全国生活研究グループ連絡協議会全国会議

「常陸の国

茨城大会

ときめきフォーラム」開催要領

１

目的
全国の生活研究グループ員が集い、地産地消・食育・集落環境づくり等の活動に
ついて研修するとともに、互いの意見や情報を交換し、地域農業への積極的な参画
と地域社会への活動の展開に資する。

２

大会テーマ
食と農で育むふるさとの味、女性のパワーで！

３

主催
全国生活研究グループ連絡協議会
いばらき農村女性ネットワーク

４

後援
農林水産省
（一社）農山漁村女性・生活活動支援協会
農山漁村男女共同参画推進協議会
茨城県

５

開催時期
平成２７年１１月１０日（火）～１１日（水）

６

開催場所
１日目
ホテルレイクビュー水戸
〒310-0057 茨城県水戸市宮町1-6-1

TEL：029-224-2727

２日目
現地研修（県内各地９コース 各コース大型バス１台）
【Ａコース】ようこそ奥久慈大子町へ おやき作り体験コース（大子町）
【Ｂコース】日本一の干しいもとフラワーポット作りでいばらきを満喫コース
（ひたちなか市、水戸市）
【Ｃコース】空の駅とフラワーポット作りでいばらきを満喫コース
（小美玉市、茨城町）
【Ｄコース】笠間で楽しむ栗と稲荷と城下町稲荷神社散策コース（笠間市）
【Ｅコース】鹿島の杜・風渡る霞ヶ浦～古代の色に心染めて～コース
（鹿嶋市、行方市、潮来市）
【Ｆコース】日本一のレンコンと宇宙を満喫！コース（土浦市、つくば市）
【Ｇコース】味わおう！歴史と文化が育む「つむぎの里結城」＆手作りコスメ
リップクリームコース（結城市、古河市）
【Ｈコース】老舗醤油蔵と日本一のレンコンを満喫！コース（土浦市）
【Ｉコース】常陸三山、その裾野を流れる桜川、県下最大級の選果場と歴史あ
ふれる町並みを探訪（筑西市、桜川市）

７

参加者
全国生活研究グループ連絡協議会員・関係者等 約５００名
（うち交流会３８０名、宿泊３５０名、現地研修３３０名）

８ 内容
【１日目】
１２：００～１２：５０
１３：００～１３：１５
１３：１５～１３：４５
１３：４５～１５：１５

１５：１５～１６：００

１６：００
１６：３０～１７：３０
１７：３０～１９：３０

受付、手作り加工品等販売
オープニングアトラクション
開会式
基調講演
演題：郷土料理が伝えたかったこと（仮）
講師：クッキングスクールネモト 主宰 根本悦子氏
グループ活動事例発表等
・全国生活研究グループ連絡協議会
・群馬県生活研究グループ連絡協議会
・茨城県内の事例紹介
式典閉会
手作り加工品等販売
交流会

【２日目】
現地研修 Ａ～Ｉの９コースから選択
詳細は別添「現地研修コース案内」参照
集合 ７：３０ ホテルレイクビュー水戸 ロビー
出発 ７：４５
解散１５：００ ＪＲ水戸駅
※水戸駅への到着時間は道路状況等により前後する場合があります。
９

参加費
２２，５００円～２９，８００円
【内 訳】
宿泊費（朝食込み）６，５００円～１３，８００円
交流会費（飲み物代込み）
７，０００円
現地研修費（昼食込み）
５，０００円
資料代
４，０００円
計
２２，５００円～２９，８００円
※宿泊費は選択したホテルにより異なります。

１０

参加申込方法・申込期限
別紙申込書に必要事項を記入の上、以下の参加申込先へ郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールで、平成２７年９月１８日（金）までに（期限厳守）、府県単位でお申込
み下さい。

１１

参加申込先

東武トップツアーズ株式会社水戸支店
〒３１０‐０８０３

茨城県水戸市城南２－１－２０
南ウイング水戸ビル６Ｆ
ＴＥＬ０２９－２２４－６６２７
ＦＡＸ０２９－２２４－９２５３
Ｅmail:hideaki_kizu@tobutoptours.co.jp
１２

１３

受付確認
（１）郵送またはＦＡＸでお申込みの方
申込み送付の後、送付旨の確認の電話をお願い申し上げます。
（２）Ｅメールでお申込みの方
受信後、受付メールを３営業日以内に返信メールを送ります。
回答・請求
１０月８日（木）までに回答書（各種参加券・利用券）、請求書を発送します
ので、平成２７年１０月２６日（月）までにお振込願います。

１４

参加費振込
お振込の際、お支払名義人の前に，回答書及び請求書に記載されている「コー
ド番号末３ケタ」をご記入ください。

１５ 取消料について
現地研修費・資料代 平成 27 年 10 月 16 日（金）までの取消は無料です。
10 月 17 日（土）以降の取消はできません。
交流会費
平成 27 年 11 月 2 日（月）までの取消は無料です。
11 月 3 日（火）以降の取消はできません。
宿泊費
別紙宿泊のご案内をご覧ください。
※代理参加は可能です。入金後の返金は代金から手数料を差し引いた金額となります。

全国生活研究グループ連絡協議会全国会議茨城大会・宿泊のご案内
茨城大会にご参加の皆様の宿泊のご案内をさせていただきます。
★ 東武トップツアーズ株式会社水戸支店が企画・実施する「募集型企画旅行」とな
ります。
お一人様当り 1 泊朝食付（朝食無料施設も含みます。）
ホテル名
申込記号 部屋タイプ 宿泊代金 会場まで時間
スマイルホテル水戸
Ａ１
シングル
6,600 円 徒歩 1 分
ダイワロイネットホテル水戸
Ｂ１
シングル
9,800 円 徒歩 2 分
Ｂ２
ツイン
8,800 円
ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸
Ｃ１
シングル
10,300 円 徒歩 3 分
Ｃ２
ツイン
9,900 円
ＣＵ
ツインシングルユース
13,800 円
水戸ステーションホテル
Ｄ１
シングル
6,800 円 徒歩 4 分
ホテルシーズン
Ｅ１
シングル
7,300 円 徒歩 5 分
ホテルメッツ水戸
Ｆ１
シングル
9,300 円
水戸プリンスホテル
Ｇ１
シングル
6.850 円 徒歩 6 分
プレジデントホテル水戸
Ｈ１
シングル
8,940 円
Ｈ２
ツイン
7,940 円
三の丸ホテル
Ｉ
シングル
9,800 円
水戸京成ホテル

Ｊ１

シングル

9,300 円 徒歩 7 分

ホテルアークビジネス

Ｊ２
Ｋ１

ツイン
シングル

8,300 円
6,500 円

東横イン水戸駅南口
コートホテル水戸
ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸

Ｌ１
Ｍ１
Ｎ１

シングル
シングル
シングル

6,500 円
6,500 円
8,700 円 バスと徒歩
7,700 円 で 10 分

Ｎ２
ツイン
※最少催行人員１名、添乗員は同行しません。

先着順に、ご希望ホテルへの割り振りいたします。各ホテル客室タイプにより限りがありますので第 2 第 3 希望をご記入く
ださい。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認ください。

取消料のご案内
宿泊日の前日から起算して 7 日前まで・・・・・・・・・・・無料
宿泊日の前日から起算して 6 日前にあたる日から 2 日前まで・３０％
宿泊日の前日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０％
宿泊日の当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０％
無連絡不泊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００％
「旅行企画・実施」観光庁長官登録旅行業第 38 号 ＪＡＴＡ正会員・ボンド保証会員

東武トップツアーズ株式会社

水戸支店

〒310‐0803 茨城県水戸市城南 2－1－20 南ウイング水戸ビル 6Ｆ
ＴＥＬ０２９－２２４－６６２７
Email:hideaki_kizu@tobutoptours.co.jp
ＦＡＸ０２９－２２４－９２５３ 営業時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日休業
担当者 木津・大塚・土屋

