
（ 公 印 省 略 ）  

兵 社 事 発 第 9 4 号 

令 和 4 年 9 月 5 日 

 加入団体代表者 各位 

兵庫県社会福祉協議会 

事務局長 尾山 健司 

 

 

民間社会福祉事業職員互助会「会員交流・余暇充実事業（兵庫県内五国宿泊旅行）」の実施について（ご案内） 

 

時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

本会事業の運営につきましては、平素からご協力を賜り深謝申し上げます。 

さて、この度、民間社会福祉事業職員互助会の会員を対象として、標記「兵庫県内五国宿泊旅行」を別

添の開催要項のとおり実施することといたしました。宿泊旅行は 3 年ぶりの実施であり、会員の皆様に安

心してご参加いただけるよう、兵庫県内各地の旅行プランを設けています。会員同士やご家族でリフレッ

シュしていただく機会として是非ともご活用下さい。 

つきましては、貴施設・団体所属の各会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

１． 期 日 令和４年１１月１日（火）～令和５年１月３１日（火） 
 
２． 旅行プラン  

①但馬コース A：豊岡市   日和山温泉 ホテル金波楼 岬の館 

B：豊岡市   城崎温泉 千年の湯 古まん 

②播磨コース A：姫路市   塩田温泉 夢乃井 

B：赤穂市   赤穂温泉 銀波荘 

③丹波コース A：丹波篠山市 篠山城下町ホテル NIPPONIA 

B：丹波篠山市 福住城下町ホテル NIPPONIA 

④淡路コース A：洲本市   ホテルニューアワジ別亭 淡路夢泉景 

B：淡路市   淡路夢舞台 グランドニッコー淡路 

⑤神戸・阪神コース A：神戸市   有馬温泉 有馬御苑 

B：神戸市   神戸ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド 

※宿泊日はプランごとに異なります。詳細は開催要項をご確認下さい。 
 

３． 定 員 １５０名（各地域３０名）【申込が定員を超えた場合は、厳正なる抽選により決定いたします】 
 

４．参加対象  互助会会員とそのご家族（ご家族のみの参加はできません） 

※１グループにつき家族(二親等以内)や介助者等を除き 4 人以下でお申し込みください 
 
５．参加費      ※参加費はプランごとに異なります。詳細は開催要項をご確認ください。 
 
６．申込方法  別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、下記まで FAXでお申込みください。 
        ※パソコンやスマホからも申込可能です。ぜひご利用ください。 
        URL：https://va.apollon.nta.co.jp/hotelplan/ 
 

７．申込締切   令和４年９月３０日（金）１７：００（必着） 
 

８．注意事項  感染症対策を遵守した上で、当事業にご参加いただくようお願い申し上げます。 
 
９．申込先   株式会社日本旅行 神戸支店 
      〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-3-2 JR西日本神戸支社 5階  
       TEL 078-371-2810 ／ FAX 078-371-2847 
 
１０．問い合わせ先  兵庫県社会福祉協議会 福祉事業部 
          〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1 

TEL  078-242-4635 ／ FAX  078-251-5678 

https://va.apollon.nta.co.jp/hotelplan/


１．実施期間 令和４年１１月１日（火）　～　令和５年１月３１日（火）

２．旅行プラン ①但馬

１Ａ：日和山温泉　ホテル金波楼　岬の館

１Ｂ：城崎温泉　千年の湯　古まん

②播磨

２Ａ：塩田温泉　夢乃井

２Ｂ：赤穂温泉　銀波荘

③丹波

３Ａ：篠山城下町ホテル　NIPPONIA（ニッポニア）

３Ｂ：福住城下町ホテル　NIPPONIA（ニッポニア）

④淡路

４Ａ：洲本温泉　ホテルニューアワジ別亭　淡路夢泉景

４Ｂ：淡路夢舞台　グランドニッコー淡路

⑤神戸・阪神

５Ａ：有馬温泉　有馬御苑

５Ｂ：神戸　ホテル　ラ・スイート神戸ハーバーランド

※宿泊日はプランごとに異なります。

３．主　催 兵庫県社会福祉協議会

４．定　員 計１５０名（各地域３０名）※定員を上回った場合、抽選とさせていただきます。

５．参加対象 互助会会員とそのご家族　※ご家族のみの参加はできません。

６．参加費 会員（互助会の会員本人）：ご旅行代金（大人）

会員ご家族（大人）　　　：ご旅行代金（大人）※中学生以上

会員ご家族（小人）　　　：ご旅行代金（小人）※4歳以上中学生未満

会員ご家族（乳幼児）　　：施設使用料は現地にてお支払いください。※4歳未満

※料金はプランごとに異なります。

※参加費には宿泊代と夕食代（5Bは夕食なし）と朝食代が含まれます。

　プラン外の飲食代・交通費等は各自ご負担ください。

※小人のお食事は大人に準じた（数品又は料理の少ない程度）お食事もしくは

　お子様ランチ風のお食事となります（プランごとに異なります）。

※施設により乳幼児の方の施設使用料が異なります。現地にてお支払いください。

　乳幼児の方は添い寝（寝具なし）・お食事なしとなります。

※1室につき大人2名様以上でお申し込みください。

　大人1名様＋小人1名様の場合は小人1名様分は大人の旅行代金となります。

※参加費は参加決定通知（10月中旬頃に各施設様宛に送付予定）の請求書記載の

兵庫県民間社会福祉事業職員互助会

令和4年度 会員交流・余暇充実事業（県内五国宿泊旅行）開催事項



　口座へグループごとに期日までにお振込みください。確実な入金確認作業の

　ため、グループごとに振込口座番号を発行いたします。振込手数料ご負担

　となり、申し訳ございませんが、グループごとのお振込みにご協力ください。

７．交通手段 現地集合・現地解散型事業となりますので、宿泊先へは公共交通機関、

お車等にてお越しください。

８．申込方法と当日までの利用にあたっての留意事項

　　（１）別紙参加申込書に希望するプラン（1Aから5Bまでのいずれか1つ）をご記入いただき

　　　　　事業所ごとにとりまとめ、下記までFAXでお申し込みください。先着順ではありません

　　　　　ので、申込書がまとまった段階でご送付ください。

　　　　　記入内容に不備がある場合は受付できません。ご注意ください。

　　　　　※ご自宅にFAXがない方は、パソコンやスマホからも申込可能です。

　　　　　　ぜひご利用ください。                  URL　https://va.apollon.nta.co.jp/hotelplan/

　　（２）申込締切日

　　　　　令和４年　９月　３０日　（金）　17時まで

　　（３）参加については、定員を超えた場合は抽選（申込書単位）によって決定します。10月

　　　　　中旬頃（予定）に、全申込者を対象に参加決定通知（または当落通知）等を送付させて

　　　　　いただきます。

　　（４）参加決定通知等の送付以降、キャンセル及びプラン・人数の変更は受け付けませんので、

　　　　　ご留意ください。グループごとに指定の振込口座宛、10月26日（水）までにお振込みを

　　　　　お願いします。振込口座番号にて管理いたしますので、振込人名の指定はございません。

　　（５）ご出発前に、クーポン券などご案内書類を郵送いたします（プランごとに異なります）。

　　（６）予約当日は、プランごとに郵送されるクーポン券等を必ずご持参ください。

９．注意事項 感染症対策を遵守した上で、当事業にご参加いただくようお願い申し上げます。

10．問い合わせ先 兵庫県社会福祉協議会　福祉事業部

〒651-0062　神戸市中央区坂口通2－1－1　兵庫県福祉センター内

TEL：078－242-4635　　　FAX：078－251-5678

申し込み・問い合わせ先

株式会社日本旅行 神戸支店

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-2 JR西日本神戸支社5階

営業時間 平日9：30～17：30（土日祝祭日・年末年始休み）

電話 ０７８－３７１－２８１０ FAX ０７８－３７１－２８４７



1A 日和山温泉：ホテル金波楼岬の館

1B 城崎温泉：千年の湯古まん

美しく表情を変える日本海と目を奪う海岸美。四季折々に移り変わる雄大な景観をお楽
しみください。施設併設の城崎マリンワールドでは愉快な動物たちのショーなど楽しさい
っぱいです。
※入場半額割引券付き ※ロビーラウンジにてウェルカムドリンクをご用意

夕食：ダイニングor大広間にて会席 ※最終夕食スタートは19:00

朝食：レストランにて和洋バイキング
岬の館和室12畳 2名様利用（定員6名様）
JR城崎温泉駅より車約10分（送迎あり ※TEL予約要）
※お部屋は喫煙となります
（禁煙をご希望の方は申込書にご記入ください。
当日のご案内となり、確約は出来かねます。）

～宿泊対象日～
11月18日㈮・12月7日㈬・12月26日㈪・1月6日㈮・1月26日㈫

お一人様あたり 大人 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金25,000円 参加費7,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い

城崎温泉開湯の宿。情緒深い町並みに映える純日本建築。大浴場は樹齢木で仕上げた
「樹齢の湯」とモダンな大理石造りの「白亜湯」があります。お料理自慢のお宿です。

夕食：お部屋（5名様まで）にて和会席 ※最終夕食スタートは18:30

朝食：お部屋（5名様まで）にて和定食
本館和室10畳 2名様利用（定員5名様）
JR城崎温泉駅より徒歩車約15分（組合バス送迎あり）
※お部屋は喫煙となります
（禁煙をご希望の方は申込書にご記入ください。
当日のご案内となり、確約は出来かねます。）

～宿泊対象日～
・11月12日㈯・12月3日㈯・12月24日㈯・1月14日㈯・1月28日㈯

お一人様あたり 大人 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金25,000円 参加費7,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い

～但馬エリア～



夢前川と播州平野を望む眺望はすばらしく、館内は中庭と吹き抜けロビー、ガラス張りの
天井からの星空の眺めが最高。のどかな田園風景に佇む寛ぎのお宿です。
※夕食時お銚子またはジュース1本または2名様でビール1本付（大人のみ）

夕食：レストランにて和会席
朝食：レストランにて和定食orバイキング
里の館和室10畳 2名様利用（定員5名様）
JR姫路駅より路線バス約35分
夢前スマートICより車約2分
※お部屋は喫煙となります
（禁煙をご希望の方は申込書にご記入ください。
当日のご案内となり、確約は出来かねます。）

～宿泊対象日～
・11月5日㈯・11月19日㈯・12月10日㈯・12月24日㈯・1月21日㈯

お一人様あたり 大人 旅行代金30,000円 参加費12,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金23,000円 参加費5,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い

～播磨エリア～

2A 塩田温泉：夢乃井

2B 赤穂温泉：銀波荘

趣向を凝らした2つの大浴場は、赤穂温泉の効能豊かな泉質と相まってくつろぎもひとし
お。中でも水平線に溶け込むような露天風呂は朝夕に移ろう景色を映し、夜には湯舟に
も星が瞬く、楽園の心地良さです。

夕食：広間にて和会席
朝食：レストランにて和食膳
和室10畳 2名様利用（定員5名様）
JR播州赤穂駅より車約15分（14:45と15:45で送迎車あり ※TEL予約要）
赤穂ICより車約15分
※お部屋は喫煙となります
（禁煙をご希望の方は申込書にご記入ください。
当日のご案内となり、確約は出来かねます。）

～宿泊対象日～
・11月18日㈮・11月28日㈪・12月9日㈮・12月23日㈮・1月18日㈬

お一人様あたり 大人 旅行代金30,000円 参加費12,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金23,000円 参加費5,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い



～丹波エリア～

3A 丹波篠山：篠山城下町ホテル NIPPONIA（ニッポニア）

山々に囲まれ、自然豊かな丹波篠山。その山間に、今なお残る美しい町並み。点在す
る蔵や邸宅をホテルに土地の暮らしや文化、四季の移ろいを感じられる贅沢なひと時を
お過ごしいただけます。※お部屋にテレビはありません

夕食：レストランにてコース料理
朝食：レストランにて洋食
30～45㎡ 2名様利用（定員2名様）
JR篠山口駅より車で約15分 ※駅から無料送迎あり
丹南篠山口I.C.より車で約10分 ※お部屋は禁煙となります

～宿泊対象日～
・11月4日㈮～30日㈬の平日 ※土曜日・日曜日宿泊は不可
・12月1日㈭～23日㈮の平日 ※土曜日・日曜日宿泊は不可
・1月10日㈫～30日㈪
※上記日程の第三希望日までお伺いし、空いている日程でご案内します。

お一人様あたり 大人 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い

3B 丹波篠山：福住宿場町ホテル NIPPONIA（ニッポニア）

緑豊かな丹波の山々や田園風景が広がるかつての宿場町、福住。客室は、建物が最も
輝いていた建築当時の趣を取り戻し、欄間や廊下などの風情はそのままに丁寧にリノ
ベーション。全てのお部屋に檜のお風呂をご用意。※お部屋にテレビはありません

夕食：レストランにてコース料理
朝食：レストランにて洋食
洋室36㎡ 2名様利用（定員2名様）
JR篠山口駅より車で約30分 ※駅から無料送迎あり
丹南篠山口I.C.より車で約30分 ※お部屋は禁煙となります

～宿泊対象日～
・12月5日㈪～23日㈮の平日 ※土曜日・日曜日宿泊は不可
・1月10日㈫～30日㈪
※上記日程の第三希望日までお伺いし、空いている日程でご案内します。

お一人様あたり 大人 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い



～淡路～

4A 洲本温泉：ホテルニューアワジ別亭淡路夢泉景

紀州海峡を一望できるパノラマビューは島内随一の眺望です。スパ施設「スパテラス水
月」や海に溶け込む浴場専用棟「天宮の雫」がお楽しみいただけます。温泉の後は、淡
路島の海の幸を使った懐石料理をどうぞ。

夕食：お部屋にて和会席
朝食：お部屋にて和定食または洋食
松涛閣和室12畳 2名様利用（定員6名様）
洲本バスセンターより車約7分
洲本バスセンターより送迎あり（14:00～18:00 ※TEL予約要）
※お部屋は喫煙となります
（禁煙をご希望の方は申込書にご記入ください。
当日のご案内となり、確約は出来かねます。）

～宿泊対象日～
・11月13日㈰・11月21日㈪・12月2日㈮・12月18日㈰・1月15日㈰

お一人様あたり 大人 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金25,000円 参加費7,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い

4B 淡路夢舞台：グランドニッコー淡路

JR三ノ宮から高速バスで約45分。下車バス停はホテル玄関前で、アクセスが便利。目
の前に広大な公園と海が広がる本格リゾートホテル。全室にバルコニーを備えています
。夕食は地元の食材をふんだんに使用したブッフェをご堪能ください。

夕食：レストランにて洋食ブッフェ（17:30～ 90分制）
朝食：レストランまたは宴会場にてブッフェ
洋室39㎡ 2名様利用（定員3名様）
JR舞子より高速バス約15分
またはJR三ノ宮駅より高速バス約45分
※お部屋は禁煙となります

～宿泊対象日～
・11月12日㈯・11月19日㈯・12月3日㈯・12月17日㈯・1月14日㈯

お一人様あたり 大人 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金35,000円 参加費17,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い



～神戸・阪神～

5A 有馬温泉：有馬御苑

有馬温泉の入口に位置した観光に便利なお宿。リーズナブルに金泉・銀泉と旬の味覚
を満喫いただけます。夕食は季節感を大切に旬の食材を活かし、神戸牛のお料理一品
が付いた季節の会席料理をご堪能ください。

夕食：お部屋または個室食事処にて会席料理
※2～4名は部屋食、5名以上の場合は個室食事処となります

朝食：お部屋または広間にて和定食
和室10～12畳 2名様利用（定員6名様）
有馬温泉駅より徒歩2分
※お部屋は禁煙となります

～宿泊対象日～
・11月11日㈮・12月6日㈫・12月21日㈬・1月16日㈪・1月27日㈮

お一人様あたり 大人 旅行代金28,000円 参加費10,000円
お一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金21,000円 参加費3,000円
お一人様あたり 乳幼児（4歳未満） 現地にてお支払い

5B 神戸：ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

全室テラス付のオーシャンビューで、浴室には大型ジャグジーバスを完備。ヨーロッパ
調のインテリアがゴージャス感を創出しているスモール・ラグジュアリーホテル。

夕食：なし
朝食：ルームサービスにて洋食セットまたは和食セット
洋室58～66㎡ 2名様利用（定員2名様）
JR神戸駅より徒歩約10分
※お部屋は禁煙となります

～宿泊対象日～
・11月8日㈫・11月29日㈫・12月7日㈬・12月22日㈭・1月15日㈰

お一人様あたり 大人 旅行代金28,000円 参加費10,000円
一人様あたり 小人（中学生未満） 旅行代金28,000円 参加費10,000円
※乳幼児（4歳未満）の宿泊はご遠慮ください



〒   　　　      ー               

例

1

2

3

4

◎申込書に記載された個人情報について、参加者との間の連絡に利用させていただくほか、サービス受領のため手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

　　　携帯　　　　　　—　　　　　　　　—

★お申込みのご案内★

・必要事項を全て正確に記入の上お申込みください

・内容に不備がある場合は受付不可となります

・ご希望プランにより料金・1室あたりの最大利用可

能人数が異なりますのでご注意ください。

・ご自宅にFAXがない方は、パソコンやスマホからも

申込可能です。ぜひご利用ください。

URL　https://va.apollon.nta.co.jp/hotelplan/

希望宿泊日（当選の際、ご宿泊可能な希望日）

①202　　年　　　月　　　日（　　）

②202　　年　　　月　　　日（　　）

③202　　年　　　月　　　日（　　）

申込書枚数確認欄 　　　枚目　／　　枚中

―

兵庫県

―
互助会

施設・団体№

書類送付先
（貴施設・団体住所）

　　　　円×大人　　名＝　　　　円

　　　　　円×小人　　名＝　　　　円

料金合計　　　　　円

フリガナ
申込代表者名

（幹事氏名）

兵庫県内五国宿泊旅行　    参加申込用紙
施設・団体名

　　　TEL　　　　　　　—　　　　　　　—

　　　FAX　　　　　　　—　　　　　　　—

当日連絡先（携帯）

◎グループごとで参加者を取りまとめ、下記へFAXにてお申込ください（1グループにつきご家族は会員本人から二親等以内）。必ずフリガナも記入願います。

◎申込多数の場合は、申込グループ単位での抽選となります。同一施設で複数のグループがお申し込みされる場合は申込書を分けて（複写して）ご使用ください。

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

☆各施設で参加者を取りまとめて、下記あてにFAXにてお申し込みください☆

株式会社日本旅行神戸支店　　FAX０７８－３７１－２８４７

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

申込部屋数内訳

　　名（大人　　名・小人　　名・乳幼児　　名）×　　室

　　名（大人　　名・小人　　名・乳幼児　　名）×　　室

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

申込締切

９月３０日（金）17：00必着

★WEBからも申込可能です★

URL:https://va.apollon.nta.co.j

p/hotelplan/

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

□大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

フリガナ

会員氏名(性別)

フリガナ

①家族氏名(性別)

フリガナ

②家族氏名(性別)

フリガナ

　③家族氏名(性別)

ﾋｮｳｺﾞ　ﾐﾗｲ

兵庫　未来(女)

□大人

☑小人(10才)

□乳幼児(　　才)

ﾋｮｳｺﾞ　ｶｽﾞｷ

兵庫　和樹(男)

No
互助会

会員番号

希望

プラン

99999 １A
禁煙希望

ﾋｮｳｺﾞ　ﾀﾛｳ

兵庫　太郎(男)

□大人

□小人(　　才)

☑乳幼児(2才)

ﾋｮｳｺﾞ　ｲﾁﾛｳ

兵庫　一郎(男)

☑大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

ﾋｮｳｺﾞ　ﾕﾐ

兵庫　優美(女)

☑大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)

フリガナ

④家族氏名(性別)

フリガナ

⑤家族氏名(性別)

ﾋｮｳｺﾞ　ﾊﾅｺ

兵庫　花子(女)

☑大人

□小人(　　才)

□乳幼児(　　才)


