
 

 

 

 

参加・宿泊・懇親会・昼食のお申し込みのご案内 
 第１３回ファミリーホーム全国研究大会が、宮城県松島海岸で開催されます事を心よりお喜び申し上げます。 

 皆様の参加登録・宿泊・懇親会等のご案内を弊社「富士ツーリスト㈱」がご担当させていただくこととなりま

した。社員一同万全の体制で準備いたす所存でございます。 

 多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

富士ツーリスト株式会社 

担当者：佐々木 和由 

参加登録（申込）について 
 ①参加ご希望の方は、添付のお申込書に必要事項をご記入の上、６月３０日（土）までにファックスまたは 

  メールにてお送りください。 

 【ファックス番号】０２２－７７４－１７７６ 

 【メールアドレス】fji-tst@muse.ocn.ne.jp 

 郵送によるお申し込みも可能です。 

 【郵送先】〒986-0812 宮城県石巻市東中里１丁目１０－９ 

      富士ツーリスト株式会社／担当者：佐々木 宛 

 ②参加券発送後の参加取消・参加費の返金はいたしかねますので予めご了承ください。 

１．ファミリーホーム全国研究大会 
 参加ご希望の方はお申込書の該当欄に「お名前・区分番号」をご記入ください。 

 ◆期 日：２０１８年８月３日（金）～４日（土） 

 ◆会 場：ホテル松島大観荘 

 ◆参加費：日本ＦＨ協議会会員（養育者・補助員含む）  区分番号①５,０００円 

      学 生                   区分番号②３,０００円 

      一般（非会員）               区分番号③６,０００円 

 ◆子どもプログラム                       ３,０００円 

 ◆託児所料金（２日間）                     １,０００円 

２．ご宿泊について 
 ◆宿泊日：８月３日（金） 

ご利用人数 １室１名利用 １室２名利用 １室３名利用 １室４名以上利用 

部屋タイプ 洋   室 洋室又は和室 和室または和洋室 和室または和洋室 

料金／お一人様 

※小学生 

※未就学 

※添い寝 

２９,０８０円 

 

 

無料（朝食 1,000

円） 

２０,４４０円 

１４,６０８円 

１３,６０８円 

無料（朝食 1,000

円） 

１８,２８０円 

１３,０９６円 

８,６４０円 

無料（朝食 1,000

円） 

１７,２００円 

１２,３４０円 

８,１００円 

無料（朝食 1,000

円） 

駐車料金 無      料 

※上記料金には懇親会（料理・ドリンク料金）費が含まれております。 

※懇親会のみ参加 中学生～大人・１１,８００円／小学生７,０００円／３歳～未就学３,０００円 

※予約はすべて先着順とさせていただきます。 

 お部屋タイプには限りがございますのでお早めにお申し込みくだい。 

部屋利用人数等のご不明な点は、お気軽にご相談ください。 
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３．大会会場のご案内 
 ◆会場：ホテル松島大観荘 

     住所：〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島字犬田 10-76 

     電話：０２２－３５４－５２１４（代表） 

４．送迎バスのご案内 
 ◆８月３日（金） 仙台空港１１：００発 

 ◆８月４日（土） ホテル １６：００発（予定） 

 ◆料金：片道１,０００円（大人・子供同額） 

５．昼食のご案内 
 ◆大会２日目のご希望のお客様には昼食をご用意いたします。 

  昼食をご希望のお客様はお申込書の該当欄に「○」をご記入ください。 

 ◆期日：２０１８年８月４日（土） 

 ◆料金：１,０００円 

６．申し込み方法 
 （１）参加ご希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入の上、６月３０日（土）までに 

    ファックス・メールまたは郵送でお申込みください。 

 （２）お申込み締め切り後、順次予約関係書類および請求書をご送付いたします。 

 （３）予約関係書類および請求書到着後、ご指定の期日までにお振込みをお願いします。 

７．変更・取消料について 
 （１）お申し込み後の変更・取り消しは、必ずファックスまたはメールにて弊社にご連絡ください。 

 （２）参加費については、参加券発送後の取消返金はできかねますので予めご了承ください。 

 （３）変更・取消料 

取  消  日 宿 泊 懇親会 昼 食 

７月１４日～７月２９日 ２０％ ０％ ０％ 

７月３０日～８月１日 ３０％ ０％ ０％ 

前日（８月２日） ４０％ １００％ １００％ 

当日（８月３日） ５０％ １００％ １００％ 

無連絡 １００％ １００％ １００％ 

 

８．個人情報の取り扱いについて 
 参加申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報は、お客様との連絡のために利用させていただく 

 ほか、お客様がお申込みいただいた運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの 

 受領のため手続きに必要な範囲で利用させていただきます。また、大会事務局へも提出させていただきます。 

 それ以外の目的でご提供いただいた個人情報は利用いたしません。 

９．お申込み・お問い合わせ先 
 富士ツーリスト株式会社 

 〒986-0812 宮城県石巻市東中里１丁目１０－９ 

 TEL 0225(93)9861 FAX 022(774)1776 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ fji-tst@muse.ocn.ne.jp 

 担当者：佐々木・鶴岡 

  受付時間：平日９：００～１８：００ 土曜日９：００～１７：００ 日曜・祝日はお休み 
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大会プログラム 
 

８月３日

（金） 

スケジュール 子ども託児 小学生 中高生 

１２：００ 受付開始 託児受付 

 

 

 

 

ロビー集合 

 

班分け・出発 

 

海の杜水族館 

ロビー集合 

 

班分け・出発 

 

震災ツアー 

１３：００ 開 会 式 

１３：４５ 行政報告 

１４：１５ 休    憩 

１４：３０ 基調講演 

１６：３０ 終    了 子ども引き渡し バス到着迎え バス到着迎え 

 各自部屋へ    

１８：００ 懇 親 会 

２０：００ 終    了 

 

８月４日

（土） 

スケジュール 子ども託児 小学生 中高生 

 

０９：００ 

５会場にて 

分 科 会 

各会場にて随時休

憩 

８：３０託児受付 ８：４５集合 ８：４５集合 

 ・松島自然の家 

野外活動 9:15到着 

野外炊飯 

・奥松島縄文村 

歴史資料館 

・松島自然の家 

防災学習 9:15到

着 

昼食（弁当） 

・奥松島縄文村 

歴史資料館 

１２：００ 昼  食 

１３：１５ 分 科 会 

１４：４５ 終  了 

１５：００ 閉 会 式 子ども引き渡し バス到着 バス到着 

１５：３０ 解  散   

 

基調講演  

演題「新しい社会的養育ビジョンとファミリーホーム」 

長野大学 教授 上鹿渡 和宏 先生 

分科会（予定） 
①子どもの性の問題について 講師：宮城大学 桑名 佳代子先生 

②子どもの自立支援について 講師：自立援助ホーム「峠のまきば」中山 崇志氏 

③障害を抱える子どもたちのケアについて 講師：社会福祉法人麦の子会 園長 北川 聡子先生 

④いまさら聞けない？！ 

 ホーム運営の素朴な疑問 

講師：日本ＦＨ協議会 会長 ト蔵 康行氏 

講師：名古屋芸術大学 伊藤 貴啓先生 

⑤ ファスタリングチェンジ・プログラム研修 講師：長野大学 上鹿渡 和宏先生 

 

 

 



 

大会会場のご案内 
 

ホテル松島大観荘 

住所：〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島字犬田 10-76 

電話：０２２－３５４－５２１４（代表） 

 

◆アクセス 

 ①鉄道利用のお客様 

  ＪＲ仙台駅より「仙石線」で約３５分松島海岸駅よりシャトルバス約５分 

  ＪＲ仙台駅より「東北本線」で約２５分松島駅よりシャトルバス約１５分 

 

 ②車利用のお客様 

  東京方面より 

  ＜東北自動車道＞→仙台南ＩＣ→＜仙台南部道路＞→若林ＪＣＴ→＜仙台東部・三陸道＞→松島海岸ＩＣ 

  青森方面より 

  ＜東北自動車道＞→富谷ＪＣＴ→＜仙台北部道路＞利府ＪＣＴ→＜三陸道＞→松島海岸ＩＣ 

 松島海岸ＩＣより約５分 

 

◆空港送迎バスのご案内 

 ８月３日（金） 仙台空港１１：００発 

 ８月４日（土） ホテル １６：００発（予定） 

 料金：片道１,０００円（大人・子供同額） 

 

 

 


