
平成２８年６月６日 

各 位 

公益社団法人 全日本病院協会 

会 長  西澤 寛俊 

学 術 委 員 会    

委員長  川島 周 
 

夏期研修会の開催について 
 
 

 標記について下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきたくご案内申し上げます。 

 ご出欠については別紙１出欠確認票により、７月１日（金）までに全日病事務局までＦＡ

Ｘにてお知らせ下さい。 

また、宿泊・観光・交通の手配は、各自でお申込となります。なお宿泊・観光・交通の申

込期日は７月２２日（金）までになりますのでご注意ください。別紙２宿泊・交通・観光の

ご案内、別紙３宿泊/観光・交通機関申込書をご参照ください。 

 

記 

 

１．日 時  平成２８年８月２８日（日）９：００～１２：００ 

 

２．場 所  ANA クラウンプラザホテル富山 ３階 「鳳の間」 

〒930-0084 富山県富山市大手町 2-3 

TEL: 076-495-1111（代）  FAX: 076-495-1155 
 

３.参加費  医師     １０，８００円（税込） 

      その他の職種  ３，２４０円（税込） 
 

４.プログラム（予定） 

9:00～9:10 －開 会－ 

         挨 拶  全日本病院協会    会長  西澤 寛俊 

              全日本病院協会富山県支部長  藤井 久丈 

 

9:10～10:30 講演Ⅰ 

テーマ：「世界のムナカタ（棟方志功）と富山」 

講 師： 南砺市立福光美術館 館長 片岸 昭二先生 

 

10:30～10:40 休憩 

 

10:40～12:00 講演Ⅱ  

テーマ：「今後の医療行政の“風”を読む」 

講 師： 東京医科歯科大学大学院 教授 川渕 孝一先生 

 

 12:00   － 閉 会 － 

 

 

 

 

 

 

 

 



５.会場案内図 

 

ANA クラウンプラザホテル富山 ３階 「鳳の間」 

〒930-0084 富山県富山市大手町 2-3 

TEL: 076-495-1111（代）  FAX: 076-495-1155 

 
以上 



 

 

別紙１ 

 

 

氏 名                           

 

 

○夏期研修会 [８月２８日（日）9:00～12:00] 

              参 加  ・  不参加 

    ※同伴者について  参 加  ・  不参加 

    ※参加する同伴者氏名【                】 

 

 

◇おって「参加費お振込のご案内」を FAX にてお送りいたしますので、送付された案内をご

確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。※振込手数料はご負担願います。 
◇参加申込の際にお送りいただいた個人情報は、適切に処理し、本研修会の目的以外には使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜宿泊・観光・交通（飛行機、ＪＲ）の手配について＞ 

●宿泊・観光・交通の手配は、各自でお申込となります。別紙２宿泊・交通・観光のご案

内、別紙３宿泊/観光・交通機関申込書をご参照ください。 
 

 ●別紙３にて「旅行代理店」へお申込みされない場合は下記□に✔をお願いします。 

 

「旅行代理店」へ宿泊・観光・交通を申し込まない。 

 

 

 

 

 

 

返信先：全日本病院協会 事務局 

ＦＡＸ：０３-５２８３-７４４４ 

出 欠 確 認 書 



別紙２ 
 

 

 

 

 

宿泊の取扱いは、㈱ＪＴＢ中部富山支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 
 

宿泊のご案内 
◆宿泊期間 平成２８年８月２６日（金）～８月２７日（土） 

◆旅行代金（宿泊料金） お一人様当たり１泊朝食付、税金・サービス料込 

◆申込記号 申込書へ必ずご記入ください。 

 

宿泊ホテル名 宿泊料金(御一人様当たり) 

ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 
〒930-0084 

富山県富山市大手町２－３  

℡：076-495-1111 

シングル １４，０００円

ツイン 

（2 名 1 室） 
１３，０００円

 

※ご予約は、お申し込み順とさせていただきますが、部屋数の関係でご希望通りにならない場合は、他

のホテルへご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 全日本病院協会 夏期研修会 

宿泊・観光・交通 

お申し込みのご案内 

ホテルまでのアクセス(公共交通機関利用の場合)

● ＪＲ北陸本線富山駅正面出口→市内電車セントラム富山駅前駅から約５分国際会議場駅前駅下車→徒歩約０分
● ＪＲ北陸本線富山駅正面出口→タクシー約３分
● 富山空港→バス富山駅北口行き約２０分総曲輪下車→徒歩約１分



２．観光のご案内 

Ａコース  世界遺産「五箇山合掌集落」をめぐるコース 

■旅行期日：平成 28 年 8 月 27 日 (土) 

■旅行代金：９，５００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：昼食付 

 

日 付 スケジュール 

８/２７ 
(土) 

               貸切バス 
ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ・・・・ 村 上 家 ・・・ 五箇山合掌造り集落散策と昼食 ・・・ 

 8:30    10:00  10:30    10:45      13:15 

    

・・・ 南砺市福光美術館 ・・・ 愛染苑 ・・・ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

           13:45  14:45     15:00 15:45    17:30 

 

 

 

Ｂコース   風情たっぷり黒部峡谷トロッコ 

■旅行期日：平成 28 年 8 月 27 日 (土) 

■旅行代金：１２，５００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：昼食付 

 

日 付 スケジュール 

８/２７ 
(土) 

          貸切バス  トロッコ列車（60 分）  トロッコ列車（60 分） 

ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ==== 宇奈月温泉 +++++ 鐘 釣（散策）+++++ 宇奈月温泉 
      8:00    9:15     
 
 
 

・・・宇奈月温泉（昼食・温泉）=== 黒部あるぺん村 ==== ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 
             14:45   15:00  15:40  17:00 

 

五箇山合掌造 
1995 年に世界遺産に登録された五箇山の合掌造り集落は古

いもので築 400 年近くになります。今も暮らしが営まれる民

家が残り、生きた歴史を体感できます。 

トロッコ列車 
「日本三大渓谷」「日本の秘境百選」に選ばれた黒部峡谷。 

壮大な大自然を運行するトロッコ列車をお楽しみください。 

車内放送では、沿線のみどころを富山県出身で女優の室井滋さ

んが紹介します。 



 

 

Ｃコース   バスで行く標高２４５０ｍ 立山散策 

■旅行期日：平成 28 年 8 月 27 日 (土) 

■旅行代金：１２，０００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：昼食付 

 

日 付 スケジュール 

８/２７ 
(土) 

      貸切バス 

ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ・・・・  立山博物館 ・・・・ 弥陀ヶ原ホテル(昼食) ・・・ 

    8:00    9:30   10:30     11:30   12:30  

 

・・・・・ 室堂散策 ・・・・ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

                   13:00 14:00    17:00 
 
   ※室堂の気温は、平地よりも 15℃前後低くなるため、防寒が必要となります。 

 

 

 

Ｄコース   岩瀬大町(回船問屋と歴史的家屋)と水上ライン 

■旅行期日：平成 28 年 8 月 27 日 (土) 

■旅行代金：８，０００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：昼食付 

 

日 付 スケジュール 

８/２７ 
(土) 

                   貸切バス      富岩水上ライン 

ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ=== 環水公園 ～～～～ 中島閘門 ==== 岩瀬散策（森家など） 
     9:15     9:45      10:10    10:40    11:20 
 
 
 
==== 昼 食 ===== ガラス美術館 ===== 池田屋安兵衛商店 ===== ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 
 11:30 12:30 13:00 13:45    14:00  14:30   14:50  

 

立山・室堂 
室堂は、3,000ｍ級の山々に囲まれた大自然やみくりが池な

ど、見どころや散策スポットが満載です。また、立山は特別天

然記念物のライチョウも多く生息しており、運が良ければライ

チョウに出会えるかもしれません。  

岩瀬大町 
回船問屋群のある街並みとして知られています。通りは、江戸

時代に加賀藩の官道（北陸浜街道）として整備され、加賀藩の

参勤交代の行列が通りました。 



 

 

Ｅコース   世界遺産「五箇山合掌集落」 

■旅行期日：平成 28 年 8 月 27 日 (土) 

■旅行代金：６，５００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：昼食付 

 

日 付 スケジュール 

８/２７ 
(土) 

  貸切バス 
ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ・・・・・・・ 五箇山合掌造り集落散策と昼食 ・・・ 

 8:30         10:00       13:00 

    

・・・ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

                               14:30 

 

 

 

Ｆコース  蜃気楼の見える町魚津と大岩山日石寺をめぐる  

■旅行期日：平成 28 年 8 月 26 日 (金) 

■旅行代金：６，5００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：夕食付(お弁当) 

 

日 付 スケジュール 

８/２６ 
(金) 

            貸切バス     
ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ  ======== 埋没林博物館 ======== 海の駅蜃気楼 =======    

     9:00      9:45  10:30    10:35 11:00 

 

・・・・ 昼  食 ・・・・ 大岩山日石寺 ・・・・ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 
     11:15 12:15   13:00 14:00     14:45 

 

 

 

 

 

 

五箇山合掌造 
1995 年に世界遺産に登録された五箇山の合掌造り集落は古

いもので築 400 年近くになります。今も暮らしが営まれる民

家が残り、生きた歴史を体感できます。 

埋没林博物館 
魚津埋没林博物館は“埋没林”、“蜃気楼”
という自然の神秘に触れることができる
博物館です。国の特別天然記念物の埋没林を
その場で保存、展示しています。 



 

Ｇコース   高岡国宝瑞龍寺と新湊漁港見学 

■旅行期日：平成 28 年 8 月 27 日 (土) 

■旅行代金：８，０００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：昼食付 

 

日 付 スケジュール 

８/２７ 
(土) 

 貸切バス     

ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ・・ 国宝：瑞龍寺 ・・ 新湊きっときと市場(昼食・昼セリ見学) ・ 

9:15   10:15  11:15    11:45         14:00 

 

・・ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

                                  14:45 

 

 

 

Ｈコース  おわら風の盆前夜祭見学  

■旅行期日：平成 28 年 8 月 26 日 (金) 

■旅行代金：8，5００円(お一人様) 

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員２５名＞ 

■添 乗 員：全行程同行します。 

■食事条件：夕食付(お弁当) 

 

日 付 スケジュール 

８/２６ 
(金) 

            貸切バス     
ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ・・・・・ 夕  食 ・・・・ 

16:45      17:30 18:15 
 

           前夜祭「おわらステージ」鑑賞  

・・・・ 八尾曳山展示館（おわら風の盆 前夜祭）・・・・・ 
      18:30               20:00      
 

・・・・・町流し(自由見学)・・・・・・ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 
                    21:00       22:00 
  

 

 

 

 

 

 

瑞龍寺 
富山県唯一の国宝。壮大な伽藍配置様式の豪壮にして典雅な美

しさに圧倒されます。加賀藩百二十万石の財力を如実に示す江

戸初期の典型的な建造物です。高岡の開祖前田利長の菩提寺、

曹洞宗の名刹です。 

おわら風の盆前夜祭 
三百余年の歴史をもつ「おわら風の盆」。9 月 1 日～3 日の本

番に向けて静かに高まりゆく雰囲気の中で行われる前夜祭。期

間中、八尾の町中で町流しや輪踊りが繰り広げられ、観光会館

ではステージ踊りも開催されます。 



 

 

 

① 紙申込書に必要事項をご記入の上､ＪＴＢ中部富山支店まで FAX 又は郵送にてお申込みください。（※

FAX での申込の場合は、弊社営業時間内に着信確認のお電話をお願いします） 

②違いを防ぐために、電話でのお申込みは受付できませんので、予めご了承ください。 

③8 月初旬に「各種参加券」・「宿泊予約確認書」「請求書」を代表者様に一括してお送りいたします。 

④お送りしました書類の内容をご確認後、8 月 12 日（金）までに指定口座へお振込みください。 

⑤振込手数料は各自ご負担いただきますようお願い申し上げます。 

⑥変更及び取消される場合は、申込書に加筆し、お早めに FAX 又は郵送にてご連絡ください。 

⑦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。 

 

 

 

２０１６年７月２２日（金） 
※満席になり次第、締め切らせていただきます。 

 

 

 

大幅に変更になる場合はその都度ご連絡ください。 
 
◆宿泊人員の変更について 

宿泊日前日までの変更は、申込書に変更事項を加筆の上、「ＪＴＢ中部富山支店」宛にＦＡＸをしてくだ
さい。 
※宿泊日当日は、直接ホテルへご連絡をお願いします。 

 
◆情報交換会の変更・追加について 

ご連絡がない場合は、当初の申込人数でお受けします。 
 
＜観光・視察取消料は以下の通りです＞ 

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、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の 
前日から起算して 

さかのぼって 

１．21 日前にあたる日以前の解除 無料 
２．8 日前にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の 20％ 
３．2 日前にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の 30％ 
４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 
５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の 50％ 
６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 
＜宿泊プランの取消料は以下の通りです＞ 

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、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の 
前日から起算して 

さかのぼって 

１．6 日前にあたる日以前の解除 無料 
２．5 日前にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の 20％ 
３．3 日前にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の 30％ 
４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 
５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の 50％ 
６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・お支払方法 

お申し込み締切日 

変更・取消について 

株式会社ＪＴＢ中部 富山支店 担当：宮澤・恒川 
平成 28 年度 全日本病院協会 夏期研修会  受付係」  

〒930-0003 富山市桜町 1-1-36 富山地鉄ビル 1 階 
ＴＥＬ：０７６-４３１-７５８１  ＦＡＸ：０７６－４４４－０６７９ 
E メール toyama-taikai1@cub.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 加藤 照康 
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

ご質問ください。 

旅行企画・実施 

 
〒450-6111 名古屋市中村区名駅 1-1-4 

観光庁長官登録旅行業 1762 号 

日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員



 

ご旅行条件（要約） 

お申込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）JTB 中部（愛知県名古屋市中村区名駅 1－1－4 観光庁長官登録旅行業第 1762 号。以下「当社」とい

う）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」という）

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）申込書に所定の事項を記入し、送付ください。 

（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。 

●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（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払

ください。又、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

用等をお支払いただく場合がございます。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

致します。 

●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場合は、各箇所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 

各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊費、食事代、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致しません。 

（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。） 

●特別補償 

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無に係わらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基

づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損

害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・死亡補償金：１５００万円 

・入院見舞金：２～２０万円 

・通院見舞金：１～５万円 

・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、

吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。 

ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

●国内旅行保険への加入について 

旅行先において、病気・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。又、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のが実情です。これらの治療費、移送費、又、死亡・後遺障害等を担保する

為、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細につきましては、お問い合せください。 

●事故等のお申出について 

旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申

込個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●個人情報の取扱について 

当社は、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、お客様との連絡の為に利用させていただく他、

お客様がお申し込みの旅行において運送・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。又、大会運営に伴い大会主催事務局へ情報を提出し利用致します。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は、平成 28 年 4 月 1 日を基準としております。又、旅行代金は、平成 28 年 4 月 1 日現在の有効な運賃・

規則を基準として算出しております。 



別紙３ 

ＦＡＸ申し込み用紙  ※コピーしてご利用ください。 

平成 28 年度 全日本病院協会 夏期研修会 

 宿泊・観光申込書 
ＦＡＸ送信先：０７６－４４４－０６７９ E-mail 送信先：toyama-taikai1@cub.jtb.jp 

【基本情報登録】 

ふりがな 

申込者氏名 
所属機関名 

請求書送付先 □勤務先 □自宅 

〒 

 

 

 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

E-mail 

【宿泊申込】 

フリガナ 
性 

別 

宿泊希望日  宿泊希望ホテル(タイプ) 
備考 

同室者名をご記入下さい 宿泊者名 
8/26 

(金) 

8/27 

(土) 

禁煙 

喫煙 
ｼﾝｸﾞﾙ ツイン 

トヤマ タロウ 男 

 

女 

○ ○ 禁煙  〇 同室者：富山 花子 

富山 太郎 

 男 

 

女 

      

 

 男 

 

女 

      

 

【観光申込】 

参加者名 
性 

別 
希望コース 

 

 

男 

女 
Ａコース・Ｂコース・Ｃコース・Ｄコース・Ｅコース・Ｆコース・Ｇコース・Ｈコース 

 

 

男 

女 
Ａコース・Ｂコース・Ｃコース・Ｄコース・Ｅコース・Ｆコース・Ｇコース・Ｈコース 

 

 

男 

女 
Ａコース・Ｂコース・Ｃコース・Ｄコース・Ｅコース・Ｆコース・Ｇコース・Ｈコース 

 

備考(交通の手配や延泊のご希望等がございましたら、こちらにご記入下さい) 
 

 

 

 

 

 

※お送りいただきました個人情報に関しましては、連絡のために利用させていただくほか、お申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受領のための手続あるいは当該学会の円滑な運営のために必要な範囲

内で利用させていただきます。 

 


