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鰈M Mウィング 松本市勤労者福祉センター

洟ド彊議日本作文の会

躊赳轟;長野県作文の会

長野県教育委員会
松本市教育委員会
松本市

全 国 大 会 開 催 の 変 更 に つ い て
今年の大会は、コロナ禍による感染症予防の観点から、大会開催について以下のように変更いたしました。

① l日目と3日目は、オンラインと文寸面 (従来方式)を併用し、2日目の分科会も、オンラインと対面の併用

を検討しています。

② 参加費は一般 3000円 、学生 1000円。宿泊申し込みは旅行会社ですが、参カロ申し込みは旅行会社では

なく、本会に直接メールでお申し込みください。(FAXでの申し込みもあります)

③ 今夏の感染状況により、全てオンラインとすることもあります。その際は大会本部から申込者に事前に連絡

します。大会に関する変更は、日本作文の会のホームページでもお知らせします。
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蜘 鵬

13:00 器

アトラクション

歌「パプリカ」「いつもと同じ道だけど」他 山浦 未夢

地元の高校生の発表 松本市内高校生

帥 鴨 テ委員長
13:45 参カロ者のみなさんヘ 日本作文の会常任委員長
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諸連絡 休憩

蜘

赫 望月 衣塑子 (東京新聞1記者)

16:45 閉会

17:00 会員総会

◇ 会場案内
1′ 2′ 3日目 Mウイング
〒390… 0811 長野県松本市中央1丁目18香 1号
松本駅から 硼約2分 徒歩約6分
2日目 Mウイング 松本市 勤労者福祉センター
〒3つの―1811長騨県松本

~2~中
央4丁ロア番 25号

松本駅から 綱約10分 徒歩約20分

難 ◇ 昼食について

翼仄 F獣猛 諧 軍 硼 蹴
◇ 保育室について

保育場所で担当が一緒に過ごします。2歳から12歳までの保育が可能です。一人 1日 1000円のご負ま旦をお願いいたします。
(担当 :西澤・中川)

◇ 駐車場について
Mウイング・松本市 勤労者福祉センターにば駐車場がありますが、できるだけ公共交通機関利用をお願いします。

◇ 宿泊の申し込みについて
宿泊をご希望の方は、このパンフレットの「宿泊プランのご案内」をご覧いただき、日報ツーリストにFAXでお申し込みください。

先君1贋でお受けいたします。       階薩,Iコ EF Lノ 通生∂り井H利田

申込代表者氏名

電話 :

E‐ lfrla己

FAX

連絡先住所

(書類途付先 )

一丁

勤務先名

氏 名 1生男」 年齢
宿

'自

プラン
保育希望の方は記入してくださt

ホテル記号 8/7 8/8～ 8/9 8/9～ 8/1 8/10～ 8/11

松本 太郎 男・女 A ○ ○ 8/7・ 8/8・ 310 保育希望 4歳 男児
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… 分 科 会 名 内  容 世話人責任者

①

② 子どもの表現と学力
書きことIぎ錫 ヨ駒 意味      ~~
学力の土台 (教科、生活、総合)をつくる
豊かな書きことばと表現

近藤  孝

③

④ 牛胡 」支援教育におけることば・表現 ・牛胡」支援学級、牛拐」支援学校の実践 楳本 晃章

⑤ 卿  {評等Ⅲ率箸|の教育と■ヨま1瑯き

⑥

子どものことばと表現

～日記 0作文教育～

1年 つぶやき・日記・作文の実践
その学年の特徴|ゴ可か
子どもをどうとらえるか
書きたくなる生活をどう耕すか
子どもは、何を、どう書いているか
作品をどう読んだらいいのか
どう読み合い、イ可をどう育てるか
日記指導、文集づくりの実際
教科書の「書くこと」教材の扱い

伊藤 久美子

⑦ 2年 山口 佳子

③ 3年 森  朋子

⑨ 4年 霜田 弘美

⑩ 5年 武藤 あゆみ

① 6年 米田 かおる

⑫ 子どもと詩の教育 l-64 椰 1珊

⑬ 青年のことばと表現
・中学、青年期における綴ることの意味
・作品をどう読むか 馬場 義伸

⑭ 1平和・いのちの学ヨ       ●表現

⑮ 生活綴方の理論と歴史
生活綴方を深めるための理論を探る
綴方に関わる歴史と証言
綴方サークルの歴史と整理

日色  章

軍■3)|1分科会終了

講座 Mゥィング会議室 開会全体会 Mゥィングホール 10日 軟)

颯 |||‐1 講座開始

A 生活綴方の理論と実践  書くこと・生きること～家族口いじめヨ3.11の実践から～ 白木 次男(福島)

B 作来・日記指導を豊かに■■■分な隷難な撻研導舞身歩計旭:“る関係性■

C 児童詩教育のすすめ ―″いがうごいたことを紡いひ― 北代 いづみ(高知)

D 満蒙開拓とは置 ったのか

E 2・ 4事件と信州の教育  ―良心を貫いた教師たち一 三浦みを 久保田千足

12:00 講座終7
13:00 閉会全体会 (本一ノD
13:20 トーク&ライフ

1

「声 0ことば・風景 0子どもの詩、
その中にある、びびきを歌う」

きたはら いく (シンガーソガ ライター、J畔牧教員)

14:50 閉会集会

15:00 散会           ,



令和 3年 (2021年 )8月 8日 (日 )～ 10日 (火 )の 3日 間、長野県松本市で開催 されます、第 69回全国作文教育研究大会の宿泊 プランの手

配 については、 日報ツー リス トにて受付いた します。宿泊 プランは、先着順での受付 となりますので、 お早めに申し込みください。

※宿泊 プランはlal日 報ツー リス トが企画・実施する募集型企画旅行です。 ×最少催行人員  1名 添乗員は同行 いた しません。

■宿泊設定 日 :2021年 8月 7日 (土 )、 8日 (日 )、 9日 (月 )、 10日 (火 )4泊 のご案内

宿泊条件   :1,白朝食付 (税金・サービス料込み■個)

宿泊地 申込番号 ホテル名 客室タイプ 旅行代金お一人様分 最寄の駅 備考(予約可能部屋初

松本市内 プレミアホテルCABIN松 本 1名 1室利用(朝食勺 37:11′ 800円 8/8以降:11′ 700円 IR松本駅 徒歩2分 8/7・ 810室  8/9・ 10:20室

松本市内 エースイン松本 1名 1室禾」用(朝食旬 ウ7:11′ 500円 8/8以降:10′ 500円 IR松本駅 徒歩2分 各国30室

松本市内 C ホテルニューステーション 1名 1室利用側 食旬 9′ 900円 サR松本駅 徒歩2分 各日20室

松本市内 アルピコプラザホテル 1名 1室利用(朝食勺 8/7:15′ 500円  8/8以降14500円 jR松本駅 徒歩3分 各日20室

×2名 1室禾」用ご希望の方は、同室希望者名を備考欄にご記入ください。

×申込状況によって希望のホテル・客室タイプ ロ禁煙喫煙のご希望に添えない場合もございます。(第二希望のホテルも明記 してください)

×駐車場は近隣の提携有料駐車場へのご案内となります。ホームページ等直接ホテルヘご確認下さい。

×お申込状況により他の近隣ホテルのご案内となる場合がございます。

1。 お申込み方法

① 申込書に必要事項をご記入の上、 FAXに て2021年 6月 15日 (月 )ま でに直接お申込ください。電話でのお申込 変更はご遠慮ください。

② FAX受信イな 数日内に「予約回答 請求書」をお途りいたします。×ご希望と異なる回答となった場合は意思確認をさせていただきます。書面をご確認の上、

下記口座へお振込みをお願い申し上げます。大変恐れ入りますが、振込手数料はお客様にてご負担願います。

金融機関名 : 八十二 銀行 諏訪 支店  口座名 :カ ブ)ニ ッポウツーリス ト  ロ座番号 :839121

③振込確認後に「宿泊確ミ をゝ途ります。

×途金後の取沿 口変更等によって返金が生じた場合は大会終了後にご返金致します。

×申込後の変更、取沿しは FAXに てお願い致します。 (申込書に変更 取れ の内容を記入の上、再度 RttD(で )

×振込期日が過ぎた場合は取消させていただきます。予めご了承ください。

2.お 申込み締切日  'I=|■       憚H"1)× 6月 15日 (月 )以降は、五輪等の関係で宿泊申込はできません。

ご旅行条件 (要約 )

お申し込みの際には、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ください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は JTB総合提携蘭躙日報ツー リス ト(長野県諏訪市高島 3-1323-1 県矢口事登録 2-483号 。以下「当lT■」といいます。 )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lT■ と募集型企画旅行契約 (以下「旅行契約」といいます。 )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、月1

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lTEL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)所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。

2)フ アクシミリその他でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通矢日した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をして頂きます。

3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。

4)お 申込金 (お ひとり)旅 行代金全 (宿泊料金+手数料 500円をいただきます)

●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 (お 申し込みが間際の場合 は当祗が指定する期日までに )に お支払ください。

●取消料

旅行契約成立後、お客様の者「合で契約を解除されるときは、次の金額を取沿料として申し受けます。契約解除の日 取沿料 (お 1人様 )

旅行開始日の前日から起

算してさかのばって

1 21日 目にあたる日以前の解除 (日帰 り旅行にあっては 11日 目 ) 無料

2 20日 目(日帰り旅行にあっては10日 目)に あたる日以降の解除(3～ 6を 除く) 旅行代金の 20%
3 7日 目にあたる日以降の解除 (4～ 6を 除く ) 旅行代金の30%
4.旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5 当日の解除 (6を除く ) 旅行代金の 50%
6 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100%

旅行日程に明示 した運途機関の運賃 菫料金 (注釈のないかぎ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

一音F禾」用されなくても原則として払い戻 しいたしません。 (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。 )

●旅行代金に含まれないもの

交通費 口食事代(ホ テル宿泊の朝食は除く)・ 駐車代(ホ テル駐車の場合・以外の駐∋ ・ホテル内での個人利用分。

●個人情報の取扱 について

(1)当祗及び販売店は、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 との連絡のために禾」用 させていただくほか、お客様がお申

込みいただいた旅行サー ビスの手配及びそれ らのサー ビスの受領のための手続きに必要な範囲内、当lT■の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手

続 き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載 さ

れた運途 口宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対 し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で途付

することにより提供いたします。

(2)当 lT■及び販売店は、旅行中に疾病 コ事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。 この個人情報は、お客様に疾

病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当lT■ が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人庸報を当祗及び販売店に提供す

ることについて連絡先の方の同意を得るものとします。́

(3)そ の他、個人情報の取扱いについては、ご熊 子条件書 (全文 )の「イ固太庸報の取扱い」をご参照ください。なお、当祗の個人情報に関するお問い合せは下記

へご連絡下さい

C防厨マ筒彰染′宇・ 力贅行¬体秘金rD鮮

この旅行条件は 2021年 2月 6 日を基準 としております。叉、旅行代金は2021年 2月 6日現在の有効 な運賃 口規則を基準 として算出しています。

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいた しません。

―旅行企画 俵施・お問い合わせ・お申込は 中

ЛB総治提携店 l■l日報ツーリスト 副 務議隅護警12-433号
〒392-0022 情調野岬著取引折市房藷謡3-1323-l TEL:0266-5フ ロ7888 FAX:0266‐ 57-7880

[営業時間]年前 10:00～ 18:00(日 曜・祝日備    総合旅行業務取扱管理者 :J悔 善実 担当 :宮坂 博同

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の責任者です。 この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありまし

た ら、 ご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。


