
第１３回道内美術館研修

空知・十勝の美術めぐり３日間

■受付時間　9:00～17:15

■受付担当　山本・雨宮

＊交通機関の都合や各地の天候・道路状況等により発着時間が変更となる場合があります。

　＝＝：貸切バス（札幌観光バス株式会社）、・・・・：徒歩

旅行期間

募集人数

宿泊ホテル名

お申込期間

旅行代金

お申込方法

２０２２年９月３０日（金）～１０月２日（日）

22名様 （旅行催行最少人員15名様）

お一人様　【添乗員同行】

<会員価格>75,000円/<一般価格>85,000円

◆お部屋：１泊目、２泊目共に（洋室）２名１室利用

◆お一人部屋追加代金：11,000円（2泊分）

◆

＊1 泊目は、ツインのシングル利用、2 泊目はシングルルームとなります。

JR 札幌駅北口 (9:45 頃 )＝＝美唄市【安田侃彫刻美術館】

＝＝砂川 < 昼食 >＝＝上富良野町【後藤純男美術館】＝＝

＝＝(17:00 頃 ) ホテル

ホテル (8:00 頃 )＝＝鹿追町【神田日勝記念美術館】＝＝

＝帯広市～北海道ホテル（昼食）＝＝【道立帯広美術館】＝

＝＝中札内村【六花の森：坂本直行記念館】＝＝

＝＝(16:40 頃 ) ホテル

ホテル (8:20 頃 )＝＝帯広市【真鍋庭園】＝＝

＝中札内村【六花亭アートヴィレッジ中札内美術村】・・

・・・・レストラン「ポロシリ」（昼食）＝＝

＝＝(17:00 頃 )JR 札幌駅北口
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〇〇

〇〇〇

〇
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食　事

朝 昼 夕

＜行程＞

月 / 日

（曜）
行　　　　　　程

9/30

（金）

10/1

（土）

10/2

（日）

①

②

③

電話又はFaxにてお申込みください。

電話：011-281-0037
Fax：011-281-4797

新富良野
　　　プリンスホテル

ホテル日航
　　ノースランド帯広

【研修企画】
一般社団法人

北海道美術館協力会（アルテピア） 【後　援】 　北海道立近代美術館

◆総合旅行業務取扱管理者：山本修身　　◆営業時間：月曜日～金曜日9:00～17:15　　◆休 業 日：土・日曜日及び祝祭日 

〒060‐0001札幌市中央区北1条西6丁目2番地　損保ジャパン札幌ビル５階

【旅行企画・実施】 株式会社北海道教育互助センター

代表電話　011-281-0037 ／ FAX　011-281-4797

観光庁長官登録旅行業第1489号

■六花の森 【河西郡中札内村】　＊イメージ

日 

次

◎9/30 （金）

◎10/1 （土）

＊写真はすべてイメージです。

今回の旅行は、空知・十勝の美術館をめぐる美術研修を企画しました。

土日しか開館していない「六花亭アートビレッジ中札内美術村」な

どの美術館の他、「真鍋庭園」・「六花の森」個性ある庭園見学や富良

野天然温泉（一日目宿泊地）を堪能いただける内容となっています。

皆様のご参加心よりお待ちしております。

８月２２日（月）～８月２６日（金）

会員価格はアルテピア会員に適用となります。

◆天然温泉で心身の疲れを
　　　優しく癒してくれます。

■受付時間外でのご予約はお受けできませ

   んのでご了承ください。

■Faxでのお申込みは、裏面の「ご参加申込

   書」にご記入のうえ、ご返信ください。

■定員になり次第、受付終了といたします。

■ご予約は会員の皆様を優先といたします。

♨のある施設です。

◎新型コロナウイルス感染防止対策のため、 貸切バスの乗車人数を乗車
　定員 （45 ～ 49 席） の約半分にて運行いたします。 （1 人 2 席利用予定）



お客様はいつでも次に定める取消料 ( お一人様につき ) をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。 この場合、すでに収受している旅行代金 （あるいは申込金）
から所定の取消料 （取消料率） を差引き払戻いたします｡但し、 契約解除のお申し出受付は、 当社の営業日 ・ 営業時間内とします。

◆個人情報の取扱について
2005年4月１日より「個人情報保護法」が施行されております。当社は旅行申込みの際に提出された申込書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、お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関、保険会社、土産品店などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスを受けるための手続きに必要な範囲内で利

用させていただきます。詳細につきましては別紙「国内募集型企画旅行条件書」にてご確認ください。

※この旅行の旅行条件・旅行代金は2022年6月30日現在を基準としております。

株式会社北海道教育互助センター行き　Fax 番号011-281-4797　□印にはチェックをご記入ください。

●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●【ＦＡＸ専用ご参加申込書】●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●

取消お申し出日及び取消料 （取消料率）※①～③は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

※弊社営業日 ・ 営業時間 ( 平日 9:00 ～ 17:15、 土 ・ 日曜日 ・ 祝祭日休業 )

会員ですか ：□はい （会員番号　　　　　　　　　　 　　　） ・□いいえ　　/　お一人部屋 ：□希望する ・□相部屋を希望する （　　　　　　　　　　　　）

電話番号 （　　　　　　　）　　　　　　     －

【備考欄】 ：□喫煙 ・□禁煙

フリガナ

お名前

（　男　 ・ 　女　）

（年齢　　　　歳）

ご住所

〒　　　　　ー

会員ですか ：□はい （会員番号　　　　　　　　　　 　　　） ・□いいえ　　/　お一人部屋 ：□希望する ・□相部屋を希望する （　　　　　　　　　　　　）

電話番号 （　　　　　　　）　　　　　　     －

【備考欄】 ：□喫煙 ・□禁煙

フリガナ

お名前

（　男　 ・ 　女　）

（年齢　　　　歳）

ご住所

〒　　　　　ー

①21日目にあたる日以前の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 無　料

②20日目にあたる日以降８日目まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20％

③７日目にあたる日以降１日目まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の30％ ⑥旅行開始後または無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑤旅行開始日の当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④旅行開始日の前日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

旅行代金の100％

旅行代金の50％

旅行代金の40％

◆募集型企画旅行契約

◆旅行契約の申込み ・ 旅行契約成立

◆取消料

この旅行は、 株式会社北海道教育互助センター （以下 「当社」 という） が旅行を企画して実施するものであり、 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。
また、 契約の内容 ・ 条件は本パンフレット、 旅行条件書、 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。

(1) 当社所定の 「旅行参加申込書」 に必要事項をご記入のうえお申込みください。
(2) 旅行代金 （申込金） は、 「旅行参加申込書」 の返送と同時に同封の振込用紙をご利用のうえお振込みください。
(3) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、 旅行参加申込書及び旅行代金 （申込金） の受領をもって成立となります。

ご旅行条件（要約）※詳細は「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込みください。

気軽に美術を楽しみ豊かな人生を送りませんか！
ひとりでも多くの方々に会員になっていただき、素晴らしい芸
術作品を鑑賞しながら、美術文化の普及振興活動にご理解ご協
力をお願いいたします。

◇◇◇◇◇◇アルテピア会員募集◇◇◇◇◇◇

詳細は下記までお問合せください。
〒060-0003 札幌市中央区北3条西18丁目2-7

新田ビル2階

アルテピア
一般社団法人 北海道美術館協力会

TEL 011-644-4025

【主な見学施設等のご案内】

昭和 56 年 3 月まで、炭鉱町の小学校として使われていた木造校舎２階を再生し、

旧校舎の面影を残しながら、 白大理石やブロンズの安田侃彫刻を置いたギャラリ

ー （木造校舎） は、 懐かしくも新しい空間として、 幅広い年代の方に親しまれて

います。 アートスペース （旧体育館） は、 トラス組みが特徴的な当時のままの天

井など、 建築物としてのおもしろさも感じられます。

安田侃彫刻美術館 ( 美唄市 )

北海道の厳しい自然に惹かれた日本画家 ・ 後藤純男は、 道内取材の拠点として同

所にアトリエを構え、 これをきっかけに、 平成 9 年美術館が開館。 さらに平成

14 年には新館が完成し、 展示室が大幅に拡充された。 新館と旧館を合わせ約

600 平方メートルある展示スペースでは、 展覧会に出品される後藤純男主要作

品の多くを見ることができる。

< 企画展 > 加藤かおり展　紙―折る・ひらく　9/23 （金） ～ 12/11 （日） 予定。

　紙を素材とした造形作品やインスタレーションなどを手がける十勝の若手造形作

家加藤かおり展。 本展では加藤の造形作品を神田日勝の絵画が展示されている空

間の中でご覧いただきます。

< 常設展 >9/17 （土） ～ 12/4 （日）　所蔵品の中から 「空」 が印象的な作品を

展示 < 特別展 >9/17 （土） ～ 12/4 （日）　帯広市開拓１４０年 ・ 市政施行９０

年記念事業～銀の匙 Silver Spoon 展 （十勝ゆかりの漫画家荒川弘作品）

後藤純男美術館 ( 上富良野町 )

神田日勝記念美術館 ( 鹿追町 )

およそ 145,000 平方メートルの広大な柏の森に囲まれた緑豊かな空間に、 美術館やレス

トランが立ち並ぶアートの森 「中札内美術村」。 歴史を感じさせる古建築の美術館や点在す

る彫刻群が自然の中に溶け込みゆったりと芸術を鑑賞する時間を提供してくれます。

日本初のコニファー （エゾマツ ・ トドマツなどの針葉樹） ガーデンとしても知られ

る庭は 25,000 坪に及び、 3 つのテーマガーデンで構成されている回遊式ガー

デン。 日本庭園 ・ 西洋風庭園散策コース約 1,200ｍで歩行時間約 30 分

【坂本直行記念館】 十勝六花をはじめ北海道の山野草、 山々の作品を展示。

【直 行 山 岳 館 】 山岳画家と呼ばれた直行の油彩、 水彩画を展示。

【直行デッサン館】 開拓生活、 山登り。 いつもかたわらにあったスケッチブックをそのまま

展示しています。

北海道立帯広美術館 ( 帯広市 )

六花の森 ( 中札内村 )

真鍋庭園 ( 帯広市 )

六花亭アートビレッジ中札内美術村 ( 中札内村 )

美術館内にあるとても人気のあるレストランです。 季節の地元農産物で作る、 素朴な田舎の

家庭料理をお楽しみください。

【レストランポロシリ】

北海道ホテルのランチ ( 帯広市 )

ホテル内レストランにて、フランス料理シェフ（エスコフィエ協会正会員）

からの贈り物で 『Fish ＆ Meat ランチ』 （洋食） をお楽しみください。


