
―災害の記憶・記録をメディアと教育につなげ、総合化した防災拠点をー

※シンボルマークは、津波をはじめとする自然
災害から子供を守る大人を表現しています。

日にち
①宮古コース：高さ10メートル「万
里の長城」と呼ばれた田老地区の
防波堤を見学します。

②釜石コース：「釜石の奇跡」と呼
ばれ、小中学生が逃げきった鵜住
居地区を巡ります。

③陸前高田コースコース：大津波に
も流されず市民の希望となった「奇
跡の一本松」を見学します。

8/18
（土）

盛岡▶▶川井キャンプ▶

▶宮古市内▶▶田老地区巡検▶

▶魚菜市場▶▶盛岡駅

宿泊を希望される「東北みらい創りサマースクール」の参加者の皆様にホテルを手配致します。下記のホテル一覧をご参照の上、必ずＦＡＸにてお
申込下さいますよう宜しくお願い申し上げます。なお、ご清算は各自、JTB東北法人営業盛岡支店の指示にしたがって、期日までにお振り込み下さい。

NO ホテル名
部屋タイプ アクセス

（JR盛岡駅より）シングル ツイン二人利用 ツイン一人利用

1 ホテルメトロポリタン
盛岡本館

9,300円
記号　1-S

8,800円
記号　1-T 設定なし 盛岡駅直結

２ ホテルルートイン
盛岡駅前

7,000円
記号　2-S 設定なし 設定なし 徒歩約３分

３ ホテル東日本 7,800円
記号　3-S

6,800円
記号　3-T

8,800円
記号　3-SU 徒歩約７分

日にち ホテル名
部屋タイプ

シングル ツイン一人利用
8/18
（土）

あえりあ遠野 8,000円 11,000円

１. ご案内ホテルについて
【 宿泊斡旋期間】	 2012 年８月17日（金）～19日（日）の３日間
【 宿 泊 料 金 】	１泊朝食付（税・サービス料込み）のお一人様料金

２. 被災地視察について（オプショナルバスツアー）

３. お申し込みについて
別紙申込用紙に必要事項をご記入後、ファックス又は郵送にてお申し込みください。
（郵送にてお申し込みの際は、必ずご本人様控えをおとりください）

４. 変更・取消について
変更・取消はファックス又は郵送にてお願い致します。（電話では受付いたしません）
お申し込み後の取消につきましては、下記取消料を申し受けます。（宿泊前日から起算して）

お申込み締切日　　２０１２年７月３１日（火）

取消日 ５日前まで ４日前～2日 前日まで 当日・無連絡取消

取消料 無料 20％ 50％ 100％

■参加代金
お1人様	6,000円
（税込・昼食付）
■募集人員　40名
■最少催行人数　各コース25名
※最少催行人数に達しない場合は、
　他のコースに統合して実施されます。

■添乗員は同行しません

※上記内容は予定であり、出発時間、見学時間、見学個所などは変更になる場合があります。
※出発地／アイーナ１Fファミリーマート前 8:30　帰着／ 18：30
※遠野フューチャーセッションにご参加の方は②か③からお選び下さい。帰路に遠野下車となりますが、翌日フューチャーセッション終了後、専用バ
スで遠野会場→盛岡会場する費用を含みます。

※各コース共、被災地の学校を訪問して、体験談を伺います。

東北みらい創りサマースクール実行委員会事務局
〒020-8551	盛岡市上田４丁目３- ５　岩手大学地域防災研究センター内
TEL:019-621-6491　FAX:019-621-6493　担当：今井

受付時間：月～金　9：00～17：00

東北みらい創りサマースクール実行委員会
〈事務局〉〒020-8551	盛岡市上田４丁目３-５　岩手大学地域防災研究センター内　担当：今井

TEL:019-621-6491　FAX:019-621-6493
※サマースクール実行委員会は、以下の大学・企業・団体などで構成されています。

岩手大学・岩手県立大学・関西学院大学・岩手日報社・IBC岩手放送・
サイエンス映像学会・創造的復興教育協会・富士ゼロックス・JTB東北

http://www.ibc.co.jp/campaign/2012_summer_school/

ファックス又は郵送にて送信
申込書到着後、ホテルの調整を行い、ファックスにてご回答致します。

申　込　書
( 必要事項を記入 )

申込締切後、宿泊確認証・ご請求書などの
書類を送付いたします。（８月上旬）

到着後、指定期日までに
ご請求額を銀行振込み願います。

お問合せ・申込先

（１）	電話によるお申込みは、トラブルの原
因となりますので受付いたしかねます。
必ずファックス又は郵送にてお申し込
み願います。

（２）	宿泊代金の領収書は、銀行振込みの
控えをもってかえさせて頂きます。

（３）	先着順にお受け致します。ご希望に添
えない場合もございますので予めご了
承ください。

（４）	変更・取消の為返金が生じた場合、「サ
マースクール」終了後ご指定の口座へ
お振込み致します。お振込み頂いた金
額から“ 取消料 ”“ 振込み手数料 ”を
差し引いた金額をご返金いたします。

◆個人情報取扱について
別紙お申込書にご記入いただく個人情報は弊社が運営業務をサポートする
サマースクールに係わる目的以外での利用は行ないません。

◆ご宿泊手配・旅行催行：JTB 東北法人営業盛岡支店　TEL 019-651-7474（担当：三上、伊藤、清野）　営業時間：月〜金 9：30 〜 17：30

【 宿 泊 】

（昼食） （昼食）

（三重塔見学）

（自由昼食）（防波堤）

（釜石奇跡の舞台）（買い物）

東北みらい創りサマースクール　【宿泊のご案内】

参加のご案内

➡

➡

⬇

［期　間］８月17日（金）〜19日（日）
［主会場］岩手県民情報交流センター「アイーナ」
	 〒020-0045　岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目７番１号

自然災害の脅威から子供たちを守るために！
被災地に集い、考え、学びあう実践的研修機会！

［盛岡会場にご参加の方］ ［遠野フューチャー・セッションにご参加の方］

盛岡駅▶▶釜石鉄の歴史館▶

▶サンフィッシュ釜石▶

▶鵜
うのすまい

住居地区巡検▶▶遠野▶▶盛岡

盛岡▶▶奇跡の一本松▶▶市庁舎巡検

▶▶気仙大工左官伝承館▶

▶普門寺▶▶遠野▶▶盛岡



実施プログラム

「2012 東北みらい創りサマースクール」【実施要項】

19 日 ワークショップ・プログラム

17 日 ウェルカムパーティ

期日 会場 実施時間 内容

17日（金） アイーナ

14:00～14:50 開会式
14:50～16:10 「東北みらい賞」表彰式
16:30～17:30 発表
18:00～19:30 ウェルカムパーティ

18日（土）
被災地視察
※事前にご参加
コーズをお申し込
み下さい。

8:30～18:00
※遠野フューチャーセッションに
ご参加の方は、帰路に遠野を経
由する②か③をご選択下さい。

①宮古方面：10ｍの巨大防潮堤でも防げなかった田老地区巡検
②釜石方面：釜石奇跡の舞台「鵜住居地区」巡検
③陸前高田方面：完全に消失した市街地と奇跡の一本松の巡検
※どのコースも盛岡駅西口アイーナ前発着となります。

19日（日）

遠野
ふるさと村 9:00～14:00 フューチャーセッション in 遠野「遠野の未来を語る会」

（富士ゼロックス提供）

アイーナ
および
マリオス

10:00～16:00
＜ワークショップ＞アイーナ、マリオスの5会場で実施します。事
前申し込みが必要ですが、収容人数の都合によりお断りする場合
もございます。予めご了承ください。

マリオス
16:15～16:45 統括討議
16:45～17:00 閉会式

期日 会場 実施時間 費用	※予約の場合

17日（金） カフェテラス「スカイメトロ」	( マリオス20階 ) 18:00～19:30 3,000 円

会場 実施時間 担当 講師 テーマ 内容

遠野ふるさと村
(遠野市） 9:00～14:00 富士ゼロックス 河野克典（コミュニケーション技術研

究所）

フューチャーセッション
in遠野「遠野の未来を
語る会」

「共に学ぶ、創る」。最新の対
話型コミュニケーション手法を学
びます。

アイーナ
810会議室 10:00～12:00 岩手県立大学 伊藤憲三、村山優子	(ソフトウェア情

報学部	教授 ) 震災 IT支援 災害時の情報デザインを考察
します。

アイーナ
811会議室 10:00～12:30 岩手大学

堺茂樹（工学部教授、	地域防災研究	
センター長 )、今井潤（地域防災研
究センター	准教授（兼））、柳川竜一
（地域防災研究センター　特任助教）

先生のアイディアで作
る教材

DVDを使用して模擬授業を体験
します。

アイーナ
811会議室 13:00～16:00 青山学院大学 苅宿俊文（社会情報学部教授） みらい創りのためのコ

ミュニケーション
みらいを創るための協働と多元
を体験しつつ考えてみましょう。

マリオス
184会議室 13:00～16:00 岩手高等教育

コンソーシアム 後藤尚人 (人文社会科	学部教授 ) 復興を担う人材像とは 被災地の高校生と大学生が共に
学びます。

マリオス
188会議室 14:00～16:00

岩手県教育委員会指導主事	森本晋也、西武学園文理
中学・高等学校教諭	佐野和之・金井達亮、田園調布
雙葉中学高等学校教諭	小林潤一郎

岩手県の防災教育と防
災マルチプル電子図鑑	
模擬授業

タブレット型PCを用いた未来型
授業を体験します。

立命館慶祥中学校・高等学校教諭		加藤敦史 地図は世界を変える 日本人は国土をどのように捉え
てきたのか

※参加ご希望コースは別紙にてお申し込みください。	※なお、参加人数によっては会場が変更となる場合もございます。　

※別紙申込書にてご予約ください。
※できるだけ事前予約をお願いします。
※当日受付は、４，０００円となります。

※サマースクール実行委員会では、東日本大震災から復興し、新しい東北を創る新興
産業を育成していく観点から、また防災＝メディア＝教育の分野での著しい活動を広
く全国に知らしていくために、「東北みらい賞」（防災・メディア・教育に貢献のあっ
た個人・団体が対象）を制定して、毎年、顕彰してまいります。なお、「サマースクール」
会場で受賞者への贈呈式を行い、受賞対象の活動を発表して頂きます。

参加費用（学生無料）

被災地に集い、被災地に学ぶ実践的研修機会！
私たちは、311の体験や教訓を風化させることなく、この先いつ遭遇するとも限らない自然災害から子供たちを守るため
に、この被災地に他地域から教育に携わるリーダーと専門家を集結させ、「サマースクール」を通じて被災地を体験し、被
災地の教育関係者との意見交換を行い、また最新の防災に関する知見やワークショップを通じて得られる気付きを持ち帰
り、子供たちに生きた防災教育を実践していくことが最重要課題と捉え、サマースクール実行委員会を立ち上げ、毎年夏
に開催することを決意いたしました。

［第1日目］

［第3日目］

［第2日目］

多彩な専門家から
最新防災知識を学ぶ。

被災地に赴き、
被災地の現実を視察。
被災校の体験を聴く。

ワークショップに
参加して防災教育を
体験する。

希望するコースが
選択できるよう複
数の会場に分かれ
て実施します。

被災地視察は、オプ
ションです。詳しくは
右ページをご覧の上、
お申込みください。

交流の場として
ウェルカム
パーティー
を開催します

▶

▶

サマースクールの体験は、
明日の子供たちを守るための多面的な学びの場

盛岡市●

遠野市●

宮古市❶

釜石市❷

陸前高田市❸

※会場：カフェテラス『スカイメトロ』（マリオス 20F）

※先着10 名様とさせていただきます。

17日（金） 1,000 円 ※ウェルカムパーティーの参加料は、事前申込の場合3,000円、
当日受付は4,000円になります。会場でお支払いください。

18日（土） 被災地視察 ※被災地視察旅行は、3コースに分かれてのオプショナルツアー
（お一人様 6,000 円、昼食付）です。

19日（日） 1,000 円
※17日の受付時に19日分の参加費用をお支払いいただいた
方には「19日参加パスポート」を発行いたします。

※19日の参加費は、マリオス188 会議室、またはアイーナ
810 会議室にてお支払いください。

開運橋↑

↓杜の大橋

盛岡駅

マリオスいわて県民情報
交流センター

アイーナ

旭橋↑

ホテルメトロポリタン盛岡— —フェザン

—岩手朝日テレビ


