
【重要】参加費は、事前振り込みをお願いします。

 建交労フェスタの参加にあたり、参加費の取り扱いにつきまして、多数お問い合わせをいただい
ています。京都フェスタの参加費につきましては、事前振り込みでのお支払いをお願いいたします。
参加者の皆様には大変お手数ではありますが、申込み後に請求書を発行いたしますのでご対応いた
だきますようお願いいたします。※指定口座は請求書に記載いたします。支払者不明などの混乱を
避けるため、支払時には中央本部財政部までご連絡をいただきますようお願いいたします。 
 当日現金での取り扱いはおこないませんので、参加者の皆様のご理解とご協力をお願いいたしま
す。 

女性部実行委員の磯野さんからメッセージ 

「京都でお待ちしています！！」 
一年延期を余儀なくされましたが、その前から

実行委員会で女性部企画を練りに練って準備を進
めてきました。 

京都は魅力的な街。古き良きものを愛で新しき
ものを知る。 

建交労の老若男女が参加できて、大いに楽しん
でたくさんの交流ができることを目指しています。 

午前はジェンダー平等を学び、昼食の精進料理
からは建交労が天龍寺を独り占め？入って正面の
達磨図、巨大な雲竜図、曹源池庭園…世界遺産をお
楽しみ下さい。座禅（瞑想）の体験、手作り体験の
お土産を…の企画も盛り込み、夕涼みに鴨川べり

で川床料理を…のリクエストに応えて企画しています。 
現地、京都女性部の力を借りて準備万端！二日目女性部企画は夕食以外の参加費

個人負担はありません。参加の申し込みをお待ちしています。 
女性部が全力で二日目の企画をサポート致します。 
「おこしやす～建交労フェスタへ～」 

建交労中央女性部 磯野紀子 

2022年 4月 15日 
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京都フェスタ参加申込み状況、現在 63 人！ 

県本部単位や広域支部で大きく前進 
 前回のニュース（No.2、3 月
31 日号）では申込者が 8 人で
したが、4 月 15 日現在、一気
に前進して 63 人の参加申し
込み状況となりました。オプ
ショナルツアーへの申込みも
順調におこなわれています。 
積極的な検討を早期におこな
っていただきますよう呼びか
けます。

青年セミナーと女性部企画の案内チラシが完成しました。 
青年セミナーは 40 歳代（厳密ではありませんので、ご相談ください。）を目処とした建交労青年

組合員であればどなたでも参加費無料で参加できます。※性別、組合員歴、所属は問いません。 
女性部企画のオプショナルツアーは性別・所属を問わずどなたでも参加できます。一部自由参加

の夕食交流を除いて参加費無料となっています。 
それぞれ青年セミナーと女性部企画には参加できる人数に限りがあるため、早期に申込みをいた

だきたいと思います。 

人数 定員残り 内容

9 31 陶芸、観光、昼・夕食交流会

1 10 座禅体験

4 2 七宝焼き体験

1 13 つまみ細工体験

1 12 京友禅染体験

5 40 伏見、宇治観光

8 12 伏見稲荷、東福寺、京都御所観光

オブショナルツアー合計 29 120

28

5

申込人数 定員残り 内容

5 「いづもや」川床料理女性部夕食（任意）

コース名 定員数

女性部Ｃコース

女性部Ｂコース① 6

青年セミナー 40

女性部Ａコース 11

現地観光Ａコース

現地観光Ｂコース

13

女性部Ｂコース② 14

45

20

定員数コース名

オブショナルツアー不参加

149

不明（無記入）

＜京都フェスタ参加申込み状況 2022 年 4 月 15 日現在＞ 

地協 参加目標 申込人数 地協 参加目標 申込人数

北海道 20 2 関西 50 20

東北 20 29 中国 20

関東 20 4 四国 20

北信越 20 九州 20 6

東海 20 常執等 2

合計 210 63

＜オプショナルツアー参加申込み状況 2022 年 4 月 15 日現在＞ 

2



建交労
フェスタ
in 京都

２日目
（６/11） 女性部企画 参加費無料

※夕食（自由参加）は
個人負担あり

「京都ではんなりほっこり
学ぼう ジェンダー」

スケジュール

8:45 ホテル出発

（マイクロバスで移動）

9:30

～

11:30

学習会　ジェンダーカフェ

「元祖わきまえない女 ・寿岳章

子さんに学ぶ」 久米弘子弁護士
ラボール京都　4階 12 会議室

11:45 ラボール京都出発

（マイクロバスで移動）

12:30

～

13:10

昼食 ・精進料理 「篩月 （しげつ）」

一汁五菜　

嵐山 ・天龍寺

昼食後 自由散策

14:00 ※各コースに分かれます

A コース ：天龍寺 ・友雲庵集合

Bコース

Cコース
天龍寺集合、バス乗車

A
コース

座禅 （瞑想） 体験
13:45 ～ 15:15　15 名
・ 終了後、 出発まで散策

天龍寺 ・友雲庵

B
コース

※どちらか 1つです

①七宝焼き体験
14:30 ～ 16:30　8名
かとれあ工房

【作れるもの】　 ・ キーホルダー　 ・ ネックレス

②つまみ細工体験
14:30 ～ 16:30　20 名
おはりばこ

【作れるもの】　 ・ バッグチャーム　 ・ クリップ

C
コース

京友禅染体験
14:30 ～ 16:30　20 名
丸益西村屋

【作れるもの】　 ・ ハンカチ　 ・ スマホケース

・ トートバッグ　 ・ペンケース　などなど

体験終了後
各会場から 3 コースに分かれます

❶現地解散、自由行動
❷バスで四条大橋あたりまで移動
・「いづもや」で夕食（自由参加）
または
・解散、自由行動

❸バスでホテルへ。解散、自由行動

自由
参加

夕食 ・鴨川川床 「いづもや」
17:30 ～ 19:00
※夕食終了後、 集団行動で

ホテルに帰ります
個人負担
6,600 円

お問い合わせ 建交労中央女性部
〒���-����　東京都新宿区百人町４－７－２　全日自労会館４階TEL：��-����-����　FAX：��-����-����mail：yamamoto@kenkourou.or.jp



青年セミナー青年セミナー青年セミナー青年セミナー
建交労フェスタ  in京都2日目

6/11（土）

参加費
無料

START
!

9:00

ホテル 1階ロビー
集合

※スケジュールは変更となる場合がございます

バス移動
20 分

徒歩すぐ

徒歩
5 分

10:00
陶芸体験

11:00
清水寺観光

グループに分かれ、
ミッションクリアを目
指しながら京都のまちを散策しよう！
※訪れる場所は、それぞれのグループで

　　決めてもらいます。

参加費

場所：森陶器館
〒605-0862
京都市東山区清水２丁目 254
清水坂参道中程
TEL.075-561-3457

好きな形の食器
などが作れるよ

市バスで
京都めぐり！

昼食
12:0013:00

金閣寺

グループ行動
（京都散策）

銀閣寺

伏見稲荷

場所：梅山堂
〒605-0862
京都市東山区清水寺山門前
TEL.075-541-0366

18:00
夕食交流会

GOAL

場所：ビヤレストランミュンヘン
〒604-8026
京都市中京区河原町通四条上ル一筋目東入ル
TEL.0120-06-3505

創業70年の
老舗ビア
レストラン！

バス1日券を

配布します

お問い合わせ 建交労全国青年部
〒���-����　東京都新宿区百人町４－７－２　全日自労会館４階TEL：��-����-����　FAX：��-����-����mail：yamauti@kenkourou.or.jp


