
特定非営利活動法人日台親善支援協会 

日台（交流/観光/産業/動物愛護/寄附）支援事業 

 

（2015年 4月 9日～4月 14日 スケジュール） 

 4月 9日来阪～15日帰国（6泊 7日） 

 

4月 9日（木） ウェルカム大阪 16：00～21：00 （居酒屋かおり＆NOSS）       参加料￥8,000 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

9日

（木） 

【集合場所・時間／梅田 16：00】 

梅田（16：00集合）＝＝ゆっくりと電車で＝＝居酒屋かおりへ🍴 

＝＝ショットバーNOSSで🍷と pizza 

参加料 ￥8,000-（コーヒー+夕食付） 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

 

 

4月 10日～11日（金～土） 山陰カニづくし 出雲大社 足立美術館（夕食付） 

１日目（土）：鳥取砂丘・白兎海岸（鳥取北部）・出雲・安来・日御碕・玉造温泉 

（昼食：1回 / 夕食：1回） 

2日目（土）：梅田到着後 20：30～23：00 丸十寿司で夕食 

（朝食：1回 / 夕食：1回）              参加料￥30,000 

※ 4月 11日（土） 20：30～23：00（現地：阪急服部天神駅 丸十寿司で集合）  夕食のみ参加料￥7,000 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

10日

（金） 

【集合場所・時間／なんば 7：50→梅田 8：30】 

なんば（7：50集合）＝＝ ＝＝梅田（8：30集合）＝＝ ＝＝ 

★鳥取砂丘（カニづくし膳のご昼食）＝＝ ＝＝◎足立美術館＜約２時間＞） 

＝＝ ＝＝玉造温泉（17：00～18：00到着）＜泊＞【露天風呂有】＜宿泊＞夕食付 

11日

（土） 

ホテル(8：00出発）＝＝ ＝＝☆いずもまがたまの里伝承館＝＝ ＝＝ 

○出雲大社（平成の大遷宮で新しくなった国宝＜約２時間＞）＝＝ ＝＝ 

☆大漁市場なかうら＝＝ ＝＝ 

○境港（冬の松葉ガニで有名な日本有数の漁獲高を誇る港町＜約 50分＞）＝＝ ＝＝ 

梅田・なんば（19：00～21：30着）＝＝＝＝丸十寿司で夕食 

参加料 ￥30,000-（美術館入館料込+休憩所での飲み物+夕食付） 

参加料 ￥7,000 夕食だけの場合（丸十寿司） 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

 



4月 12日（日）12：00～14：10 お花見リバークルージング(軽食付)         参加料￥5,000 

4月 12日（日）15：30～17：00 正会員審議会+日台正会員親睦会（新阪急ホテル）  参加料￥5,000 

4月 12日（日）17：30～21：00 理事会+日台交流親睦会（エスカイヤクラブ）    参加料￥8,000 

12日

（日） 

【集合場所・時間／梅田（11：00集合）湊町リバープレイス（12：00集合）】 

梅田（11：00集合）＝＝港町＝＝（約 120分間のクルーズ）～～ ～～ 

道頓堀川（道頓堀橋）～～ ～～東横堀川（東横堀川水門）～～ ～～ 

土佐堀川（葭屋橋）～～ ～～大川（天満橋）～～ ～～大川（桜宮橋） 

～～ ～～大川（天満橋）～～ ～～土佐堀川～～ ～～東横堀川～～ ～～ 

道頓堀川〉～～ ～～湊町リバープレイス（14：10着） 

参加料 ￥ 5,000-（軽食付） 

12日

（日） 

【集合場所・時間／新阪急ホテル 15：20】 

〈お食事をしながらの日台正会員審議会＆親睦会〉 

○ 15：30～17：00 （現理事の適正審議、並びに理事推薦、その他） 

 参加料：￥5,000（時間内：食べ放題） 

 

【集合場所・時間／エスカイヤクラブ 17：30】 

〈飲食をしながらの理事会＆日台交流親睦会〉 

○ 17：30～18：00 （各理事の会員募集状況・寄附募集状況・活動状況 報告審議） 

○ 18：00～21：00 （日台交流親睦会） 

 参加料：￥8,000（入場料込） 

 

 

4月 13日（月） 7：00～20：00 世界遺産 姫路城と淡路花博（夕食付）   参加料￥17,000 

※ 4月 13日（月） 20：30～22：30（現地：阪急服部天神駅 平城園で集合）  夕食のみ参加料￥7,000 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

13日

（月） 

【集合場所・時間／梅田 7：00】 

梅田（7：00集合）＝＝ ＝＝姫路城（世界遺産「姫路城」）＜約 180分＞ 

＝＝ ＝＝◎国営明石海峡公園（淡路花博 2015開幕！淡路会場）＜約 60分＞ 

＝＝ ＝＝☆淡路ハイウェイオアシス（お買い物） 

＝＝ ＝＝各地（18：30～20：00着）荷物を置いて＝＝梅田（20：00）＝＝平城園で夕食 

参加料 ￥17,000-（弁当付+休憩所での飲み物+夕食付） 

夕食だけの場合：参加料￥7,000（焼肉平城園又は居酒屋） 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

 

 



4月 14日（火） 11：00～17：00 たこ焼と自由気ままに大阪めぐり～河豚小政（夕食付）参加料￥10,000- 

※ 4月 14日（火） 18：30～21：00（現地：地下鉄御堂筋線江坂駅 小政で集合） 夕食のみ参加料￥7,000 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

14日

（火） 

【集合場所・時間／梅田 11：00】 

梅田（11：00集合）＝＝ぶぶ亭のたこ焼＜約 40分＞＝＝ 

梅田・心斎橋・難波・黒門市場などを自由気ままに＜約 180分＞ 

＝＝気に入った喫茶店（咖啡廳）＜約 40分＞へ＝＝（お買い物） 

＝＝梅田（17：30～18：00着）荷物を置いて＝＝梅田（18：30集合）＝＝夕食へ 

参加料 ￥10,000-（たこ焼+コーヒー付+夕食：河豚小政付） 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞ 

 

（参加・不参加）申込書 

※ 下記の（ ）参加する、（ ）参加しない の（ ）内に○印を入れてご回答ください。 

（申込先：npo@jatfa.org ／ 申込期日：2015年 3月 5日（木）迄） 

１）4月 9日（木） ウェルカム大阪（夕食付）  参加料￥8,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

 

２）4月 10日～11日（金～土） 山陰バスツアー 参加料￥30,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

※ 参加しない場合⇒4月 11日（土） 夕食のみ 参加料￥7,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

 

３）4月 12日（日）お花見リバークルージング（軽食付） 参加料￥5,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

4月 12日（日）正会員審議会+正会員親睦会（食事付） 参加料￥5,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

4月 12日（日）理事会+日台交流親睦会（飲食付） 参加料￥7,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

 

４）4月 13日（月）世界遺産姫路城と淡路花博（夕食付）参加料￥17,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

※ 参加しない場合⇒4月 13日（月） 夕食のみ 参加料￥7,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

 

５）4月 14日（火）自由気ままな大阪めぐり（夕食付） 参加料￥10,000- ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

※ 参加しない場合⇒4月 14日（火） 夕食のみ 参加料￥7,000 ⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

＜オプション（スナック又はカラオケ/居酒屋）：￥6,000＞⇒（ ）参加する （ ）参加しない 

※ 会員名をご記入ください ⇒ 会員名：              

mailto:npo@jatfa.org

