NOA Information
2019折紙シンポジウムin東京
◇ 参加申し込み受け付け中 ◇
隔年東京は、秋開催 ! 折り紙ざんまいの２日間

The 46th NOA Origami Symposium in To−kyo−

Sep. 14（Sut.）
・15（Sun.）2019

＊２日間の開催です
期間：2019年9月14日（土）
・15日（日）

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター

【〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
☎03-3469-2525 FAX 03-3469-2277
URL http://nhc.niye.go.jp】

◆参加費用 ※金額は税込み（折図集、折り紙用紙、参加資料代を含みます）

参加希望者は各項
目の費用も合わせ
てお申し込みくだ
さい
◀ ◀

おもな内容（予定）
〔1日目
9/14〕
会員・一般＝10,000円 高校生〜大学生（25歳以下）＝5,000円
9：00〜 受付
海外在住の方（国籍不問）＝5,000円 （参加者同伴の小・中学生
10：00〜 開会式
は無料：折図集、折り紙用紙、参加資料などの配布物はありません。
◆講演と実技：Jos Heijeさん
ご入用の場合は配布物代別途5,000円）
（オランダ折紙協会編集委員）
※全日程に参加されない場合（例：１日のみの参加など）の一部返金は
11
：
40〜
写真撮影
いたしませんのでご了承ください。
13：00〜◆作品市（展示）
※会場までの交通費
（往復路）
はご負担ください
（現地集合、現地解散）。
◆会場内レストラン昼食券代（9/14、9/15の2日分）＝1,120円
◆折紙交流室
◆懇親会費（9/14夜。事前予約制、当日申し込み不可、定員250名）＝5,000円
◆おりがみ教室 （〜17:00）
＊宿泊は各自でご手配ください（別欄掲載の東武トップツアーズからのご案内をご覧く 19：00〜◆懇親会
（〜21:00）
ださい）。
〔2日目 9/15〕
8：30〜◆作品市（展示）（〜15:00）
【ゲストと部会コーディネーターが決まりました】
◆折紙交流室 （〜17:00）
《講演と実技／ゲスト》
10：00〜◆おりがみ教室 （〜17:00）
Jos Heijeさん
10：00〜◆児童教育部会
（オランダより）
◆創作部会
《各部会コーディネーター》
◆高齢者・障がい者部会
児童教育部会：岡 一郎さん
◆国際交流部会
創作部会：半田丈直さん
◆講師交流部会 （〜17:00）
高齢者・障がい者部会：竹尾篤子さん

▲国際交流部会（2017）

国際交流部会：藤井苑子さん
講師交流部会：藤本祐子さん

《

▲懇親会（2017）

「おりがみ教室」
講師大募集！

＊両日とも12:00〜13:00休憩（昼食）
＊5部会の午前午後の振り分けは未定

参 加 お 申 し 込 み 方 法

》

※折り込み添付の郵便振替用紙の入金内訳 ※振替用紙の払込通知票をもとに名簿を
作成しますので、
郵便番号・住所・氏名・
欄に
「シンポジウム参加費」
とご記入の上、
年齢・性別・電話番号をご記入ください。
参加費用
（および希望の方は昼食券代、
懇親会参加費）
の総額をお振り込みくださ ※ご入金された方には詳しい案内書など
を７月下旬より順次発送します。
い。
（口座番号 00110-6-188035 日本
折紙協会）

▼詳しい案内書を受け取ったら▼

例：シンポジウムに参加して、
同封する申し込み用紙に以下の事項を
（券売機に並ばず）両日の昼食券を確保し、 ご記入の上、書類到着後１週間以内に
９月14日懇親会も参加の会員さん
事務局あてにご返送ください。
10,000円＋1,120円＋5,000円
（１）
「おりがみ教室」講師希望の有・無
=16,120円 （２）参加希望の部会※

締め切り：８月９日（金）当方到着分

※同じ時間に行われる
「部会」
と
「教室」
に
同時に参加することはできません。

キャンセル料について：参加費送金後、ご都合により参加を取り消す場合は、下記キャンセル料
をいただきます。協会まで電話・FAX でご連絡ください。キャンセル料を引いた残額を指定口
座へお振込みいたしますので、郵便局か銀行名、支店名、口座番号、名義をお知らせください

◆７月下旬（予定）の案内書発送後、8／30（金）まで→2,000円
◆９／13（金）16時まで→参加費の50％ ◆9／13（金）16時以降→参加費の全額
▲今回のおりがみ教室は、部屋別ではなく広
場形式で実施します（2018「教室広場」）
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＊ Please send us your email for more information if you are interested in the 46th NOA
symposium.
info@origami-noa.com

＊＊＊ 交通：新宿駅・渋谷駅からアクセス至便
（現地集合・現地解散） ＊＊＊ 《ご注意ください》例年の折紙シンポジ
《電車》
小田急線新宿駅より
ウムとは異なる点がいくつかあります。
さんぐうばし
○各駅停車乗車、２駅目の参 宮橋駅
▶宿泊は各自でご手配ください
下車（きっぷ運賃130円、IC運賃124
本頁下段の案内をご覧ください。
円）
。
徒歩７分。
▶会場の都合により物品販売を行いま
《バス》
京王バス新宿駅西口16番より
せん
○「渋 谷 駅 行き」に乗車、約15分で
参加者には7.5cm角、
15cm角、
25cm
「代々木五丁目」停留所です（現金運
角の３種類の折り紙（用紙）を配布しま
賃210円、IC運賃
す
（写真）
。他は会場で購入することがで
206円）
。下車すぐ
きませんので、
各自ご用意ください。
左側がオリンピッ
クセンター正門。
《バス》
京王バス渋谷駅西口14番より
○渋谷駅からは「新宿駅西口行き」に
乗 車 、約 1 0 分 で
「代々木五丁目」
（現金運賃210円、
IC運賃206円）
。道
の反対側が正門。

◀参宮橋駅改札から歩道橋を渡るルート
（横断歩道もあります）

東武トップツアーズがご案内する
折紙シンポジウム2019 －宿泊お申し込みのご案内—

▶閉会式がありません
お帰りの際は総合受付で修了証をお
受け取りください。

開催期日：2019 年9 月14 日
（土）
～9 月15 日
（日）

開催場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
主催：一般社団法人 日本折紙協会
①大会参加者の宿泊は、
東武トップツアーズ㈱押上支店が企画・実施する
【募集型企画旅行】
です。
②Fax または電話よりお申し込みが可能です。
③申し込み受付後、
宿泊当日は、
ホテルフロントにてお名前を告げていただき、
直接チェックインのお手続きをしていただきます。
④個人情報の取り扱いについて、
お申込みの際にお預かりする個人情報
（氏名・住所・電話番号・メールアドレス等につきましては、
お客様との連絡、
今大会における宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲において、
東武トップツアーズ㈱押
上支店および大会事務局が共同して利用させていただきます。
その他、
個人情報につきましては、
旅行条件説明書に明記しており
ます。
お申し込みにあたっては必ず、
内容をご確認・ご同意のうえ、
お申し込みいただきますようお願いします。
東武トップツアーズ㈱押上支店顧客個人情報取扱管理者 越山弘章

■宿泊のご案内
（東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です。
）
★宿泊代金は1 名1 泊朝食付サービス料・
■宿泊設定期間：2019 年9月14 日
（土）
、
9月15 日
（日）
の2泊■
税金を含みます。
宿泊条件・代金は2019
代金（お一人様あたり／1 泊朝食付／税込）
年3月4日現在を基準としております。 			
ホテル名
部屋タイプ		
備考
			
9／14
（土）
・15 日
（日）
★ツインルームをご希望の方は、
同室希望
※京王プレッソイン新宿
者名もご記入ください。
		
シングル利用
13,000 円
ベッド×1台
都営線新宿駅徒歩約5 分
★最少催行人員：1名 添乗員は同行しま
せん。
また、
必要書類はございません。
西鉄イン新宿
シングル利用
16,300 円
ベッド×1台
当日は、
ホテルフロントにて、
お名前を告 		
丸の内線西新宿駅徒歩約4 分
げていただき、
直接チェックイン手続き
イビス東京新宿
をしていただきます。
その他、
サービスは 		
シングル利用
16,600 円
ベッド×1台
JR 新宿西口徒歩約1 分
お客様自身でお支払いただきます。
※ホテルサーブ渋谷
★代金の支払いは、
当社へお振込みとなり 		
シングル利用
10,800 円
ベッド×1台
田園都市線池尻大橋北口徒歩約0分
ます。
申し込み終了後、
期日までにお振込
みをお願いいたします。
ホテルプリンセスガーデン シングル利用
10,500 円
ベッド×1 台
JR 目黒駅西口徒歩約4 分
ツイン利用
9,500 円
ベッド×2 台

▼▼宿泊希望の方のご連絡先▼▼
観光庁長官登録旅行業務第38号

※京王プレッソイン
		

シングル利用

13,000 円

JR 東池袋駅徒歩約2 分
東武トップツアーズ株式会社
おしあげ
みやざわ
担当：押上支店 宮澤さん
吉祥寺東急REI ホテル
		
シングル利用
15,120 円
JR
吉祥寺公園口徒歩約1 分
☎︎03-3624-1923 Fax 03-3621-8624
携帯：090-9155-0328
※上記表の※印のホテルの朝食は、
施設による無料サービスです。

ベッド×1 台
ベッド×1 台
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