
●実行委員長の総括
●現地実行委員会の紹介
●第 32 回全国夏期セミナー（近畿セミナー）の紹介
●閉会の辞

資料代（参加費）のご案内

〈閉会行事〉

特別企画

8月6日（月）
〈理論講座①〉 9：20～10：30　村末　勇介（性協教九州ブロック幹事・鹿児島県公立小学校教諭）

テーマ：“ いのち ” はここにあるんだよ
　　　　～子どもと共に学びを創る～
　５年生を受け持った新任時代、性教育や「いのち」の教育の必要性を実感し、実践研究
にとりくみ始めた。現在、性・死・自然・文化・食・からだの６つの視点から「いのち」
に迫る実践を追究している。元ＮＨＫ教育テレビ『みんな生きている』番組委員。共著に、『新
版　人間と性の教育　いのちとからだ・健康の学習』（大月書店）など。日々の実践を紹
介した、ホームページ「天までとどけの屋根裏部屋」も開設している。

それぞれの参加日数により下記の表から該当する記号を記入してください。7月 6日（金）までに全日程参加で申し込まれた場合は、
1,000 円の早期割引があります。（一般と全国会員のみ）
※会員とは、全国会員のことで年会費5,000円を2011年8月以降に支払っている方です。（地方サークル会員の方は　該当しません。）

〈理論講座②〉 10：40～11：50　中塚　幹也
　　　　　　　　  （岡山大学保健学研究科教授　 GID（性同一性障害）学会理事長）

12：00～12：30

13：30～　オプショナルツアー ～祝島と奇跡の海～

テーマ：「性同一性障害と社会」
　岡山大学病院ジェンダークリニックや産婦人科「生殖内分泌グループ」に属し、その中
心的存在として様々な症例に携わっている。近年注目が集まっている「性同一性障害」各
方面との連携を図りながら、多くの患者たちと向き合っている。「性同一性障害」における、
国内トップクラスの専門医である。治療行為のみならず、様々な角度から患者を支えてい
る。（病院･医師を探すHPより引用）

山口大学キャンパス

お申込み内容

全国交流会 8月 4日 18 時 30 分より、ホテルかめ福 2 階「紅梅の間」にて
交流会参加費　5,000 円（税込）。　立食ブッフェ形式にて、お料理と飲物代金が含まれています。

8 月 5日（日）昼食弁当 850 円（税込・お茶付）
〇 ８月５日、会場の山口大学にて、模擬授業終了後（12 時より 13 時 30 分の間に）お渡し致します。
〇 夏の時節柄、配布後はお早目にお召し上がり下さい。弁当殻は、配布場所にて 12 ～ 14 時の間に回収いたします。
　 各自で持ち込まれた弁当殻は、お持ち帰りいただきます。
〇 大会会場周辺には、食事施設が少なく、混み合うため、ぜひご利用下さい。

当日申込はできません

当日申込はできません

参加区分別資料代と記号
参加日 一　般 記号 会　員 記号 一般学生 記号 会員学生 記号 中高生 記号

全日程 10,500 円 A 9,500 円 B 3,000 円 C 2,000 円 D 1,000 円 E
二日間 8,000 円 2A 7,000 円 2B 2,000 円 2C 2,000 円 2D 1,000 円 2E

8/4 3,000 円 4A 3,000 円 4B 1,000 円 4C 1,000 円 4D 500 円 4E

8/5 5,000 円 5A 4,000 円 5B 1,000 円 5C 1,000 円 5D 500 円 5E

8/6 3,000 円 6A 3,000 円 6B 1,000 円 6C 1,000 円 6D 500 円 6E



保育のご案内
定員　小学生 15 名　幼児（満 3歳～６歳）７名
お申込みの方には、保育スケジュール・保健調査票をお送りします。
保育プログラム途中でのお子様のお引き取りはできません。申込書備考欄に名前、年齢または学年を記入してください。保健調査
の都合上、急なお申込みはお受けできません。定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。

保育参加費　全日程参加 6,000 円、２日目参加 3,000 円、１・
３日目参加 各 1,500 円　（教材費・交通費・昼食代 (２日目 )
などが含まれます）

オプショナルツアーのご案内 ～祝島と奇跡の海～
　30 年以上 ” 奇跡の海 ” を守ってきた祝島の人たちの穏やかな暮らしとカンムリウミスズメやスナメリ等の稀少生物の生息する瀬
戸内海最後の楽園 ”奇跡の海 ”を探訪します。
６日　１３：３０　山口大学発　～　柳井港から定期便　～　祝島の生活や歴史・文化の学びと交流（旅館泊）　
７日　　９：００～　奇跡の海探訪（チャーター船）　～　１２：３０柳井港駅（JR 山陽本線）解散
費用　17,000 円　（バス代・船代・保険代・一泊３食付）　先着 22 名様（参加申込人数によっては、中止することもあります。）
申込締め切り　６月２９日（金）　　問い合わせ　福川寿子（TEL：０８３４－２８－７９１６）

宿泊プランのご案内
　プランは、１泊朝食付（税込）、８ /３から４泊まで可能の設定です。（ニュータナカは 8/４～２泊のみ）先着順での受付となり
ますので、満室となった場合は希望外のホテルとなることもございます。
※期間中は、中体連の中国大会など、湯田温泉・山口地区の宿泊が混み合っています。宿泊プランのご利用ならびに、お早目のお
申し込みをお勧めいたします。

お申し込みから精算までのご案内
○ ご参加希望の方は、所定の申込書に必要事項をご記入の上、近畿日本ツーリスト山口支店まで FAX または、郵送にてお申込み
　下さい。性教協のホームページ（http://www.seikyokyo.org）からも申し込みができます。
〇 早期割引は、７月６日 ( 金 ) 必着となります。また、これ以降の申し込みは FAX のみの受付となります。
○ 「宿泊」「交流会」「昼食弁当」のお申込み締切日は 7月 13 日（金）とさせて頂きます。
　その後は「参加申し込みのみ」に限らせていただきます。「オプショナルツアー」は 6月 29 日（金）締め切りです。
○ お申し込み受付後、７月 20 日（金）頃から請求書・参加証・弁当券、等を送付致します。
〇 お支払は、参加証（名札）と共に「請求書」を同封いたします。お申込み内容と金額をご確認の上、７月 27 日（金）までに近畿日本ツー
　リスト山口支店の指定口座へお振り込みください。原則、当日集金は致しません。事前の振込入金に限らせていただきます。なお、
　振込手数料は、恐れ入りますが、お客様のご負担にてお願い致します。
　※事務手数料として、参加者お一人様あたり 300 円を収受させて頂きます。
○ お申し込み内容に変更・取消が生じた場合は、「変更箇所」が分かるように申込書に訂正・ご記入の上、FAX にて近畿日本ツー
　リスト山口支店へお知らせ下さい。　※変更・取消事由が生じましたらすぐにお知らせ下さい。
　なお、お電話でのお申し込みや変更・取消はトラブル防止上、お断りさせて頂きます。

※ご同伴のお子様につきましては、大人と同額の代金になります。乳幼児の添い寝につきましては、宿泊代金は無料です。

ホテル名

♨　湯田温泉地区（7施設）　♨　～　JR 山口線「湯田温泉駅」より徒歩 8分、山口大学より徒歩 20分
ホテル位置 部屋タイプ 宿泊代金 申込記号 備　　考

ホテルかめ福1 8/4 全体会場
和室 2名利用
和室 3名利用
和室 4～5名利用

11,500 円
8,800 円
7,500 円

1-T
1-TR
1-F

和室ご利用です。

8/4（土）
8/5（日）
8/6（月）

保育時間 12:00～17:00

保育時間 9:30～16:30

保育時間 9:20～13:00

受付 11:00～12:00

受付 9:00～9:30

受付 9:00～9:20

ホテルニュータナカ2 かめ福 向い シングル
ツイン

8,400 円
7,800 円

2-S
2-T

8/4 と 8/5 の 2 泊の
設定

ビジネスホテル
ステイズイン山口湯田3 かめ福 隣り

シングル
ツイン

6,500 円
5,800 円

3-S
3-T

8/4 と 8/5 の 2 泊の
設定

ビジネスホテルうえの7 かめ福 徒歩 5分
シングル
ツイン

7,000 円
6,500 円

7-S
7-T

8/4 と 8/5 の 2 泊の
設定

ビジネスホテル富士の家4 かめ福 裏手 シングル 7,500 円 4-S

ホテル喜良久5 かめ福 裏手 シングル 8,800 円 5-S

グリーンリッチホテル山口湯田温泉6 かめ福 徒歩 3分 シングル 9,000 円 6-S

スーパーホテル湯田温泉8 かめ福 徒歩 1分 シングル 6,300 円 8-S



お申し込み後の取消・変更について
〇取消・変更につきましては、FAX のみの受付となります。変更点がわかるよう訂正・上書きにて願います。 
〇資料代（参加費）は入金後の返金はできません。あらかじめご了承願います。
〇宿泊・交流会・弁当代金・オプショナルツアーの宿泊は、お客様のご都合で取消される場合、下記のとおりの取消料を申し受けます。
〇オプショナルツアーは、宿泊代金以外の経費は返金できません。あらかじめご了承願います。

※①取消・変更に伴うご返金は、大会終了後、上記取消代金を差し引いてご返金いたします。なお、事務手続きに時間がかかる場
　　合がございますので、予めご了承願います。
　②「取消・変更」のお申し出に関しましては、弊社営業日・営業時間内でのお取り扱いとなります。
　　 ⇒ 土・日・祝日、営業時間（9：30 ～ 17：30）外でのお申し出は、翌営業日での受付・取扱いとなります。

個人情報の取り扱いについて
　株式会社近畿日本ツーリスト中国四国では、お申し込みの際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡や宿泊機関等の
提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させて頂く他、必要な範囲内で当該機関及び手配代行者、主催者実行委員
会に提供致します。それ以外の目的で、提供頂いた個人情報は利用致しません。
　上記のほか、弊社の個人情報の取り扱いに関する方針については、弊社の店頭または下記ホームページにてご確認下さい。近畿
日本ツーリスト株式会社のホームページ（http://www.knt.co.jp）　トップページ下部の「個人情報保護への取り組み」をご参照く
ださい。

アクセス
■ 湯田温泉までの交通アクセス ■ 　( 所要時間・タクシー料金は概算です ) 

■ 山口大学（吉田キャンパス）までの交通アクセス ■ 

①JR 新幹線をご利用の場合

①湯田温泉街より徒歩 20 分、車・バスで 8分

②バスをご利用の場合

②JR 山口線をご利用の場合

③自動車をご利用の場合

④飛行機をご利用の場合

JR 新山口駅下車

新山口駅
20 分（230 円）

中国道小郡 IC より県道 204 経由 15 分

山口宇部空港より

湯田温泉駅下車
徒歩 8分

湯田温泉

湯田温泉

湯田温泉

湯田温泉
バス停下車

湯田温泉前
下車

タクシーで 15 分

新山口駅在来線口より
「中国 JR バス」「防長バス」にて 20 分

湯田温泉
タクシーで 50 分（11,000 円）

山口大学前
バス停下車

新山口駅在来線口より「防長バス」にて 30 分

空港シャトルバスにて 60 分（1,400 円）

②JR 山口線をご利用の場合 新山口駅

山口宇部空港より

20 分（230 円）

空港シャトルバスにて 60 分（1,400 円）

湯田温泉駅下車

湯田温泉前

徒歩 15 分
山口大学

徒歩 20 分
山口大学

④飛行機をご利用の場合

8 日前まで

無料
宿　　泊

宿泊日の 7～2日前

宿泊代金の 30％

8月 2日まで

無料
昼食弁当

8月 3日

弁当代金の 50％

宿泊日の前日

宿泊代金の 40％

当日及び無連絡

宿泊代金の 100％

8日前まで

無料

宿泊日の 7～2日前

宿泊代金の 30％

宿泊日の前日

宿泊代金の 40％

当日及び無連絡

宿泊代金の 100％

7月 31 日まで

無料
全国交流会

8月 1日～当日（8月 4日）

交流会代金の 100％

8月 4日～当日（8月 5日）

弁当代金の 100％

オプショナルツアー
の宿泊


