
2013.7.22～8.27

※この企画は自由研究の題材を提供する体験プログラムです。※写真はイメージです。
※なるべく親子でお申込下さい。お子様のみのご参加の場合は、ご相談下さい。※天候により催行できない場合がございます。

一般社団法人唐津観光協会　ATA事業部

申込み・お問合せはこちらまで
（9：00～18：00）TEL0955-74-3611

ペットボトルからどうやってビーズを作るのかな？
自分だけのオリジナルアクセサリーを作っちゃおう！

ペットボトルで顕微鏡を作るよ！
磯ではなにが釣れるかな？

山間の麓にたたずむお寺で坐禅と写経で精神統一。
修行食もいただいてお坊さんの修行体験しちゃおう！

山間の麓にたたずむお寺で
坐禅と写経で精神統一。

唐津焼の絵付けも体験しちゃおう！

親子で体験する1泊2日のお寺での修行体験。
坐禅や写経などいつもと違う緊張感を味わいつつの精神鍛錬。

貴重な夏の思い出に！

集合場所 唐津市千々賀花市場前　　松山禅寺（しょうざんぜんじ）
集合時間 18：45 開始時間 19：00

持ってくるもの 夏休みの宿題・タオルケット・洗面道具一式・虫除けスプレー 等

なし
集合→受付→オリエンテーション（18：55～）→総茶礼（始まり
の挨拶）→坐禅体験→休憩（冷たいお茶とお菓子付）→アニメ
ビデオ鑑賞→就寝（21：00予定）

3,000円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

日程 スケジュール 食事

1

朝食
おかゆ
のみ

起床（5：00）→お経・坐禅→朝食（おかゆ）・境内のお掃除→宿
題・写経→坐禅→法話・分散茶礼（終わりの挨拶）→解散（11：
00予定）

2

夕食・お風呂は済ませてお越しください。坐禅の際足を組む為、体験しやすい服装でお
越しください。お申込みは親子で、お子様のみの場合は小学3年生以上が対象です。

7/29 月
8/5　・21　・27月 水 火

（ ）

えん

円～6,800えん

円2,500

備考

親子で渓流滝登りに挑戦！
温泉にもつかっていい湯だな♪

集合場所 唐津市七山滝川　　七山公民館
集合時間 9：00 開始時間 9：30

大
人

子
ど
も

弁当付

4,500円（税込）
3,500円（税込）

催行日程 旅行代金／おひとり様

日程 スケジュール 食事

日帰り
集合→受付→オリエンテーション→渓流滝登り体験→温泉入
浴（ななの湯）→終了挨拶・解散（13：00予定）→昼食（ななの
湯）

濡れてもいい服装。温泉入浴あり。着替えをご持参ください。
雨天時は内容を一部変更する場合があります。備考

集合場所 玄海町外津　　民宿要太郎
集合時間 9：45 開始時間 10：00

昼食付

日程 スケジュール 食事

日帰り 集合→受付→オリエンテーション→磯釣り体験→昼食→ペット
ボトル顕微鏡作り体験→終了挨拶・解散（14：30予定）

濡れてもいい服装。シャワー室あり。着替えをご持参ください。
雨天時は内容を一部変更する場合があります。備考

集合場所 玄海町外津　　民宿要太郎
集合時間 9：45 開始時間 10：00

昼食付

日程 スケジュール 食事

日帰り
集合→受付→オリエンテーション→おきあがりこぼし作り→昼
食→ペットボトルビーズアクセサリー作り→終了挨拶解散（14：
30予定）

集合場所 唐津市千々賀花市場前　松山禅寺（しょうざんぜんじ）
集合時間 9：45 開始時間 10：00

弁当付

日程 スケジュール 食事

日帰り
集合→受付→オリエンテーション→総茶礼（始まりの挨拶）→坐
禅体験→お茶・休憩→写経体験→昼食→移動→唐津焼絵付け
体験→お茶・休憩（お菓子付）→法話・分散茶礼（終わりの挨拶）
→解散（14：30予定）

汚れてもよい服装、またはエプロンをご持参ください。焼成後発送となります。
（送料別途にて8月末日までにお届けします。）備考

汚れてもよい服装、またはエプロンをご持参ください。備考

3,500円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

7/31水・8/24 土
（別途送料がかかります）

8/2金 ・22木・18日

【シーカヤック】
スタッフがシーカヤック
・パドルの操作法をレク
チャーしますので、初め
ての方でも体験してい
ただけます。

シーカヤックで海の散歩に挑戦！
　石窯で焼いたピザはとても美味しいよ！

集合場所 唐津市肥前町満越　　ふれあい自然塾ひぜん
集合時間 9：30 開始時間 10：00

石窯
ピザ

2,800円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

日程 スケジュール 食事

日帰り
集合→受付→オリエンテーション（10：00～）→石窯ピザ生地
作り→シーカヤック体験→石窯ピザ作り体験→試食→終了挨
拶・解散（14：00予定）

濡れてもいい服装。シャワー室あり。着替えをご持参ください。
雨天時は内容を一部変更する場合があります。備考

8/7水・17土・25日
2,500円（税込）

催行日程 旅行代金／おひとり様

8/19月～20火

3,500円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

7/29 月
8/5　・21　・27月 水 火

催行人数 6名（3組）～10組まで

催行人数 5名～20名催行人数 10名～30名

催行人数 5名～20名
催行人数 5名～20名

催行人数 5名～20名

夏休み夏休み夏休み夏休み
くらの宿題
おたすけ隊！！

ぼ
くらの宿題
おたすけ隊！！

ぼ
くらの宿題
おたすけ隊！！

ぼ
～ 親子で楽しく宿題大作戦！～～ 親子で楽しく宿題大作戦！～

しゅく
だい

たい

唐津・玄海
エリア

作戦

1

じ　ぶん つく

つく

いそ　　　　　　　　　　　　　　つ

けん　び　きょう　　　つく

おきあがりこぼしつくり
 ＆ペットボトルで
ビーズアクセサリーつくり体験ビーズアクセサリーつくり体験

作戦

2 ペットボトル

顕微鏡つくりと
　　磯釣り体験
顕微鏡つくりと
　　磯釣り体験

けん　　　　び　　　　きょう

いそ　　　　づたい　けん たい　  　　けん

さん かん

しゅ ぎょうしょく しゅ ぎょう たい  けんぼう

ふもと てら ざ　ぜん しゃ きょう せい  しん  とう  いつ

さん かん　　　ふもと　　　　　　　　　　　　　　　てら

から　つ　やき　　　　え　 つ　　　　　　  たい  けん

ざ　ぜん　　　　しゃ きょう　　　せい  しん  とう  いつ

夏のお寺で修行！
お泊まり体験合宿

なつ

と たい　　　けん　　　がっ　　　しゅく

てら しゅ　　ぎょう

夏休み ぼくらの宿題おたすけ隊！ 参加申込書
申込日：平成　　年　　　月　　　日唐津よかばい旅倶楽部 御中

ご氏名 ご住所
〒ふりがな

生年月日 年齢 電話番号・FAX番号
TEL

FAX

　私は、ツアーの実施にあたり、必要な旅行保険への加入に同意し、手配に必要な範囲内での運送機関・保険会社、その他ツアーに
必要な業者への個人情報の提供について了承の上、申し込みます。

※この申込書1枚で、最大2名様まで申し込めます。2名以上の場合はコピーしてお使いください。

番号 希望日時 平成25年 　　月　　　日（　　　） 参加代金 1名　　　　　　　円

FAX:0955-74-3612
FAXの方は

T　S　H

.     .

キリトリ線

作戦

4
おんせん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

おや   こ　　　　けい りゅう たき  のぼ　　　　　 ちょう せん　　

けい　　　　りゅう　　　 たき　　　　のぼ たい　　 　 けん 作戦

5

作戦

3 坐禅と写経+

唐津焼絵付け体験

ざ　　　　　ぜん しゃ　　　きょう

から　　　つ　　　 やき　　　え　　　　 つ                          たい　    　けん

作戦

6渓流滝登り体験

や お　 いいし　がま

うみ さん　ぽ ちょう せん

いし　　がま たい　　 けん
シーカヤック＆
石窯ピザつくり体験

〒ふりがな TEL

FAX

T　S　H

.     .

我ら
『早く宿題
　片付け隊』！

我ら
『早く宿題
　片付け隊』！



ご旅行条件書

お申し込み
お問い合せは

佐賀県知事登録旅行業第2-63号

一般社団法人唐津観光協会　ATA事業部

TEL 0955-74-3611　FAX0955-74-3612
〒847-0816 佐賀県唐津市新興町2935-1 JR唐津駅構内
総合旅行業務取扱管理者　古賀　修
旅行業取扱管理者とは、お客様の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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

TEL・FAX・メールにてお申し込みください。
■TEL 0955-74-3611　■FAX 0955-74-3612
■E-mail : yokabai@karatsu-kankou.jp

申
し
込
み
方
法

申
し
込
み
方
法 申込締切／催行5日前（但し、土日祝を除く）

●旅行代金に含まれるもの（プラン共通）
　消費税等諸税、サービス料
●申し込み内容
　コース名、催行日、参加人数、
　参加者氏名（全員）、住所、連絡先
●精算方法
　当日受付時に現金にて
　お支払いください。

●お申し込みについて
　大人１名様プラス小人1名様以上で
　お申し込み下さい 小人の対象年齢（小1～小6年生）
　※対象年齢以外のお子様のご参加については
　　事前にお問い合わせ下さい。

●集合場所●●集合場所●

●添乗員について
　添乗員は同行いたしませんが、
　現地スタッフがご案内いたします。

※集合場所までの交通費は各自のご負担となります。

204

民宿 要太郎

ふれあい自然塾ひぜん

文

文

204

石工の里

高串温泉

唐津市
肥前支所

寺浦温泉

いろは島
展望台 切木ぼたん

ぼたんと緑の丘

古保志気

万賀里川

松山禅寺

七山公民館

ファミリー
マート

七山温泉

川原橋

山本

千々賀

大江

浜崎I.C

山
本

JR唐津駅
肥前

玄海

鎮西
呼子

唐津
浜玉 七山

至 福岡

202

323

497

203

文

文

文

文
文

七山公民館

ふれあい自然塾ひぜん

松山禅寺

持ってくるもの 水着・上靴・帽子・汚れてもいい服（長袖・長ズボン）・軍手・
保険証の写し・洗面道具一式・虫除けスプレー 等

【手練り】
粘土をひも状にして、輪積みに
して形を作っていきます。古くか
らあるこの技法は、土器作りな
どで有名です。

＊松露饅頭＊
虹の松原にできるキノコ『松露
（しょうろ）』をかたどったもの。

＊松原おこし＊
虹の松原にちなんだ昔ながらの
手作りおこし。黒砂糖たっぷり。

集合場所 唐津市内　窯元は都度ご連絡致します。
集合時間 9：30 開始時間 10：00

なし

日程 スケジュール 食事

日帰り 集合→受付→オリエンテーション（10：00～）→作陶体験→休
憩→登り窯見学→終了挨拶・解散（12：00予定）

汚れてもよい服装、またはエプロンをご持参ください。焼成後発送となります。
別途送料がかかります。焼きあがりまでは1～2か月かかります。備考

手練りで自分だけの唐津焼作成。
 どんな柄にするか、考えてきてね。

3,500円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

7/22月～8/12月
（別途送料がかかります） 集合場所 ①福岡天神 日銀前　②JR筑前前原駅

集合時間 9：00 開始時間 9：00

軽食付

日程 スケジュール 食事

日帰り
集合→受付→唐津市内菓子店（約3店舗試食）→唐津市内→石
井食品工場見学→軽食又は弁当→唐津市内菓子店（約2店舗
試食）→福岡天神 日銀前（17：30頃解散）

大人がグループに1人は必ず参加をお願いします。備考

城下町唐津には、
昔から親しまれている伝統の和菓子や
新しいスウィーツがたくさんあるよ。

市内を巡っていろんな味を楽しんじゃおう！

3,500円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

8/10 土

集合場所 ①福岡天神 日銀前　②JR筑前前原駅
集合時間 ①10：00　②10：45

6,800円（税込）
催行日程 旅行代金／おひとり様

8/11日～12月

昼食
（お弁当）

集合→受付→オリエンテーション→名護屋城博物館→波戸岬
少年自然の家→シュノーケリング（泳げない子及び小学校3年
生以下は磯遊び）→夕べのつどい→夕食・入浴・自由時間→星
空観察→就寝（22：00予定）

日程 スケジュール 食事

1

朝食
昼食

起床（6：30）→朝のつどい→朝食→思い出のアルバムつくり体験（焼
き板のフォトスタンド）→昼食→横田上観光ブドウ園にて収穫体験→
JR筑前前原駅 解散（14：55予定）→福岡・天神 解散（15：45予定）

2

お申込みは親子で、お子様のみの場合は小学3年生以上が対象です。
収穫体験にて1kgまではお土産としますが、1kg以上になった場合の差額が発
生した場合は各自の精算となります。ご了承の程よろしくお願い致します。

備考

波戸岬少年自然の家でお泊まり合宿！
海で遊び、星空を眺めて、

ブドウの収穫体験しちゃおう！

民宿 要太郎

外津橋

玄海エネルギー
パーク

玄海原子力発電所

204

催行人数 2名～10名
催行人数 10名～20名

催行人数 15名～30名まで

この条件書は、唐津よかばい旅倶楽部（社団法人唐津観光協会　ATA事業部）（以下「当社」という）が企画・募集・実施する募
集型企画旅行の旅行条件書となります。旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約
書面の一部です。

当社に募集型企画旅行の契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書（以下「申込書」といいます。）に
所定の事項を記入の上、旅行代金の20％以内で当社が別に定める金額の申込金と共に、当社に提出しなければな
りません。
当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みしようとする募集型企画旅行
の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項（以下次条において「会員番号等」といいます。）を当社に通知しなけれ
ばなりません。
第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金の一部として取り扱います。
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当
社は可能な範囲内でこれに応じます。
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、
予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知をした後、当社が定める期間内に、
前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなり
ません。
前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号の通知があったときは、募集型企画旅
行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
旅行者が第１項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は予約がなかった
ものとして取り扱います。

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。

応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
当社の業務上の都合があるとき。
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等
に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとしま
す。

当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条
件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます。）を交付します。
当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記
載するところによります。

前条の第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当
該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書
面交付後、旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅
行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日）までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状
況を記載した書面（以下「確定書面」といいます。）を交付します。
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっ
ても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
第１項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー
ビスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することが

あります。
ご参加のお客様が、当パンフレットに明示した最少催行人数に満たない場合、旅行の催行を中止する場合がありま
す。

旅行代金は旅行開始日当日にお支払いください。

ａ．次項以外の募集型企画旅行契約

①　②から④までに掲げる場合以外の場合
　　（当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。）
●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
②  20日目（日帰り旅行にあっては10日目）に当たる日以降に解除
　　（②から⑤までに掲げる場合を除く。）
③  7日目に当たる日以降に解除（③から⑤までに掲げる場合を除く。）

④  前日に解除
⑤  当日に解除（⑤に掲げる場合を除く。）
⑥  旅行開始後の解除又は無連絡不参加
ｂ．貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約

企画旅行に相当する金額

20％以内

30％以内

40％以内
50％以内
100％以内
当該船舶に係る取消料の規定による

取　消　料区　　　　　分

（本旅行条件書の意義）

（契約の申込み）
　　　1.

　　　2.

　　　3.
　　　4.

　　　5.
（電話等による予約）
　　　1.

　　　2.

　　　3.

（契約締結の拒否）
　　　1.
　　　①

　　　②
　　　③
　　　
　　　④
　　　⑤
（契約の成立時期）
　　　1.
　　　2.

（契約書面の交付）
　　　1.

　　　2．

（確定書面）
　　　1.

　　　2．

　　　3．

（旅行中止の場合）
　　　1.

　　　2.

（旅行代金）
　　　

　　

作戦

3
作戦

6
作戦

1
作戦

2

作戦

5
作戦

4

作戦

7

かんががら

て　 びね じ　 ぶん から　つ　やき　さく  せい

自由工作もバッチリ♪
唐津焼陶芸体験

じ　　  ゆう　　 こう　　さく

親子で
おや　　  こ

から　　　　 つ　　　　 やき　　　  とう　　　　げい　　　  たい　　　　けん し　　　　しょく

こう　　じょう　　けん　　がく

作戦

8

あたら

し　ない　　　 めぐ　　　　　　　　　　　　　　　　あじ　　　 たの

むかし　　　　　　した　　　　　　　　　　　　　　　　でん   とう　　　　わ　が　 し

じょう　か   まち  から　つ

スウィーツ試食
＆工場見学バスツアー

作戦

9 星空観察ツアー
ほし　　　　ぞら　　　　かん　　　　さつ

うみ　　　あそ　　　　　ほし  ぞら　　　なが

しゅう かく たい けん

は　 ど　みさきしょう ねん　 し　ぜん　　　いえ　　　　　　と　　　 　　　がっ しゅく

親子で色んなことにチャレンジしようよ！！親子で色んなことにチャレンジしようよ！！


