
◆日程
　　●12月6日(木)13：30～17：00　会場　京都まなびの街　生き方探究館

生き方探究館の事業説明及び施設見学会

①概要説明

②事業説明・施設見学「スチューデントシティ学習」「ファイナンスパーク学習」「京都モノづくり殿堂・工房学習」

③キャリア教育の実践交流会　小グループによる参加者交流会

　　●12月7日(金)　9：15～17：00　京都市立岩倉北小学校
8：45　9：15　　　　9：50　　　11：20　11：35　　12：20　　　13：30　　　　　　14：45　　15：00　　　　　　17：00　

◆お申込み方法（手順）

移動 シンポジウム

≪参加申込みのご案内≫

挨拶
研究報告

記念講演 移動 公開授業 昼食
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第4回全国キャリア教育研究

　京 都 大 会
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第1回全国小学校キャリア教育研究協議会

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

受付
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課題別
分科会

１ 最終ページの申込用紙に必要事項を記入ください

２ 申込み（申込書を新京阪観光案内所へFAX・Eメールまたは郵送ください）

こちらよりインターネットでの申込も可能です。

http://www.shtnkethan.co.jp/conference

３ 受付後、新京阪観光案内所より確認書および請求書をFAX送付します

４ 参加費ほかを確認書および請求書到着後5日以内に振込みください

（振込手数料は各自にてご負担ください）

５ 入金確認後、FAXにて大会参加券を送付します

６ 大会参加券を当日受付にて提示ください



１） 大会参加費

一般参加(非会員)　４，０００円

全国小学校キャリア教育研究協議会会員　２，５００円

※大会参加申込みと同時に会員登録をされた場合でも会員価格で

   ご参加いただけます。詳細は、８ページをご参照ください。

   (入会金・年会費等無料）

大学生参加(非会員）　１，５００円

大学生参加(会員）　１，０００円

※大学生の方で大会資料が不要の方は、参加費無料です。

２） 申込の締切りは，平成30年11月22日（木）です。

この日以降も申し込みを受け付け，当日受付も行いますが，

準備の都合上，大会当日に資料がお渡しできない場合がございます。

また、宿泊・交流夕食会・弁当・バスは、事前申込のみとなります。

３） お振込の控えを領収書に代えさせて頂きますので

保管をお願いいたします。

４） 振込用紙はございません。また振込費用はお客様での

ご負担となりますのでご了承ください。

５） ご宿泊のお申込みを頂きました方につきましては郵送にて宿泊確認書を，

11月中旬頃にご送付さていただきます。

６） ご昼食(弁当)をお申込み頂きました方につきましては弁当引換券を，

交流夕食会をお申込み頂きました方につきましては交流夕食会参加券を，

 大会参加券と同時にFAXにてご送付させていただきます。

ご案内

シャトルバスをお申込み頂きました方につきましてはバス乗車券を，
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会場全体図
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◆会場(アクセス)

１日目

　○京都まなびの街　生き方探究館　〒602-8031　京都市上京区西洞院通下立売下る東裏辻町402

TEL　075-253-0880　　FAX　075-253-0878

 ●京都駅から        

地下鉄烏丸線　

国際会館行き　約８分

丸太町駅下車　

２番出口より徒歩約１０分

京都市営バス     

 10,93,202,204号系統　

府庁前下車 徒歩３分

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

2日目

　○京都市立岩倉北小学校　〒606-0021　京都市左京区岩倉忠在地町5

TEL　075-721-5618　　FAX075-722-0690

●京都駅から

地下鉄烏丸線　

国際会館行き　約２０分

終点国際会館駅

●国際会館駅から

シャトルバス(有料)約１５分

路線バス(京都バス)

岩倉村松行き

村松集会所下車
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１．大会参加費（資料代）　　　1人　４，０００円（税込）

全国小学校キャリア教育研究協議会々員　２，５００円

　この申し込みと同時に会員登録することもできます。

　詳細は、８ページ参照（入会金・年会費等無料）

２．昼食（12月7日　下鴨茶寮のお弁当　お茶付）１，２００円（税込）

　　お弁当の受け渡しは，岩倉北小学校にて12：20～13：00の間にお渡しさせて頂きます。

　　※お弁当は，事前の注文販売のみです。（当日の受付販売はございません）

　　※会場の近くには飲食店やコンビニなどがございません。

　　　お弁当をご注文されることをお勧めします。

３．宿泊プラン

　　12月6日・12月7日の宿泊をご用意しております。

　　以下のホテルリストから，ご希望ホテル記号をご記入ください。

　　料金は，1泊(食事なし)，税金，サービス料が含まれております。

　　(宿泊税200円は含まれておりません。当日ホテルフロントでお支払いください。)

地下鉄烏丸線烏丸御池駅
徒歩約1分
地下鉄烏丸線四条駅
徒歩約6分
地下鉄烏丸線烏丸御池駅
徒歩約2分
地下鉄烏丸線烏丸御池駅
徒歩約2分
地下鉄烏丸線丸太町駅
徒歩約8分

※各ホテルとも先着順にて受付をいたします。

※満室の場合は，別ホテルにてご用意させていただくことがございます。

　 予めご了承の上お申し込みください。

各申込のご案内①

アクセス
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⑤京都ガーデンパレス 11,000円

④ギンモンド京都 10,000円

ホテル記号・名
お部屋タイプ
シングル

③ハートンホテル 10,000円

①京都ガーデンホテル 8,000円

②三井ガーデンホテル四条 9,500円



４．シャトルバス　※500円(往復)　　(申込先着順)

　　2日目，地下鉄国際会館駅～岩倉北小学校までシャトルバスを運行します。

　　ご希望の方は，必ず申込用紙より希望便を指定のうえお申し込みください。

　　●往路　国際会館駅　8:00発　8：30発　9：00発

　　●復路　岩倉小学校付近　17：15発　17：45発

　　※道路状況によっては、想定時間より遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

　　※申込時に満席となった場合、ご希望以外の便にご案内させていただくことがあります。

　　※観光バスタイプになりますので補助席も使用致します。

　

　　※シャトルバス以外に国際会館駅からは路線バス(京都バス）も運行されています。

　　●国際会館駅発　7：54　8：22　8：49　9：20

　　●村松集会所発　17：05　17：25　17：47

　　□運賃は、片道210円です。

5．参加者交流夕食会　　1人　６，０００円（税込）

　　　日時　平成３０年１２月６日(木)　午後６時

　　　会場　京都ガーデンパレス

　　　住所　京都府京都市上京区龍前町６０５番地

　　　　　　　(京都まなびの街　生き方探究館より徒歩約９分)

６．お申し込み後の取り消しについて

　お客様のご都合でお取消しの場合，次のお取消料を収受させていただきます。

※大会参加費は，取消日にかかわらずご返金しませんが，大会終了後，当日の大会資料を

   送付させていただきます。

※お電話での変更(取消)はトラブルの原因となりますので，適宜用紙にてFAXでのご連絡を

   お願い致します。

※変更(取消)はFAXの場合通信日，郵送の場合は消印日より3日後，メールの場合は

   受信時間(土日を除く)を基準といたします。

※なお，営業時間外のご連絡の場合，翌営業日でご連絡とみなしますのでご注意ください。

※お取り消しに伴うご返金は大会終了後，所定の取消料を収受したうえで指定口座へ

　　お振込いたします。
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80% 100%
夕食会 無料 無料 100% 100% 100%
弁当 無料 無料 無料

各申込のご案内②

100%

乗車時間約10分

取消日 21日前まで 7日前まで 2日前まで 前日まで 当日

乗車時間約15分

宿泊 無料 20% 50% 80%



７．申込み締め切り 平成30年11月22日(木)

８．申込方法

　　最初のページの別紙のお申込み方法（手順）を参照ください。

９．当日お持ちいただくもの
　　　・大会参加券・・・・ご入金確認後，FAXにて大会参加券をご送付させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　（当日受付にてご提示ください）
　　　・弁当引換券・・・・お弁当をお申し込みの方につきましては大会参加券と同時に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAXにてご送付させていただきます。
　　　・シャトルバス乗車券・・・シャトルバスをお申し込みの方につきましては
　　　　　　　　　　　　　　　大会参加券と同時にFAXにてご送付させていただきます。
　　　・宿泊確認証・・・・ご宿泊をお申し込みの方につきましては１1月中旬頃に
　　　　　　　　　　　　　　　宿泊確認証をお送りいたします。
　　　・交流夕食会参加券・・・・交流夕食会をお申し込みの方につきましては
　　　　　　　　　　　　　　　大会参加券と同時にFAXにてご送付させていただきます。
　　※万全を期して準備しておりますが，万が一お申込み内容と相違が　
　　　　ある場合は弊社まで至急ご連絡ください。

１０.お振込先

１１.お申込・お問合せ先

〒606-8121　京都府京都市左京区一乗寺青城町167

TEL　075-722-4151　　FAX075-711-7965
E-mail　sanka@shinkeihan.co.jp
URL　http://www.shinkeihan.co.jp/
担当者　　小川　雅史

注意事項のご案内

ゆうちょ銀行→ゆうちょ銀行の場合
記号 14450-2
番号 39835541

店番 448
預金種目 普通預金

振込先名
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｼﾝｹｲﾊﾝｶﾝｺｳｱﾝﾅｲｼｮ

株式会社　新京阪観光案内所

ゆうちょ銀行以外→ゆうちょ銀行
店名 四四八（よんよんはち）
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株式会社　新京阪観光案内所

株式会社　新京阪観光案内所

口座番号 3983554

口座名義
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ｼﾝｹｲﾊﾝｶﾝｺｳｱﾝﾅｲｼｮ



〇登録お願い

趣旨
全国の様々な地域でキャリア教育に取り組んでおられる団体や個人をつなぎ，そ
れぞれの地域の情報，取組の交流や全国大会を開催し，取組の発表の機会を提供
します。また，全国大会や各地域大会等の開催を希望される地域・研究会があり
ましたらバックアップいたします。

※入会金，年会費等は無料です。ご安心ください。

※どなたでも登録できます。（教員以外の方も可）

※個人情報は会員への連絡・名簿作成にのみ使用します。

＜予定される主な活動内容＞

○E メール等による情報交流を行います

○全国研究会ホームページを立ち上げ，情報を発信します

○全国大会を開催し，研究会員が集える機会を設けます

○全国大会で各地域の研究発表の場を提供します

○全国大会を各地で開催し，キャリア教育の普及に寄与します

◎12月に行われる全国大会に会員価格で参加できます

○その他，必要であれば研修会等で京都や東京の取組の報告を行います

お問い合わせ　会　長　　林　久徳
京都市立静原小学校　電話 　075-711-6620　　ＦＡＸ　075-741-2079

電子メール  hi978-hayashi@edu.city.kyoto.jp

　　　　　　会場校校長　三浦清孝
京都市立岩倉北小学校　電話　075-721-5618 　ＦＡＸ　075-722-0690

電子メール　vu849-miura@edu.city.kyoto.jp

登録申請用紙（大会参加申込書と一緒にお送りください）
１　都道府県，市町村 （　　　　　　　　　　　　 ）
２　連絡先・代表者
〇住所
　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇電話番号(　　　　　　　　　　　　　　　　　）
〇FAX番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
〇Eメール（必須）（　　　　　　　　　　　　　）
〇お名前　　（ 　　　　　　　　　　　　　）
〇所属（研究会名・学校名等）
 　（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３ 通信欄（連絡したいこと，ご質問等）
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◆会場(アクセス)

　○京都ガーデンパレス　〒602-0912　京都府京都市上京区龍前町605

TEL　075-411-0111　　FAX　075-411-0403

 ●京都駅から        

地下鉄烏丸線　

国際会館行き　約８分

丸太町駅下車　

２番出口より徒歩約８分

●京都まなびの街

　　生き方探究館から

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

◆懇親会費用 　　　６，０００円　　　テーブル席での食事　　飲み放題　込　
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参加者交流夕食会のご案内

「語り合おうキャリア教育，つながろう全国の仲間と」
　キャリア教育を通して子どもたちの成長を願い日々実践されている方、キャリア教育の重要性
は分かるけれど、まず何から始めていいか迷っておられる方、キャリア教育ってなんだろうと興味
をお持ちの方、全国各地から様々な方々が京都で集われます。お一人で参加された方も、地元
のお仲間と参加された方も、京都の研究会員、全国小学校キャリア教育研究協議会の会員と夕
食を共にし、キャリア教育を肴に大いに語り合いましょう。大会１日目に仲間を作り、２日目にまた
会うのが楽しみになり、大会終了後も連絡が取りあえる。そんな大会を目指しています。お集まり
いただいたみなさんが個々バラバラに学ばれるだけでなく、ぜひ共に学び、大きな輪を作りましょ
う。「語り合おうキャリア教育！つながろう全国の仲間と！」

　　　徒歩約９分



お申込　E-mail ： sanka@shinkeihan.co.jp　　FAX ： 075-711-7965  担当 ： 小川　　お申込締切日 ： 平成30年11月22日(木)

都道府県名 学校名・団体名 連絡の取れる TEL

（職名；　　　　　　　　　　　　　） 〒　　　　　－  （　　　　　）　　　　　－

確実に受け取れる  FAX

Ｅメールアドレス  （　　　　　）　　　　　－

12月6日(金)

参加者交流

第1希望第2希望第1希望第2希望 夕食会

記 参加（ 　○ 　　　） 注文（　　　○　　　） № № №① №② 参加（　〇　）

例

参加（ 　　　） 注文（　　　　　　　） № № № № 参加（　　　）

参加（ 　　　） 注文（　　　　　　　） № № № № 参加（　　　）

参加（ 　　　） 注文（　　　　　　　） № № № № 参加（　　　）

合 受付日 受付番号 合計金額

計 名 / 　　　記入不要 記入不要 ￥

1．お申込内容は全て英数字または○×で金額とともにご記入ください。 ※新京阪観光使用欄（手配ご回答用）
2．番号1には代表者をご記入ください。
3．宿泊につきましては，ご希望のホテルの申し込み番号（①・②・③・④・⑤）をご記入ください。〒606-8121京都市左京区一乗寺青城町167
4．申し込みはFAXまたはEメール，郵送にて受付いたします。 TEL　：　075-722-4151　　FAX　：　075-711-7965
　　こちらよりインターネットでの申込も可能です。 E-mail ： sanka@shinkeihan.co.jp　

http://www.shinkeihan.co.jp/conference URL　http://www.shinkeihan.co.jp
担当者　　小川
受付時間　：　平日9：00～18：00（土・日・祝は休業です。）

第4回全国キャリア教育研究
　第1回全国小学校キャリア教育研究協

京都大会
（　　　）会員登録済み
（　　　）新規会員登録希望
（　　　）非会員

職名・ご氏名

フリガナ 第1日目　（12月6日） 第2日目（12月7日） お弁当 宿　　　　泊 シャトルバス

合計金額
氏　　　　名

京都まなびの街
生き方探究館

京都市立岩倉北小学校
12月7日(金) 12月6日(木) 12月7日(金) 国際会館駅

⇔
岩倉北小学校京都市立岩倉北小学校

キョウト　タロウ 参加（　　○　　）　　　希望分科会；第　６　分科会 ￥500(往復)

往路
8：00　8：30　9：00 ¥21,200入

京　都　太　郎 ¥4,000　　　(会員¥2,500） ¥1,200 　￥ ¥9,500 ¥6,000
復路

17：15　17：45第1希望の代金 第1希望の代金

1

参加（　　　　　）　　　希望分科会；第　　　分科会 ￥500(往復)

往路
8：00　8：30　9：00

¥6,000   \
¥4,000　　　(会員¥2,500） ¥1,200   \   \

復路

17：15　17：45第1希望の代金 第1希望の代金

  \
¥4,000　　　(会員¥2,500） ¥1,200   \   \ ¥6,000

復路

17：15　17：45第1希望の代金 第1希望の代金

3

参加（　　　　　）　　　希望分科会；第　　　分科会 ￥500(往復)

往路
8：00　8：30　9：00

2

参加（　　　　　）　　　希望分科会；第　　　分科会 ￥500(往復)

往路
8：00　8：30　9：00

¥6,000¥4,000　　　(会員¥2,500） ¥1,200   \   \
第1希望の代金 第1希望の代金

【お問い合わせ先】　㈱新京阪観光案内所

申込締切

  \
復路

17：15　17：45

平成31年11月22日(木)


