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育英友の会契約宿泊施設のご紹介
育英友の会では会員や現役奨学生が安心して泊まれる宿として、全国２１の施設と契約
を結んでいます。本号で各施設の概要をお知らせしますのでご家庭で保存し、出張にまた
合宿にご利用ください。
一部の施設については、ホームページ（ＵＲＬ）やメールアドレスもご紹介しています。
○宮城県仙台市
仙台ペンション
980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町 1 丁目 1-51
022-223-6504
★仙台駅徒歩 13 分 Ｂ＆Ｂ形式の都市型ペンション
一泊朝食つき 4000 円（ツイン利用一人分）
朝食はパンとコーヒーと果物のみ
一泊朝食つき 4500 円（シングル）
朝食はパンとコーヒーと果物のみ
http//www.sendai-pension.com/
webmaster@sendai-pension.com
○福井県福井市
ホテルあさひ
910-0005 福井県福井市大手 2 丁目 14-13
0776-22-1716
★JR 福井駅徒歩５分 駐車場無料
アメニティセット完備、全室空冷蔵庫有
無料貸自転車（2 台）有
複数以上団体の場合は大幅割引有（応相談）
朝食付 5250 円（シングルコースの場合）
宿泊のみ（ＲＣ）4500 円（シングルコースの場合）
asahi-nob@yahoo.co.jp
○長野県信濃平
ロッジアットホーム三橋
389-2418 長野県飯山市寿 1245-1
0269-62-4561
★弓道・ゼミの合宿に、農業体験に、
千曲川と寺の町北信州飯山へ
２食付 4800 円
３食付 5500 円（合宿の場合）
http://www.ntcs.ne.jp/mituhasi/

○東京都台東区入谷
桜旅館
110-0013 東京都台東区入谷 2 丁目 6-2
03-3876-8118
★地下鉄日比谷線入谷駅徒歩６分
２食付 7300 円～8300 円
http://www.sakura-ryokan.com/
info@sakura-ryokan.com

○新潟県妙高高原
ペンションスノーグース
949-2112 新潟県妙高市妙高高原池の平温泉
0255-86-3992
★スキー・北信濃観光・美術部合宿に最適、庭で
水芭蕉・蛍も楽しめる
２食付 7350～8500 円（年末年始別）
平日合宿 5500 円～
http://www31.ocn.ne.jp/~snowgoose/
swgoose@ba.mbn.or.jp
○長野県別所温泉
桂荘
386-1431 長野県上田市別所温泉 1671
0268-38-2047
★信州の鎌倉、別所温泉 文化部等の合宿に最適
古寺古塔に囲まれた静かな旅館
２食付 8550 円（2 名以上）
冬期コタツ代１室 1000 円別途
http://www7.ueda.ne.jp/~katuraso/

詳細は各施設に直接お問い合わせ下さい。
（編集部より）
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○長野県上高地
上高地西糸屋山荘
390-1516 長野県松本市安曇上高地
0263-95-2206
２食付 7700 円

○長野県白馬
リゾートインヴィヴァルディ
399-9301 長野県北安曇郡白馬村落倉高原
0261-72-7255
★栂池・岩岳両スキー場まで車で５分、毎日送迎
２食付 8500 円（平日・洗面トイレ付）
http://www.valley.ne.jp/~vivaldi/
vivaldi@ valley.ne.jp

http://www.nishiitoya.com/
info@nishiitoya.com
○岐阜県恵那市明智町
さつき旅館
509-7714 岐阜県恵那市明智町 1158-1
0573-54-2071
２食付 6500 円

○愛知県熱田区
熱田の杜ホテル深翠苑
456-0025 愛知県名古屋市熱田区玉の井町 11-5
052-681-0221
★国際会議場・熱田神宮近く 受験生に好適
深い緑に囲まれ静かなホテル 和室・ツインも
シングル素泊 6300 円 食事は予約制
http://www.shinsuien.jp
atsuta@shinsuien.jp

○三重県阿児の松原
旅館あすなろ
517-0505 三重県志摩郡阿児町甲賀 3578
近鉄鵜方駅下車 無料送迎有
05994-5-3963
★海水浴場至近、的矢牡蠣・伊勢海老など海の幸
大学・ゼミ合宿歓迎
２食付 6000 円（伊勢海老料理付）
休前日は 1000 円アップ
12/31～1/3 と 8/12～8/15 は 4000 円アップ
http://www.d1.dion.ne.jp/~ecolif/asunaro.htm

○三重県二見ケ浦
日章館
519-0609 三重県伊勢市二見町茶屋 537-1
0596-43-5000
★目の前が海、観光至便、合宿大歓迎 送迎有
２食付 7350 円（個人）
２食付 6825 円（５人以上）
２食付 7350 円（合宿）
３食付 6300 円（合宿)
http://www.stay.co.jp/
dream@stay.co.jp

asunaro@ecolife.gr.jp

○滋賀県琵琶湖北岸
和迩浜青年会館
520-0523 滋賀県大津市和迩南浜４０３
JR 和迩駅下車（京都から湖西線 30 分）
077-594-0244
★前は琵琶湖、後は比良山脈
松林の中、美しい日の出・日の入り
２食付 4350 円
http://www.jyh.or.jp/yhguide/kinki/wanihama/

○大阪府天王寺区
葆光荘
543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町 14-16
天王寺駅徒歩２分
06-6771-7242
★難波や梅田などの繁華街へのアクセスに大変便
利
朝食付 5500 円 素泊 5000 円
http://www.hokousou.com

○和歌山県高野山
宿坊普賢院
648-0293 和歌山県伊都郡高野町高野山 605
0736-56-2131
★高野山上の中央に位置し、御本尊は普賢菩薩
百日紅（さるすべり）の庭に仏舎利殿あり
２食付 7500 円
http://www.fugen-in.com

○広島県広島市
カレントコスモ
730-0047 広島県広島市中区平野町 8-15
082-244-2940
★静かな環境で健やかな眠りと爽やかな目覚めを
２食付 8016 円 朝食付 6516 円 素泊 5650 円
夕食は予約制（入館 18 時半まで）
http://www.k4.dion.ne.jp/~c.cosmo

info@fugen-in.com
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○山口県秋吉台
秋吉台ユースホステル
754-0511 山口県美祢郡秋芳町秋吉 4236-1
0837-62-0341
★秋吉台の景観（大草原・特別天然記念物の秋芳洞）
散策にウォーキングマップ用意、食事も大変好評
ウォーキングのコース説明、アドバイス等いたします
２食付 4300 円 朝食付 3350 円 素泊 2800 円
（消費税込み）
http://www.ayt.co.jp/

○福岡県博多区
三井アーバンホテル福岡
812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目 8-15
JR 博多駅徒歩７分
092-451-5111
★キャナルシティ・中洲近く、出張や観光に便利
ルームチャージ 5900 円
http://www.mitsuikanko.co.jp/urban/fukuoka/
syukuuhfk@mitsuikanko.co.jp

○長崎県長崎市
民宿旅館たんぽぽ
852-8016 長崎県長崎市宝栄町 21-7
JR 浦上駅徒歩 15 分
095-861-6230
★平和公園・原爆資料館徒歩８分、長崎の夜景良
２食付 5500 円から
素泊まり 3600 円から
http://www.tanpopo-group.biz/tanpopo/
minshuku@tanpopo-group.biz

○長崎県長崎市
長崎シティーホテルアネックス３
852-8117 長崎県長崎市平野町 3-2
"095-845-5321
FAX 849-3473"
★全室共ゆったりとしたスペースで、便利なキッチ
ンを完備。長崎の観光スポット、平和公園、原爆資
料館近くにあります。
２食付 6800 円（２人以上。１人料金）
素泊まり 3900 円（２人以上１室。１人料金）
http://www3.tanpopo-group.biz
nagasaki-annex3@tanpopo-group.biz

○大分県別府
旅館長寿荘
874-0943 大分県別府市楠町 7-16
0977-22-1086
２食付 5400 円 素泊 2500 円
コーヒー・トースト付 3000 円

以上は 2006 年 11 月現在で記載されて
います。
その後の変更などもあり得ますので、各
施設に事前にお問い合わせください。

◎宿泊費には原則として税・サービス料等を含みます。
◎週末・ハイシーズン・年末年始等の繁忙期は別料金となる施設があります。
◎利用料金・消費税等は各施設に確認してください。
◆利用する時は◆
（１） 利用施設へ早めに直接連絡をとり「育英友の会宿泊割引利用」と伝えた上で、施設の指示に
従って予約申し込みをしてください。
（２） 利用の際は会員証またはクーポン券のいずれかを持参してください。
（クーポン券は、育英友の会ホームページからダウンロードすることができます）
（３） 会員以外の利用者がある場合、クーポン券が必要になります。クーポン券利用時には、以下
の項目を明示していただくことが必要になります。
＜必要事項＞ 利用施設名・宿泊人数・利用月日・宿泊日数・利用代表者名
（４） クーポン券の利用時には、身分を証明するものを求められる場合があります。
（５） 無断でキャンセルすると施設に迷惑をかけます。必ず申込先へ連絡してください。
（６） 予約金を必要とする施設もあります。詳細は各施設の指示に従ってください。
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育英友の会とは
育英友の会は、日本育英会の奨学生のＯＢ・ＯＧの有志を中心に１９５６年に結成され、
昨年創立５０周年を迎えました。
北は北海道から南は沖縄まで全国を 9 つの支部でカバーし、支部単位または支部合同で、
会員相互の親睦や後輩学徒への援助などの活動を行っています。

育英友の会 設立宣言 （1956 年 11 月 10 日）（2004 年 5 月 23 日改正）
(（1）私たちは、日本学生支援機構及び日本育英会の奨学生であったもの並びに日本学生支
援機構の趣旨に賛同するものとして、全国的な組織のもとに、いっさいの派閥をこえ
て互いに親しみ互いに力となって、国民の期待にそう人物となるよう努める。
(（2）私たちは、われらと同じ道をあゆんで健闘する後輩学徒のよき理解者として、できる
かぎりの支援をおしまない。
(（3）私たちは、われらの修学を支援した社会に敬意を表するとともに、広く一般によびか
けて、さらに教育を重んずる文化国家の建設に協力する。
(（4）私たちは、学生支援事業を現実に行う日本学生支援機構に、つねに深い関心をもち、
その運営についてよき助言者となり、実際の協力者となる。

友の会あてメールへのお願い
育英友の会あてに、日本学生支援機構の-奨学
金についての相談、問い合わせのメールをいた
だくことがあります。
申し訳ございませんが育英友の会は、日本学
生支援機構とは別の団体です。
奨学金に関する問い合わせは日本学生支援
機構の奨学事業相談センター（0570-03-7240）
へ直接お問い合わせください。
育英友の会からの回答は御容赦願います。

○

●

△

▲

◇

■

友の会への問い合わせ
育英友の会事務局には、常駐する
関係者がおりません。申し訳ござい
ませんが、お問い合わせなどは、下
記までメールでお願いします。
toiawase@ikueitomonokai.jp

育英友の会各支部ホームページアドレス

北海道支部
東北支部
関東支部
北信越支部
東海支部
近畿支部
中国支部
四国支部
九州支部

まことに申し訳ありません。ただいまメンテナンス中です
http://www5b.biglobe.ne.jp/~kudotaku/index.htm
http://itomo.sakura.ne.jp/
http://www.nice-tv.jp/~t-y0921/
http://www.ikueitomonokai.jp/tokai/
http://www004.upp.so-net.ne.jp/ikinki/
http://ikuei.cse.oka-pu.ac.jp/
http://www016.upp.so-net.ne.jp/ikuei-shikoku/
http://ww5.enjoy.ne.jp/~aimi-h/kyushu.html

なお、ただいま、支部ホームページのアドレスの統一に向け作業中です。そのため変更
になる場合があります。
育英友の会ホームページ

http://www.ikueitomonokai.jp
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