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                参 加 申 込 書 

 
 

Ｗｅフォーラムに参加ご希望の方は、下記申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸで送ってくださるか、必要事
項をもれなく転記して E-mail で送ってください。 
参加費・宿泊費はＷｅに同封された郵便振替用紙で［00100-2-163480 We の会］までご入金ください。 
フィールドワーク・宿泊は、先着順に受け付けますので、ご希望の方は、早めにお申し込みください。 
 
■申込締め切り   7 月 15 日（水）  入金も 7 月 15 日（水）までにお願いします。 

 

■申込先 : Ｗｅフォーラム実行委員会事務局 （フェミックス） 

     ＦＡＸ ０４５‐４８２‐６７１２   E メール we2015@femix.co.jp 

  
 
--------------------  We フォーラム 2015 in 水俣 参加申込書   --------------------------------------------- 
 

 

お名前
ふ り が な

 

 同行者がある場合、その他留意

点があればお書きください。 

 

ご住所 （〒             ）               

                     （               ）都・道・府・県 

 

 

 

 

ＴＥＬ                    ＦＡＸ 

 

Ｅメール 

宿泊希望の方は、右欄に

性別をお書きください。 

 

 

８/８（土） 希望に○ ８/９（日） 希望に○ ８/１０（月） 希望に○ 

海のフィールドワー

ク 

 先着 40 名 

 全体会 

 10：00～13:30 

 もやい館 ホール 

 山のフィールドワー

ク（昼食・お茶代込） 

  先着 30 名 

 

   4,000 円 ※参加費 1,000 円    4,000 円 

宿泊 昇陽館 

（夕食・朝食付き） 

先着 40 名 

 分科会 

 14：30～16：45 

 もやい館 

 合計 

  

                   円 

  10,950 円 ※参加費 1,000 円  

全日程参加で 29,990 円 

（水俣までの交通費別） 

 

※8/9 の全体会、分科会の参加費

は、水俣と福島の方、学生、経済的

事情のある方は、500 円です。高校

生まで無料です。 

 

 昼食 お弁当 

      620 円 

 

夕食交流会 

    3,000 円 

 

宿泊 スーパーホテ

ル水俣（朝食無料） 

    先着 30 名   

 

  5,420 円 

この申込書で提供された個人情報は、参加者名簿の作成やお申込者との連絡など今回のＷeフォーラムを円滑に実施するために必要な範囲で利用し、その他の

目的で利用することはありません。 


⑆

送
信 7月15日（水）締切 

分科会の参加希望（募集要綱に

ある①～③の数字で記入を） 
▲第 1希望 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
▲第 2希望 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



・ ・ ・ ・ ・ Ｗｅフォーラム 20１5 in 水俣のご案内 ・ ・ ・ ・ ・ 
 

●日時                          詳細は、別紙【募集要綱】をご覧ください。 

 8 月 8 日（土） 海のフィールドワーク 

12：30 新水俣駅集合      

13：00 「海のフィールドワーク」出発・見学  

17：30 湯の児温泉 昇陽館到着 

18：30 大広間にて夕食交流会 

 8 月 9 日（日） 会場 もやい館（ホールほか、会議室、和室、音楽室など） 

     9：30～  受付開始 

     10：00～13：30 全体会      

     14：30～16：45 分科会    

     11：00～18：30 マルシェ   

     17：30～19：30 交流会 （2F 喫茶「花」）          

 8 月 10 日（月） 山のフィールドワーク 

      9：00  スーパーホテル水俣・玄関集合 9:30 出発 

      10：00～13：30  「山のフィールドワーク」 

      14：00 新水俣駅解散 

●参加費 

「海のフィールドワーク（交通費込）」 「山のフィールドワーク（交通費、昼食・お茶代込）」各 4000 円 

全体会、分科会 各 1000 円（高校生まで無料。水俣・福島の方、学生、経済的事情のある方 500 円） 

●宿泊  

 8 月 8 日（土）  湯の児温泉 昇陽館   2 食付・税込 10950 円  先着 40 名（3～4 名の相部屋） 

   〒867-0008 熊本県水俣市湯の児 4098-40   ＴＥＬ 0966-63-4121 ＦＡＸ 0966-63-4488 

     Ｅメール info@shoyokan.com  ＪＲ新水俣駅から車で 15 分 JR 新水俣駅より送迎あり 

 8 月 9 日（日） スーパーホテル水俣 朝食付き・税込 5420 円   先着 30 名（シングル・禁煙室） 

   〒867-0043 熊本県水俣市大黒町 1-1-38   ＴＥＬ 0966-63-9000   ＦＡＸ 0966-63-9150 

      水俣駅徒歩 7 分   新水俣駅車で 8 分 

  ・宿泊は先着順に受け付けますので、ご希望の方はお早めにお申し込み下さい。 

・	 8 日泊の昇陽館の部屋割りの都合がありますので、性別を備考欄にご記入下さい。 

また留意してほしい点がありましたら（家族、友人と同室希望等）、明記して下さい。  

  ・9 日は、シングルのお部屋のみです。        

・9 日の夕食は、もやい館２Ｆ 喫茶「花」にて交流会。17：30～19：30 食事をしながら参加者との交流を希望され

る方は、お申し込みください。 

・キャンセルは、規定のキャンセル料金をいただきます。 

●9 日（日）の昼食（弁当）     

   お弁当「南里のわっぱ飯」（620 円）の事前予約をおすすめします。 

 
●参加申込・お問合せ  

 
Ｗｅフォーラムに参加ご希望の方は、裏面申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは E-mail でお申し込みのう
え、参加費・宿泊費を同封の郵便振替用紙で［00100-2-163480 We の会］までご入金ください。 
フィールドワーク・宿泊・8/9の交流会（夕食）はいずれも定員があります。先着順に受け付けますので、ご希望
の方は、早めにお申し込みください。 

申し込み締切 7 月 15 日（水）  入金も、7 月 15 日（水） までにお願いします。 
 

「Ｗｅフォーラム 2015in 水俣」実行委員会事務局  

   〒225-0011  横浜市青葉区あざみ野 1-21-11  フェミックス内   

電話 045-482-6711 ＦＡＸ 045-482-6712  E メール we2015@femix.co.jp 


