
ＪＴＢグループ労働組合連合会は、社会貢献活動として、日本各地の観光資源を保全する活動に参画してい
ます。今回は佐久島の保全活動に参画いただける仲間を募集します。

■応募資格 ＪＴＢグループ労働組合連合会加盟組合の組合員本人
※ご家族の参加は不可
対象組合は下の■中部エリア社会貢献活動 参画組合をご覧下さい。

月日(曜) 行 程

４／２３
（日）

集合9:00
名鉄西尾駅＝＝＝＝シャトルバス利用＝＝＝＝＝＝一色港～～～～海上タクシー～～～

出発9:10 9:30 10:00

～～～～佐久島・・・・・海岸清掃活動・・・・・民宿さざなみ（昼食）・・・・・
10:30 12:30 14:00

・・・・・佐久島～～～～～～～～～一色港＝＝＝＝＝＝＝名鉄西尾駅
14:30 15:00 15:15 15:45

■中部エリア社会貢献活動 参画組合
・JTB中部地域労働組合
・JTBプロモーション労働組合
・TPI中部労働組合
・JTB商事労働組合
・JTB国内旅行企画労働組合
・JTBパブリッシング労働組合
・JTBグローバルマーケティング＆トラベル
労働組合

・JTBメディアリテーリング労働組合

ご案内:現地事情により内容に変更が生じる場合があります

愛三岐地区：佐久島清掃活動

～募集概要～

■募集人員 ８０名（申込み多数の場合は、抽選となる場合がございます。）

■日時 ２０１７年４月２３日（日） 10：３0～1４：００
（集合場所・時間：名鉄西尾駅に9：00にご集合下さい）

■当日の活動スケジュール（予定）

■費用 無料
【労働組合が費用負担するもの】
・観光資源保全活動に関する費用（ゴミ袋等、各種清掃用具） ・昼食懇親会費用
・旅行傷害保険 ・名鉄西尾駅～佐久島間のバスおよび海上タクシー

※名鉄西尾駅までの交通費およびマイカー利用は各自での支払いとなります。

★西尾駅へのアクセスについて

名古屋本線 西尾線
名鉄名古屋駅---------新安城-----------西尾駅

8:03 8:28 8:37 9:00

名古屋本線～西尾線（直通）
直通
名鉄名古屋駅--------------------西尾駅

7:52 8:41



参 加 希 望 書

参加申込先（下記申込書をメールまたはFAXにてご提出下さい）
ＪＴＢグループ労働組合連合会
中部エリア事務局（JTB中部地域労働組合内） 担当：久 保

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jtbu_chubu@cub.jtb.jp
ＦＡＸ:052（565）1471
ＴＥＬ:052（565）1888（電話は問い合わせのみ対応致します）

ここに記載されている個人情報については、本人の許可なく、観光資源保全ネットワークの業務以外に利用いたしません。また、第三者に提供
することもありません。

情報発信元
JTB中部地域労働組合

ＴＥＬ：052（565）1888
ＦＡＸ：052（565）1471

■お申込み方法
●受付期間 ２０１７年２月２８日（火）～ ３月３１日（金）
●申込方 メールまたはＦＡＸのみの受付となります。（電話は問合せのみ対応致します）

メール jtbu＿chubu@cub.jtb.jp FAX052（565）1471
●申込の流れ
①上記受付期間内にメールまたはＦＡＸでお申込み下さい。

■申込書記入について注意事項
・ メールアドレスについては必ずご記入ください。
・ グループでの申込みにあたっては必ずメンバーの承諾を得てからお申込み下さい。
・ 非組合員は申込みできませんのでご注意下さい。
・ 申込確定後、発令にもとづいて非組合員となった場合でも受付できかねますので予めご了承下さい。

名鉄西尾駅 現地

組織名

集合場所（以下に〇をつけてください）

分会名 連絡先（メールアドレス）

連絡先の方のお名前 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3
ふりがな

男・女

ＮＯ お名前 性別 年齢

2
ふりがな

男・女

1

ふりがな

男・女

5
ふりがな

男・女 名鉄西尾駅 現地

4
ふりがな

男・女

6
ふりがな

男・女

8
ふりがな

男・女

7
ふりがな

男・女

9
ふりがな

男・女

10
ふりがな

男・女

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地

名鉄西尾駅 現地


北陸

				代表者 ダイヒョウシャ								組織名 ソシキ メイ																お名前 ナマエ																						性別 セイベツ						年齢 ネンレイ						連絡先（メールアドレス） レンラクサキ



																												ふりがな







				ＮＯ				お名前 ナマエ																				性別 セイベツ								年齢 ネンレイ						続柄 ツヅ ガラ																						集合場所 シュウゴウ バショ





				1				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				2				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				3				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				4				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				5				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				6				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				7				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				8				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				9				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				10				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						富山駅・金沢駅・福井駅・現地 トヤマ エキ カナザワ エキ フクイ エキ ゲンチ









				11				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				12				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				13				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				14				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				15				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				16				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				17				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				18				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				19				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				20				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク













長野

				代表者 ダイヒョウシャ								組織名 ソシキ メイ																お名前 ナマエ																						性別 セイベツ						年齢 ネンレイ						連絡先（メールアドレス） レンラクサキ



																												ふりがな







				ＮＯ				お名前 ナマエ																				性別 セイベツ								年齢 ネンレイ						続柄 ツヅ ガラ																						集合場所 シュウゴウ バショ





				1				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				2				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				3				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				4				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				5				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				6				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				7				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				8				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				9				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				10				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク																						松本駅・長野駅・上田駅・現地 マツモトエキ ナガノ エキ ウエダエキ ゲンチ









				11				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				12				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				13				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				14				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				15				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				16				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				17				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				18				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				19				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク









				20				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														組合員（本人・家族） クミアイ イン ホンニン カゾク













静岡

						組織名 ソシキメイ																								分会名														連絡先（メールアドレス） レンラクサキ







																																												連絡先の方のお名前 レンラクサキ カタ ナマエ														（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



						ＮＯ				お名前 ナマエ																				性別 セイベツ								年齢 ネンレイ						集合場所（以下に〇をつけてください） シュウゴウ バショ イカ





						1				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						2				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						3				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						4				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						5				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						6				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						7				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						8				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						9				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						10				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						11				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						12				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						13				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						14				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						15				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						16				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						17				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						18				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						19				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地









						20				ふりがな																				男・女 オトコ オンナ														名鉄西尾駅 メイテツ ニシオ エキ																				現地
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