
 

                          全管連発２４第 ５９号 

                          平成２４年 ４月１１日 

 

会 員 各 位 

 

                        全国管工事業協同組合連合会 

                        会 長  大 澤 規 郎 

                              （押印省略） 

 

 

       全管連第５２回通常総会・平成２４年度全国大会及び        

       関連行事等への出席並びに宿泊の申込みについて 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、福井県福井市の「フェニックス・プラザ」において開催する本会の第５２

回通常総会・平成２４年度全国大会につきましては、別紙（１）のとおり執り行う

ことになりました。 

 つきましては、開催準備のため、別記申込要領により５月２１日（月）までに必

着するよう別紙（２）の申込書により貴組合からの出席者を取りまとめてご記入の

うえ、会費を添えてお申し込み下さるようお願いいたします。 

 なお、先般実施いたしました予備調査において宿泊をお申込みいただいた組合に

ついては、ご希望どおり確保しております。 

                                   敬具 

 

 

 

                     本件に関するお問合わせ先 

                     事務局・上田、鈴木、樋口 

                     ＴＥＬ ０３－３９４９－７３１２ 

                     ＦＡＸ ０３－３９４９－７３５１ 



（別記）

申　込　要　領

１．日　　　程　　　別紙（１）のとおり

２．申　込　み 別紙（２）による

３．会　　　費 別紙（１）日程表中費用のとおり

４．申込締切日 平成２４年　５月２１日（月）※期日厳守でお願いいたします。

５．申込みの取消しについて

　　お申込み後の会費・宿泊費・記念旅行参加費等の取消しは、下記取消料を申し受

　けますので予めご了承下さい。

　　なお、取消し等は土日を除く前業務日必着で全管連事務局へＦＡＸでご連絡下

　さい。（全管連ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

　１）総会・大会・懇親会　会費

取消日 ～5/28 5/29～

取消料 無料 100%

　２）宿泊費（全ホテル共通）

取消日 ～5/25
 5/26～
　　 6/11

6/12～

取消料 無料 50% 100%

　３）記念旅行参加費（６月１４日～１５日開催）

取消日 ～5/25
 5/26～
　　 6/11

6/12～

取消料 無料 50% 100%

　４）ゴルフ大会参加費（６月１４日開催）

お申込み後の取り消しは出来ません。

６．送金方法

　　銀行の場合は、次の銀行口座にお振込み願います。

　　　　　みずほ銀行　大塚支店　

　　　　　普通預金　　№１０３２０４２

　　　　　全国管工事業協同組合連合会



別紙（１）

(1) 日　　　時

(2) 場　　　所

(3) 行　　　事

月日 行　   事 場　　所 会　　費

平 受 付  1F「ふれあい広場」  ・1人につき

成 　 30,000円 (税込)

24 通 常 総 会  2F「小ホ-ル」(ﾒｲ　

年    ﾝ)及びB1F 「地  ・夫人同伴の場合は2人で

6    下大会議室」 　 45,000円 (税込)

月 全 国 大 会           

13  ・総会、全国大会、懇親会は

日 懇 親 会  1F「大ホ－ル」　 　 セットになっております。

(水) 　 (宿泊費は別途料金)

備　　　考

 左の宿泊料金は朝食、税、

 サービス料込み

 チェックイン午後2時～

 左の宿泊料金は朝食、税、

 サービス料込み

 チェックイン午後2時～

 左の宿泊料金は朝食、税、

 サービス料込み

 チェックイン午後2時～

 左の宿泊料金は朝食、税、

 サービス料込み

 チェックイン午後3時～

　　　TEL 0776-27-8811

 ツイン 　(2名利用)　   6,000円　　　福井市大手 3-12-20

 ユア－ズホテルフクイ  シングル(1名利用)　　8,000円

 エースイン福井  シングル(1名利用)　　6,500円

 ホテルリバージュアケボノ  シングル(1名利用)　　6,500円

※記念ゴルフに参加される方は、朝食準備時間の関係上、ホテルフジタ福井へお申込くださるようお願いいたします。

○バス　約1.5km圏内 約5～10分。懇親会終了後に無料のバスを運行予定。

　　　　 　運行時間は、午後8時00分から午後8時45分を予定。

　　　福井市中央 3-10-12

　　　TEL 0776-26-0011

懇親会 　　　　　　　    　1F「大ホ－ル」

　　　TEL 0776-25-3200

　　　福井市大手 1-4-8  ツイン 　(2名利用)　   7,000円

通常総会・全国大会会場 (フェニックス・プラザ)より各ホテルへのアクセス

　　　福井市中央 3-4-20

　　　　　　　　　  運行時間は、午前12時00分から午後4時30分を予定。

1、第52回 通常総会・全国大会及び懇親会について

平成24年  6月13日 (水)　

 午後 1時00分 ～

宿泊料金  (1名につき)

通常総会・全国大会会場 (フェニックス・プラザ)へのアクセス

 午後 2時00分 ～午後3時30分

フェニックス・プラザ　　福井市田原 1-13-6　TEL 0776-20-5060　　

通常総会・全国大会 　　2F「小ホ－ル(メイン)」並びにB1F「地下大会議室」

全     管      連

総会前日〔6/12(火)〕、及び当日〔6/13(水)〕の宿泊を希望する方は、本会及び開催地組合を通じて宿泊の予約を承り

ますので、併せてお申し込み下さい。

第52回　 (平成24年度) 通常総会・全国大会・懇親会及び記念旅行、宿泊について

2、宿泊について

 シングル(1名利用)　　6,000円

ホ　テ　ル　名

 ホテルフジタ福井

 午後 5時30分 ～午後8時00分

○シャトルバス　駅東口から1.8km 約7分。6月13日は無料のシャトルバスを約15分毎に運行予定。

 午後 4時00分 ～午後5時00分

時　　間

 ツイン 　(2名利用)　   6,000円

　　　TEL 0776-22-1000



期日 宿泊・備考

　賑やかに夕食宴会

6/14 　を開催します。

(木)

6/15 　2日目はホテル又は

(金) 　JR福井駅で解散。

　1、 日　　時

　2、 場　　所

　　　① 受　　付

　　　② スタート

　　　③ 募集人員

　　　④ 参 加 費

　　　      　*昼食時の飲物代、個人での買い物代等は別途個人負担です。

　　　⑤ 競　  技

　　　⑥ 表　　彰

午前 8時30分～

午前 7時30分～

　宿泊ホテル　→　福井県立恐竜博物館　→　永平寺・昼食(豆腐料理)と参拝　→　一乗谷朝倉氏遺跡

　　　8:30　　　　　　　　　10:00～11:30　　　　　　　　　　　12:00～13:30　　　　　　　　　　　14:00～15:40

　→　芦原温泉「まつや千千・せんせん館」

　※後日、成績一覧表と賞品を発送させていただきます。

●大本山永平寺

指定されています。

福井県嶺北地方(県北部)を代表する、有名観光地の歴史と食と文化を訪ねる旅 (１泊2日) 　【最少催行人員35名～最大80名限定】

平成24年 6月14日 (木)  

芦原ゴルフクラブ・海コース　(福井県あわら市浜坂66　TEL0776-79-1111)

や映像などをみることができます。子供から大人まで楽しんで学習できる、また研究者も満足できる学術的に裏

付けされた展示をめざしています。

行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程

　　　恐竜博物館

　※表彰式は、参加者の帰路の時間等を考慮して実施いたしません。

25組100名限定

(2)ゴルフ大会

18ﾎ-ﾙｽﾞ　ｽﾄﾛ-ｸﾌﾟﾚｲ　ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ方式    *表彰式は実施せず、後日成績賞品を送付。

お一人様　18,000円　　内訳　(会費3,000円 ・ ﾌﾟﾚ-代(ｷｬﾃﾞｨ付)13,000円 ・ 昼食代2,000円相当)

　　プンの舞台にもなり、美しい自然に囲まれた北陸を代表する名門コースでプレーをお楽しみください。

優勝、準優勝、3位、4位、5位、以下5を加えて75位までとBB賞

4,500㎡という広大な展示室には、40体もの恐竜骨格をはじめとして千数百もの標本の数々、大型復元ジオラマ

今から約750年前の寛元2年(1244年)道元禅師によって開創された「日本曹洞宗」の第一道場です。境内は約10

足を踏み入れるとモダンな雰囲気ながら和風空間が広がっています。源泉大浴場大露天風呂はお湯がたっぷり

◆まつや千千 住所　福井県あわら市舟津 31-24　　℡　0776-77-2560

3、記念イベントについて

(1)　記念旅行

と満ちあふれて思わず笑みがこぼれるお風呂という意味で「千のこぼれ湯」と名づけられています。

●一乗谷朝倉氏遺跡 一乗谷は、福井市街の東南10ｋｍの位置にあり、戦国時代朝倉氏の城下町の跡がそっくり埋もれていました。遺

跡の発掘調査は、昭和42年から進められ、昭和46年には一乗谷城を含む278ｈａが国の特別史跡に指定されま

ﾄﾞｰﾑの内部にある展示室は、「恐竜の世界」「地球の科学」「生命の歴史」の3つのゾーンから構成されています。

　　打ち寄せる日本海の波、静かに光る北潟湖、遠望する白山連峰。越前海岸国定公園内に位置する、日本女子オー

万坪(33万平米)、樹齢700年といわれる老杉に囲まれた静寂なたたずまいの霊域に、七堂伽藍を中心に70余棟

の殿堂楼閣が立ち並んでいます。

「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」に11年連続で入選。外観は壮大な印象の鉄筋建てですが、一歩館内に

　※お申込に際しては、帰路の飛行機・電車の時間、年齢、HD（ない方は、おおよそ）をご記入ください。

した。また、平成3年には諏訪館跡庭園、湯殿跡庭園、館跡庭園、南陽寺跡庭園を含む4,205㎡が特別名勝に

　　４名１室：40,000円　　　　３名１室：44,200円　　　　２名１室：49,000円　　　　１名１室：53,600円

　〔旅行代金（１名につき。いずれも１泊２食付きで税・サ込）〕

　　　　　　　　16:30

　芦原温泉　→　奇勝・東尋坊　→ 北潟菖蒲園　→ 丸　岡　城　　→　　昼　　食　　→　　JR福井駅

　　　8:30　　　　 　8:50～9:20　　　 9:40～10:10　　10:40～11:20　　　12:00～12:50　 　　　13:00

●福井県立 福井県立恐竜博物館は、恐竜に関する資料を展示した、恐竜に関する国内最大級の博物館です。銀色に光る



期日 宿泊・備考

　賑やかに夕食宴会

6/14 　を開催します。

(木)

6/15 　2日目はホテル又は

(金) 　JR福井駅で解散。

　　　　　　　　４名１室：27,000円　　　　３名１室：31,200円　　　　２名１室：36,000円　　　　１名１室：40,600円

　　                                　　　　　　　　　　　　　                　　  16:30

①貸切バスのコース並びに記念旅行に合流される場合のコース　（バス運行最小催行人員25名）

　　　宿泊ホテル　 → 　芦原ゴルフクラブ・海コース　  → 　JR芦原温泉駅　 →　小松空港

　芦原温泉　→　奇勝・東尋坊　→ 北潟菖蒲園　→ 丸　岡　城　　→　　昼　　食　　→　　JR福井駅

　　　8:30　　　　 　8:50～9:20　　　 9:40～10:10　　10:40～11:20　　　12:00～12:50　 　　　13:00

　　・芦原温泉宿泊及び翌日観光料　（１名につき。いずれも１泊２食付きで税・サ込）

    ※ご利用される内容により、上記金額がゴルフ参加費にそれぞれ加算されます。

　　　配をお願いいたします。

②貸切バス利用、記念旅行組に合流して芦原温泉「まつや千千」に宿泊し、翌日の観光に参加される場合の追加料金

　　・バス利用料　　　3,000円　（下車場所を問わず。税込）

　　　　　チャーターします。

　3、 現地までの往復貸し切りバスのご利用及び記念旅行への合流について

　　　　　今回ゴルフ大会の開催において、ホテルフジタ福井→芦原ゴルフクラブ→JR芦原温泉駅・小松空港までのバスを

　※当日お帰りの時間帯は交通事情等により駅・空港への到着が多少遅れることが予想されますので、余裕をもった手

　　　　　7:00発　　　　　　　　8:30～16:00　　　　　　　　　　　　　　16:30　　　　　　 　　17:10

　　　【以下ｵﾌﾟｼｮﾝ】  　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　→　 芦原温泉 「まつや千千・せんせん館」

行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程

　　　　　また、ゴルフ終了後記念旅行組と合流して芦原温泉「まつや千千」に宿泊するコースを設定いたします。

　　　　　つきましては、お申しみ込の際に利用する項目にそれぞれ○印をご記入ください。なお、バスをご利用の上、当日小

　　　　　松空港、又はJR芦原温泉駅からお帰りになる方は、希望下車場所を合わせてご記入ください。


