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８月５日（土）６日（日）
会 場
８月５日　全体会 ８月６日　分科会・学習講座

宝山ホール（鹿児島県文化センター）
鹿児島市山下町5-3
「金生町」バス停、「朝日通り」電停から徒歩3分。
JR鹿児島中央駅から10分、JR鹿児島駅から5分、
鹿児島空港から60分。
＊駐車場：近くの有料駐車場をご利用ください。

鹿児島大学（郡元キャンパス）ほか
鹿児島市郡元1-21-24
「鹿大正門前」「法文学部前」バス停、「工学部前」電停。
JR鹿児島中央駅から10分。
＊公共交通機関をご利用ください。

全国障害者問題研究会

第51回全国大会
九州・鹿児島2017

全国障害者問題研究会　　　　http://www.nginet.or.jp/
東京都新宿区西早稲田2-15-10 西早稲田関口ビル４F　　〒１６９－００５１
TEL ０３－５２８５－２６０１　FAX ０３－５２８５－２６０３

全障研九州・鹿児島大会準備委員会　　
鹿児島市吉野町5916-1　学童支援ゆめの樹内　　〒８９２－０８７１
TEL ０７０－４７８８－１５６８　

主　催

ネクスト50
─発達保障のバトンをつないで

後援　鹿児島県／鹿児島市／鹿児島県教育委員会／鹿児島市教育委員会／鹿児島県社会福祉協議会／鹿児島市社会福祉協議
会／南日本新聞社／南日本放送／鹿児島テレビ／鹿児島放送／鹿児島読売テレビ／ＮＨＫ鹿児島放送局

協賛　日本障害者協議会／障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会／きょうされん／全国肢体障害者団体連絡協議会／全
国手話通訳問題研究会／全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会／全国心臓病の子どもを守る会／全日本視覚障害者協議会／全
日本ろうあ連盟（予定）／日本自閉症協会／日本知的障害者福祉協会／日本てんかん協会／人間発達研究所／ひかり協会

大会テーマ
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８／５（土） 受付 全体会
（※1） （全国総会）
※１　分科会運営者会議

保育・なかまのつどい

８／６（日）
受
付

分科会 昼食 分科会
学習講座 昼食 学習講座

保育・なかまのつどい

●鹿児島から“ネクスト50”―継承の夏―
結成50周年を迎えた全障研。九州・鹿児島での開催は２回目16年ぶりの開催となります。2001年の大会では

「21世紀を人間的復権と発達保障の世紀に」を合言葉に開催しました。今大会は、九州各県と共同し一人一人の
願いをたすきに繋ぎながら50の地域での学習交流集会「わくわくリレー50」を展開し準備しております。今大
会のテーマは「ネクスト50」です。「この子らを世の光に」に込められた発達保障の思想を次の半世紀に豊かに
継承できるよう、担い手の輪が全国に拡がることを願っております。
2017年夏、南国鹿児島の地で平和・人権・発達保障を語り交流しましょう。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

全障研第51回全国大会（九州・鹿児島）準備委員長　内田 芳夫（鹿児島大学）

８月５日（土）　全体会（宝山ホール）

12：00　　受　付
12：45　　オープニング「親子がつながる遊び歌」
 
13：00　　開　会
基調報告　全障研常任全国委員会
重点報告　「子どもの貧困」

14：00　　文化行事
　　　　「2017年夏　青年たちの躍動
　　　　　　　　　　～わたしたちが未来を拓く」
 
14：30　　休　憩
 
15：00　　記念講演　松元ヒロさん
　　　　ひとり芝居「憲法くん」

まつもと　ひろ／1952年、鹿児島生
まれ。芸人。85年「お笑いスター誕
生」優勝、88年コント「ザ・ニュー
スペーパー」結成に参加。98年独立、
ソロライブで全国を飛びまわる。
共著『安倍政権を笑い倒す』（角川新
書）、絵本『憲法くん』（講談社）

 
16：00　全障研全国大会ガイダンス

初めて全国大会に参加する方を対象に、
全障研の活動や全国大会について解説します。

16：10　　閉　会
 

８月６日（日）　分科会（鹿児島大学郡元キャンパスほか）

　９：00受付　分科会　９：30～16：00

８月６日（日）　学習講座（鹿児島大学郡元キャンパス）

※学習講座は事前予約制です。定員250名。
※大会参加費に加えて、500円の資料代が必要です。

9：30～11：30

①子どもの内面をつかむ教育実践と発達保障
越野和之さん（奈良教育大学、全障研副委員長）

11：30～12：30　昼食

12：30～14：00

②知ろう 語ろう 発達のこと
松島明日香さん（滋賀大学、全障研研究推進委員）

14：20～15：50

③ゆりかごから墓場まで─麦の芽福祉会のとりくみ
中村隆司さん（鹿児島・麦の芽福祉会）

＊８月７日（月）午前中に、麦の芽福祉会の見学を実
施します。希望される方はご連絡ください。
麦の芽福祉会　（担当）山之内
（TEL）099-244-7326
（Email）ayumi@muginome-fukushi.or.jp

16：10～17：00（分科会運営者会議　宝山ホール 会議室）
17：00～19：00（全国総会　来年の埼玉大会への引き継ぎも行います　宝山ホール 会議室）

大会日程





第51回全国大会（九州・鹿児島）分科会一覧（案） 会場＝鹿児島大学  他
分科会番号・名称 主な内容

◇乳幼児期の実践
１　障害の早期発見と
　　地域療育システム

母子・地域保健、健診、親子教室、通園事業・通園施設の条件整備、児童福祉法、子ども・子育て
新システムなど

２　専門施設における
　　保育・療育

実践のすすめ方、クラス・集団づくり、あそび、保護者支援、保育所、幼稚園との連携、子ども・
子育て新システムなど

３　保育所・幼稚園における
　　保育・療育

発達の見方、クラス編成・集団編成、あそび、就学までにつけたい力、保育条件整備、保護者との
連携、子ども・子育て新システムなど

４　発達のおくれ 発達のおくれのある子どもの保育、集団編成、あそびなど

５　自閉症・自閉的傾向 自閉的傾向をもつ子どもの保育、問題行動のとらえ方、コミュニケーション、集団指導と個別指導
など

６　多動な子・集団参加が困難な子 多動な子ども、LD、ADHD、高機能自閉症児などの理解、クラスと集団、あそび、個別の指導、育
児相談など

７　肢体不自由・重症児 訓練のあり方、生活づくり、あそび、専門施設と保育園、家族援助、摂食指導、職種間の連携、医
療的ケアなど

◇学齢期、青年期の実践

８　合同
　　（○は昨年の分科会名）

○就学・修学と教育条件整備／就学指導・就学相談・体験入学。過大校・学級問題と教育条件整備。
障害児学校・学級、通級指導教室等の新増設・充実の課題など。
○発達的な視点と「アセスメント」／子どもの見方、発達検査やその他の検査の活用、指導計画、
評価など
○通常学校の特別支援教育体制づくり／全校での支援体制づくり、校内委員会の設置と運営、コー
ディネーター、巡回相談等の活用など
○通常学級・通級指導／授業づくりのあり方、授業内外での援助のあり方、集団づくりと集団保障
など
○センター的機能とコーディネーター／幼・小・中・高への支援、福祉や医療機関との連携、相談
機能、就学相談、コーディネーターの役割など

９　障害児学級 教育課程と授業づくり、集団編成、校内支援、通常学級や通級指導との連携など

10　障害児学校の
　　教育課程と授業づくり 教育課程編成、授業計画と実践、集団編成、複数担任、教材、学習指導要領など

11　後期中等教育 教育内容、教育課程、労働教育、キャリア教育、新タイプの高等特別支援学校・高校内分校、高校
の教育、高等部の実践、職業教育と進路指導、アフターケアなど

12　寄宿舎教育・生活教育 寄宿舎の役割、生活づくり、生きる力を育てる実践、職員体制、統廃合問題など

13　放課後保障と地域での生活 放課後や長期休暇中の生活実態、学童保育所の入所、障害児学童、放課後等デイサービス、サマー
スクールなど

14　合同
　　（○は昨年の分科会名）

○国語とことばの発達／国語教育の内容と方法、文字・文章の読み書き、読み聞かせ・劇などの実
践の交流など
○算数・数学／数量・図形・空間認識の発達と系統的指導、教材・教具の工夫、学習集団など
○理科・社会・生活・総合学習／自然認識・社会認識の発達、総合的学習、教材・教具の工夫、学
習集団など

15　交流、共同教育、
　　障害理解学習

学び合い、育ち合う交流・共同教育。障害・障害者問題の理解を育てる学習。障害者自身の自分理
解学習など

16　18歳以降の教育 卒後の実態・移行支援、進学、専修学校の実践、専攻科の設置や実践、自立訓練事業などを活用し
た学びの場づくりと実践など

◇青年期、成人期の実践
17　就労施設等での支援 作業所や施設づくり、資金づくりと運営、作業・労働内容、集団づくり、地域連携、制度改善など

18　障害の重い人の日中活動 重度知的障害、「強度行動障害」、重症心身障害のある人たちへの支援、コミュニケーション、医療
的ケア、労働、生きがいづくりの場と活動、制度改善など

19　企業等での就労支援 就労生活の実態や悩み、安定就労への援助、就労への移行支援、援助付就労、ハローワークとの連
携、制度改善など

20　暮らしの場での支援 グループホームや生活施設づくり、運営方法、日課、生活空間、集団づくり、職員集団、制度改善
など

21　合同
　　（○は昨年の分科会名）

○地域での生活と支援／自立への願い、所得保障、ヘルパー、住宅、デイサービス、ボランティア、
地域、ケアマネ、制度改善など
○女性障害者／女性の悩み、権利侵害、仕事や生活の問題、恋愛、結婚と家庭生活、子育て、近所
づきあいなど

22　壮年期、高齢期、中途障害 障害の受容、生活と労働、仕事の開拓、家族との連携。高齢と障害、作業所づくり、介護保険、後
期高齢者医療、制度改善など

23　青年学級、余暇、文化活動 社会教育の実践、生涯学習、制度保障。音楽活動、演劇・ミュージカル、人形劇。余暇活動や自主
的な活動の交流など



◇ライフステージを貫く実践と課題
24　重症心身障害１　笑顔の獲得などを課

題とする人たちの生活と発達
６か月頃までの発達課題をもつ人の教育、生活リズムの確立、健康、姿勢、摂食指導、自立活動、
訪問教育実践など

25　重症心身障害２　人やものに向かう力
などを課題とする人たちの生活と発達

10か月頃までの発達課題をもつ人の教育、要求表現、喃語、模倣、指さし、コミュニケーション手
段、教材工夫など

26　聴覚障害のある人たちの生活と発達 言語獲得とコミュニケーション手段、適正就学、通級による指導、9・10歳の発達の節、後期中等教
育と進路指導

27　知的障害のある人たちの生活と発達 ライフステージを見通した支援体制づくり、施設と学校間連携、療育・教育課程・授業づくり、教
材工夫、学校や施設運営、生活指導、遊び、自治活動・集団づくり、労働教育、就労支援など

28　肢体障害のある人たちの生活と発達 障害の重度化と実践、医療的ケア、学級のあり方、進路指導、自立活動。乳幼児期から青年、成人
期を見通した教育や医療、福祉のあり方、二次障害や医療、リハビリテーションの課題など

29　病弱などの人たちの生活と発達 生きる力を育てる、院内学級実践、幼児期から後期中等教育までのあり方、ターミナルケア、医療
との連携

30　自閉症の人たちの生活と発達 ライフステージを見通した実践の検討、家族支援、医療との連携、障害特性、「問題行動」のとらえ
方、コミュニケーションの力を育てる、集団指導と個別指導、ことばや要求を育てる実践など

31　LD、ADHD、高機能自閉症等の人た
ちの生活と発達

子どもの実態と障害、障害特性、教育実践、適正就学、早期発見から教育、進路までの条件整備、
学校・学級づくり、放課後・休日活動など

32　精神障害のある人の生活と権利 自立支援医療と障害者運動、地域生活と支援、仕事と生活、作業所の役割など

33　障害のある人の性と生 性的にも健康に人間らしく生きる権利、自慰、恋愛、年齢や障害に応じた教育や支援の実践交流、
性教育攻撃の動向

34　合同
　　（○は昨年の分科会名）

○障害者運動／権利条約とパラレポ、「我が事・丸ごと」、「基本合意」実現、総合支援法見直し、介
護保険、参政権、成年後見、権利擁護、無年金障害者、後期高齢者医療など
○まちづくりとバリアフリー／交通機関の充実、まち点検活動、差別解消法、まちづくり条例、バ
リアフリー法、防災とまちづくり、住宅と環境など

35　親、きょうだい、家族 親やきょうだいの悩み、ファミリーサポートのあり方、健康など

◇特別分科会
特別１　災害と障害者 東日本大震災や熊本地震などを経て、災害時における障害者のいのちと暮らしを守るとりくみを考

えあいます

特別２　発達保障をめざす相談活動 発達保障をめざす相談活動の実践やシステム、情勢と課題を学びあいます

特別３　高齢障害者の日中活動と
　　　　暮らしの場の実践 重い知的障害のある高齢者に視点をあてて問題や課題を学びあいます

特別４　ハンセン病と障害者 九州、沖縄などのハンセン病患者のくらしの問題や課題を学びあいます

特別５　鹿児島における職種をこえた実
践、連携のあり方

現場において、多職種の人たちが連携して実践を進めていくために必要なことは何か、実践を通し
て学び合います

特別６　なかまの分科会 くらしやしごと、いきがいやこれからの夢などを話しあいます

分科会レポートの提出方法
①全
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
国事務局に「レポート作成の手引き」を請求してください。

②所
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
定の形式で７月３日（月）までに、全

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
国事務局に提出してください。

　レポートは参加者に配付される「レポート集」に掲載します。
③事前連絡のない“当日持込”は、分科会では発表できません。
④発表に際して必要とするプロジェクターなどの使用希望は、レポート提出時に明記してください。

自主出版物の委託方法
①全国事務局に「取扱方法」と申込書を請求してください。
②７月３日（月）までに所定の申込書で全

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
国事務局に申込みください。



全国障害者問題研究会第51回全国大会（鹿児島）　参加申込書
名　

前

フリガナ 男・女 職場名など ■障害のある方（○印）
①視覚障害　　②聴覚障害
③肢体障害：車いす（電動・手動）
④知的障害
⑤その他（　　　　　　　　　）

■移動、会場での介助、手話通
　訳、点字資料などのサポート
①希望する　・　②しない
希望者には大会準備委員会から
連絡します

歳

参
加
券
送
付
先

住　所

〒　　　－　　　　　　　（勤務先名・マンション名まで記入ください）

電　話 （自宅・勤務先・携帯）

メール 　　　　　@  （自宅・勤務先）

ＦＡＸ 日中の連絡先 （自宅・勤務先・携帯）

＊上記のＦＡＸ番号に、確認のＦＡＸ返信を　　①希望する　　②しない

1）大会参加申込（◯印）　　①両日参加　② 5日のみ　③ 6日のみ 2）学習講座申込（定員250名） 3）報告集

大会参加費（○印）

① 全障研会員 5,500円 ＊講座資料代　500円

受講する講座に○印

（　　　）①越野和之さん
　（　　　）②松島明日香さん
（　　　）③中村隆司さん

2,000円
② 一般 6,000円

①予約する

②しない　

③ ＊学生・障害者会員 3,500円
④ 　同上　　一般 4,000円

参加分科会番号（　　　　）
分科会名

4）宿泊申込

申込記号を記入ください　（例：①－Ｓ等） 宿泊日（○印） ツイン同室者名

第１希望（　　　　　） 第２希望（　　　　　） ① 4日（金） ② 5日（土）

バリアフリー条件の整っているホテルを　　①希望する　　②しない

5）6日（日）弁当 800 円（お茶付） 6）特別航空プラン申込み（申込記号を記入） 7）国内旅行総合保険申込（タイプに◯印）

①予約する　　②しない
8/5（土） 8/6（日） AA22　　 　AA23　　 　AA43

※後日、加入申込書を送付します

8）保育申込　　① 5日（土）800 円（昼食無）　・　② 6日（日）1,300 円（昼食付）　　＊障害児は無料です

名前 男・女 歳 障害　有・無 ① 5日 ・ ② 6日
申込者には大会準備委
員会から連絡します

名前 男・女 歳 障害　有・無 ① 5日 ・ ② 6日

9）なかまのつどい申込　　① 5日（土）（昼食無）　・　② 6日（日）（昼食付）　　　＊費用は無料です

名前 男・女 歳 ① 5日 ・ ② 6日 申込者には大会準備委員会から連絡します

1）大会参加費
＋
2）学習講座費

＋
3）報告集

＋
4）宿泊代

＋
5）弁当代

＋
6）特別航空プラン

円 円 円 円 円

7）旅行保険料
＋
8）保育費

＝
合　　計

円 円 円

返金する場合の振込先口座　＊必ず記入ください（記入が無い場合、返金できないことがあります）
振込先金融機関名： 店舗名： 口座番号（普通・当座）： 名義：

ＦＡＸ送信先  ０９９－２２７－１７５８　名鉄観光サービス㈱鹿児島支店
弊社からの返信欄（受付確認）

　　　　月　　　日　受付いたしました。
受付番号は　　　　　となります。受付者：

通信欄



宿泊ホテルプランのご案内
・鹿児島市内のホテルは、各種スポーツ大会で大変混みあっております。宿泊を希望される方は、できるだけ早く
申込手続きをお願いします。
・ホテルの予約は先着順となります。必ず第２希望までご記入下さい。
●宿泊プラン【1泊朝食付／税・サービス料込／お一人様あたり】

申込
番号

部屋
タイプ

宿泊料金
地図番号・ホテル名・アクセス（目安）4日（金）前泊 5日（土）当日

1泊朝食付 1泊朝食付
①-Ｓ シングル 16,000 円 16,000 円 ①城山観光ホテル

（「天文館」・「鹿児島中央駅」バス停より無料シャトルバスにて約 30～50分）①-Ｔ ツイン 14,000 円 14,000 円
②-Ｓ シングル 12,000 円 12,000 円 ②鹿児島サンロイヤルホテル

（「天文館」・「鹿児島中央駅」バス停より無料シャトルバスにて約 15～30分）②-Ｔ ツイン 10,000 円 10,000 円
③-Ｓ シングル 8,000 円 8,000 円 ③ホテルリブマックス鹿児島（旧アーバンポートホテル鹿児島）

（鹿児島市営電車「水族館口」電停より徒歩約 2分）③-Ｔ ツイン 8,000 円 8,000 円
④-Ｓ シングル 9,300 円 9,300 円 ④鹿児島ワシントンホテルプラザ（鹿児島市営電車「天文館通」電停より徒歩約 5分）
⑤-Ｓ シングル 10,500 円 10,500 円 ⑤ドーミーイン鹿児島（鹿児島市営電車「高見馬場」電停より徒歩約 3分）
⑥-Ｓ シングル 9,300 円 9,300 円 ⑥レム鹿児島

（鹿児島市営電車「天文館通」電停より徒歩約 3分）⑥-Ｔ ツイン 8,800 円 8,800 円
⑦-Ｓ シングル 9,300 円 9,300 円 ⑦ホテル法華クラブ鹿児島

（鹿児島市営電車「高見馬場」電停より徒歩約 1分）⑦-Ｔ ツイン 8,800 円 8,800 円
⑧-Ｓ シングル 8,300 円 8,300 円 ⑧グリーンリッチホテル鹿児島天文館（鹿児島市営電車「天文館通」電停より徒歩約 2分）
⑨-Ｓ シングル 9,300 円 9,300 円 ⑨ホテルレクストン鹿児島

（鹿児島市営電車「高見馬場」電停より徒歩約 3分）⑨-Ｔ ツイン 8,300 円 8,300 円
⑩-Ｓ シングル 6,800 円 6,800 円 ⑩鹿児島プラザホテル天文館（鹿児島市営電車「天文館通」電停より徒歩約 5分）
⑪-Ｓ シングル 7,600 円 7,600 円 ⑪ホテルセントコスモ（旧ブルーウェーブイン）

（鹿児島市営電車「高見馬場」電停より徒歩約 2分）⑪-Ｔ ツイン 7,000 円 7,000 円
⑫-Ｓ シングル 8,300 円 8,300 円 ⑫アイホテル（旧チサンイン鹿児島）

（鹿児島市営電車「天文館通」電停より徒歩約 2分）⑫-Ｔ ツイン 7,300 円 7,300 円
⑬-Ｓ シングル 7,800 円 7,800 円 ⑬サンデイズイン鹿児島（鹿児島市営電車「高見馬場」電停より徒歩約 3分）
⑭-Ｓ シングル 13,000 円 13,000 円 ⑭ソラリア西鉄ホテル鹿児島（新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 5分）
⑮-Ｓ シングル 11,000 円 11,000 円 ⑮ＪＲ九州ホテル鹿児島

（新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 1分）⑮-Ｔ ツイン 11,000 円 11,000 円
⑯-Ｓ シングル 10,000 円 10,000 円 ⑯鹿児島東急ＲＥＩホテル

（新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 7分）⑯-Ｔ ツイン 9,000 円 9,000 円
⑰-Ｓ シングル 8,800 円 8,800 円 ⑰ホテルタイセイアネックス

（新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 7分）⑰-Ｔ ツイン 7,300 円 7,300 円
⑱-Ｓ シングル 8,800 円 8,800 円 ⑱アパホテル鹿児島中央駅前（新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 3分）
⑲-Ｓ シングル 8,800 円 8,800 円 ⑲ホテルアービック鹿児島新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 3分）
⑳-Ｓ シングル 7,000 円 7,000 円 ⑳Ｂ＆Ｂパークホテル鹿児島（新幹線・JR「鹿児島中央」駅より徒歩約 7分）

宿泊のお申込みについて ※上記宿泊料金は平成 29年 3月 1日を基準といたしております。※最小催行人数：1名様

◎『お申込書』記入欄に、申込記号（例・①-Ｔ、②-Ｓ）をご記入下さい。
◎ご希望に添えない場合もございますこと予めご了承ください。
◎ツインをご希望の方は、同室者を必ずご記入ください。
◎バリアフリー環境をご希望の場合は名鉄観光サービス㈱鹿児島支店へお問合せください。
◎この旅行には添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受ける為に必要なクーポン類をお渡し致しますので、手続きはお客様ご
自身で行っていただきます。
◎支部・グループ単位での宿泊を希望される場合は名鉄観光サービス㈱鹿児島支店へご相談ください。
　※「宿泊施設の決定通知」については、7月 14日以降に名鉄観光サービス㈱鹿児島支店よりご連絡いたします。

●悪天候等による開催中止の場合
（1）開催を中止する場合は、原則として前日の 17時までに決定して、全障研のホームページ（http://www.nginet.or.jp）で発表します。
（2）開催を中止した場合は、以下のように対応します。
①大会参加費・学習講座費・保育費は返金できません。
　後日、大会準備委員会より「大会要項」と「大会レポート集」を送ります。学習講座の申込者には「学習講座レジュメ集」を送ります。
②「大会報告集」が出版できなかった場合は、全障研出版部より代金に見合う図書カードを送ります。
③宿泊代・弁当代は名鉄観光サービス㈱鹿児島支店が既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き、ご返金します。
　天災地変等で宿泊機関等の旅行サービスが提供できない場合、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な
　実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは取消料は不要となります。但し、金融機関規定の振込手数料の合計金額を
差し引いての返金となります。
　※詳細は、名鉄観光サービス㈱鹿児島支店より宿泊案内に同封される「募集型企画旅行」条件書をご確認ください。



地図・アクセス

１日目会場：宝山ホールへのアクセス
◎鹿児島空港バス停＝（空港リムジンバス約50分／1,250 円）＝天文館バス停・・（徒歩約10分）・・会場
◎鹿児島空港バス停＝（空港リムジンバス約50分／1,250 円）＝鹿児島中央駅バス停・・（乗継）・・
　　　　　　　・・鹿児島中央駅前電停～（鹿児島市電約15分／170円）～朝日通電停・・（徒歩約5分）・・会場

２日目会場：鹿児島大学　郡元キャンパスへのアクセス
◎鹿児島中央駅～（鹿児島市電約10分／170円）～唐湊電停・・（徒歩約5分）・・会場
◎鹿児島中央駅～（タクシー約5分／約 500円）～会場
◎天文館～（タクシー約8分／650円）～会場

ホテル名
①城山観光ホテル
②鹿児島サンロイヤルホテル
③ホテルリブマックス鹿児島
④鹿児島ワシントンホテルプラザ
⑤ドーミーイン鹿児島
⑥レム鹿児島
⑦ホテル法華クラブ鹿児島
⑧グリーンリッチホテル鹿児島天文館
⑨ホテルレクストン鹿児島
⑩鹿児島プラザホテル天文館
⑪ホテルセントコスモ
⑫アイホテル
⑬サンディズイン鹿児島
⑭ソラリア西鉄ホテル鹿児島
⑮JR九州ホテル鹿児島
⑯鹿児島東急REI ホテル
⑰ホテルタイセイアネックス
⑱アパホテル鹿児島中央駅前
⑲ホテルアービック鹿児島
⑳B&Bパークホテル鹿児島

●特別航空プラン　　　【座席枠を確保してご案内しております】
ご利用ご希望の方は申込書の特別航空プランの欄へ申込記号をご記入下さい。

◆往路◆
申込記号 搭乗日 出発空港 便　名 区　　　間 料金（片道）
HA-1 8/5（土） 羽田空港 SKY301便 羽田空港（07:55発）→鹿児島空港（09:45着） 24,000円
HA-2 8/5（土） 羽田空港 JAL643便 羽田空港（08:05発）→鹿児島空港（09:45着） 24,000円
HA-3 8/5（土） 羽田空港 ANA621便 羽田空港（08:55発）→鹿児島空港（10:35着） 24,000円
TA-1 8/5（土） 中部空港 ANA351便 中部空港（08:10発）→鹿児島空港（09:30着） 23,500円
OA-1 8/5（土） 伊丹空港 ANA541便 伊丹空港（07:25発）→鹿児島空港（08:35着） 19,500円
OA-2 8/5（土） 伊丹空港 ANA1151便 伊丹空港（08:10発）→鹿児島空港（09:20着） 19,500円
OA-3 8/5（土） 伊丹空港 JAL2403便 伊丹空港（09:15発）→鹿児島空港（10:25着） 19,500円

◆復路◆
申込記号 搭乗日 到着空港 便　名 区　　　間 料金（片道）
HB-1 8/6（日） 羽田空港 JAL652便 鹿児島空港（18:30発）→羽田空港（20:15着） 21,000円
HB-2 8/6（日） 羽田空港 ANA630便 鹿児島空港（19:25発）→羽田空港（21:10着） 21,000円
HB-3 8/6（日） 羽田空港 JAL654便 鹿児島空港（20:15発）→羽田空港（22:00着） 21,000円
TB-1 8/6（日） 中部空港 ANA360便 鹿児島空港（20:25発）→中部空港（21:40着） 20,500円
OB-1 8/6（日） 伊丹空港 JAL2412便 鹿児島空港（18:00発）→伊丹空港（19:10着） 19,500円
OB-2 8/6（日） 伊丹空港 ANA552便 鹿児島空港（18:45発）→伊丹空港（19:55着） 19,500円
OB-3 8/6（日） 伊丹空港 JAL2414便 鹿児島空港（19:20発）→伊丹空港（20:35着） 19,500円

・発着時間は変更になる場合があります。
・1名様からの受付とさせていただきますが、ご利用希望の便のお申込み人員の合計が8名様未満の場合は上記料金が適用になりません。
　その場合は事前割引運賃又は普通運賃でのご案内となります。

申込締切　６月１日（木）　厳守

１日目会場：宝山ホール

2日目会場：鹿児島大学
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