２０１５年

参

加

５月連休特別国内感動体験事業

の

公益財団法人
〒141-0031

テ

キ

ス

ト

国際青少年研修協会

東京都品川区西五反田 7-15-4 第三花田ビル 4 階

電話：03-6417-9721／FAX:03-6417-9724
E-mail：info@kskk.or.jp

【

モット－

】

１．いろいろなことにチャレンジしましょう。
２．なかまを大切にしましょう。
３．明るくあいさつをしましょう。
４．自分のことは自分でしましょう。そして、人のことも助けてあげましょう。

【

ル－ル

】

１．電話はかけないようにしましょう。
２．リ－ダ－の指示をよく聞きましょう。
３．時間を守りましょう。
４．具合の悪いときは、素直にリ－ダ－に言いましょう。
５．貴重品は、自分で管理しましょう。

【

主な交通手段(予定)

】

１．期 間 ５月２日(土)～６日(水:祝)４泊５日
５月２日
仙台、福島、新潟、宇都宮、高崎、長野班は、新幹線にて東京駅へ
※事前に JR 乗車券と指定席券をお送りしますので、最寄駅からのお乗せ込みをお願
いします。本会スタッフが東京駅到着ホームにて出迎えます。
※東京駅からは本会リーダーが引率いたします。
仙台発
06:24
ＪＲ仙台駅から各自乗せ込み （やまびこ 204 号）
福島発
06:46
ＪＲ福島駅から各自乗せ込み （やまびこ 204 号）
宇都宮発 07:42
ＪＲ宇都宮駅から各自乗せ込み（やまびこ 204 号）
新潟発
06:57
ＪＲ新潟駅から各自乗せ込み （とき 304 号）
高崎発
07:58
ＪＲ高崎駅から各自乗せ込み （あさま 606 号）
長野発
07:10
ＪＲ長野駅から各自乗せ込み （あさま 606 号）
東京駅集合 08:30
ＪＲ東京駅 八重洲中央改札口前（のぞみ 217 号）
東京発
09:20
のぞみ 217 号で新大阪へ
静岡発
10:11
ＪＲ静岡駅から各自乗せ込み （ひかり 465 号）
名古屋発 11:03
ＪＲ名古屋駅から各自乗せ込み（のぞみ 217 号）
熊本、博多、広島、福山、岡山、新神戸班は新幹線にて新大阪駅へ
金沢班は在来線特急にて新大阪駅へ
※事前に JR 乗車券と指定席券をお送りしますので、最寄駅からのお乗せ込みをお願
いします。本会スタッフが新大阪駅到着ホームにて出迎えます。
熊本発
08:42
ＪＲ熊本駅から各自乗せ込み （みずほ 602 号）
博多発
09:17
ＪＲ博多駅から各自乗せ込み （みずほ 602 号）
広島発
10:21
ＪＲ広島駅から各自乗せ込み （みずほ 602 号）
福山発
10:17
ＪＲ福山駅から各自乗せ込み （さくら 542 号）
岡山発
10:57
ＪＲ岡山駅から各自乗せ込み （みずほ 602 号）
新神戸発 11:29
ＪＲ新神戸駅から各自乗せ込み（みずほ 602 号）
金沢発
09:03
ＪＲ金沢駅から各自乗せ込み （サンダーバード 14 号）
新大阪駅集合
12:00
ＪＲ新大阪駅中央改札口前
※昼食は、持参して下さい。

-1-

５月６日 新大阪解散 17:00 ＪＲ新大阪駅在来線ホーム
（くろしお 22 号）
新神戸解散 17:59 ＪＲ新神戸駅新幹線下りホーム（のぞみ 43 号）
岡山解散
18:27 ＪＲ岡山駅新幹線下りホーム （のぞみ 43 号）
福山解散
18:48 ＪＲ福山駅新幹線下りホーム （のぞみ 43 号）
広島解散
19:03 ＪＲ広島駅新幹線下りホーム （のぞみ 43 号）
博多解散
20:11 ＪＲ博多駅新幹線下りホーム （のぞみ 43 号）
熊本解散
20:43 ＪＲ熊本駅新幹線下りホーム （さくら 569 号）
金沢解散
19:56 ＪＲ金沢駅在来線下りホーム （ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ 33 号）
※本会スタッフは、新大阪駅まで引率いたします。その後は、参加者の方のみで帰宅
します。事前に指定号車・座席番号をお知らせいたしますので、最寄駅の新幹線到
着ホームの指定号車までお出迎えをお願いいたします。
名古屋解散 16:30 ＪＲ名古屋駅在来線ホーム
（南紀 6 号）
静岡解散
17:32 ＪＲ静岡駅新幹線上りホーム
（ひかり 474 号）
東京解散
18:50 ＪＲ東京駅八重洲北口団体待合所（ひかり 474 号）
※仙台、山形、福島、宇都宮、高崎、新潟は、東京駅から新幹線にて各地へ
宇都宮解散 20:08 ＪＲ宇都宮駅新幹線下りホーム（やまびこ 157 号）
福島解散
20:53 ＪＲ福島駅新幹線下りホーム （やまびこ 157 号）
仙台解散
21:23 ＪＲ仙台駅新幹線下りホーム （やまびこ 157 号）
山形解散
21:57 ＪＲ山形駅新幹線下りホーム （つばさ 157 号）
高崎解散
20:26 ＪＲ高崎駅新幹線下りホーム （とき 343 号）
新潟解散
21:37 ＪＲ新潟駅新幹線下りホーム （とき 343 号）
長野解散
21:30 ＪＲ新潟駅新幹線下りホーム （あさま 525 号）
※本会スタッフは、名古屋駅から東京駅まで引率いたします。
その後は、東京駅にて指定号車にお乗せ込みをしますので、参加者の方のみで帰宅
します。最寄駅の新幹線到着ホームの指定号車までお出迎えをお願いいたします。

【注意事項】
１．交通手段は、予定ですので最終案内にて再度ご確認下さい。
２．19 時以降の到着地へ帰宅されるお子様には、夕食（軽食）を本会にて準備いたします。
３．活動場所
紀伊田辺～熊野古道（中辺路）～熊野本宮～熊野古道(小雲取越)～新宮市
～紀伊勝浦～那智大社、那智の滝
４．宿泊先(予定) 滝尻王子、渡瀬温泉
野宿体験
近露王子（田辺市）
民宿
紀伊勝浦（那智勝浦町）
ホテル

【緊急連絡先】
毎日、事務局へは１～２回、連絡が入りますが、毎日移動しますので、直ちには参加者への
連絡がつかない状況を、予めご承知おき下さい。また、緊急の用事でない限り、電話はでき
るだけご遠慮下さい。
髙田 裕之
０９０－５４３９－１４０１（携帯）
近露王子（民宿ちかつゆ)
０７３９－６５－０６１７
那智勝浦(ﾎﾃﾙ&ﾚﾝﾀｶｰ 660) ０７３５－５２－０１７１
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【日

程(予定）
】

＊毎日１２～１５ｋｍを目標に歩きます。（班ごとに：語りべ同行）
＊スタートとゴール（宿泊場所：宿、野宿）は決定しています。熊野古道コース地図を事前に渡
し、ゴールまで行きます。
＊毎日入浴をします。
（公共浴場、温泉、ホテルなど）
＊雨天の場合は、風雨等避けて野宿できる場所を確保してありますのでご安心下さい。
＊天候、交通事情等により、日程の変更もあります。最終案内にて再度ご確認下さい。
５月２日（土）
早朝
午前
12:30
13:00
15:14
19:25
20:03

各地駅発 新幹線で東京へ
東京駅発 新幹線で新大阪へ
博多駅発 新幹線で新大阪へ
新大阪駅 集合
新大阪駅 発
くろしお 13 号
紀伊田辺駅 着
紀伊田辺市内見学&温泉入浴&夕食
紀伊田辺駅 発
バスにて滝尻王子へ
滝尻王子 着
滝尻王子（泊：野宿）

５月３日（日）
朝
午後

歩く目標距離：１３ｋｍ（熊野古道：中辺路コース）
滝尻王子 発（語りべと一緒に歩き）～近露王子
近露王子 着
入浴＆夕食
近露王子（泊：民宿）

５月４日（月：祝日）
歩く目標距離：１４ｋｍ（熊野古道：中辺地コース）
09:05
なかへち美術館 発
バスで道湯川橋バス停へ
09:14
小広峠 着（語りべと一緒に歩き）～熊野本宮
夕方
熊野本宮 着
熊野本宮参拝&見学＆温泉入浴＆夕食
渡瀬温泉（泊：野宿）
５月５日（火：祝日）
歩く目標距離：１５ｋｍ（熊野古道：小雲取越コース）
08:56
渡瀬温泉 発
バスにて下地橋へ
09:03
下地橋 着 （語り部と一緒に歩き）～小口～神丸
16:38
小口 発 バスにて新宮へ
17:12
JR 新宮駅 着
17:55
JR 新宮駅 発 紀伊勝浦へ
18:17
JR 紀伊勝浦駅 着 宿泊先へ
温泉入浴＆夕食
紀伊勝浦（泊：ホテル）
５月６日（水：祝日）
歩く目標距離：５ｋｍ
朝
紀伊勝浦漁港へ 見学（朝市、足湯）
午前
紀伊勝浦駅 発
バスにて那智大社、那智の滝、青岸渡寺 見学
昼
紀伊勝浦駅 着
12:23
紀伊勝浦駅 発 特急 南紀 6 号（名古屋経由 東日本方面）
16:10
名古屋駅 着 （名古屋駅から 東京へ）
18:40 頃 東京駅 着（東京駅から 東北・北陸方面へ）
13:00
紀伊勝浦駅 発 特急 くろしお 22 号（新大阪経由 西日本方面）
16:50
新大阪駅 着（新大阪駅から 西日本方面へ）
20:00 頃 博多駅 着
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【

持

物・服 装 】

１．着替え用服（着て行く服のほかに）
＊活動的な服 （長ズボン） ２組 ジ－パンは避けて下さい
（長袖・半袖の上着＊Ｔシャツなど） 各３枚
＊下着
４組
＊靴下
４足
２．寝袋
３．タオル（フェイスタオル ２枚 ／バスタオル １枚）
４．洗面用具
５．帽子（なるべくつばがひろいもの）
６．靴（はきなれた靴でご参加下さい。クッションのきく物が良いです。）
７．水筒（２㍑程度：ペットボトルでも可能） 出発時は飲み物を入れてきて下さい。
８．軍手（表面にゴムのついたものは不可）
９．懐中電灯（電池の予備をお持ち下さい）
１０．雨具（上下セパレートタイプのもの。必ず持ってきて下さい）
１１．薬（いつも使っている頭痛・腹痛薬・バンドエイドなど）
１２．デイパック （大きいリュックは預け、毎日必要な物だけ持って歩きます。
）
１３．ビニ－ル袋
大(リュックサックが入る大きさ)・中（30Ｌ）・小
各２枚
１４．ぞうきん
１５．虫除けスプレ－・かゆみ止め・日焼け止めクリ－ム
１６．筆記用具
１７．ティッシュ
１８．防寒着 １枚（トレ－ナ－、フリースなど）
＊その他、各自で工夫して下さい。

【

注

意 】

★持物には、全てに名前を書いて下さい。
★上記の物を大きいリュックサックに入れます。是非、荷物の軽量化を図って下さい。
(10kg を超えないように調整して下さい。自分の荷物は、自分で背負って歩くためですの
で、予めご了承下さい。熊野古道は、必要な荷物のみ持って歩きます。）
★本会より支給するもの：野宿用シート、ロープ、ブルーシート
★本会で用意するもの：上記の用品、薬品、地図、ガムテープ、笛、班旗、筆記用具 等
★お小遣い 5,000 円
★予備費 5,000 円（天候不良による宿泊などで、行動中はリーダーが管理します。
）
★カメラや時計は持参自由です。各自で保管するようになりますので高価なものは避けて下さ
い。撮り切りカメラにも必ず名前を書いて下さい。
★万が一、病気や怪我で続行しない方がよいと判断した場合や、ルールを守れない場合は、途
中で帰って頂く場合があります。その時は、保護者の方に現地または指定の場所へ迎えに来
て頂く事もありますので、予めご了承下さい。

【

保

険

】

万が一の事故などに備え、この事業に傷害保険と施設賠償責任保険を次の限度でかけて
おります。死亡･後遺障害 5,000 万円,入院保険日額 5,000 円,通院保険日額 3,000 円
なお、疾病･怪我にそなえて保険証の写しを提出して頂いておりますが、治療費は参加者の
負担となりますので、ご承知下さい。
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【プログラム費と旅費】
※参加費用は、Ａ．プログラム費＋Ｂ．旅費の合算になります。
A：プログラム費
小・中学生共通
６０，０００円
B：旅費 ※下記以外からの出発・帰着を希望される方は、本会までお問い合わせ下さい。
新千歳空港
小学生 67,000 円
中学生 125,000 円
仙台駅
小学生 39,000 円
中学生 66,000 円
福島駅
小学生 37,000 円
中学生 63,000 円
宇都宮駅
小学生 35,000 円
中学生 58,000 円
新潟駅
小学生 39,000 円
中学生 66,000 円
高崎駅
小学生 35,000 円
中学生 58,000 円
東京駅
小学生 31,000 円
中学生 50,000 円
長野駅
小学生 36,000 円
中学生 60,000 円
静岡駅
小学生 28,000 円
中学生 43,000 円
名古屋駅
小学生 23,000 円
中学生 35,000 円
金沢駅
小学生 27,000 円
中学生 43,000 円
京都駅
小学生 22,000 円
中学生 31,000 円
新大阪駅
小学生 20,000 円
中学生 29,000 円
新神戸駅
小学生 22,000 円
中学生 31,000 円
岡山駅
小学生 25,000 円
中学生 39,000 円
福山駅
小学生 27,000 円
中学生 44,000 円
広島駅
小学生 29,000 円
中学生 46,000 円
博多駅
小学生 32,000 円
中学生 53,000 円
熊本駅
小学生 34,000 円
中学生 57,000 円
＊プログラム費には、食費、国内旅行保険、体験教材費&現地指導者費、入園拝観料、
引率指導者費、入浴費、運搬車両費などが含まれています
＊旅費には、各地からの紀伊田辺駅までの交通費、紀伊勝浦駅から各地までの交通費、熊野古
道移動中の交通費、宿泊代などが含まれています。
＊出発地と帰着地が異なる場合は、事前にお知らせ下さい。別途お見積もりいたします。
＊予備費として 5,000 円を持たせて下さい。
（予備費は期間中、本会リーダーが管理します。
）

【申込金(プログラム費の一部に充当)・プログラム費・旅費の納入について】
申込金 20,000 円（プログラム費の一部に充当）は、参加申込と同時に、本会まで納入をお願
いします。 ※プログラム費を一括して納入されても結構です。
申込金は、プログラム費の一部に充当いたします。最少催行人員(10 名)に満たなく、止む無く
プログラムを中止する場合は、ご入金頂いた費用は、全額ご返金いたします。
（振込みは必ずお子様の名前でお願いします。）
●申込金(プログラム費に充当) 納入方法
＜銀行振込の場合＞ 振 込 先：公益財団法人 国際青少年研修協会
振込口座：三井住友銀行 麹町支店(218) 普通口座 8164632
＜現金書留の場合＞ 〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-15-4 第 3 花田ビル 4 階
公益財団法人 国際青少年研修協会 「熊野古道の旅」係 宛
＜郵便振替の場合＞
郵便振替 00190-9-59983
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プログラム費（申込金を差し引いた金額）については、上記と同様の方法にて４月 10 日(金)
までに国際青少年研修協会へお送り下さい。
（振込みは必ずお子様の名前でお願いします。
）
●旅費は、下記の方法（銀行振込）にて４月 10 日(金)までに中西興産へお送り下さい。
＜銀行振込＞
振 込 先： 中西興産 株式会社トラベル事業部
振込口座： 三井住友銀行 天六支店
普通口座 6612556

【

解

約

】

参加申し込み後（参加決定書受理）
、参加者の都合で解約される場合は、事務連絡費として
5,000 円を差し引き、残金をお返しします。なお、４月 11 日以降（前日から起算して 21 日
目）の解約については、プログラム費の 20％、４月 25 日以降（前日から起算して 7 日目）
は 30％、出発の前日は 40％、当日出発前の場合は、50％、無連絡不参加または開始後の解
除、途中棄権については 100％の解約金をお支払い願います。
旅費につきましては、旅行会社の定める解約手数料が別途かかります。
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