

会場までタクシー１５分 

９－Ｔ 
アヤハレークサイドホテル 

11/22（金）11/24（日）のみの受付 
 ⑨ ツイン  7,800 円 

JR 大津駅からタクシーで５分 

会場まで徒歩５分 

※お申込順でのご手配とさせて頂きますので、ご希望に添えない場合もございます。※宿泊について（１泊朝食付・税込・
サービス料込のお一人様料金です。）※（☆）マークのホテルの朝食は、ホテルによる無料提供の朝食です。 
※ご宿泊は東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行になり、添乗員は同行いたしませんのでご自身で宿泊手続きをお願
いします。※最少催行人員は、1名です。 
 ① ピアザ淡海（会場） 

 
②  琵琶湖ホテル 
 
③ びわ湖大津プリンスホテル 
  
④ ビジネスホテル西大津 
 
⑤ ホテルテトラ大津 

 
⑥ ホテルアルファーワン大津 

 
⑦ スーパーホテル大津駅前 
 
⑧ スマイルホテル大津瀬田 

 
⑨ アヤハレークサイドホテル 

 
＊④⑧は地図欄外になります。 

 

 

 
 

⒱ 

 

 

 

会 場 ・ ホ テ ル 地 図 
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5．大会会場のご案内 

 

 

＜駐車場について＞ ピアザ淡海の駐車場は地下にあります。満車の場合は隣接するびわ湖ホ

ールの駐車場（１階入口・有料）も利用可能です。ただし身体障害者手帳を保持されている場

合は、ピアザ淡海・びわ湖ホールの各事務室での手続は必要になりますが、料金は無料です。 
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６．変更・取消について 
参加（参加者の変更を含む）・宿泊の変更および取消は、申込書またはそのコピーの備考欄にその旨をご 
記入のうえ、必ず FAX（０７７－５６５-０１１２）または郵送による書面にてご連絡をお願いします。 
旅行契約成立後、お客様の都合による取消しの場合は下記の取消料がかかりますので、予めご了承願います。 

項目別の 

取消料 

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 

前    日 当日 

開始後の

解除また

は無連絡

不参加 
15 日前まで 

14 日目から 

2 日前まで 

宿 泊 無料 代金の２０％ 代金の４０％ 
代金の 

５０％ 

代金の 

１００％ 

 

大会参加費の取り消し料 ご返金はございません。 

※11月 23日（土）、24日（日）は支店の休業日にあたるため、取消しについては宿泊施設にお申し出ください。 
※『宿泊当日、14時までに当支店または宿泊施設に取消しの連絡がない場合は、無連絡不参加として取扱い、 
１００％の取消料を申し受けます。』 

※宿泊については申込泊数分が１つの募集型企画旅行となりますので、契約成立後に解除される場合は、合計 
宿泊代金に対して上記の取消料を申し受けます。 

■募集型企画旅行契約 

   本大会の「宿泊」は、東武トップツアーズ㈱が旅行企画・実施するものであり、お申込みいただくお客様は、当社 
の募集型企画旅行契約を締結することになります。 
詳しい旅行条件は別にお渡しするご旅行条件書をご確認ください。 
本大会にかかわる宿泊の旅行条件は、２０１９年４月１日を基準としています。 

   旅行のお申込み及び契約成立時期は所定の申込書にご記入いただき、FAXにてお申込みください。旅行契約 
は当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金を受領したときに成立いたします。 

■個人情報の取扱いについて（重要） 

    東武トップツアーズ㈱は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や、旅行手配 
のために必要な範囲内での輸送・宿泊機関・保険会社等の提供するサービスの手配および受領のための手続 
きに利用させていただく他、必要な範囲内で当該機関、手配代行者および大会主催者に提供いたします。それ 
以外の目的では利用いたしません。 

   ※上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針につきましては、当社のホームページでご確認ください。 
     当社ホームページ  https://tobutoptours.co.jp/               

                    

お申込み問合せ先 

  ≪旅行企画・実施≫ 

   東武トップツアーズ㈱滋賀支店  

  担 当： 木田・橋本・小林 

観光庁長官登録旅行業第 38号 

一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員   

総合旅行業務取扱管理者： 橋本 秀樹 

〒５２５－００３１  滋賀県草津市若竹町７－１０ ＫＢ２１－２階 

TEL  ０７７－５６５－０１０９    FAX  ０７７－５６５－０１１２ 

受付時間： 平日／９：３０～１７：３０（土日祝日は休業とさせていただきます）     （客国１９－４０７） 

 
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の責任者です。このご旅行の契約
に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者に
お尋ねください。 


