
謹啓
　　　皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　　　この度 『令和４年度全日本音楽教育研究会全国大会山口大会（総合大会）』
　　　『第５３回中国・四国音楽教育研究大会山口大会』(以下「本大会」という） が、
　　　来る１１月１日～２日に山口県山口市で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。
　　　開催にあたり、ご参加いただく皆様方の本大会の参加受付及び宿泊等のお世話を弊社にご用命賜り、
　　　厚くお礼申し上げます。
　　　本大会のご成功をお祈りすることはもとより、社員一同万全の準備をいたし、皆様に心からご満足頂けますように
　　　事務局様のご指導のもと関係各方面とも協力して一生懸命お世話をさせて頂く所存です。
　　　皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。

謹白

名鉄観光サービス株式会社　山口支店

支店長　村中　進

１．お申込みについて
　　　７月２１日（木）午後１時より、参加申込み受付を開始致します。
　　　下記①②③の何れかから参加申込みフォームにアクセスして、申込み手続きをお願い致します。
　　　多くの皆様のご参加をお待ちしております。
　　　　①専用ＷＥＢ申込システム(http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022)からアクセスできます。
　　　　②右記のＱＲコードからもアクセスできます。

　　　　③全日本音楽教育研究会本部ホームページからもアクセスできます。
　　　　　 https://www.jsme.net　[全日音研]でも検索できます。  

　　　なお、申込後の変更や取り消しについては、お申込締切前はＷＥＢにてお願いします。

　振込期限　　 ８月２５日（木）

９月末から専用ＷＥＢ申込システム内にて、確定した登録情報を
ご確認いただけます。ご案内可能な時点で、ご登録いただいた
アドレスへお知らせ致します。

～～～～～　ご　挨　拶　～～～～～

お申込み内容をご確認の上、期日までに代金の
お振込みをお願い致します。
入金確認の時点で、契約成立となります。

　　　●８月２６日以降の変更・取消については、「予約確認書（ＰＤＦ）」に変更・取消等の内容を加筆いただき、
　　　　　当支店へＦＡＸにてご連絡頂きますようにお願いします。

専用ＷＥＢ申込システム
(http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022)
にて入力・申込してください。登録完了後、「予約確認書（ＰＤＦ）」を出力

（プリントアウト）され、お手元に保管ください。

令和４年度全日本音楽教育研究会全国大会（総合大会）

第5３回中国・四国音楽教育研究大会

山口大会

＜大会参加・レセプション・宿泊・弁当申込について＞

http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022
https://www.jsme.net
http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022


２．大会参加費について
　　　●参加費　：　お一人様７，０００円　※参加登録時に指定の銀行口座へお振込み願います

　　　●申込先　：　名鉄観光サービス株式会社　山口支店

　　　●締切日　：　令和４年８月２５日（木）

　　　　

３．公開授業・研究協議・ワークショップ・レセプションについて

４．ご宿泊について

¥11,500

¥9,700

¥8,000

¥9,300

¥11,500

¥9,300

¥7,800

¥7,300

¥7,400

¥6,400

５．弁当のご案内
　　　●１１月１日（火）のご昼食として、お弁当をご用意致します。

６．シャトルバス運行のご案内

　　　　　　それぞれ第３希望まで記入してください。ご希望状況により事務局で調整させていただきます。

         大会１日目・２日目ともに、宿泊地と各会場や会場間の移動用に、１回３００円のシャトルバスを運行致します。

　　　　申込みフォームに希望バス番号を記入してお申込みください。

　　　　 専用WEB申込システム(http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022)にて入力・申込ください。

　　　◆お弁当（お茶付）　・・・・・　１食　１，０００円（税込）

新山口駅

客室

ツインの１名様利用

ダブルの１名様利用

ツイン

新山口ターミナルホテル

Ｎｏ ホテル名 料金

徒歩10分

湯田温泉駅 徒歩12分

新山口駅 徒歩1分

シングル

ツインの１名様利用

ツイン

シングル ¥9,300

シングル ¥8,800

シングル ¥8,700

シングル

ビジネスホテル富士の家

⑩ ホテルアクティブ！山口

　　　＊上記代金は、お一人様あたりの1泊朝食付・税金・サービス料込の金額になります。

　　　　予めご了承ください。

⑭ 東横ＩＮＮ新山口駅新幹線口

　　　＊「喫煙」又は「禁煙」の希望がある場合は、申込システムにて入力・申込下さい。但し、ご希望に添えない場合がございますので、

⑬ ホテルアルファーワン小郡

⑧ ビジネスホテルうえの

⑨

徒歩15分

¥10,400

シングル ¥7,300

徒歩1分

スーパーホテル山口湯田温泉⑥ 湯田温泉駅 徒歩10分 シングル

② ホテルニュータナカ

　　　●公開授業・研究協議　　

　　　　全て専用WEB申込システム(http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022)にて入力・申込ください。

　　　●ご宿泊　・・・・・・・　１０月３１日（月）・１１月１日（火）・１１月２日（水）

　　　　　＊上記日程以外については、別途ご相談ください。

　　　　　　　　　　　　専用WEB申込システム(http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022)にて入力・申込ください。

　　　　　（注）　お申込み後、８月２６日（金）以降の参加取消や本大会当日の欠席の場合、参加費は返金致しません。

　　　　　　　　　ただし、当日欠席された方には後日資料を送付させていただきます。

　　　●ワークショップ　

最寄駅 最寄駅からの距離

湯田温泉駅

　　　　　＊宿泊については、部屋数・部屋タイプに限りがあるため、先着順でご案内させていただきますので、予めご了承ください。

　　　●レセプション　　

お宿Ｏｎｎ湯田温泉

③

⑦ ホテルルートイン山口湯田温泉

ホテル喜良久

⑤ グリーンリッチホテル山口湯田温泉

④

湯田温泉駅 徒歩8分

湯田温泉駅 徒歩10分

湯田温泉駅 徒歩10分

湯田温泉駅 徒歩10分

湯田温泉駅

①

　　　　　＊なお、７月２１日からの参加申し込みの際に、①研究協議の部会コード、②ワークショップコードを

新山口駅 徒歩1分 シングル

¥8,300

シングル ¥6,400新山口駅

コンフォートホテル新山口

山口グランドホテル

⑪

⑫

ツイン

シングル

ツイン

シングル ¥10,400

シングル

¥9,000

新山口駅 徒歩3分 シングル ¥8,900

徒歩1分

新山口駅 徒歩2分

http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022
http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022
http://www.mwt-mice.com/events/ongaku-yamaguchi2022


７．観光コースのご案内

日次 月日(曜)

日次 月日(曜)

日次 月日(曜)

         大会終了後、以下の５コース（日帰り３コース・宿泊２コース）の観光・視察旅行を企画しております。

行 　　程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本三大名塔の一つ　　　　　　　　　　国の史跡及び名勝　　　　　日本屈指の大鍾乳洞

行 　　程

行 　　程

11/2
（水）

　　１３：００発　　　　　　　　　　　　　１５：１５～１６：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９：００頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界も注目する絶景神社　　　　白い砂浜とコバルトブルーの海が絶景

　山口市民会館＝＝＝＝＝●元乃隅神社＝＝＝＝＝＝＝（角島大橋）＝＝＝＝＝＝＝ＪＲ新下関駅

　＝＝＝＝＝ＪＲ新山口駅＝＝＝＝＝山口宇部空港

　　　　　　　　　　　　１８：１０頃　　　　　　　　　　　　１８：４０頃

　　　　②世界遺産の町・萩コース　　　　　　　　　　　　　　  ／お一人様　　６，５００円　　※最少催行人員２０名様

　　　　①西の京・山口市と秋芳洞・秋吉台コース　　　　　／お一人様　　７，０００円　　※最少催行人員２０名様

　　　　③絶景ポイント！元乃隅神社・角島大橋コース　　／お一人様　　６，５００円　　※最少催行人員２０名様

　　　　④人気の観光地「萩・津和野」周遊１泊２日コース／お一人様　２８，０００円　　※最少催行人員２０名様

　　　　⑤防府天満宮・岩国１泊２日コース　 　　　　  　　　／お一人様　３０，０００円　　※最少催行人員２０名様

③．絶景ポイント！元乃隅神社・角島大橋コース（食事：朝食０回・昼食０回・夕食０回）

　　　　　 ご旅行代金は大人お一人様　消費税込　小人同額　入場料含む　バスガイド同行（①②③添乗員なし、④⑤添乗員同行）

①．西の京・山口市と秋芳洞・秋吉台コース（食事：朝食０回・昼食０回・夕食０回）

②．世界遺産の町・萩コース（食事：朝食０回・昼食０回・夕食０回）

　山口市民会館＝＝＝＝＝●瑠璃光寺・五重塔＝＝＝＝＝●常栄寺雪舟庭＝＝＝＝＝●秋芳洞＝＝＝＝＝

　　１３：００発　　　　　　　　　　　　　　　１３：１０～１３：５０　　　　　　　　　　　１４：００～１４：３０　　　　　　　１５：３０～１６：３０

　　　　　　　　　　　広大なカルスト台地

　＝＝＝＝＝○秋吉台展望台＝＝＝＝＝ＪＲ新山口駅＝＝＝＝＝山口宇部空港

　　　　　　　　　　　　１６：４０～１７：００　　　　　　　　　　　１７：４０頃　　　　　　　　　　　１８：１０頃

1

　　　　旅行設定日／令和４年１１月２日（水）～１１月３日（木）

1
11/2
（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕末の師、松陰先生ゆかりの地

　山口市民会館＝＝＝＝＝●萩観光（松陰神社・松下村塾・　萩　明倫学舎）＝＝＝＝＝

　　１３：００発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：３０～１６：３０

1
11/2
（水）



日次 月日(曜)

日次 月日(曜)

2
11/3
（祝）

1

　【宿泊予定ホテル：グリーンリッチホテル岩国駅前（洋室】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　五連のアーチが美しい日本三名橋

　ホテル＝＝＝＝＝●岩国観光（錦帯橋・岩国城・昼食・白蛇神社）＝＝＝＝＝

11/2
（水）

　＝＝＝＝＝ＪＲ新岩国駅＝＝＝＝＝岩国錦帯橋空港

※記入例 ／　●　入場観光　　○　下車観光

　　　　　　　　　　　　　１３：１５頃　　　　　　　　　　　　１３：４５頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代の趣が残る町並み

行 　　程

※お願い／このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更になる場合がございますので、

　８：３０発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８：４５～１３：００

④．人気の観光地「萩・津和野」周遊１泊２日コース（食事：朝食１回・昼食１回・夕食１回）

⑤．防府天満宮・岩国１泊２日コース（食事：朝食１回・昼食１回・夕食１回）

　８：３０発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：３０～１３：３０

　＝＝＝＝＝ＪＲ新山口駅＝＝＝＝＝山口宇部空港

　　　　　　　　　　　　１５：４５頃　　　　　　　　　　　　１６：１５頃

行 　　程

　　　　　　　　　　　　　　日本最初の天神さまで、三大天神の一つ

　　１３：００発　　　　　　　　　　　　　１３：４０～１４：３０　　　　　　　１６：１５頃

　山口市民会館＝＝＝＝＝●防府天満宮＝＝＝＝＝岩国（宿泊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幕末の師、松陰先生ゆかりの地

　山口市民会館＝＝＝＝＝●萩観光（松陰神社・松下村塾・　萩　明倫学舎）＝＝＝＝＝萩（宿泊）

　　１３：００発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：３０～１６：３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６：４５頃

　　　　　　【宿泊予定ホテル：萩焼きの宿　千春楽（和室】

　 お手数でも現地で出発時間をご確認ください。

※記入例 ／ 　バス = = = = =　 　徒歩 ・・・・

1

　ホテル＝＝＝＝＝○津和野観光（白壁の町並み散策・太皷谷稲成神社・昼食）＝＝＝＝＝

11/2
（水）

2
11/3
（祝）



８．変更・取消について

　　　●宿泊・レセプション・弁当・観光の取消については、取消日により下記の取消料が発生します。

　　　●取消後のご返金は、取消料及び所定の振込手数料を差引の上、送金致します。尚、本大会当日、会場にてご返金の申出が

　◆募集型企画旅行契約

　　　この旅行（宿泊・交流会）は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行

　　　契約を締結することになります。

　　　＊旅行契約の内容･条件については、お申込み前に当社のホームページでご確認いただくか、ご旅行条件書を本大会参加券類送付の

　　　＊契約の内容・条件については、お申込み前に当社のホームページでもご確認いただけます。

　◆取消料　　お申込み後、お客様の都合によりお取消になる場合は、次の取消料が発生致します。

当日 無連絡

宿泊代 50% 100%

レセプション 100% 100%

観光 50% 100%

弁当

　◆個人情報の取り扱いについて

　　　名鉄観光サービス株式会社は、旅行申込の際にご提出いただきました個人情報については、お客様との連絡のためや輸送･宿泊

　　　機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただく他、必要な範囲内で当該機関等に提供致します。
　　　

　　　＊上記の他、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、ホームページでご確認ください。

　　　●本大会参加の取消については、８月２６日（金）以降は参加費を返金致しませんので、予めご了承ください。

　　　　 ございましても現金での返金は致しかねますので、予めご了承ください。

　　　●取消の基準日は、当社の営業日・営業時間内（月～金／１０：００～１７：００）のFAX通信を有効と致します。

ご　旅　行　条　件　に　つ　い　て

　　　＊ご旅行条件書は、「国内・募集型企画旅行の部」をご参照ください。

　　　　 際に同封いたします。　

無料

20日前～8日前 7日前～2日前

【営業時間　月～金曜日／１０：００～１７：００　土日祝日は休業】

20% 30% 40%

全額

　＜参加・宿泊等申込み先＞

　　　＊ご旅行条件書は、「個人情報保護方針・個人情報保護の対応について」をご参照ください。

100% 100% 100%

20% 30% 40%

ＴＥＬ ： 083-923-2600　／　FAX ： 083-923-2552

3日前まで 2日前以降

■旅行業務取扱管理者 ： 河原　孝康　　■担当者 ： 河原・山根・村中

　　　＊この旅行条件は、令和４年６月３０日を基準としております。

　　旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 山口支店 （観光庁長官登録旅行業第55号・日本旅行業協会正会員）

〒７５３－００７４　山口県山口市中央３－１－７

　　　●お申込みはWEBにてお願いします。８月２６日（金）以降の変更・取消については、「予約確認書（PDF）」に変更・取消等の

         内容を加筆いただき、当支店へ必ずＦＡＸでご連絡ください。

前日

名鉄観光サービス株式会社 ホームページ（http//www.mwt.co.jp）
→ご利用案内（トップページ最下部）→運営･約款・条件書等について→ご旅行条件書

名鉄観光サービス株式会社 ホームページ（http//www.mwt.co.jp）
→ご利用案内（トップページ最下部）→運営･約款・条件書等について→ご旅行条件書

名鉄観光サービス株式会社 ホームページ（http//www.mwt.co.jp）
→ご利用案内（トップページ最下部）→各種約款・条件書等について→ご旅行条件書

名鉄観光サービス株式会社 ホームページ（http//www.mwt.co.jp）
→ご利用案内（トップページ最下部）→個人情報保護方針



① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④ ⑧

番号

 【ホテルマップ】

●湯田温泉地区

ビジネスホテル富士の家

番号 ホテル名

グリーンリッチホテル山口湯田温泉

スーパーホテル山口湯田温泉

ホテルルートイン山口湯田温泉

ビジネスホテルうえの

ホテルニュータナカ

ホテル喜良久

ホテル名

お宿Ｏｎｎ湯田温泉

①④

②

③
⑥

⑤

⑦

⑧



⑨ ⑫

⑩ ⑬

⑪ ⑭

●新山口駅地区

番号 ホテル名 番号

ホテルアクティブ！山口 東横INN新山口駅新幹線口

コンフォートホテル新山口 ホテルアルファーワン小郡

ホテル名

新山口ターミナルホテル 山口グランドホテル

⑫

⑨⑭

⑩

⑪

⑬



　【シャトルバス】　湯田温泉地区→小郡幼稚園（山のようちえん）

幼稚園部会（会場Ａ－１） 小郡幼稚園（山のようちえん） 山口市小郡下郷１８９２　

山口市吉敷下東３丁目１－１

　【最寄りの公共交通機関】　ＪＲ新山口駅北口から徒歩１０分

　【最寄りの公共交通機関】　ＪＲ矢原駅から徒歩２０分、ＪＲ新山口駅から防長バス「大橋」停留所で下車・徒歩５分

小学校部会（会場Ｂ） 山口県健康づくりセンター

　　　　　　　　 　　　ＪＲ新山口駅→山口県健康づくりセンター

　【シャトルバス】　湯田温泉地区→山口県健康づくりセンター

【各部会会場へのアクセス】

ＪＲ新山口駅

小郡幼稚園 （山

のようちえん）



山口市大手町２－１８

　【シャトルバス】　湯田温泉地区→山口県教育会館

　　　　　　　　 　　　ＪＲ新山口駅→山口県教育会館

　【シャトルバス】　湯田温泉地区→山口市民会館

　　　　　　　　 　　　ＪＲ新山口駅→山口市民会館

中学校部会・全大会（会場Ｄ） 山口市民会館 山口市中央町２丁目５－１

　【最寄りの公共交通機関】　ＪＲ山口駅から徒歩１５分、ＪＲ新山口駅から防長バス「市民会館」停留所で下車・徒歩１分

小学校部会（会場Ｃ） 山口県教育会館

　【最寄りの公共交通機関】　ＪＲ山口駅から徒歩２０分、ＪＲ新山口駅から防長バス「美術館」停留所で下車・徒歩３分

美術館停留所

市民会館停留所



　【シャトルバス】　ＪＲ新山口駅→山口県立山口高等学校

　【最寄りの公共交通機関】　ＪＲ新山口駅北口から直結

大学部会（会場Ｆ） ＫＤＤＩ維新ホール 山口市小郡令和１丁目１－１

　【最寄りの公共交通機関】　ＪＲ山口駅から徒歩２５分、ＪＲ新山口駅から防長バス「商工会館前」停留所で下車・徒歩５分

高等学校部会（会場Ｅ） 山口県立山口高等学校 山口市糸米１丁目９－１

商工会館前停留所



 

○ シャトルバスのご案内 

 

 

 

  ・シャトルバスの運行（一回３００円） 

１１月１日（火）朝 

ア  湯田温泉（かめ福オンプレイス）  ８：００発 → 山口市民会館 

イ  湯田温泉（かめ福オンプレイス）  ８：００発 → 山口県健康づくりセンター 

ウ  湯田温泉（かめ福オンプレイス）  ８：００発 → 山口県教育会館 

エ  湯田温泉（かめ福オンプレイス）  ８：００発 → 新山口駅・ 

小郡幼稚園（山のようちえん） 

オ  新山口駅                ８：００発 → 山口県立山口高等学校 

      カ  新山口駅                ８：００発 → 山口市民会館 

      キ  新山口駅                ８：００発 → 山口県健康づくりセンター 

ク  新山口駅                ８：００発 → 山口県教育会館 

 

１１月１日（火）昼 

ケ  山口県健康づくりセンター     １３：００発 → 山口市民会館 

コ  山口市民会館（１３：２０発） → 山口県健康づくりセンター（１３：４０発） 

→ 新山口駅（１４：０５発） 

→ 小郡幼稚園（森のようちえん）        

 

１１月１日（火）夕方 

サ  山口市民会館                １６：２０発 → 湯田温泉（かめ福オンプレイス） 

シ  山口市民会館                １６：２０発 → 新山口駅 

 

    １１月２日（水）朝 

ス  湯田温泉（かめ福オンプレイス）  ８：００発 → 山口市民会館 

      セ  新山口駅                ８：００発 → 山口市民会館 

 

    １１月２日（水）昼 

      ソ  山口市民会館               １３：２０発 → 新山口駅 

 

   

 ※大会参加申込時に希望の記号をお選びください。一回の乗車に付き３００円必要です。 

また多少の時間変更がある事をご了承ください。なお利用人数が少ない場合は、運休 

する場合もあります。 

 
 


