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平成２９年６月２０日
各

位
公益社団法人 全日本病院協会
会 長
猪口 雄二
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申込書により、６月３０日（金）までに全日病事務局までＦＡＸ
にてお知らせ下さい。
また、宿泊・観光・交通の手配は、各自でのお申込となります。なお宿泊・観光・交通の
申込期日は６月３０日（金）までと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
9 時 00 分～12 時 00 分

１．日

時

平成２９年７月２３日（日）

２．場

所

リーガロイヤルホテル広島 3 階「宮島の間」
〒730-0011 広島県広島市中区基町 6-78
TEL：082-502-1121 FAX: 082-228-5415

３.参加費

医師
その他の職種

１０，８００円（税込）
３，２４０円（税込）

４.プログラム
9:00～9:15 －開 会－
挨 拶
全日本病院協会
全日本病院協会
広島県医師会

広島県支部 支部長
会長
会長

種村
猪口
平松

一磨
雄二
恵一

先生

9:15～10:30 講演Ⅰ
テーマ：「ヒロシマから核兵器のない世界へ」
講 師： 広島市長
松井一實 氏
司 会： 広島市医師会 会長
松村 誠 先生
（※講演終了後 質疑応答あり）
10:30～10:40

休憩

10:40～12:00 講演Ⅱ
テーマ：「人口減少社会に向けて、医療・介護はどう変わるのか」
講 師： 国際医療福祉大学 医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科
教授 高橋 泰
先生
司 会： 全日本病院協会 広島県支部 支部長
種村 一磨
全日本病院協会 広島県支部 副支部長 大田 泰正
（※講演終了後 質疑応答あり）
12:00
－ 閉 会 －

５.会場案内図
リーガロイヤルホテル広島 3 階「宮島の間」
〒730-0011 広島県広島市中区基町 6-78
TEL：082-502-1121 FAX:082-228-5415

MAP

JR「広島」駅より
・路面電車の場合 約 15 分
「宮島口行き」または「江波行き」で、「紙屋町西」下車
・バスの場合 約 10 分
広島バス（21 号線・22 号線・24 号線・25 号線)で、｢紙屋町｣下車
広電バス（2 号線・3 号線）で、｢紙屋町｣下車
・アストラムラインの場合
JR 山陽本線（岩国方面） または JR 可部線で、JR｢新白島｣駅下車（約 2 分）後、
直結のアストラムライン｢新白島｣駅（本通り方面）で、｢県庁前｣駅下車（約 2 分）

返信先：全日本病院協会 事務局

ＦＡＸ

別紙１

０３-５２８３-７４４４

申
氏

○夏期研修会

込

書

名

[７月２３日（日）９:００～１２:００]

※同伴者について

参 加
参 加

・
・

不参加
不参加

※参加する同伴者氏名【
※参加費

１名につき

※事務連絡担当者名

】
１０，８００円（税込）（同伴者

（部署

３，２４０円（税込））

氏名

）

◇夏期研修会参加費合計額を下記口座へ７月１０日（月）までに、氏名・病院名をご入力の
上、お振込み下さいますようお願い申し上げます。※振込手数料はご負担願います。
【お振込み先】

みずほ銀行 九段支店 普通 1356178
公益社団法人全日本病院協会 研修口
シャ）ゼンニホンビョウインキョウカイ

ケンシュウグチ

◇その他：・お申し込み後、ご入金に関する確認書を FAX にてお送りいたします。
・ご入金後の取り消し、参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。
・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・交通・観光・（飛行機、ＪＲ）の手配について＞
●宿泊・交通・観光の手配は、各自でのお申込となります。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・交通・観光を申し込まない。

別紙2
平成 29 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
宿泊の取扱いは、㈱ＪＴＢ中国四国 広島支店が旅行企画・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２９年７月２１日（金）～７月２３日（日）
◆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。
※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。

■

7/21(金)・7/２２日(土)
宿泊ホテル名

ホテル記号

リーガロイヤルホテル広島

Ａ-１

〒730-0011

広島県広島市中区基町６－７８
ＴＥＬ 082-502-1121

Ａ-２

宿泊料金(御一人様当たり)
ツインの
7/21（金）
１８，０００円
１名１室利用
7/22（土）
２８，０８０円
１泊朝食付
１３，０００円
ツイン（２名１室） 7/21（金）
１泊朝食付
7/22（土）
１７，２８０円

＜アクセス＞
ＪＲ広島駅→タクシー約１０分、
ＪＲ広島駅～路面電車（約１５分）→「紙屋町東」もしくは「紙屋町西」下車～徒歩（約３分）、
広島空港→エアポートリムジンバス（約５５分）→広島バスセンター下車→徒歩約１分

■

7/21(金)のみ
宿泊ホテル名

ホテル記号

（宮島島内の旅館です）
〒739-0522 広島県廿日市市宮島町３４５－１
ＴＥＬ 0829-44-2233

Ｂ-２

岩惣

宿泊料金(御一人様当たり)

和室（２名１室）
１泊２食付

２７，６５０円

＜アクセス＞
ＪＲ山陽新幹線広島駅→ＪＲ山陽本線岩国方面行き約２７分宮島口駅下車→
船ＪＲ・松大航路宮島口桟橋から宮島行き約１０分宮島桟橋下船→徒歩約１５分またはタクシー約５分

■

7/21(金)のみ
宿泊ホテル名

ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道
〒720-0551 広島県尾道市浦崎町大平木１３４４－２

ＴＥＬ 084-987-1122

ホテル記号

宿泊料金(御一人様当たり)

Ｃ-２

ツイン（２名１室）
４９，５００円
１泊２食付

＜アクセス＞
ＪＲ山陽新幹線福山駅南口出口→タクシー約３０分
山陽自動車道福山西ＩＣから国道２号線 さらに 県道４７号線約１２ｋｍ約２５分 目標物：常石造船

２．観光のご案内

Ａコース

世界遺産「宮島」観光と石庭での昼食

■旅行期日：平成 29 年７月 22 日 (土)

＜宮島＞
陸奥の松島、丹後の天橋立と並ぶ日本三景のひとつ。
古来から「神の島」と呼ばれ、島そのものが信仰の対象
とされてきました。満潮時に大鳥居と社殿が水上に浮か
んだように見える嚴島神社は、その奇想天外さと優美な
建築美、さらには背後に広がる弥山原始林の自然美との
調和が高く評価され、平成 8 年(1996)に世界文化遺産に
登録されました。

■旅行代金：２０，５００円(お一人様)
■募集人員：４０名 ＜最少催行人員１５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
ホテル
8:00

7/22
(土)

バス

平和公園（元安橋）
8:30
宮島港
11:30

徒歩

宮島口
11:45

宮島港
9:10

厳島神社・宝物館・表参道商店街他

石亭（昼食）
13:45

ホテル
14:30 頃

船

「庭園の宿石亭」でのご昼食
広島の美味しい料理を堪能する安芸の宮島を望む高台で
のんびりと心安らぐ和の空間を提供します。
手入れの行き届いた庭園や瀬戸の宮島や小島を眺める客
室の風情を大切にします。土地の素材を組み合わせた石
亭流の創作料理は、調理師の心をも食味出来るはずです。

Ｂコース

江田島と呉観光

昼食付き

■旅行期日：平成 29 年７月 22 日 (土)

＜江田島/海上自衛隊第 1 術科学校＞

■旅行代金：１４，０００円(お一人様)

旧海軍兵学校は、明治 21 年に東京、築地から移転して以来、
海軍将校養成の基地として、若い人の憧れを集めてきました。
現在では、海上自衛隊の幹部候補生学校や第 1 術科学校などに
なっています。構内にある教育参考館には、旧海軍関係の資料
など 14000 点が展示されています。特に、神風特攻隊員たちの
遺書や遺品が見る人の胸を強く打ちます。

■募集人員：４０名 ＜最少催行人員１５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

ホテル

宇品港

8:00

7/22
(土)

8:40

呉市内（昼食）
12:40
13:30

バス

徒歩

船

切串港

9:10
ホテル
14:30 頃

第１術科学校（旧海軍兵学校跡地）

9:30

10:00～11:30

11：40

お申し込み・お支払方法
① 紙申込書に必要事項をご記入の上､ＪＴＢ中国四国 広島支店まで 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。
③6 月下旬に「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、７月１0 日（月）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。

お申 お申し込み締切日
２０１７年 6 月３0 日（金）
※満席になり次第、締め切らせていただきます。

変更・取消について
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中国四国 広島支店」宛にＦＡＸをし
てください。お電話のみの変更はいたしません。
※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
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取消料（お１人様）

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

無料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
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
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取消料（お１人様）

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

株式会社ＪＴＢ中国四国

広島支店 担当：玉本 健夫

平成 29 年度 全日本病院協会 夏期研修会

無料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

旅行企画・実施

受付係

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町 2-2-2 紙屋町ビル 2Ｆ
ＴＥＬ：０８２－２３６－３７３３

ＦＡＸ：０８２－５４２－２７３８

E メール ec_hij@cs.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 春名 勝之
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。

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町 2-2-2
観光庁長官登録旅行業 1769 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
この旅行は株式会社ＪＴＢ中国四国 広島支店（広島県広島市中区紙屋町 2-2-2

観光庁長官登録旅行業第 1769 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、研修会運営に伴い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 29 年 4 月 1 日を基準としております。又、旅行代金は、平成 29 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。

