瀬戸内国際芸術祭 2019 作品公募現地見学会の御案内
瀬戸内国際芸術祭 2019 作品公募への応募を予定されている方を対象に、会場となる瀬戸内
海の島々を見学するツアーを開催します。豊島、女木島、男木島、小豆島、沙弥島、本島、高
見島、粟島、伊吹島を芸術祭スタッフが御案内します。
１．実施日時
第１回 2017 年 11 月 11 日（土）
・12 日（日）
第２回 2017 年 11 月 18 日（土）
・19 日（日）
２．コース
第１回 【１日目】2017 年 11 月 11 日（土） 高見島・本島・沙弥島・女木島
【２日目】2017 年 11 月 12 日（日） 小豆島・豊島・男木島
第２回 【１日目】2017 年 11 月 18 日（土） 粟島・伊吹島・女木島
【２日目】2017 年 11 月 19 日（日） 小豆島・豊島・男木島
※１日目は自由参加。２日目は参加必須。
３．行程
別表のとおり。
４．定員
各回 40 名（先着順）
(1)定員となり次第締め切ります。
(2)定員を超える申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。
(3)最少催行人数５名
５．参加資格
瀬戸内国際芸術祭 2019 作品公募への応募を予定されている方。
グループでの応募の場合は代表者１名のみ。
※原則として参加は、作品公募への応募を予定されている方御本人に限らせていただきま
すので、御家族、御友人、助手の方等の同行はお断りさせていただく場合があります。
６．旅行代金
参加日数
１日目＋２日目
２日目のみ

料金
12,000 円(税込)
6,500 円(税込)

交通費(各日の集合場所～解散場所までのみ)、入館料、昼食代として。
宿泊料金は含みません。
※「７．申込方法」により宿泊を希望された方のみ、11 月 11 日(土)の解散場所(高松港)
から土庄港までの定期船(フェリー)乗船料が旅行代金に含まれます。
７．申込方法
申込み URL
（http://www.jtb.co.jp/tabeat/List.asp?Tourno=74c3cfe2514e4edbaf012e8f）
から、お手続きをお願いいたします。
なお、海外からのお申込みの場合は、旅行申込書（英文）をダウンロードし、必要事項をご
記入の上、ＪＴＢ中国四国高松支店までＦＡＸにてお申し込みください。
ＪＴＢ中国四国 高松支店
ＦＡＸ：０８７－８２１－２１７７
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(1)申込みにあたっては、国内募集型企画旅行条件書を御確認ください。
(2)宿泊を希望される方は、旅行申込書の宿泊希望欄に必要事項を御記入ください。なお、
宿泊施設の部屋数及び部屋タイプには限りがあります。御希望に沿えない場合もあり
ますので、あらかじめ御了承ください。
(3)申込者御自身で別途宿泊施設を手配していただいても結構です。ただし、その場合、１
日目の解散場所から宿泊施設まで、及び、２日目の集合場所までの交通費等は、参加
費及び宿泊料金に含まれません。
(4)個人情報に関しては、本事業以外の目的には使用いたしません。
８．申込締切日
第１回 2017 年 10 月 20 日(金)
第２回 2017 年 10 月 27 日(金)
９．宿泊
宿泊を希望される方には、下表のとおり宿泊施設を、先着順に御用意します。
宿泊施設名
11 月11 日
（土）

11 月18 日
（土）

オーキドホテル
鹿島荘

住 所
小豆郡土庄町甲5165-216

16,800 円

小豆郡土庄町甲1656-1

15,500 円

高松ワシントンホテルプラザ 高松市瓦町１丁目2-3
リーガホテルゼスト高松

料 金

高松市古新町9-1

9,000 円
9,200 円

部屋タイプ
（食事条件）
洋室1 名1 室
（1 泊2 食）
和室1 名1 室
（1 泊2 食）
洋室1 名1 室
（1 泊朝食）
洋室1 名1 室
(1 泊食事なし)

（1）宿泊料金は旅行代金に含まれません。
（2）宿泊施設の部屋数及び部屋タイプには限りがあります。御希望に沿えない場合があり
ますので、あらかじめ御了承ください。
（3）申込者御自身で別途宿泊場所を確保していただいても結構です。ただし、その場合、
１日目の解散場所から宿泊場所まで、及び、宿泊場所から２日目の集合場所までの交
通費等は、旅行代金及び宿泊料金に含まれません。
(4)申込み多数の場合、表に示す宿泊施設以外の宿泊施設を御案内する場合があります。
10．見学場所
豊 島：島キッチン等の作品が集まる唐櫃岡地区を歩き、バスで、家浦・甲生・唐櫃の３集
落を回ります。
男木島：急な斜面に民家が密集した独特の景観をもつ集落を、歩いて訪れます。
女木島：
「オオテ」と呼ばれる防風防潮用に築かれた石垣のある集落を散策し、山頂にある
「鬼の洞窟」を見学します。
小豆島：島内をバスで移動し、島の雰囲気を感じながら、各地区を見学して回ります。
沙弥島： 沙弥島海水浴場から、瀬戸大橋を一望できるナカンダ浜までを歩いて見学します。
本 島：古いまち並みが残る笠島地区から、瀬戸大橋を望む泊地区までを歩きます。
高見島：急傾斜地に家が建ち並ぶ浦地区と高見港から近い浜地区を散策します。
粟 島：日本初の海員養成学校「国立粟島海員学校」の跡地である粟島海洋記念公園の周
辺地域を中心に島内を歩いて見学します。
伊吹島：いりこの加工場が集まる真浦港から島内中心部までを歩いて見学します。
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11．集合場所
１日目＋２日目コース
「７．申込方法」により
宿泊施設を
宿泊を希望する場合
自己手配する場合

日 程

11/11(土)

11/12(日)

11/18(土)

11/19(日)

２日目のみコース

時刻

１０：００

１０：００

場所

ＪＲ高松駅 駅前広場

ＪＲ高松駅 駅前広場

備考

9:45 受付開始

9:45 受付開始

時刻

９：００

９：１０

場所

土庄港「太陽の贈り物」前

土庄港「太陽の贈り物」前 土庄港「太陽の贈り物」前

備考

9:00 受付開始
各自集合（徒歩）

08:02 高松港発フェリー
08:20 高松港発高速船
に御乗船ください。

時刻

１０：００

１０：００

場所

ＪＲ高松駅 駅前広場

ＪＲ高松駅 駅前広場

備考

9:45 受付開始

9:45 受付開始

時刻

７：４０

９：１０

場所 高松港Liminal Air –core-前
備考

08:02 高松港発フェリー
に乗船します。

９：１０

08:02 高松港発フェリー
08:20 高松港発高速船
に御乗船ください。

９：１０

土庄港「太陽の贈り物」前 土庄港「太陽の贈り物」前
08:02 高松港発フェリー
08:20 高松港発高速船
に御乗船ください。

08:02 高松港発フェリー
08:20 高松港発高速船
に御乗船ください。

※高松港、土庄港の集合場所詳細は別紙のとおり。
12．注意事項
（１）動きやすい服装、靴で御参加ください。
小豆島・豊島内はバスによる移動、女木島はバスと徒歩による移動、男木島・沙弥島・
本島・高見島・粟島・伊吹島の島内は徒歩による移動になります。
（２）飲み物は必ず持参してください。ゴミは必ずお持ち帰りください。
（３）島によっては、商店が少なく、飲み物や日用品等を購入できない場合がありますので、
旅行に必要な物は、必ず持参してください。
（４）現地見学会当日は、日本語と英語のみ対応可能です。ただし、当日の配布物等は、日本
語表記になります。
（５）荒天等によりやむを得ず、行程の一部または全部を変更することがあります。
（６）荒天時により行程の一部または全部が中止になった場合は、高松港にて説明会を実施
する場合があります。
（７）行程の一部または全部を変更した場合、原則として旅行代金は返還いたしません。
13．企画・立案
瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局（香川県文化芸術局瀬戸内国際芸術祭推進課内）
〒760-0019 香川県高松市サンポート１番１号 高松港旅客ターミナルビル３階
ＴＥＬ：０８７－８１３－０８５３
ＦＡＸ：０８７－８１３－０８５８
Ｍail ：proposal@setouchi-artfest.jp
※現地見学会全般に関するお問い合わせはこちらにお願いします。
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14．旅行企画・実施
ＪＴＢ中国四国 高松支店
観光庁官登録旅行業第 1769 号
日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者：齋藤 寛
〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町７－６
ＴＥＬ：０８７－８５１－３０５５
ＦＡＸ：０８７－８２１－２１７７
※参加申込み及び料金のお支払いに関するお問い合わせはこちらにお願いします。
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≪集合場所≫

Photo:Osamu Nakamura

土庄港
TONOSHO PORT

Photo:Yasushi Ichikawa
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