
一般社団法人 岐阜県民間保育園連盟 

海外保育視察研修 
『ハンガリーの乳児保育・幼児教育を学ぶ』 

2016年 1月 10日（日）～17日（日）８日間 

ご旅行代金 大人お一人様  会員様  288,000円  
                   非会員様 308,000円 
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 4 月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。保育認定や給付の処遇改善加算など、制度の煩雑さに翻弄されると

ともに、今後認定こども園になるべきか否かという大きな問題に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。 

 何かと経営上の問題がクローズアップされますが、それ以上に今後大切になってくるのは「保育の質」です。急速な勢いで少

子化が進む中、保育園や認定こども園は激しい生存競争にさらされます。どれだけ質の高い保育を提供できるかが、生き残れる

か淘汰されるかを決める鍵になります。 

 岐阜県民間保育園連盟では、今年もハンガリーでの海外保育視察研修を企画しました。２つの乳児保育園と２つの幼児保育園

でじっくりと視察研修します。この研修では、一人ひとりを大切にする具体的な保育の考え方と方法をハンガリーの保育実践か

ら学ぶことができます。日々の保育で習慣的に行っていることが、大人の都合にならず本当に子どものためになっているのか、

また子どもたちは十分に遊びこめているのかなど、自園の保育を見つめなおす良い機会になると思います。また、この研修は全

国私立保育園連盟が実施するハンガリー研修とほぼ同じ内容となっております。 

 ハンガリーの保育を日本に紹介し続けてくださっている「くるみの木教育研究所」のサライ美奈氏のご協力を得て、定員 15 名

の少人数制の研修です。内容の濃い学びをしていただけると思いますので、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

一般社団法人 岐阜県民間保育園連盟 会長 脇淵徹映 

観光庁長官登録旅行業第 1762号 

 
 
お申込み・お問合せは 
〒500-8833 岐阜市神田町 9-27 大岐阜ビル 2階 
電：話：058-264-7911 /ＦＡＸ：058-262-3641 
営業時間(月～金/9:30～17:30)土日祝休み 
総合旅行業務取扱管理者：酒井 敏行  担当：神谷 高宏 

 

 
ボンド保証会員 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 
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企画/一般社団法人 岐阜県民間保育園連盟 

〒500-8385  

    岐阜市下奈良 2-2-1 

    岐阜県福祉会館 6階 
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 発着地・訪問地 行程 
（●＝視察・研修部分 ○＝下車観光 ◎＝入場観光 □＝車窓観光） 

① 
1/10 
(日) 

 

中部国際空港 
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ経由 
ブダペスト 

10:30発 中部国際空港発、空路フランクフルト乗継、ブダペストへ 

18:20発 ブダペスト到着。専用車でホテル到着 

    チェックイン後は、自由行動 

食事/朝：× 昼：機内 夜：機内        ○  ブダペスト泊 

② 
1/11 
(月) 

 
ブダペスト 

●くまのプーさん乳児保育園で研修・視察（9：00－13：30） 

 公共交通機関で移動をします。 

乳児保育の基本を学びます。 

研修後、専用車でブダペスト市内観光 

○英雄広場－○大聖堂―○国会議事堂―○くさり橋（ドナウ川） 

食事/朝：○ 昼:○ 夜：○            ○  ブダペスト泊 

④ 
1/12 
(火) 

 
ブダペスト 

●マイバ乳児保育園で視察・研修（9：00－14：30） 

 公共交通機関で移動をします。 

ブダペスト 14区の指導園 

乳児保育の基礎がしっかりと守られている園です。 

研修後：自由行動 

食事/朝：○ 昼:○ 夜：○                ブダペスト泊 

⑤ 
1/13 
(水) 

 
ブダペスト 

終日：自由行動 

 

夜：オプショナルツアー オペラハウスにてオペラ鑑賞 

ヨハン・シュトラウス「こうもり」 9000円 

食事/朝：○ 昼:× 夜：×            ○  ブダペスト泊 

⑥ 
1/14 
(木) 

 
ブダペスト 

●マイバ幼児保育園で視察・研修（8：30－14：30） 

公共交通機関で移動をします。  

幼児保育で必ず守られている保育の基本を学びます。 

 研修後：夕食まで自由行動 

食事/朝：○ 昼:○ 夜：×            ○  ブダペスト泊 

⑦ 
1/15 
(金) 

ブダペスト 

●グドゥルー幼児保育園で視察・研修（9：00－11：30） 

研修先へは専用車で移動します。（専用車は研修終了後ホテルまで） 

「民族伝承プログラム」ハンガリーの民族伝承や伝統を、幼児保育園の中

で子どもたちに伝えることを保育の柱としています。 

研修後、夕食まで自由行動 

食事/朝：○ 昼:○ 夜：○            ○  ブダペスト泊 

⑧ 
1/16 
(土) 

 
ブダペスト 

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ経由 
 

７：００頃 ホテルから空港まで専用車で移動 

１０：２０ ブダペスト発 空路ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ乗継、中部国際空港へ 

 

食事/朝：○ 昼：機内 夜：機内               機中泊 

⑨ 
1/17 
（日） 

中部国際空港 9:10 中部国際空港到着 

 

お疲れ様でした。 

食事/朝：機内 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取いただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

●募集型企画旅行契約 

 この旅行は㈱JTB 中部（名古屋市中村区名駅１－１－４ 観光庁長官登録旅行業第 1762 号。以下｢当社｣といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加するお客様は当社と募集企画旅行契約（以下｢旅行契約｣といいます）

を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立 

（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し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 

（2）電話、郵便、ファックシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、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、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：お申込の際に、おひとり 70,000 円お支払いいただきます。 

●旅行代金のお支払い／旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって２１日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会員である場合。お客様の署

名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

●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。 

取  消  日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起算して遡って 1）31 日目にあたる日以前の解除 無料 

2）30～3 日目にあたる日以降の解除 20％ 

3）出発日の前々日～当日の解除 50％ 

4）旅行開始後及び無連絡不参加 100％ 

●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含

まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません） 

●特別補償／当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手

荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・死亡補償金：2500 万円   ・入院見舞金：4～40 万円   ・通院見舞金：2～10 万円 

・携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15 万円（但し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限定とします。） 

●｢通信契約｣を希望されるお客様との旅行条件／当社掲載クレジットカード会社のカード会員（以下｢会員｣といいます。）より｢会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける｣こと（以下｢通信契約｣といいます。）を条件にお

申し込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。 

(1)契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込金には｢会員番号・ 

カード有効期限｣等を通知して頂きます。 

(2)｢カード利用日｣とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は｢契約成立日｣とします。（但し、成立日が旅行開始前日から 14 日前にあたる日より前の場合は｢14 日目（休業日にあた

る場合は翌営業日）｣とします。）また取消料のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日間以内をカード利用日として払い戻しします。） 

(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規程の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払い

をいただいた場合はこの限りではありません。 

●海外旅行保険への加入について／旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治

療費、移送費、また、死亡/後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 

●事故等のお申出について／旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなく

なり次第ご通知ください） 

●個人情報の取扱について／当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関

等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準／この旅行条件は 2015 年 9 月 14 日現在を基準としています。又、旅行代金は 2015 年 9 月 14 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく表面の取扱管理者にお尋ねください。 

ご旅行代金大人お一人様（2 名一室利用） 

会員様￥288,000 非会員様￥308,000 

下記費用は上記旅行代金とは別に必要です。  
中部国際空港使用料  2,570円 

現地空港税       10,910円 

燃油サーチャージ    29,780円 

1人部屋追加代金   78,000円(シングルルーム利用) 

・燃油サーチャージとは燃油原価水準の異常な高騰に伴い、当該燃油

費の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定期間を定め

て国土交通省により認可されたもので、2 か月毎に改定されます。 

・現地空港税と燃油サーチャージはご請求時の為替レートにより変動

いたします。（9 月 14 日現在） 
 
■研修費用に含まれるもの 

エコノミークラス航空運賃、ホテル宿泊費(2 名 1 室)、行程に含まれる車両・食事、

ブダプストの市バス 3 日間チケット、研修手配費用、通訳費用、団体行動中のチップ 

■研修費用に含まれないもの 

中部国際空港使用料、燃油サーチャージ、日程表に含まれない見学費用、食事の際の

お飲物、海外旅行傷害保険、個人的費用 

■募集人員：定員１５名様(最少催行人員１２名様)  

■添乗員：同行いたしません 

■コーディネーター兼通訳：サライ美奈氏が同行します 

■利用航空会社：ルフトハンザドイツ航空（LH） 

■利用ホテル：ブダペスト/マリオットホテル 

（デラックスクラス・ドナウ川ビュールーム指定）        

※３・４・６日目の視察先への移動は公共交通機関を利用します 
 

◆パスポートの必要残存期間：出国時 3 か月以上必要 

【気候・服装について】 

内陸部に位置しており、日本のようにはっきりとした四季を持っております。気温は

日本の 1 月よりも寒いため防寒着が必要です。研修中は動きやすい服装をご準備下さ

い。オプショナルツアーでオペラ鑑賞ご希望の方はジャケットやワンピースなどお持

ちください。 

☆お申込方法 

お電話でまずはご予約下さい。先着順での受付とさせていただきます。 

お電話でご予約後、同封の申込書兼海外旅行お伺い書を JTB中部岐阜支店あてに 

FAXをお送り下さい。 

※視察を含むスケジュールについて・・・視察先の都合により、順序の入れ替えや内容の変更、および自由行動や観光の時間を短縮する場合がございます。 

※参加者様向けの事前研修会も 10月 24日（土）午後に予定をしております。詳細は別途ご案内いたします。 

 

 


