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200猛 を
‖
全国から
せよ
超す仲間が集う
第22回 全国交流集会を成功さ
う
全国の仲間の皆 さん、待ちに待 った第 22回 全国交流集会 が,い
よいよ近づいてきした
現地実行委員長 の南部 さんが思わぬ病に倒れ、闘病生活に入 つて
います。南部 さん不在 の中にあって も、現地実行委員会 として参加
され る皆 さんの受け入れ準備は、終盤を迎える状況 とな りま した。
この間、東京各県協 も参加者 100名 以上を 目標 に努力を重ねてき
ま した。 しか し、高齢化が進み病で倒れ る会員 も出てきてい る中で
も、 さらなる頑張 りで 日標を達成 しよ うと頑張 つていまづ孔
全国 の仲間の皆 さんの努力 もあ り、200名 を超す仲間の参加 を勝 ち
(斉
取ることがで きま したQ
員会委員長代行 ↑)
である
ホテルは
4月
に リニ ューアル オープンしま した。それを受 けて、全国 。現地実行
開催場所
箱根高原
、
委員会は、 4月 初旬 に現地視察 と最終打ち合わせ を行 って きま した。 この施設は、各大学及び企業 の研修やセ
ミナーを行 う施設です。 これまでの ような旅館や ホテル と違 い、参加者 され る皆 さんに研修 に参加 された気分
を味わ っていただけると思います。その ことは、労働大学 まなぶ友 の会で 「学習 一生 。闘い一生」をまなび続
けてい る私たちですか ら、皆 さんのご理解 とご協力を得 られ ると思 ってお ります。 リニ ュー アル した こともあ
って、当初の打ち合わせ とかな り違 いが ある中でも、何 とか従来の条件を維持 しなが ら、万全 の準備 を進めて
きま した。
本集会をとりまく条件が厳 しいなかにあつて、至 らない点が多 々あると′
思います が、現地実行委員会 として
「実 り多き交流」ができるよ うに万全 の構えを持 って、本集会 が成功裡 に終えるまで頑張ってまい ります ので、
全国の皆 さん、何卒宜 しくお願 いいた します。
以上、現地実行委員会を代表 いた しま して、受入 の挨拶 とさせていただ きます。
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2017年 4月 20日
現地実行委員長代行 :斉 藤邦彦
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◇集会名称
第 22回 労働大学まなぶ友の会全国交流集会
…
●開催 日時 2017年 5月 20日 (̲D13時 〜21日 (日 )12時 まで
◆開催場所 箱根高原ホテル 80460‑84‑8595 〒神奈川県
●参加費 16.000円 (大 人 1人一泊二 日夕食、朝食付き)
「全協」再建をめざす労働大学まなぶ友の会県協連絡会議
O■e
◆現地実行委員会
東京県協連絡会議

元箱根 1
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① 交流集会宿泊プランは「大学ゼ ミプラン」設定になつています。そのために、夕食の品数が少なくな
ります。夕食は和・群掟喰L朝 食lシ yキ ンえ 1階 「あじさい (中鯉∋ 」及び 「姫 しゃら 敵
螢 」です。尚、ホテル内の 自動販売機の飲料品は、高いのでご注意くださし、
② アメニティー/タ オル、バスタオル、歯ブラシは付いています。浴衣は付きません。必要な方は別途
300円 で各人がフロン トに申し込む力、 パジャマ等を持参 して くださし、
③ 部屋は、今室・和室です。布団を敷くのも各人でお願い しますじ鍵はオー トロックではありませれ
④ 前泊 (連 泊)者用に、コインラン ドリーが 2階に 2個 あり、フロン トヘ予約 してくださし、 使用料は
1回 200円 (洗 剤付き)です。
⑤ 前泊 (5月 19日 から)運 営委員並び合唱団等は、フロン トで氏名を告げて鍵をもらって くださし、
⑥ 5月 20日 からの一般参加者は、20日 の昼食は事前に済ませてくださし、 ホテルに着いたら部屋に入
らず、そのまま開会集会会場の別棟 「レクチャーホーノ 2階体育館に荷物を持 つて来てくださし、
す般参加者の部屋については、当該の鍵を部屋置きに しておきます。
⑥ 分散会で使用する部屋は、座長が必ず宿泊者が戻るまで残 り、宿泊者が来たら引き継いで ください。
③会場までのアクセスは、箱根高原ホテルのホームページで確認をお願いします。
*JR新 宿駅南口 「バスタ南」から小田急高速バスで桃源台行き 「白百合台」で下車。 乗車 lヵ
月前から予約可能。増便はありませれ 2010円 。 小田急箱根高速バス電話予約センターの電話
は 03‑3427‑3160(10:00〜 19:00)Webサ イ ト予約は 5時〜 13時です。予約後に「予
約番号」で 3日 以内にコンビニ等で乗車券を購入 してくださし、 15名 以上は団体割引がありますが、
引き換えは新宿駅の小田急ハルク 1階 のみです。
雌潮略5月 20日 〕
便名 85: 新宿 9時 35分発 自百合台 11時 50分着 バス停から徒歩 3分
便名 5: 新宿 9時 05分 発 白百合台 11時 16分 着 バス停から徒歩 3分
便名 3: 新宿 8時 05分 発 白百合台 10時 16分 着 バス停から徒歩 3分
「路線バス利用」 小田原駅 傑琳彰材報0か ら箱根登山バス
問い合わせ :Jヽ 田原営業所の電話は 0465‑35‑1271
小田原駅 東 口 ④の りば 桃源台行き/箱 根湯本駅、宮ノ下、宮城野、仙石経由
白百合台下車 運賃 1230円 所用時間 47分 ですが、渋滞が見込まれます。
鮮
5月 20日 〕 小田原発 10時 05分 35分 11時 05分 35分
⑨前泊者が使用する部屋
◆運営委員 (現 地実行委員)並 びまなぶ合唱団で前泊する方は、 19日 夕食代 と20日 昼食代を例年通
り2000円 別途徴収 します.運営委員はプロック組織担当が、まなぶ合唱団はブロック文化担当が
、
集 めてくださし、
●交通手段等の関係で前泊を予定 している県協参加者の前泊料金については、ホテルからの最終見積も
りが出てから実費負担を原則に考えますL追 って連絡 しま丸
L/」

「広告」1頁 に掲載 した「や がて くる日に」は交流集会記念手拭です。1枚 500円 。ご購入ください。

