
 名古屋駅集合

 名古屋駅発（新幹線）

 熊本駅着

 熊本駅発（バス）

 東向寺（民吉九州修業の拠点）

 ホテル着

 天草泊　朝× 昼× 夕○

 ホテル発（バス）

 天草市長表敬訪問

 天草市立キリシタン館視察

 天草の﨑津集落（世界遺産）視察

 上田資料館視察（民吉修業の地）

 ホテル着

天草泊  朝○ 昼○夕○

 ホテル発（バス）

 天草市内視察

 熊本駅発（新幹線）

 博多駅発（新幹線）

 名古屋駅着（解散）

朝○ 昼○ 夕×

〒 －

勤務先

（学　校）
※市外在住の方

のみ

名 称

所 在 地

■申込期間

㈱日本旅行 名古屋法人営業支店

ＦＡＸ　052-232-6711

■申込先

民吉の足跡を辿る視察研修事業　参加申込書

フリガナ 生　年　月　日 性　別

氏　名 西暦　　　　　年　　　月　　　日 男　・　女

連

絡

先

住　所

令和４年１２月２３日（金）締切

※郵送の場合は１２月１９日（月）消印有効

携帯

メール

ＴＥＬ

1/16

(月)

8:45

9:00

13:30

1/17

(火)

9:00

9:15

（代金には一部の食費（左表○印）及び宿泊代、往復新幹線代を含みます。）

★旅行代金　お一人様70,000円（税込）

15:30

17:00

9:45

13:10

14:39

17:58

※視察先及び行程は変更となることがあります。

★ホテル:天草プラザホテル 洋室シングル(ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ付)　

★最少催行人員:８名(添乗員は同行しません）

1/15

(日)

7:15

7:51

11:57

12:30

15:30

17:00

令和5年1月15日㊐出発▶1月17日㊋帰着

令和4年に生誕250年を迎えた民吉の偉業を再認識するため、また熊本県天草市との交流連携協定締結記念として天草市内の民吉の足跡を辿る旅の参加
者を募集します。

行程（予定） 食事マーク：朝昼夕

■お申し込み方法
■申込期限までに、下記申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ若しくは郵送にてお申し込みください。
■詳しい応募方法は裏面（募集要項）をご参照ください。

■お問い合わせ先／磁祖加藤民吉顕彰事業実行委員会　ＴＥＬ：0561-84-1093

■主催／磁祖加藤民吉顕彰事業実行委員会

熊本県天草市（写真提供：瀬戸市）

東向寺

上田資料館上田家住宅

天草の﨑津集落（世界遺産）



１　目的

２　主催

磁祖加藤民吉顕彰事業実行委員会

３　期間

　 令和５年１月１５日（日）～１７日（火）　２泊３日

４　募集人数

　 １５名（最少催行人数８名）※定員を超えた場合は抽選

５　参加決定

　 参加の可否は、申し込み締め切り後１２月２７日（火）に結果通知を発送いたします。

６　経費

旅行代金　お一人　７０，０００円

※負担金には一部の食費（朝食・昼食・夕食　各2回分）及び宿泊代、往復新幹線代金を含みます。

７　事前説明会及び民吉講座

令和５年１月８日（日）午前１０時～１１時３０分　瀬戸市文化センター文化交流館２階２２会議室

※参加決定通知とあわせて参加者へ別途ご案内します。

８　参加資格

（１）市内在住・在勤・在学の方（中学生以下は対象外、未成年者は保護者の同意が必要です。）

（２）加藤民吉に関心があり、視察研修の目的を理解・賛同し、行程に従って規律ある団体行動ができる方

（３）事前説明会及び民吉講座を含めた全行程に参加できる方

９　申込方法

表面の参加申込書に必要事項を記入のうえ、申込期限までに下記までＦＡＸ若しくは郵送にてお申し込みください。

令和４年１２月２３日（金）※郵送の場合は１２月１９日（月）消印有効

（株）日本旅行名古屋法人営業支店

〒460-0008　名古屋市中区栄２丁目１１番３０号セントラルビル１Ｆ

ＦＡＸ０５２－２３２－６７１１

10　その他

（２）参加キャンセルの場合、納入済の参加費用については既に要した費用や旅行社既定の取消料を差し引き、残金を返還します。

旅行企画・実施 中相№22-019

お問い合わせ・お申込みは･･･

　㈱日本旅行 名古屋法人営業支店
　　〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目11番30号 セントラルビル1F

    TEL 052-232-6702   FAX 052-232-6711
    営業日　月～金 10:00～18:00（土日祝定休）

    総合旅行業務取扱管理者　上久保 忍

    担当者　上久保 忍

　　　お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除をすることができます。なお、取消
　　　日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

日帰り
取消日 11日前 10～8日前 旅行開始後及び無連絡不参加
取消料 無料 20% 30% 40% 50% 100%

６. お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）

7～2日前 前日 当日

　　　旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日前にあたる日より前にお支払いいただきます。
４. 旅行中止の場合
　　　ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場

　　　合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３日前にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

５. 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　　(1) パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。
　　　(2) 旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

株式会社日本旅行　名古屋法人営業支店
観光庁長官登録旅行業第2号　 〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目11番30号 セントラルビル1F

無料 20% 30% 40% 50% 100%
宿泊

取消日 21日前 20～8日前 7～2日前 前日 当日 旅行開始後及び無連絡不参加
取消料

　　　　　　から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
　　　(3) 募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立したものとします。
３. 旅行代金のお支払い

２. 旅行のお申し込みと契約の成立 　　　③個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先　㈱日本旅行 名古屋法人営業支店（担当 上久保忍 TEL:052-232-6702）
　　　(1) 申込書に所定事項をご記入のうえ、申込金（旅行代金）を添えてお申し込みいただきます。 ８. ご旅行条件・ご旅行代金の基準

(2) 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日 　　　この旅行条件は、2022年10月25日現在の運賃・料金を基準としています。

　　　お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする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。 　　　②その他、当社の個人情報の取り扱いにつきましては、当社ホームページ（http://www.nta.co.jp）をご参照ください。

　旅行条件書 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。

当パンフレットは次の条件に基づきます。
１. 募集型企画旅行契約 ７. 個人情報の取り扱いについて

こ の 旅 行 は ㈱ 日 本 旅 行 名 古 屋 法 人 営 業 支店 （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 ①当社では、お客様からご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送、宿泊機関等の提供するサービスの手
　　　と募集型企画旅行契約を締結することになります。なお、募集型企画旅行契約の内容・条件は、当パンフレットに記載されている条件のほか、ご旅行 　　　　 配及び受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。

磁祖加藤民吉生誕250年記念　瀬戸市・天草市交流連携協定締結記念

民吉の足跡を辿る視察研修事業　参加募集要項

令和4年に生誕250年を迎えた民吉の偉業を再認識するため、また熊本県天草市との交流連携協定締結記念として天草市内の民吉の足跡を辿り、民吉の偉

業について再認識することを目的とします。

【 申 込 期 限 】

（３）この旅行における急激かつ偶然な外来の事故による損害について、主催者は、故意・過失のない限り、一切責任を負いません。

　　　　 必ず、各自旅行保険にご加入ください。

【 申 込 先 】

（１）参加申込書に記入いただいた個人情報は、本事業における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用します。

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特
別な配慮・装置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。


