
　この度、『第32回　東海北陸地区へき地・複式・小規模学校教育大会　岐阜大会』が開催される
にあたり皆様方の宿泊等を東鉄観光㈱中津川支店がお世話させていただくことになりました。
皆様のご利用を心からお待ち申し上げます。　大会参加費等は、大会事務局からの依頼に基づき、
弊社が事務手続きを代行・受領させて頂きます。

１．宿泊施設のご案内
　　　大会当日の宿泊先として、宿泊施設をご用意しております。

（１）朝食が不要でも、ご返金は出来ませんのでご了承下さい。
（２）部屋数には限りがございますので、上記以外の施設をご案内する場合があります。
（３）宿泊料金は、『サービス料込・諸税込』の１名様の料金です。
（４）下呂温泉・白川町・東白川村内地区旅館は、１泊２食付です。その他は、１泊朝食付です。

２．シャトルバスについて

３．弁当について
会場付近には、食事施設がわずかしかございません。たいへん大勢のお客様のため、時間
内での受け入れは、ほぼ困難です。お弁当のご注文をお勧めします。

４．お申込み方法
別紙『参加申込書』に必要事項をご記入の上、弊社『東鉄観光㈱中津川支店』へＦＡＸにて
お申込み下さい。
（１）お申込み締切は７月２７日（金）です。お早目にお申込み下さい。

（２）お申込み後、ご案内書と振込用紙を８月１７日（金）に発送いたします。
到着後、最寄のゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアより９月７日（金）までにお支払

下さい。(振込手数料はご負担ください。また銀行振込をご希望の場合は、ご連絡下さい。）  
（３）お申込みは、ＦＡＸのみ受付となります。電話・事務局での受付は出来ません。

５．キャンセルについて
（１）ご入金後の大会参加費のご返金は出来ません。
（２）シャトルバス・宿泊・弁当については、キャンセルを承ります。ただし、下記のキャンセル料
を申し受けます。（連絡が無く不参加の場合は、ご返金は致しません。）

（３）キャンセルについても、ＦＡＸでご連絡下さい。

＊申込書に記載された個人情報は、本大会に関する連絡とサービスの手配・提供のみに
利用いたします。（法令で求められた場合を除きます。）
＊本契約は、弊社募集型企画旅行となります。

＊全体会・分科会の詳細は、お答え出来ません。事務局へお問い合わせ下さい。

東鉄観光㈱中津川支店　　　担当　安江
岐阜県知事登録旅行業　第２－４５号

〠508-0001　　岐阜県中津川市中津川842-334　　
営業時間　　月～金　　9：00～18：00　　　（土・日・祝日は休業）

総合旅行業務取扱管理者　　安江　信晃
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ルートイン美濃加茂（朝食付）
ルートイン可児（朝食付）
ルートイン恵那（朝食付）

美濃加茂市太田町2449-1
可児市広見5-130-2

恵那市長島町中野2-7-12

ホテル名 所在地 金　　　額

宿泊・弁当・シャトルバスのご案内

８，０００円
８，０００円
８，０００円

10/11～17・・・20％　　　　10/18～23・・・30％　　　10/24・・・40％　　　　当日・・・50％

宿泊・シャトルバス・弁当についてのお問い合わせ先

下呂市湯之島260-1 11,000円～15,300円
6,500円～11,880円白川町・東白川村白川町・東白川村内旅館（夕朝食付）

下呂温泉・山形屋（夕朝食付）

（１部屋に何名宿泊されるかにより、金額が変動します。裏面をご参照ください。）

公共交通機関を利用してお越しの方のために美濃太田駅からのみ、開催時刻に合わせて
シャトルバスを運行いたします。ただし、会場は駅からも遠いため、お車でのお越しをお勧めし
ます。



№ 旅館名 郵便番号 電話番号

509-1106 0574-75-2123

部屋タイプ 夕食 朝食 部屋数 備　考

1人部屋 11,880 円 ◯ ◯ 8

２人部屋 10,800 円 ◯ ◯ 8

№ 旅館名 郵便番号 電話番号

509-1302 0574-78-2003

部屋タイプ 夕食 朝食 部屋数 備　考

1人部屋 8,640 円 ◯ ◯ 4

２人部屋 8,100 円 ◯ ◯ 4

509-1302 0574-78-2030

部屋タイプ 夕食 朝食 部屋数 備　考

1人部屋 8,800 円 ◯ ◯ 4

２人部屋 7,900 円 ◯ ◯ 3

509-1303 0574-78-2514

部屋タイプ 夕食 朝食 部屋数 備　考

1人部屋 - 円 ◯ ◯ -

２人部屋 7,500 円 ◯ ◯ 3

509-1301 0574-78-2934

部屋タイプ 夕食 朝食 部屋数 備　考

1人部屋 7,000 円 ◯ ◯ 4

２人部屋 6,500 円 ◯ ◯ 2

時間（４０km/h)

45分

１時間２５分

35分

１時間１４分

45分

1時間25分

４０分

1時間15分

55分

1時間10分

1時間25分

１時間

１時間５分

30分

１時間３分

45分

4 谷口屋旅館

岐阜県加茂郡東白川村五加1487-2

料金

・東白川小まで車で約12分
・佐見中まで車で約40分

　　　※全旅館とも朝食のみ等の相談可能。駐車場無料。

住　　　所

白川町・東白川村地区宿泊施設

3 中松屋旅館

岐阜県加茂郡東白川村越原920-4

料金

※男性のみ
・東白川小まで車で約７分
・佐見中まで車で約35分

・東白川小まで車で約5分
・佐見中まで車で約30分

2
料理旅館
中野屋

住　　　所

岐阜県加茂郡白川町坂ﾉ東6396 

・佐見中まで車で約40分
・東白川小まで車で約30分

白川町の宿泊施設

東白川村の宿泊施設

料金
1

料理旅館
牧ヶ洞

1
料理旅館
吉村屋

岐阜県加茂郡東白川村神土570

料金

料金

・東白川小まで車で約5分
・佐見中まで車で約30分

岐阜県加茂郡東白川村神土581-4

　→　

　→　

　→　

　→　

42.7

宿泊施設から各会場までの距離と所要時間

神渕小学校

ルートイン美濃加茂
（JR美濃太田駅）

ルートイン可児

ルートイン恵那

下呂温泉　山形屋

28.8

55.9

26.4

48.0

35.1

47.8

56.0

39.2

20.9

41.6

28.4

29.1

56.1

23.4

48.3

白川町町民会館

佐見中学校

距離(km)終点

白川町町民会館

佐見中学校

神渕小学校

東白川小学校

東白川小学校

白川町町民会館

佐見中学校

東白川小学校

神渕小学校

起点

白川町町民会館

佐見中学校

神渕小学校

東白川小学校



ＦＡＸ０５７３－６６－１５６１

大会１日目
（10/25）
分科会
（10/26）

宿泊（10/25） 第一希望 第二希望

＊宿泊代については、別紙ご案内を

ご参照下さい。

シャトルバス

（10/25）

シャトルバス
（10/26）

昼食弁当(お茶付）

（10/25）
昼食弁当
（10/26）

＊受付日・返送日・予約番号・合計金額は弊社にて記入します。

合計金額は、決定施設により変更となる場合があります。

＊ＦＡＸにてお申込み後、７日以内に予約番号を記入し、ＦＡＸにて返送いたします。

７日を経過し、返送がない場合、ご連絡いただきますようお願いいたします。

＊宿泊ホテルの決定は、８月１７日（金）発送予定の予約案内書に記載させて頂きます。

（ご希望に添えない場合もございますが、ご了承お願いします。）

＊お申込みは、ＦＡＸのみの受付となります。電話でのお申込はご遠慮下さい。

事務局でのお申込受付は致しておりません。

＊宿泊施設・弁当・シャトルバスに関するお問い合わせは、

　　 東鉄観光㈱中津川支店　☎（0573）66-1560　　　　担当　安江

申込締切　　７月２７日（金）必着

東鉄観光㈱中津川支店宛

第32回東海北陸地区へき地・複式・小規模学校教育研究大会　岐阜大会　参加申込書

電話番号

ＦＡＸ受付日 ＦＡＸ返送日／ ／

同室希望

（可・不可）

同室可の場合の

相手方氏名

予約番号　　Ｒ6-　　　　　　　　　　　　㊞

県名・学校名 　　　　　　　　　県　　　　　

職名・氏名

ア　　参加する　　　　　　イ　　参加しない

来場方法

合計金額 円

ルートイン美濃加茂（シングル・ツイン）

ルートイン可児（シングル・ツイン）

ルートイン恵那（シングル・ツイン）

下呂温泉(相部屋となります）

白川町・東白川村地区施設

ア　東白川小　　イ　佐見中　　ウ　　神渕小中　　エ　　利用しない

ア　　希望する（１，1００円）　　　　　　イ　　希望しない

1,000円　　　ア　東白川小　　　イ　佐見中　　　ウ　神渕小中      　エ　希望しない

ア　利用する（1,000円）　　　　イ　　利用しない

　　　　　　　　　　　【美濃加茂・可児】

・希　望　し　な　い

大会参加費 ３，５００円 3,500円

学校所在地

職名　　　　           　氏名（ふりがな）　　　          　　　　　　　　　　              　　　（男・女）

〠　　　　　-

（　　　　　　　）　　        　-　　　　　　　　 ＦＡＸ番号 （　　　　　）　　      -　

円

円

受付にて支払

＊該当箇所に○印を⇒

ア　東白川小　　イ　佐見中　　ウ　　神渕小中　　エ　　参加しない

　ア　自家用車・駐車場利用（　　台）　　イ　ＪＲ利用（白川口駅より徒歩）

ウ　シャトルバス利用（美濃加茂・可児より）　エ　その他（　　　　　　　　　　　）

円


