
ギリシャ小泉八雲没後 110年記念事業 

オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン 

「西洋から東洋へ」 

The Open Mind of Lafacdio Hearn 
“His Spirit from the West to the East” 
International Symposium in Greece to Commemorate The 110
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イオニアン・ブルー・ホテル、レフカダ・カルチャー・センターほか （ギリシャ・レフカダ市） 

主催：ギリシャ小泉八雲没後 110年記念事業実行委員会 

共催：レフカダ・カルチャー・センター  

後援：駐日ギリシャ大使館、在ギリシャ日本国大使館、ギリシャ・アメリカン・カレッジ 

実施概要 

 ラフカディオ・ハーン（小泉八雲／1850-1904）は、ギリシャに生まれアイルランドで育ち、移民としてアメリカ

に渡り、最後に日本を安住の地としました。幼いころ両親と生き別れたハーンは、54 年の生涯を通じて常に旅人で

あり、その土地で出会った異文化や人種などに偏見をもたず、開かれた心で対象を見つめ、共感的理解をしました。

この企画はラフカディオ・ハーンが持つ「オープン・マインド（開かれた精神）」を、彼の著書や手紙・講義録など

を通して、多角的な視野で分析・解釈を試みるシンポジウムで、ハーンの生誕地レフカダで開催するものです。 

 ラフカディオ・ハーンは、アイルランド人の父チャールズ・ハーンとギリシャ人の母ローザ・カシマチの間に、1850

年ギリシャのイオニア海に浮かぶレフカダ島で生まれました。4 歳の時に母と生き別れて以来、2 度と会うことはあ

りませんでしたが、母への強い愛惜の念とともにギリシャ人としてのアイデンティティを誇り高く持ち続けました。

元来多神教文化で輪廻の思想をもつギリシャに生を享けたことは、潜在的に彼のオープン・マインド形成に大きくか

かわったと想像できます。日本の伝統文化と類似性をもつ古代ギリシャの文化的特質が、ハーンの日本文化の理解へ

とつながり、彼の中で、理想郷としてのギリシャと日本（西洋と東洋）が共通性を持って描かれることになります。

「ギリシャと日本両国の生活と思想に関する比較研究がなされるならば、その結果は、さぞかし驚くべきものであり、

かつ魅力的なものになるであろうことを、わたしは確信する」（「虫とギリシャの詩」）とハーン自身も述べていま

す。また、「夏の日の夢」という晩年の作品の中で、抽象的に母ローザとレフカダで過ごした日々を彷彿とさせる文

章を書いており、また弟ジェームズに宛てた手紙の中では母への愛情を吐露しています。 

 会場となるレフカダ市は、このシンポジウムに合わせて文化センター内に「ラフカディオ・ハーン・ヒストリカル・

センター」をオープンすることを決定し、同市にとっても生誕地としてハーンの顕彰、市民への啓蒙をする絶好の機

会になると思われます。 

シンポジウムのテーマである“The Open Mind of Lafcadio Hearn”は、「ハーンの開かれた精神」という意味で、ハ

ーンの人生や価値観をひとことで表現している言葉です。The Open Mind of Lafcadio Hearn は、2009 年にアテネのギ

リシャ・アメリカン・カレッジにおいて、世界で初のアートでハーンの精神を表現する美術展が開催され、オープニ

ングには 500 人以上の人が訪れるなど大きな話題となりました。これをきっかけに、ギリシャでは少しずつハーンブ

ームが生まれ、関心は高まりつつあります。翌年 2010 年には、同タイトルの美術展を松江市の松江城天守閣で開催

し（松江市主催）、45,000 人が訪れ感動と話題をよびました。この美術展は、2011 年にニューヨークで、2012 年に

はニューオリンズで開催され、“The Open Mind of Lafcadio Hearn”への人々の共感と関心は、ますます広がりを見せ

ています。 

上記の理由から、ハーンの没後 110 年にあたる 2014 年に、ギリシャのレフカダにおいてハーンのオープン・マイ

ンドの解釈を試みる国際シンポジウムを開催することは、大きな意義があると考えます。2009 年のギリシャ・アメ

リカン・カレッジでの美術展開催からちょうど 5 年目に「ハーンの開かれた精神性」を語るシンポジウムを、一連の

文化事業の出発点でありまたハーンの人生の始まりでもあるギリシャで開催し、ラフカディオ・ハーンへの関心と理

解を一層高めていきたいと思います。ハーンは晩年、「古代ギリシャ人たちは子供のように幸福で、またそのように

心優しい人たちですが、同時にとても偉大な哲学者でもあり、今の時代でもわれわれは彼らに教えを乞うのです。今

日、世界が必要を感じているのは、この古代ギリシャの幸福とやさしさの精神の回復なのです」（「虫とギリシャの

詩」）と、古代ギリシャから学ぶ必要性を説きました。そんなハーンの思いを鑑みて、この文化事業はギリシャと日

本の友好の絆を深め、シンポジウムを通して現代の私たちにとって必要な思考や生き方を探ることを目的とします。 



 

 

実施内容/IMPREMENTATION ＊スケジュールは別紙参照 

 

＊ 国際シンポジウム SYMPOSIUM ＊別紙参照 

「The Open Mind of Lafcadio Hearn –His Spirit from the West to the East-」 

基調講演（小泉凡/小泉八雲曾孫・島根県立大学短期大学部教授） 

コーディネーター（長岡真吾/島根大学教授） 総合司会（アラン・ローゼン/元熊本大学教授） 

パネル・ディスカッション 

会場：イオニアン・ブルー・ホテル 参加自由（無料） 

 

＊ 関連イベント RELATED EVENT（別紙スケジュール参照） 

1) パフォーマンス PERFORMANCE 

朗読パフォーマンス「佐野史郎&山本恭司の朗読の夕べ」  

清和文楽「雪おんな」 

会場：レフカダ・カルチャー・センター野外シアター 

2) ラフカディオ・ハーン・メモリアル・ミュージアムのオープニング式典 

ゆかりの地よりレプリカの贈呈式（熊本市、松江市、焼津市、新宿区、富山大学ヘルン文庫） 

松江ゆかりの地の写真の贈呈と展示（高嶋敏展写真展） 

歓迎レセプション RECEPTION  

会場：レフカダ・カルチャー・センター 

3) エクスカーション EXCURSION 

ハーンゆかりの地を巡るツアー（レフカダ、コルフ） 

4) 日本および文化紹介展示と茶会・折り紙などのワークショップ 

会場：レフカダ・カルチャー・センター 

5) ギリシャ・アメリカン・カレッジによるウェルカムイベント（アメリカン・カレッジ主催） 

歌とピアノのコンサート、美術展、レセプションなど 

会場：ギリシャ・アメリカン・カレッジ（アテネ市） 

6) 「稲むらの火」の DVD、英語ギリシャ語字幕で作成・レフカダの全学校に寄贈（みちのく八雲会／NPO

げんき宮城研究所主催）＊レフカダで市長への贈呈式 



【スケジュール】Lefkada – Corfu 

 

7 月 3 日（木） 

ギリシャ・アメリカン・カレッジ 

歓迎イベント 

19:00 

 

 

 

会場 

歓迎スピーチ 

歌とピアノのコンサート 

美術展”The Open Mind of Lafcadio Hearn” 

レセプション 

ギリシャ・アメリカン・カレッジ(アテネ市) 

7 月 4 日(金) 

オープニング・セレモニー 

歓迎レセプション 

19:30 

 

 

会場 

ラフカディオ・ハーン・ヒストリカル・センター オープニ

ング記念式典、日本から展示品贈答式 

歓迎レセプション 

レフカダ・カルチャー・センター（レフカダ） 

7 月 5 日(土) 

シンポジウム（Session1） 

 

 

パフォーマンス 

10:00 

10:30 

13:50 

会場 

21:30 

 

会場 

開会式 

基調講演 

パネル・ディスカッション「オープン・マインド再発見」 

イオニアン・ブルー・ホテル 

「小泉八雲・朗読の夕べ in Lefkada」 

佐野史郎・山本恭司 

レフカダ・カルチャー・センター・野外ステージ（レフカダ） 

7 月 6 日(日) 

シンポジウム（Session2） 

 

 

パフォーマンス 

10:00 

 

13:00 

会場 

21:30 

会場 

パネル・ディスカッション「オープン・マインドの展開」 

コンクルージョン 

閉会式 

イオニアン・ブルー・ホテル 

清和文楽「雪おんな」 

レフカダ・カルチャー・センター・野外ステージ（レフカダ） 

7 月 7 日(月) 

コルフ島観光 

清和文楽ワークショップ 

 

14:00 

 

20:00 

 

 

会場 

母ローザの病院訪問 

 

清和文楽ワークショップ 

レセプション＆ 

日本茶のレクチャーと試飲 

コルフ・アジアミュージアム（コルフ） 

7 月 8 日(火) 

コルフ・アジアミュージアム見学 

 

朗読の夕べ公演 

10:00 

 

会場 

20:00 

 

 

会場 

美術館見学ツアー 

 

コルフ・アジアミュージアム 

「小泉八雲・朗読の夕べコルフ・バージョン」 

レセプション＆ 

日本茶のレクチャーと試飲 

コルフ・アジアミュージアム（コルフ） 

 

＊レフカダのみの参加（Aコース）とレフカダとコルフの参加（Bコース）があります。 

 ツアーの詳細は、ツアー日程をご覧ください。 



国際シンポジウム（同時通訳 3か国語  English⇔Japanese, English⇔Greek） 

The Open Mind of Lafcadio Hearn –from the West to the East~” 

【7月 5日（土）10：00～13：50】 

総合司会 Chair Person  アラン・ローゼン Alan ROSEN/ 元熊本大学教授） 

＊開会式 ゲストスピーチ 

＊基調講演 小泉 凡 Bon KOIZUMI（島根県立大学短期大学部教授／小泉八雲曾孫）（日本） 

「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン ギリシャから日本へ」 

“The Open Mind of Lafcadio Hearn from Greece to Japan” 

＊シンポジウム Session 1『オープン・マインドの再発見』 “The Rediscoveries of the Open Mind” 

コーディネーター Coordinator  長岡真吾 Shingo NAGAOKA/ 島根大学教授 

発表者 PANELISTS 

1. マリ・クリスティーヌ Mari Christine（文化通訳者／富山大学ヘルン文庫客員特別研究院）（日本/アメリカ） 

「教室のオープン・マインド：富山で新たに発見されたハーンの熊本での授業資料」 

“Lafcadio Hearn’s Open Mind in the Classroom: Findings from Hearn’s Kumamoto Lectures” 

2. ジョン・モーラン John Moran （アイリッシュ・タイムズ紙ジャーナリスト）（アイルランド） 

「ラフカディオ・ハーン：流浪と探求の旅」 

“The Odysseyof Lafcadio Hearn” 

3. ソティリス・ハリキャス Sotiris Chalkias（作家／翻訳家）（ギリシャ） 

「ラフカディオ・ハーンにおける想像のギリシャ」 

”Lafcadio Hearn’s Imagined Greece” 

4. 池田雅之 Masayuki Ikeda（早稲田大学教授／比較文学者／翻訳家）（日本） 

「ハーン文学が現代に語りかけるもの―再話文学の世界性」 

“What Hearn Is Telling Us Now: Universality and Literature of Retellings” 

＊ディスカッション  Discussion 

【7月 6日（日）10：00～13：00】 

総合司会 Chair Person  アラン・ローゼン Alan ROSEN/ 元熊本大学教授） 

＊シンポジウム Session2『オープン・マインドの展開』 “The Developments of the Open Mind” 

コーディネーター Coordinator  長岡真吾 Shingo NAGAOKA/ 島根大学教授 

発表者 PANELISTS 

1. ハリクレア・ゼンゴス Hariclea Zengos （ギリシャ・アメリカン・カレッジ教授）（ギリシャ）

「世界中が我が家：トランスナショナル・ハーン」 

“At Home in the World: Transnational Hearn” 

2. ディミトリオス・ヴァシリアディス Dimitrios Vassiliadis（アテネ大学教授）（ギリシャ）

「ラフカディオ・ハーンと仏教」 “Lafcadio Hearn and Buddhism” 

3. ルイ・ソロ・マルティネル Louis Solo Martinel （東京大学・早稲田大学嘱託講師）（フランス／マルティニーク） 

「エキゾチシズムと文化越境：ラフカディオ・ハーンの幻想物語について」 

”Exoticism and Cross-Culturality: On Lafcadio Hearn’s Fantastic Tales” 

4. 長岡真吾 Shingo Nagaoka（島根大学教授）（日本）

「ギリシャ人かアイルランド人か英国人か：ハーンのアメリカ移住と文化的アイデンティティ」 

“Greek, Irish and/ or British? : Hearn’s Immigration to America and his Cultural Identities 

5. ポール・マレイ Paul Murray （ハーン伝記作家）（アイルランド）

「ゴシック・ホラー：ハーンに刻まれたダブリンの呪い」 

“Gothic Horror: The Dublin Haunting of Lafcadio Hearn” 

＊ディスカッションとまとめ Discussion & Conclusion 



　　　　　　　【Ａコース】１０日間

日次 月日（曜） 都市名 時間 交通機関 日程 食事 宿泊ホテル

１ 7/1(火) 成田空港集合 19:00 成田国際空港 第1ターミナル南ウィング（4階）

成田発 21:20 航空機 空路✈アブダビにて乗り継ぎアテネへ 機：○

　 　　　　　　        　　　【機内泊】

２ 7/2(水) 機：○ TITANIAまたは

アテネ着 13:25 専用車 到着後、ホテルへご案内 DIVANI PALACE

　 　　　　　　     　　　【アテネ泊】 ACROPOLIS

３ 7/3(木) ホテルにて朝食 B：○

アテネ滞在 09：00 専用車 アテネ市内観光

～ パルテノン神殿、パナティナイコスタジアム TITANIA

17：00 アクロポリス美術館、国立考古学博物館見学 L：○ または

19：00 専用車 THE AMERICAN COLLEGE訪問 DIVANI

21：00 ウエルカムイベント D：× PALACE

　 　　　　　        　　　　【アテネ泊】 ACROPOLIS

４ 7/4(金) ホテルにて朝食 B：○

アテネ発 09：00 専用車 レフカダへ

昼 バス2台 L：○

レフカダ着 15：00 （290㎞） レフカダ到着後、ホテルへチェックイン

19：00 オープニングセレモニー D：× THE

21：00 レセプション IONIAN

　　　　　　　    　　　 　【レフカダ泊】 BLUE HOTEL

５ 7/5(土) レフカダ滞在 ホテルにて朝食 B：○

10：00 シンポジウム [First Session] L：×

15：00 OP:レフカダ島内観光 THE

21:30 朗読の夕べ 佐野史郎氏&山本恭司氏 D：× IONIAN

　　　　　　　    　　　 　【レフカダ泊】 BLUE HOTEL

６ 7/6(日) レフカダ滞在 ホテルにて朝食 B：○

10：00 シンポジウム [Second Session] L：×

15：00 OP:ボートクルーズ THE

21：30 清和文楽 D：× IONIAN

　　　　　　　      　　 　【レフカダ泊】 BLUE HOTEL

７ 7/7(月) ホテルにて朝食 B：○

レフカダ発 09：00 専用車 コルフ島へ DIVANI 

コルフ島着 14：00 フェリー 着後、コルフ島観光 L：× CORFU 

　　　　　　　　　　　　　 【コルフ島泊】 D：×  PALACE

８ 7/8(火) ホテルにて朝食 B：○

コルフ島滞在 午前 専用車 アジア美術館見学、 DIVANI 

清和文楽ワークショップ、朗読の夕べ上演 CORFU 

　　　　　　　　　　　　　 【コルフ島泊】 D：×  PALACE

９ 7/9(水) ホテルにて朝食 B：○

コルフ島発 午前 航空機 空路✈アテネへ　　

アテネ着 午前 着後、国際線へ

アテネ発 14:30 航空機 空路✈アブダビにて乗継、帰国の途へ 機：○

　　　 　　　　　　　　　　　 【機内泊】

１０ 7/10(木) 成田着 13:15 到着後、入国・通関手続きを経て解散 機：○

■旅行企画・実施 トップツアー株式会社

※募集人員：35名（最少催行人員30名） ※添乗員が同行します。（Ａコース10日間）

※交通機関ならびに時刻は変更になる場合もございます。

※利用予定航空会社　EY…エティハド航空

※B…ご朝食　L…ご昼食　D…ご夕食　機…機内食

※ホテル…上記ホテル

※時間帯について/早朝…05:00～ 朝…07:00～ 午前…08:00～ 午後…12:00～ 夕刻…16:00～ 夜…18:00～ 深夜…23:00～

2014年3月25日■ご旅行日程表■

小泉八雲没後110年記念事業　ギリシャ国際シンポジウム

行程表【A】 2014/4/17/19:47



　　　　　　　【Ｂコース】９日間

日次 月日（曜） 都市名 時間 交通機関 日程 食事 宿泊ホテル

１ 7/1(火) 成田空港集合 19:00 成田国際空港 第1ターミナル南ウィング（4階）

成田発 21:20 航空機 空路✈アブダビにて乗り継ぎアテネへ 機：○

　 　　　　　　        　　　【機内泊】

２ 7/2(水) 機：○ TITANIA または

アテネ着 13:25 専用車 到着後、ホテルへご案内 DIVANI

PALACE

　 　　　　　　     　　　【アテネ泊】 ACROPOLIS

３ 7/3(木) ホテルにて朝食 B：○

アテネ滞在 09：00 専用車 アテネ市内観光

～ パルテノン神殿、パナティナイコスタジアム

17：00 アクロポリス美術館、国立考古学博物館見学 L：○ TITANIA

または

19：00 専用車 THE AMERICAN COLLEGE訪問 DIVANI

21：00 ウエルカムイベント D：× PALACE

　 　　　　　  　　　　【アテネ泊】 ACROPOLIS

４ 7/4(金) ホテルにて朝食 B：○

アテネ発 09：00 専用車 レフカダへ

昼 バス2台 L：○

レフカダ着 15：00 （290㎞） レフカダ到着後、ホテルへチェックイン

19：00 オープニングセレモニー D：×

THE

21：00 レセプション IONIAN

　　　　　　　    　　　 　【レフカダ泊】 BLUE HOTEL

５ 7/5(土) レフカダ滞在 ホテルにて朝食 B：○

10：00 シンポジウム [First Session] L：×

15：00 OP:レフカダ島内観光 THE

21:30 朗読の夕べ 佐野史郎氏&山本恭司氏 D：× IONIAN

　　　　　　　    　　　 　【レフカダ泊】 BLUE HOTEL

６ 7/6(日) レフカダ滞在 ホテルにて朝食 B：○

10：00 シンポジウム [Second Session] L：×

15：00 OP:ボートクルーズ THE

21:30 清和文楽 D：× IONIAN

　　　　　　　      　　 　【レフカダ泊】 BLUE HOTEL

７ 7/7(月) ホテルにて朝食 B：○

レフカダ発 09：00 専用車 アテネへ DIVANI

アテネ着 14：00 着後、ホテルへチェックイン L：× PALACE

　 　　　　 　　　　　　　　 【アテネ泊】 D：× ACROPOLIS

８ 7/8(火) ホテルにて朝食 B：○

アテネ発 14:30 専用車 アテネ国際空港へご案内

航空機 空路✈アブダビにて乗継、帰国の途へ 機：○

　　　 　　　　　　　　　　　 【機内泊】

９ 7/9(水) 成田着 13:15 到着後、入国・通関手続きを経て解散 機：○

■旅行企画・実施 トップツアー株式会社

※募集人員：35名（最少催行人員30名） ※添乗員が同行します。（7月1日～7月6日まで）

※交通機関ならびに時刻は変更になる場合もございます。

※利用予定航空会社　EY…エティハド航空

※B…ご朝食　L…ご昼食　D…ご夕食　機…機内食

※ホテル…上記ホテル

※時間帯について/早朝…05:00～ 朝…07:00～ 午前…08:00～ 午後…12:00～ 夕刻…16:00～ 夜…18:00～ 深夜…23:00～

2014年3月25日■ご旅行日程表■

小泉八雲没後110年記念事業　ギリシャ国際シンポジウム
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・募集型企画旅行契約 　〔６〕ローン（分割払い）について

　　旅行代金:　Ａｺｰｽ 【アテネ･レフカダ･コルフ10日間】￥３８６，０００-　

　　旅行代金： Ｂｺｰｽ 【アテネ･レフカダ　9日間】 　　 ￥３５０，０００-　

  ・旅行開始日の前日から起算し30日目に当たる日から15日目にあたる日････¥50,000

　・旅行開始日の前日から起算し14日目に当たる日から3日目にあたる日･････旅行代金の20%

　・旅行開始日の前々日から当日････････････････････････････････････････旅行代金の50%

　　ニ．バス料金：日程表に記載された空港～ホテル間の送迎車料金、都市間移動の専用車

　　ホ．観光料金：日程表に記載された観光費用 　■当社及び当社の手配代行者は、次に掲げるような事由によりお客様が損害を被った

　　ヘ．団体行動中の税金、チップ等 　　時は責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程

　　ト．手荷物運搬料金：航空会社規定内手荷物料金 　　の変更若しくは旅行の中止、運送・宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの為に

　　生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、日本又は外国の官公署の命令、外国の

　　出入国規制又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。運送機関の

　　ヌ．燃油サーチャージ：目安￥４２，０００ 　（３月１日現在）

  　ル．添乗員費用(Ａコースに同行します)

　＊燃油サーチャージに変動があっても増額・返金はいたしません。

　〔２〕旅行代金に含まれないもの

　　イ．旅券 収入印紙代、証紙代：￥１１,０００（５年用）￥１６,０００（１０年用）

　　ロ．海外旅行取扱料金（渡航手続き手数料）

　　ハ．個人的性格の費用：飲物代、クリーニング代、電話代等

　　ニ．超過手荷物運搬料

　　ホ．傷害、疾病に関する医療費

　　ヘ．任意の海外旅行保険料 　　（日本国籍の方の場合）

　　ト．日本国内における交通費、宿泊費 　〈特別補償〉

　　チ．オプショナルツアー料金 　　お客様がご旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害に

　　リ．一人部屋利用追加代金： Ａｺｰｽ￥８６，０００ ／Ｂｺｰｽ￥７４，０００

　〔４〕申込方法

　　参加申込書に必要事項をご記入の上、当社までご送付下さい。尚同時に

　　参加申込金￥５０，０００（旅行代金の一部に充当）を下記の口座にお振込み 　　[一般社団法人日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員　旅行業公正取引協議会会員]

　　下さい。申込金を当社が受領した時に旅行契約が成立するものとします。

承認番号：18028　〔５〕申し込み締切日：平成２６年５月１５日（ただし定員になり次第締切ります。）

　　　〒150－0002　東京都渋谷区渋谷２－２２－３  渋谷東口ビル１０階

  　 営業日・営業時間：月～金曜日  09：00～18：00 （土・日曜、祝祭日は休）

　　チ．成田空港旅客サービス施設使用料：￥２，６１０　（３月１日現在）

　　　　　　　　ＴＥＬ　０３－５７６６－００９９　 担当　：　國分、中嶋

旅行企画・実施:トップツアー㈱ 東京法人西事業部『小泉八雲ギリシャ』係

　　その場合は出発の２３日前までにご連絡致します。

　　リ．海外空港諸税：目安 ￥６，５６０　　　　（３月１日現在）

　〔３〕募集人員：３５名（最少催行人員：Ａコース２０名、Ｂコース１５名）

　この旅行は、トップツアー株式会社・東京法人西事業部〔観光庁長官登録旅行業第３８号〕

（以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は

　当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。

　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますのでご確認の上お申込み下さい。

　　ロ．宿泊料金：ホテル２人部屋料金（２名１室が基準）

　〔１〕旅行代金に含まれるもの

　　ハ．食事料金：Ａｺｰｽ朝食７回、昼食２回、夕食０回/Ｂｺｰｽ朝食６回、昼食２回、夕食０回

　　旅行代金残額のお支払いにつきまして、トラベルローン（ジャックス）がご利用

　　いただけます。ご希望の方は申込書の希望欄に○印をおつけ下さい。

　　当社より書類を送付いたします。尚、クレジットの書類につきましては、

　　出発の３０日前までに完備していただきます。

　募集型企画契約の内容･条件は、パンフレット･別途条件書･出発前にお渡しする

　最終旅行日程表及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

　　イ．航空運賃：日程表に記載された区間のエコノミークラス団体運賃

　　在時間の短縮。

　　遅延、運送機関の不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞

　　観光庁長官登録旅行業第38号

　〔７〕取消料

　　お申込み後、旅行取消しがあった場合は規定により下記の取消し手数料を申し受

　　けます。

　　 　総合旅行業務取扱管理者　：　森本　丈司　

                                    　　　　　　　　作成日 平成２６年３月１４日

  ・旅行開始後または無連絡不参加･･･････････････････････････････旅行代金の１００％

　■上記の最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合もあります。

　 ■旅券の有効残存日数は、ギリシャ入国時に３ヶ月＋滞在日数以上必要です。

　　　　　　　　ＦＡＸ　０３－５７６６－０２０３

　　ついて、予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。

　■上記の条件は、平成２６年３月１日までに判明済みのものを基準としております。

印 参 加 申 込 書 

旅行条件（要旨）    

お問い合せ・お申込み先 

トップツアー株式会社（以下「当社」といいます。）は、渡航手続資料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「旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意のうえ本旅行に申込みます。」 

＝ お振込口座 ＝ 
 

三井住友銀行 関東第二支店  普通預金１９６２３５３ 
 

トップツアー㈱ 東京法人西事業部 

トップツアー株式会社（以下「当社」といいます。）は、渡航手続資料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
ために利用させて頂くほか、お申し込みの旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続きに必要
な範囲内、および当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の手続き上必要な範囲内で、当社と個人情報の取扱
いについて契約を締結するそれらの運送・宿泊機関・保険会社等に対し、予め電子的方法などで送付することによって提供させて
頂きます。このほか、当社では旅行を実施する上で必要な手配を行うため、提携先に個人情報を預託することがあります。 

「旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意のうえ本旅行に申込みます。」  



 

 

 

              【参加申込書】    
「旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意のうえ本旅行に申込みます。」  

旅行期間 平成 ２６年 ７月１日（火）～７月  日（ ） 
参加希望コース 

□Ａコース□Ｂコース 

ふりがな  ヘボン式 
ローマ字 
パスポート 

と同じつづり 

 
渡航者氏名 

 
 
 

  
男 
 
女 

年 齢 
 

   歳 

小泉八雲 

関連所属 

団体名 
 海外旅行保険 

加入有無 

 
有       無 

有の場合（            会社） 

生年月日 
大正・昭和・平成 

    年   月   日生 
（西暦     年） 

同 室 
希望者 

【希望者ある場合】 
                      

1 人部屋は要追加料金 

喫煙の
有無 

 
□ 禁煙 
□ 喫煙 

 
ふりがな  

現 住 所 
 
 

〒    － 
 
 

E-mail： 
電話番号     －    －           FAX         －    －            

勤務先・学校名 
 
                                
 

部署名 
役職 

         

渡航中の連絡先
住所とお名前 

□現住所と同じ                      
〒    － 

 
お名前               （続柄）         電話    －    － 

、 

お問い合わせ先  

  トップツアー株式会社  東京法人西事業部 （JATA 会員） 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２-２２-３ 渋谷東口ビル 10 階 

【TEL:03-5766-0099 FAX:03-5766-0134】 
営業日･時間／月～金：09:00～18:00＊土･日･祝祭日休業 担当：國分・中嶋 

受付日：平成 26 年 月 日 第 1 信発送日  ／  最終案内発送日  ／  取消  ／  変更 ／ 

222000111444   小小小泉泉泉八八八雲雲雲没没没後後後 111111000 年年年記記記念念念事事事業業業   ギギギリリリシシシャャャツツツアアアーーー    

   

   

   mmmaaacccaaauuu   

   FFFIIIRRREEE            

パスポートコピー貼付欄  
 

 

     旅   券 
 

   ＰＡＳＳＰＯＲＴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型 発行国 旅券番号 
Ｐ  ＪＰＮ 

姓 
ＮＩＰＰＯＮ 
名 

ＴＡＲＯ 
国籍  生年月日 
ＪＡＰＡＮ  ０１ＪＡＮ１９９

７ 
性別 本籍 
Ｍ            ＴＯＫＹＯ 

発行年月日  所持人自署 
００ＪＡＮ１９９７ 
有効期間満了日 

００ＪＡＮ２０００ 
発行官庁 

日  本  国      ＪＡＰＡＮ 
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