
説明会日程

広島会場： 広島YMCA 広島市中区八丁堀7-11

12/21（土）16:00－18:00 本館 5F 506
1/12（日）14:00－16:00 本館 5F 506

福山会場： 福山YMCA 福山市西町2-8-15
1/11（土）15:00－17:00    ４F 402

三次会場： みよしまちづくりセンター
三次市十日市西6-10-45

1/11（土）10:00-12:00 1F 会議室

★説明会では、どんな質問にもお答えします★

留学に興味はあるけど、ちょっと心配…

今のままでいいのか毎日モヤモヤ…そう思っている人はたくさん
いるハズ！

ほんの少しの勇気で、目の前の世界はうんと広がるのです。

失敗してもいいんです。いきなり上手くいくことなんて、そうそうない。
失敗するから見えてくるコトだって、たくさんあります。

悩むくらいなら、やってみよう！！
挑戦した人にしか経験できないこと、
あなたも味わってみたくないですか？

ニュージーランド・フィティアンガってどんなところ？

フィティアンガは、ニュージーランド北島コロマンデル半島に位置し、
オークランドから車で約3時間。ニュージーランド人にも人気のリ
ゾート地です。フレンドリーな人々と美しい海岸線、緑の森に囲まれ
た自然豊かな環境は英語学習にも最適なところです。

ぜひ説明会にご参加ください。

 

広島県国際理解教育プログラム

ニュージーランド・フィティアンガ
ホームステイ

プログラム概要
＊現地語学学校で英語学習
＊滞在はホームステイ
＊ニュージーランドならではの
自然体験アクティビティ

♫おすすめポイント♪
＊１泊２日の事前研修が２回！
好評です♪

＊渡航説明会で出発準備もバッチリ
＊広島空港から添乗員同行で安心
＊広島空港発着で便利
＊この経験を今後につなげるための
事後研修つき！

＊記念アルバム（写真入りDVD付）
をもれなくプレゼント！

旅行企画・実施：ひろでん中国新聞旅行
観光庁長官登録旅行業第1666号

プログラム後援：YMCAエデュケーショナルトラベル

その先にある何かを
探しに行こう！

プログラム後援：YMCAエデュケーショナルトラベル



2019年度春休みニュージーランドホームステイ

No. 日付 都市 現地時間 交通機関 スケジュール 食事

1

広島空港 10:00 SQ-867 出国手続きの後、シンガポールへ 機内

3月26日 シンガポール 15:50 到着後、乗換えゲートへ

（木） 22:25 SQ-285 空路、ニュージーランド・オークランドへ 機内

【機 内】

2

オークランド 13:20 入国手続きの後、 機内

3月27日 専用車 受け入れ地域、フィティアンガへ

（金） フィティアンガ 夕刻 到着後、オリエンテーション/各ホームステイ先へ

【ホームステイ】 夕食

3

3月28日 朝食

（土） フィティアンガ 終日 ホームステイ先でお過ごしください 昼食

【ホームステイ】 夕食

4

3月29日 朝食

（日） フィティアンガ 終日 ホームステイ先でお過ごしください 昼食

【ホームステイ】 夕食

5

3月30日 午前 英語研修 朝食

（月） フィティアンガ 午後 タウンオリエンテーション 昼食

【ホームステイ】 夕食

6

3月31日 午前 英語研修 朝食

（火） フィティアンガ 午後 ビーチアクティビティ 昼食

【ホームステイ】 夕食

7

4月1日 午前 英語研修 朝食

（水） フィティアンガ 午後 ファームパーク （動物たちとのふれ合い） 昼食

【ホームステイ】 夕食

8

4月2日 午前 英語研修 朝食

（木） フィティアンガ 午後 カセドラル・コーブ 昼食

【ホームステイ】 夕食

9

4月3日 午前 英語研修 朝食

（金） フィティアンガ 午後 カヤック体験 昼食

【ホームステイ】 夕食

10

フィティアンガ 朝 専用車 ホームステイチェックアウト、空港へ 朝食

4月4日 オークランド 15:10 SQ-286 出国手続きの後、シンガポールへ ×

（土） シンガポール 21:00 到着後、乗換えゲートへ 機内

【機 内】 機内

11

4月5日 シンガポール 1：45 SQ-868 空路、広島空港へ 機内

（日） 広島空港 9：00 入国手続きの後、各地へ ×

※上記スケジュールは現地事情により変更される場合もありますのであらかじめご了承下さい。

※利用予定航空会社/シルクエアーおよびシンガポール航空

※食事回数/朝食：８回 昼食：７回 夕食：８回（機内食除く）

※写真はイメージです



資料請求・説明会参加申し込み：https://www.topic-tour.com

スマホの方は、こちらから

【プログラム費用に含まれるもの】
○旅程表に記載した航空運賃（エコノミークラス） ○旅程表に記載した現地での移動費
○旅程表に記載した食事 ○旅程表に記載した海外宿泊費（ホームステイ）

○旅程表に記載した現地プログラム費 ○添乗員費用 ○事前事後研修費 など
（事前研修については詳しい資料でご確認下さい。）

【プログラム費用（合計）に含まれないもの】
○海外旅行保険料 ○渡航手続き費用 ○燃油サーチャージ（0円/2019年10月現在）
○各国空港税/航空保険（約6,190円/2019年10月現在） ○ 国際観光旅客税（1,000円）

〇ニュージーランド国際観光税（約2,800円/2019年10月現在）
〇電子渡航認証（NZeTA）取得費用（6,600円）
○追加手荷物料金：各航空会社協定規則を超える手荷物運搬料金（航空会社、方面により異なります）

○その他個人的諸費用 など

「より安全な運営を目指して」

ひろでん中国新聞旅行は，
YMCAエデュケーショナル
トラベルが長年取り組んできた
広島県国際理解教育事業を引き
継ぎ、取り組んでいくことにな
りました。

YMCAエデュケーショナル
トラベルのプログラムや運営
ノウハウをそのまま引継ぎ、よ
り安全なプログラムを目指して
まいります。

この国際理解教育プログラムは，

今春で58回目となります。

お申し込み締め切り：
2020年1月18日（土）

ニュージーランド・フィティアンガホームステイ 小学４年生-高校生対象（出発時１０歳以上）
【最少催行人員 １０名】 添乗員同行

プログラム費用（旅行代金） ￥４４８，０００

お問い合わせ、資料請求先：ひろでん中国新聞旅行 語学留学センター
住 所：広島市中区胡町3-19 中国ビル 5階

ＴＥＬ：082-543-2121 営業時間 平日 9:30-17:30 土曜日 10:00-17:00（日祝日休業)

総合旅行業務取扱管理者 有木 知弥 担当：谷本

旅行条件（抜粋）お申込みの際は別途交付する旅行条件書を必ずお読みください

●募集型企画旅行契約
この旅行は、ひろでん中国新聞旅行㈱（広島市中区胡町3番19号中国ﾋﾞﾙ 観光庁長官登録旅行業第1666
号 以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当
社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条
件書（全文）、最終旅行行程表と称する確定書面及び当社旅行契約の部によります。

●お申し込み方法と契約の成立時期
当社所定のお伺い書に所定の事項を記入し、申込金または旅行代金全額を添えてお申し込みください。申
込金は旅行代金のお支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ﾌｧｸｼﾐﾘ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄその他の通信
手段によるお申し込みの場合、当社が予約の承諾の胸を通知した日の翌日から起算して5日以内に申込書
の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾を市申込書と申込金を受領
したときに成立します。

●申込金
申込金（おひとり様）40,000円
●旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に（お申し込みが間
際の場合は当社が指定する期日までに）お支払いくだい。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。（但
し、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに取消料を明示した場合はそれによります）
（おひとり様あたり）旅行開始日の前日から起算して

●個人情報の取り扱いについて
ひろでん中国新聞旅行㈱（以下「当社」といいます）は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載さ
れた個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほけ、お客様がお申込みいただいた旅行に
おいて運送、宿泊機関などの提供するｻｰﾋﾞｽの手配及びそれらのｻｰﾋﾞｽの受領のための手続きに必要な範囲
内で利用させていただきます。そのほか当社では、提携する企業の商品やｻｰﾋﾞｽ、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのご案内、旅行
参加後のご意見やご感想の提供のお願い、ｱﾝｹｰﾄのお願い、得点ｻｰﾋﾞｽの提供、統計資料の作成に個人情報
を利用させていただくことがございます。このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://www.topic-tour.co.jp）でご確認ください。

●旅行条件基準日 2019年10月1日を基準としています。

30日～3日前 旅行開始日の前々日～
旅行開始日の当日

開始後の解除
及び無連絡不参加

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

フィティアンガ
プログラム費用（旅行代金）

https://www.topic-tour.co.jp/


令和元年度短期留学プログラム参加希望書 

 

下記のとおり，令和元年度短期留学プログラムへの参加を希望します。 
 
 

ふ り が な  

氏 名 
 

 
性 別 

 

※○で囲む 

男 ・ 女 

生年 

 

月日 

 
平成 年 月 日生 （満 歳） 

現 住 所 

〒 TEL: 

 

在 籍 学 校 

・学 年 

※学校名，学科・コース，学年を記入のこと 

 

 

（ 学科・コース）第 学年 在学中 

保 護 者 

連 絡 先 

ふり がな 

氏 名 TEL: 
 

 

 

 

携帯: 
〒 

参 加 希 望 

プ ロ グ ラ ム 

(株)ひろでん中国新聞旅行 

広島県国際理解教育プログラム 

ニュージーランド・フィティアンガホームステイ 

2020年３月 26日（木）～2020年４月５日（日）【11日間】 

※取得した個人情報は，本事業の目的以外に利用しません。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和元年度短期留学プログラム 作文用紙 

  

○留学を希望する理由と留学経験をどのように生かすかについて，400字以内で書いてください。 

 

氏名                

20 × 20 

 


