
「2021 全国さくらシンポジウムｉｎ北上」への 

お申込みについて 
 

「２０２１全国さくらシンポジウムｉｎ北上」の大会運営をより円滑に進めるため、「２０２１全国さくらシンポジウムｉｎ北上実

行委員会」では、ＪＴＢ総合提携店 ジャパン・ツーリスト・サービス株式会社 本社営業所に本シンポジウム申込に関する受

付業務を委託しており、旅行企画から実施まで、受託販売を依頼しています。 

 シンポジウム・交流会、現地見学会、宿泊及び現地見学会終了後のオプショナルツアーのお申込みについては、以下のと

おりご案内申し上げます。 

 

申 込 要 項 

 

1 シンポジウム 《参加者全員必須》 交流会・現地見学会                              

【シンポジウム会場】4 月 22 日(木) 北上市文化交流センターさくら大ホール 《参加費無料》 

北上市さくら通り二丁目 1 番 1 号 

(北上駅東口より会場までシャトルバスを運行いたします。) 

 

 

 

 

問合せ・申込先 

(受託販売) 

JTB 総合提携店 ジャパン・ツーリスト・サービス株式会社 本社営業所 

TEL：０１９７-６４-７０１１ FAX：０１９７-６４-７０５１ 

〒０２４-００６１ 岩手県北上市大通り三丁目 1 番 1 号 

E-mail：host@jts-dream.jp 

受付時間：平日９：00～1８：00(土曜・日曜・祝日は休業) 

総合旅行業務取扱管理者：曽根健之 

(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説明にご不明な点があればご遠慮なく上記管理者にお尋ね下さい) 

 

シンポジウム 

交流会 

現地見学会 

大会パンフレットをご覧のうえ、 

申込書の参加される項目に○印をご記入ください。 

 シンポジウム‥……………………‥参加費無料 

 交流会‥………………‥・お一人様 ６,０００円 

 現地見学会‥…………‥…･お一人様 ５００円 

 

申込方法 

別紙「申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX または郵送にてお申し込みください。 

個人情報保護の観点から、FAX 送信の場合は、番号の押し間違いにご注意いただき、 

送信後は必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

申込締切 令和 3 年 3 月 10 日(水) ※お早めにお申し込みください。 

支払方法 
令和 3 年 3 月 2２日頃に請求書と予約確認書を送付致しますので、 

令和 3 年 4 月５日(月)までにお振込みください。 

予約確認願書送付 お申し込みいただいた皆様に予約確認書をお送り致します。 

昼食について 
令和 3 年 4 月 22 日(木)・23 日(金)両日共ご用意しておりませんので、 

各自でお願い致します。 

※本大会のスケジュール・内容は都合により変更又は中止になる場合があります。 予めご了承下さい。 



2 宿泊プラン(4 月 22 日宿泊)                        ＜当社との募集型企画旅行契約＞ 

 シンポジウム当日の宿泊先を確保しておりますので、ご利用ください。お申込みは、大会申込書面にて同時に承ります。

また、シンポジウム前後の宿泊について、ご希望がございましたら別途ご相談ください。 

 旅行期間 4 月 22 日（木）から 23 日（金） 1 泊２日 

 宿泊プランの行程 （無料シャトルバス運行予定：北上駅東口＝シンポジウム会場＝交流会＝指定各ホテル）※添乗員は同行いたしません。 

日次 行程(往復の交通費は含まれていません。) 食事条件 

４月２２日(木) 自宅または各地→(交通はお客様負担)→岩手県・北上市 朝食× 昼食× 夕食× 

４月２３日(金) 岩手県・北上市→(交通はお客様負担)→自宅または各地 朝食○ 昼食× 夕食× 

 宿泊ホテル(１泊朝食付)                         お一人様旅行代金(おとな・こども同額)最小催行員：１名様 

  １名１室 ２名１室 

1 ホテルシティプラザ北上 

北上市川岸 1 丁目 14‐1 
8,000 円 ７,000 円 

2 ホテルルートイン北上駅前 

北上市青柳町１丁目 2-12 
8,５00 円 

 

3 草のホテル 

北上市大通り 2-9-8 
７,０00 円 

 

4 グリーンホテル北上 

北上市大通り 1-11-3 
６，５００円 

 

 部屋タイプ 

1 ホテルシティプラザ北上 １名１室：洋室シングル(トイレ・バス付) または ２名１室：洋室ツイン(トイレ・バス付) 

2 ホテルルートイン北上駅前 １名１室：洋室シングル(トイレ・バス付) 

3 草のホテル １名１室：洋室シングル(トイレ・バス付) 

4 グリーンホテル北上 １名１室：洋室シングル(トイレ・バス付) 

【注意事項】  ※お申込みは、先着順にてご用意致します。満室の場合は、お断りする場合もございます。 

※喫煙・禁煙のご希望はお伺いしますが、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。 

※宿泊先の駐車場には限りがあります。交流会会場や各ホテルまではシャトルバスをご利用ください。 

 旅行代金に含まれるもの/含まれないもの、取消料等は、申込書裏面「旅行条件(要約)」の該当事項をご確認ください。 

 

3 交流会のご案内                                         ＜業務委託契約＞ 

 ご希望の方は、申込書の「交流会」欄に○印をご記入ください。 

 【交流会会場】４月２２日(木)18：00～           ホテルシティプラザ北上 

 【交 流 会 費】6,000 円                      岩手県北上市川岸 1 丁目 14‐1 

(シンポジウム終了後、交流会会場までシャトルバスを運行いたします。) 

 取消料金について 

 ２０２１年４月１３日～４月１５日 ４月１６日～４月２１日 ４月２２日 当日及び無連絡 

交流会費 20％ ５０％ ７０％ 100％ 

※宿泊費・現地見学会費は募集型企画旅行契約となります。交流会費は業務委託契約となり、２０２１全国さくらシンポジウムｉｎ北上実行委員会が 

ＪＴＢ総合提携店 ジャパン・ツーリスト・サービス株式会社 本社営業所に業務を委託し、受付・集金業務を行います。 

※取消料金は宿泊プランおよび現地見学会の旅行代金とは異なりますので予めご了承ください。 



4 現地見学会のご案内                             ＜当社との募集型企画旅行契約＞ 

  大会後、以下の現地見学会を設定しております。お気軽にお申し込みください。 

  【現地見学会】 出発日４月２３日(金) 日帰り 

  【旅 行 代 金】 お一人様５００円（おとな・こども同額) 

  【募 集 定 員】 各コース５０名(最小催行人数２０名) 

 

観光施設：◎入場観光、○下車観光、△車窓観光 

《1 コース》 

桜の名所及び隠れ名所と鬼の館散策ツアー             

 

     《２コース》 

桜の名所と歴史的名所地を巡るツアー 

08:00 頃 各ホテル発 

‖ 

(北上川渡し舟 乗船) 

～～ 

08:30   ○展勝地 

(桜並木及びサトウハチロー記念館各自散策) 

‖ 

09:35   ◎利根山光人記念美術館 

‖ 

09:45   △親水公園・お滝さん 

‖ 

10:45   ◎鬼の館 

‖ 

11:00   △和賀川沿い桜並木 

‖ 

11：45    北上駅東口 

‖ 

12：00     展勝地 

（13：00 展勝地より北上駅東口行き無料シャトル 

バスの運行を予定しております） 

08：00 頃 各ホテル発 

‖ 

(北上川渡し舟 乗船) 

～～ 

08:30   ○展勝地 

(桜並木及びサトウハチロー記念館各自散策) 

‖ 

09:35   ◎みちのく民俗村・博物館 

‖ 

10：35   ○樺山遺跡 

‖ 

11：20   ○極楽寺・国見山廃寺 

‖ 

12:00     展勝地 

‖ 

12：15    北上駅東口 

 

 

（13：00 展勝地より北上駅東口行き無料シャトル 

バスの運行を予定しております） 

  〈食事条件〉各コース各自でお願い致します。  〈各コース全行程添乗員 1 名同行〉 

〈利用交通〉 ＝貸切バス  ～～渡し舟  

 

【注意事項】※お申し込みの方は、所定の申込書の欄に○印をご記入ください。 

※各コースとも、募集定員５０名様(最少催行人数２０名様) 

※各コースは天候や道路交通状況により行程及び記載する時間に変更が生じる場合があります。 

予めご了承ください。 

※最小催行人数に達しない場合は、催行を中止させていただく場合があります。 

※各コース参加者が２５名以上の場合は、バスが２台での移動となり、 

添乗員は１号車のみに乗車いたします。 

 旅行代金に含まれるもの/含まれないもの、取消料等は、申込書裏面「旅行条件(要約)」の該当事項をご確認ください。 



5 オプショナルツアーのご案内                        ＜当社との募集型企画旅行契約＞ 

大会後、以下のオプショナルツアーを企画しております。お気軽にお申し込みください。 

【ご旅行日程】 2021 年４月２３日(金)～４月２４日（土） １泊２日 

《Ａコース》岩手内陸名所地巡り 《Ｂコース》岩手三陸巡り 

13：00        14:00  (見学：60 分)  15:00 

北上＝＝＝高村光太郎記念館＝＝ 

15:20   (見学：30 分)   15:50   16：00          16：30 

＝山の駅 昭和の学校＝＝＝大沢温泉＝＝花巻温泉 

-宿泊先- 

大沢温泉 

 

a 山水閣 

宮沢賢治ゆかりの温泉 

花巻温泉 

b 佳松園 
洗練された優雅な宿 

c ホテル千秋閣 
温泉リゾートホテル 

 

13：00       13：30 (見学：60 分) 14：30 

北上＝＝＝えさし藤原の郷＝＝ 

16：45 

＝種山高原＝＝＝大船渡温泉 

-宿泊先- 

大船渡温泉 

 

大船渡温泉 

海の幸と温泉、そして絶景の宿 

 

08:00             08：30 

大沢温泉＝＝＝花巻温泉＝ 

09：00 (見学：60 分) 10：00 

＝＝宮沢賢治記念館＝＝＝(花巻空港 IC)＝＝ 

  16:30               10：45    (見学：60 分)    12：00 

＝=（平泉前沢 IC）＝＝＝世界遺産 関山 中尊寺＝ 

   12：20                      13：20 

＝＝蔵元レストランせきのいち＝＝ 

    (昼食・名物果報もち膳) 

13：30 

＝=一ノ関駅＝＝＝(一関 IC)＝＝＝(花巻空港 IC) ＝  

   14：45 

＝＝花巻空港 

08:30                08：50   09：20 

大船渡温泉＝＝＝碁石海岸＝＝ 

 09：50      (見学：60 分)      10：50 

＝=東日本大震災津波伝承館＝= 

いわて TSUNAMI メモリアル 

11：20 (見学：30 分) 11：50     12:00   12:45 

＝＝＝かもめテラス＝＝＝大船渡市内＝＝ 

三陸菓匠さいとう総本店     （昼食） 

13：10   (三陸鉄道) 14:01       14：20 (見学：3０分) 15:00 

＝盛駅―――――釜石駅＝＝＝釜石大観音 

                       16：30 

＝＝＝(花巻空港 IC)＝＝＝花巻空港＝＝ 

 17：00 

＝新花巻駅 

 

【ご旅行代金】 ２５名様参加の場合 お一人様代金 

 ２名１室 ３名１室 ４名１室  １名１室 ２名１室 ３名１室 

a 大沢温泉 山水閣 \36,400 \35,700 \34,700 大船渡温泉 \29,700 \30,800 \30,200 

b 花巻温泉 佳松園 \52,900 \49,600 \46,300 

c   ホテル千秋閣 \35,300 \34,200 \33,100 

〈食事条件〉全行程：１日目夕食、２日目朝昼食付 〈各コース全行程添乗員 1 名同行〉 〈利用交通〉貸切バス 

【注意事項】※お申し込みの方は、所定の申込書の欄に○印をご記入ください。 

※各コースとも、２名様からのご利用となります。募集定員４０名様(最少催行人数２５名様) 

※天候や道路交通状況により行程及び記載する時間に変更が生じる場合があります。ご了承ください。 

※最小催行人数に達しない場合は、催行を中止させていただく場合があります。 

 旅行代金に含まれるもの/含まれないもの、取消料等は、申込書裏面「旅行条件(要約)」の該当事項をご確認ください。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


