
古都・奈良の世界遺産の中で、語り合い、学び合いましょう！

７月28日（金） 開会全体会 29日、30日 分科会・特別分科会

分科会・特別分科会一覧をご参照ください。
12:00～ 一般受付・保育受付 大会本部は奈良教育大学に設置されます。

12:50～ 合唱団パンダ「今、生きているということ」 29日、30日 基礎講座（奈良教育大学講堂）

主催者・開催地・来賓あいさつ 基礎講座は事前予約制です。大会参加費に加えて
基調報告（常任全国委員会） 講座参加費用 500円が必要です。

14:00～ 記 念 講 演 ①ＡＤＨＤのある子どもの理解と対応
障害のある人びとの 29日 9:30～

発達と自立を保障するために 講師 岩坂英巳（奈良教育大学）

講師 茂木俊彦 さん ②自立支援法の下での障害者福祉
29日 13:00～

講師 池添 素（らく相談室・全障研副委員長）

③「特別支援教育」の実像
―権利としての「ニーズ教育」

29日 15:15～
講師 渡部昭男（鳥取大学）

④発達をはぐくむ目と心
30日 9:30～

講師 白石正久（大阪電気通信大学・全障研副委員長）

30日 13:00～15:00 閉会全体会（奈良教育大学)

16:00～ 文 化 行 事 歌声ｻｰｸﾙ九官鳥と奈良蟻の会合唱団による合同演奏

（奈良発 和太鼓と舞のコラボ） 特別報告「アフガンを知って、そして忘れないで」
瀧谷昇さん アフガニスタン義肢装具支援の会理事長

17:00～ (分科会運営者会議)
28日～30日 保育、なかまのつどい

18:30～20:30 (全国総会) 受付 28日 奈良県文化会館
29、30日 奈良教育大学

大会日程 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
開 会 全 体 会 分 科 会

７／28（金） 奈良県文化会館 受付 記念講演 運 営 者 全国総会

文化行事 会議

保育、なかまのつどい

分科会 分科会

7／29（土） 特別分科会 昼食 特別分科会

基礎講座① 基礎講座②③

保育、なかまのつどい

分科会 昼食 閉会

7／30（日） 特別分科会 移動 全体会

基礎講座④

保育、なかまのつどい

古都・奈良は、歴史と伝統を重んずる土地柄です。全国の障害者運動や実践の歴史と伝統に学
び、第40回大会を成功させるよう底力を発揮したいと決意しています。

障害のある人の権利を求める国際的な流れは、国連での障害者権利条約を形づくるという歴史
的な段階にまで到達しています。しかし、同時に、国内的には障害者施策の到達点が切り崩され
ようとしています。奈良の大仏のように、どっしりと腰をすえ、障害のある人たちと関係者の現
実と課題を見据えて、人権と発達の「光」を光背のように輝かすよう、発達保障の実践を交流し
あおうではありませんか。

第 40回全国大会(奈良)準備委員長 玉村公二彦（奈良教育大学助教授）

1942年群馬生れ。東京大学教育
学部教育心理学科・同大学院で
学ぶ。前東京都立大学総長、現
在桜美林大学教授。全国障害
者問題研究会顧問。専門は教育
心理学・障害児教育学。著書は
『障害は個性か』（大月書店）
『発達保障を学ぶ』（全障研出版
部）ほか多数。

キャンセル（申込取消） 名鉄観光に郵便かＦＡＸでご連絡ください。無連絡の場合は100％となります。

７月７日まで ８～20日 21～26日 27日 当日
参加費・基礎講座費 無料 申し訳ありませんが返金できません
保育料 無料 20％ 30％ 40％ 100％
宿泊・オプショナル企画 無料 20％ 30％ 40％ 50％
弁当 無料 無料 無料 50％ 100％

□国内旅行総合保険加入のおすすめ より安心してご参加いただくため任意の保険加入をおすすめします。

項 目 保 険 金 額 保 険 金 額
補償額一覧 掛金500円 ３泊４日まで 掛金1000円 ３泊４日まで
死亡・後遺障害 1305万円 2342万円
入院日額 2500円 6000円
通院日額 1500円 4000円
賠償責任 1000万円 2000万円
携行品 5万円 10万円

□「個人情報の取り扱い」など
個人情報の取り扱いについて ①大会参加申込みの際にご提出いただいた個人情報は、参加者との連絡、お

よび大会の運営のために利用します。②オプショナル企画にお申込みの場合は、必要な範囲で当該機関等に提

供します。③上記の他、個人情報の取扱いについては、名鉄観光にご確認ください。

名鉄観光との契約と同社の責任及び免責について ①宿泊プラン、オプショナル企画は、名鉄観光が企画、

実施するもので、申込みされる参加者は同社と募集型企画旅行契約を締結することになります。②参加者が損

害を受けた場合の名鉄観光の責任及び免責については、同社の規定によります。

□オプショナル企画のご案内 問い合せ 名鉄観光サービス（株）奈良支店
Ａコース ライトアップ奈良公園めぐり（２時間40分） おとな2000円・子ども1000円
7月28日（金）、29日（土）の両日実施 JR奈良駅18:45発・近鉄奈良駅18:50発

興福寺（東金堂夜間特別拝観）、東大寺、浮見堂、若草山頂（新日本三大夜景）

※奈良交通定期観光バス夜コース、ノーマルバス使用

Ｂコース 飛鳥歴史散策ハイライト（6時間・昼食つき） おとな5800円・子ども3800円
7月31日（月） JR奈良駅8:45発・近鉄奈良駅９:０0発

（帰着）近鉄八木駅14:00頃 JR奈良駅・近鉄奈良駅15:00頃

国営飛鳥歴史公園（石舞台古墳）、高松塚古墳、橿原神宮、車窓より大和三山、甘樫丘、橘寺等

※最少催行人員25名、添乗員同行、リフトバス利用

奈良大会の予約申込方法
予約なしの参加も可能ですが、準備上、入門講座、保育やなかまのつどい、サポートの申込みはできなくなり

ます。また予約申込締切日を越えますと大会参加費も高くなります。ぜひ期日までにお申し込みください。

大会参加費 7,000円（資料代金含） 予約申込（全障研会員5,500円 一般6,000円）
基礎講座費 500円（大会参加費とは別に必要です）

保育料・なかまのつどい費用 ７月２８日:800円（昼食なし）、29日、30日: 各1,300円（昼食あり）

大会報告集 2,000円（12月末に発行されます。税・送料サービス）

弁当代金 700円（１食お茶付）

予約申込締切日 ６月30日（金）

申込先 名鉄観光サービス（株）奈良支店 担当 吉川・喜多村
〒６３０－８１１５ 奈良市大宮町５－３－２７ ＨＡビル

TEL ０７４２-３５-４５６０（営業時間９時～18時、土、日、祭日は休み）

FAX ０７４２-３５-５０５９（番号まちがい、用紙の表裏にご注意ください）

①締切日までに「予約参加申込書」を郵送またはＦＡＸで「名鉄観光」あてに申し込みます。

②申込と同時に合計金額を、以下の口座にご送金ください。入金確認をもって正式申込み受付とします。

送金は申込者名義でお願いします。複数をまとめて送金される場合は、その旨を備考欄にご記入ください。

振込口座 三菱東京UFJ銀行 新東京支店 普通３３１８７７２
三井住友銀行 東海支店 普通２３３５７７２ みずほ銀行 第５集中支店 普通０１７０７７２

名義人 名鉄観光サービス株式会社
③参加券等は７月中旬以降、名鉄観光よりご指定の住所に郵送されます。

④「保育」「なかま」の調査書、また「介助調査書」は、７月中旬以降に準備委員会より郵送されます。



□宿泊料金（１泊朝食付、税、サービス料込）

〔奈良〕
ホテル記号 部屋タイプと料金 ホテル名

ＡＳ シングル 9,500円 ①ホテル日航奈良
ＡＴ ツイン 9,000円 ②奈良ワシントンホテルプラザ

ＢＳ シングル 9,000円 ③奈良ロイヤルホテル

ＢＴ ツイン 8,500円 ④ホテルサンルート奈良

ＣＳ シングル 8,500円 ⑤ホテルフジタ奈良

ＣＴ ツイン 7,500円
⑥ホテルアジール奈良

ＤＳ シングル 8,000円 ⑦ホテルアジール奈良アネックス

ＤＴ ツイン 7,500円 ⑧ピープルズイン花小路
⑨ビジネスホテルニューたかつじ

ＥＳ シングル 7,500円 ⑩ビジネスホテルたかまど

ＥＴ ツイン 7,000円 ⑪ホテル葉風泰夢
⑫グリーンホテル馬酔木

ＦＳ シングル 7,000円 ⑬ビジネスホテルセンチュリー ※朝は軽食

ＦＴ ツイン 6,500円

ＧＳ シングル 6,000円 ⑭新大宮ビジネスホテル ※朝は軽食
ＧＴ ツイン 5,500円

〔京都〕
⑮京都タワーホテルアネックス

ＫＳ シングル 8,500円 ⑯京都第２タワーホテル

ＫＴ ツイン 7,500円 ⑰法華クラブ京都
⑱アパホテル京都駅前

〔大阪〕
ＯＳ シングル 8,500円 ⑲大阪なんばワシントンホテル

ＯＴ ツイン 7,500円 ⑳Ｕ・コミュニティホテル（東大阪）

○奈良の宿泊について
③⑨⑩⑪⑭のホテルは、近鉄奈良線新大宮駅（近鉄奈良駅より１駅）が最寄りの駅になります。
⑦ホテルアジール奈良アネックスは、バスでJR奈良駅より約10分、近鉄奈良駅より約12分です。
⑬ビジネスホテルセンチュリーは、近鉄橿原線尼ヶ辻駅（近鉄奈良駅から大和西大寺駅経由３駅・

約15分）駅前にあります。
○京都の宿泊について

奈良から京都まで約40分です。京都のホテルは、いずれも京都駅前にあります。
○大阪の宿泊について

奈良から難波、東大阪まで約40分です。ホテルはいずれも駅前にあります。

〈宿泊のお申込み〉
○部屋タイプを、ホテル記号（記入例 ＡＳ）で、第２希望までご選択ください。

宿泊施設は、申込み順に従って名鉄観光が指定させていただきます。
○ツイン希望の方は、申込書に「同室者名」を必ずご記入ください。
○支部、グループ単位での宿泊をご希望される場合、前泊・後泊が必要な場合は、

名鉄観光にご相談ください。

〈宿泊施設のお知らせ〉
○宿泊施設の所在地、連絡先については、７月中旬以降に名鉄観光より大会参加券等とと
もに送ります。


