
○設定日　平成26年9月6日出～9月7日㈱

○宿泊料金（お一人様／1泊朝食付き〔税・サービス料込〕）

ホテル名 �部屋タイプ �宿泊料金 �申込記号 �アクセス （JR新潟駅から） 

0 �ホテル日航新潟 �シングル �12，000円 �Al �徒歩20分 ツイン �11，000円 �A2 

○ �ANAクラウンプラザ ホテル新潟 �シングル �11，500円 �Bl �徒歩10分 
ツイン �10，500円 �B2 

◎ �ホテルオークラ新潟 �シングル �11iOO0円 �Cl �徒歩15分 
ウイシ �10，000円 �C2 

0 �ホテルイタリア軒 �シングル �9，000円 �Dl �徒歩30分 
ツイン �8，000円 �D2 

○ �新潟グランドホテル �シングル �9，500円 �El �、＿徒歩20分 ＋　ツイン �8，500円‾ �E2 

○ �ホテルサンルート新潟 �シングル �8，000円 �Fl �徒歩5分 
ツイン �7，000円 �F2 

e �新潟東急イン �シングル‾ �乳000円 �Gl �徒歩3分 
ツイン＋ �7，000円 �G2 

○ �新潟東映ホテル �シングル �7，500円 �Hl �徒歩5分 
ツイン �6，500円 �H2 

○ �万代シルバーホテル �シングル �8，500円 �11 �徒歩10分 
ツイン �7，500円 �12 

◎ �コンフォートホテル 新潟駅前 �シングル �7，000円 �Jl �徒歩3分 
ツイン �－ �－ 

◎ �チサンホテル新潟 �シングル �‾7，500円 �Kl �新潟駅直結 
ツイン �6．500円 �K2 

◎ �コートホテル新潟 �シングル �7，000円 �Ll �徒歩10分 
ツイン �6，000円 �L2 

⑬ �ホテルメッツ新潟 �シングル �‾　8，500円‾ �Ml �新潟駅直結 
ツイン �7，500円 �M2 

※宿泊料金は1泊朝食付（税金・サ【ビス料込み）のお一人様あたりの料金です。
※ツインは2名様で1空を利用した場合のお一人様の料金です。ご希望の場合、同室者名をご記入ください。

※お申込書には、「申込記号」をご記入ください。
※受付はお申し込み順とさせていただきます。ご希望のホテルが満室の場合、他のホテルをご案内する場合も

ございます。お申込みの際は、第2希望までご記入ください。

施設名 �部屋タイプ �宿泊 �料金 �申込記号 
9／6仕） �9／7（日） 

割烹の宿湖畔（新潟市内） �和室 �9，000円 �8，000円 �N 
堀　　健治（昭35商卒） �（定員4名） 

高志の宿高島屋（岩室温泉） �和室 �11，000円 �9，000円 �0 
高島　哲男（昭38法卒） �（定員4名） 

ほてる大橋寵の湯（岩室温泉） �和室 �12，500円 �8，000円 �P 
小林　光雄媚40商卒） �（定員4名） 

白玉の湯華鳳（月岡温泉） �和室 �16，500円 �14，000円 �Q 
飯田　浩三（昭49商卒） �（定員4名） 

※宿泊料金は1泊朝食付（税金サーヒス料込み）のお一人様あたりの料金です。
※3名以下でご利用の場合の宿泊料金はお問い合わせください。

．：二十二正三主上十圭一ごて三二二土工三上」主意憲二j
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社JTB関東（埼玉県さいたま市中央区新都心11－2観光庁長官登録旅行業第1578号）以
下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行にご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。契約の内容・条件は、下記条件、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお
渡しする確定書面（最終日程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申込みおよび契約成立時期
（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込みください。お申込金は、旅行代金
お支払いの際、差し引かさせていただきます。
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起
算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お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）5，000円～旅行代金

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 ��取消料（お1人様） 

旅行開始日の さかのぼって � �無　　料 

／ � � 

寧お申し込み方法
別紙、申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送またはFAXにて

JTB関東法人営業新潟支店宛、お申し込みください。

粛お申し込み締切日　平成26年7月31日㈱

躊お申し込み・お問い合わせ先

β診
JTB関東法人営業新潟支店
〒950－0082　新潟市中央区東万代町1－30－3F
TEL．025－255－5101FAX．025－248－7687

E－mall：niigata＿eC＠kanto．Jtb．JP

営業時間／9：30～17：30（土・日・祝日休業）
担当／三谷博・後藤　総合旅行業取扱管理者　久連山　健

■旅行企画・実施JTB関東㊨慧盟歯慧鷲簑晋岩
観光庁長官登録旅行業第1578号　日本旅行業協会正会員　埼玉県さいたま市中央区新都心11－2

統合旅行業務管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する★任者です。
この旅行契約に閑しご不明な点があれば、こ遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

当案内に記載のない宿泊・観光・交通（航空・JR）の問い合わせ・申込みにつきましては、
申込書の備考欄にご希望をご記入ください。

明治大学校友会優待料金でプレーできるゴルフ場をご紹介します。
●長岡カントリークラブ　担当：大竹（昭60年商卒）Tel0258－46－3131

悪法芙芸州【lJl

平成26年9月6日拙
●懇談会午後3時～会場／朱鷺メッセ
●前夜祭午後6時～会場／ホテル日航新潟

平成26年9月7日（日）
●慰霊祭午前10時～　会場／新潟県護国神社

平成26年9月7日（日）
●記念式典午後1時～●記念講演午後2時30分～
●懇親会午後5時～　会場／朱鷺メッセ

平成26年9月8日酢9日㈹



。1954年（昭和29年）

大会を福岡市で開催。 学校友会は50回目の新潟大会ま

でバトンを受け継いできました。

新潟支部は、明治32年7月28日に創立。支部規則第一条に

「本会は明治法律学校校友会新潟支部と称し新潟県内管内に

住居する校友を以て組織す」とあります。新潟支部創立115年後

の2014年。第50回全国校友新潟大会を開催することになりまし

た。現在、新潟県支部は2013年5月燕三条地域支部、2014年1月

に魚沼地域支部が設立され9地域支部で構成されています。

新潟県支部は、また、明治大学戦没学徒忠霊殿護持の使命を

持っています。明治大学から学徒出陣で戦死された全国校友

323名の御霊を新潟県護国神社境内の明治大学戦没学徒忠霊

殿で護持しています。

毎年7月10日に明治大学・校友会・新潟県支部で慰霊祭を行

い、校歌を奉納しています。この全国大会の当日、9月7日午前10

時から慰霊祭を新潟県護国神社の戦没学徒息霊殿で開催しま

す。大勢の校友が集まり明治大学校歌を奉納、御霊を慰めたいと

思っています。

母校明治大学は、いま、あらゆる面で隆盛・発展しています。校

友会の目的は、大学を支援し・賛助すること、そして卒業生同士の

親睦を図ることです。母校明治大学を誇るとともに、先輩が辿った

苦難の歴史もまた忘れてはならない事だと確信しています。

新潟には、全国に自慢できる多彩な魅力に富んだ食と歴史と文

二∵臣≡
戦没学徒忠霊段（新潟県護国神社）

■支部長・地域支部長15：00～　■町象場朱鷺メッセ

本部員懇談会　　　　　器認諾区万代島6＿1
TEL．025－246－8400

■前夜祭　　　　　18：00～　鎚会場ホテル日航新潟
〒950・0078

新潟市中央区万代島5－1
TEL．025－240－1888

寧前夜祭参加費　校友10，000円　同伴者8，000円

■記念式典　　　　　　　　　田舎喝朱鷺メッセ

受付開始　12：00～
〒950－0078

新潟市中央区万代島6－1

記念式典　13：00～　　　TEL・025－246－8400
■大会参加費

校　友10，000円
■記念講演　　14：30～

■懇親会　17＝00～　　高伴妄‾岳：666岩

※大会参加の方は懇親会不参加の場合でも大会参加費を納入下さい。

明治大学戦没学徒忠霊殿（新潟県護国神社）
は、明治大学から学徒出陣にて亡くなられた全国
323名の御霊を護持致しております。全国校友大

会の開催にあたり慰霊祭を行います。多数のご参
加をお願い申し上げます。

■期日：9月7日（日）午前10時～

■会場：新潟県護国神社　■参加費：無料

※事前に必ずお申込みください。（会場の都合により

お断りする場合もありますので、予めご了承ください）
※お越しの際は路線バス・タクシー等をご利用ください。アクセス案内をお送りします。

慰霊祭終了後、朱鷺メッセ行きシャトルバスと昼食弁当のセットをご用意しました。

交通の便が良くありませんので、慰霊祭参加の方は是非ご利用下さい。

■内容：慰霊祭からのバスと昼食弁当とお茶セット　料金：2，000円

※ご希望の方は、必ず申込書にご記入ください。

－ス9周る田鯛）出発　　　　　昼食付麺垂］

佐渡日帰り：霊宝禁監富合慧去態崇買25名帽乗員1名同行
★「佐渡金銀山遺跡群（世界遺産暫定リスト）」

新潟港J三慧巳だ竺L両津港＝佐渡金山＝北沢浮遊選鉱場＝
7　55　　　　　　　　　9：00　　　10　00／10　45　　　10　50／1110

★新施設「トキふれあいプラザ」
＝歴史伝説飽く昼食）＝＝♯キの森公■　　　　　両津港－－－

1150／12　40　　　　　　　　13　00／13　40　　　　　　　　　　　14　25

～～～～～～エな沈雲コ霊…＿＿＿新潟港　　　新潟駅・空港
15　30　　　　　　　　　　　16－15　　16　45

ース　9月8日洞）川発
きけ　　　さけ　　なさけ

鮭、酒、情の城下町村上の旅
■旅行代金（お一人様）10，000円　■募集人員40名■最少催行人員25名■添乗員1名同行

新潟駅禽口＝村上市内散策（町且めぐり）
9　00　　　　10　30／12　00大洋酒造「和水歳」、益甚、吾っ川、早撰堂、

浄念寺、黒塀過りなと
☆村上市内は、「校友」がこ案内いたします。

＝村上老舗割烹（昼食）＝せんべい王国＝新潟空港・駅
1210／1310　　　　1410／1450（手焼き体験）15　30　16　00

－ス執周忍田圃）出発

佐渡1泊2日■募集人員40名■最少催行人員25名■添乗員1名同行

■旅行代金（お一人様）4名1室利用38，000円・3名1室利用40，000円・2名1室利用43，000円

★新客船「ときわ丸」に乗船

新潟港一一一一一～一一－－－－一一南井蒜
925　　〔フェリー2等〕　　1125（昼食特注汀ときわ丸弁当」）

★新施設「トキふれあいプラザ」

トキの森公R　　　　　　矢島経島（たらい舟）＝
1210／12　50　　　　　　　　　　　　13　50′14　30

★国指定「重要伝統的建造物保存地区」　　t宿泊］ホテル大佐渡
＝宿根木町並散策＝酒造見学＝相川地区（泊）

14　40／1510　　　　　　16　00／16　30　　　　17　00頃

★「佐渡金銀山遺跡群（世界遺産暫定リスト）」

ホテル＝尖閻湾揚島遊園＝＝北沢浮遊選鉱場＝佐渡金山＝
9　00　　　　915／9　45　　　　　　　　　（車意）　　　　10　00′1045

＝大佐渡スカイライン（展望台）＝＝＝＝＝＝かもこ観光センター（昼食）＝

1120／1135　　　　　　　　　　　　　　　　　1215／13　40

＝両津港～J渡沈票だ」新潟港　　　新潟駅・空港
14　25　　　　　　　　　　　　　15　30　　　　　　　　1615　16．45

巨這弧　こ∴言：－モー：」一．∴‘一十、㌦㍊∵．一・㌦㍊


