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法政大学　卒業生の皆様へ
謹啓
　皆様ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申
し上げます。
　さて「第28回法政大学全国卒業生の集い栃木大会」を新型コロナウイルス感染症問題で
2年延期して栃木県で開催致します。この間の温かいご支援ご協力に感謝いたします。
　栃木県は、豊かな自然と世界に誇る世界遺産、歴史、文化、温泉をはじめ多くの観光資
源、発展する産業を有する魅力あるところです。
　栃木国体開催の今年、栃木県に同窓の皆様をお迎えできますことは、大きな喜びであり
大変光栄に存じます。

栃木大会の日程は次の通り予定しています。
令和4年11月4日（金）　記念ゴルフ大会　那須ゴルフ倶楽部
　名匠井上誠一氏設計　昭和11年開業した紅葉の見事な那須岳麓にある名門ゴルフ場です。
プレー後には自噴の温泉をお楽しみ下さい。
令和4年11月5日（土）　式典・記念講演・特別公演・懇親会
　会場：ホテル東日本宇都宮・新型コロナ感染対策 
※式典　ご来賓祝辞（法政大学 総長 廣瀬 克哉様 他）
※記念講演　 演題「世界を救う・みどりの救缶鳥」秋元義彦 氏（環境大臣最優秀賞受賞）

（法政大学出身）
※特別公演　 日光東照宮流鏑馬演武　（解説・稲葉久雄宮司様）
※懇親会　アトラクション ○ジャズ演奏会　SWINGING HERDコンサート
  　吉原郷之典バンドリーダー（法政大学出身）
  ○日光和楽踊り演奏　古河電工日光事業所舞楽部（ボランティア出演） 
  ○法政大学応援団演舞
令和4年11月6日（日）エクスカーション　国際観光都市・日光
世界遺産二社一寺（日光東照宮−将軍着座の間での特別祈禱・直会、日光山輪王寺・大猷院、
日光二荒山神社）−日光田母沢御用邸記念公園

　全国各地よりご参加いただける校友の皆様と絆を深め、意義ある大会となりますように
栃木県校友会会員一同心からのおもてなしで皆様をお迎えする所存です。
　多くの皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

謹　白

令和4年7月吉日　

第28回法政大学全国卒業生の集い 栃木大会
実行委員会 会長　寺内正毅
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大会日程 Schedule 2022.11.4FRI-6SUN

令和4年.11月4日金

令和4年.11月5日土

令和4年.11月6日日

記念ゴルフ大会

式典・記念講演・特別公演・懇親会　　

エクスカーション　　

会　場…………………………………………… 那須ゴルフ倶楽部
時　間…………………………… 9：00…OUT・IN同時スタート

那須岳の麓にある昭和11年開業、会員に著名人が多く、井上誠一氏の設計による
名門ゴルフ場である。プレー後は、硫黄の香りのする自前の温泉風呂入浴。源泉か
け流しで温泉を満喫できる。

・記念講演：「世界を救う•みどりの救缶鳥」環境大臣最優秀賞受賞
パン・アキモト 社長 秋元義彦  氏（栃木県校友会副会長）

・ 特別公演：日光東照宮流鏑馬演武（解説／宮司 稲葉久雄様）
・日光和楽踊り演奏（古河電工日光事業所舞楽部）
・SWINGING HERDジャズコンサート
・法政大学応援団演舞
・ロビー：…大学案内・校友事業所紹介、校友下野人形展・著書・油絵、栃木県観光案内、栃木県物産土産店

世界遺産日光…二社一寺（日光東照宮…特別祈祷・直会、日光山輪王寺…国宝大猷院、日光二荒山神社）、日光田母沢御用邸記念公園

※新型コロナウイルス禍等により、内容が変更する場合がございます。

会　場………………………………………… ホテル東日本宇都宮
時　間……………………………… 受付12：30…　開演13：30

国際観光都市…日光
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記念ゴルフ大会のご案内 Golf Competition 11.4FRI

開　催　日… 令和4年11月4日（金）
会　　　場… 那須ゴルフ倶楽部
… 〒325-0301
… 栃木県那須郡那須町湯本212
… ☎0287-76-3100
時　　　間… 9：00…OUT・IN同時スタート
参　加　費… 3,000円（商品代等諸経費として）
… 当日ゴルフ場にてお支払いください。
参…加…人…数… 20組80名
プレー料金… …18,000円…　各自ゴルフ場にてご精算ください。（キャディフィー、カートフィー、食事

バイキング、パーティ、消費税、利用税）65歳以上の方は受付にお申し込みください。
宿　　　泊… ロッジ…30名　5,500円（10名以上の場合1人2,750円）税込（当日各自精算）　予約締切8月31日
表　彰　式… プレー終了後、ゴルフ場コンペルームにて開催します。
送…迎…バ…ス… 倶楽部バス運行（要予約）
ア…ク…セ…ス… 新幹線の場合
… 東北新幹線那須塩原駅、倶楽部バス運行（要予約）
… 自動車の場合
… …東北自動車道の那須I.C.で降り、湯本方面に向かい東野バス那須営業所角（正面に温

泉神社鳥居）を左折してコースへ（那須I.C.より15分）

那須ゴルフ倶楽部
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式典・記念講演・特別公演・懇親会
開　催　日… 令和4年11月5日（土）
会　　　場… ホテル東日本宇都宮
… 〒320-0013…
… 栃木県宇都宮市上大曽町492番地1
… ☎028-643-5555
時　　　間… 受付12：30
… 開演13：30
登　録　料… 卒業生… 12,000円
… 同伴者（ご家族）… 8,000円
… 払込取扱票にてご送金ください

平和の永続と繁栄を願い乱世を平定した徳川家康公
を祀った東照宮。
その「例大祭」に昭和28年戦後の復興をめざす人々
を鼓舞し誇りと自信を取り戻させるべく始まった
『神事流鏑馬』…以来今に到るまで続くその「流鏑馬」
を舞台で演じていただきます。

世界中の災害現場や飢餓に苦しむ地域の子どもたちの救援活動をと
おしての社会貢献を講演する。世界で困っている人々を「救」うため
に「缶」詰が「鳥」のように渡っていくという思いを込めての「救缶鳥」
プロジェクト。NASAの宇宙食として、さらにウクライナでの非常食
としても採用されている。

菅聖子著：「小さなパン屋が社会を変える」（ウエッジ）

昭和15年……栃木県栃木市細堀町生まれ
昭和38年……國學院大學文学部神道学科卒業　　　　
平成……2年……日光東照宮宮司に就任
… 現在に至る

●特別公演 日光東照宮流鏑馬演武
　（解説 宮司 稲葉久雄 様）

講師　パン•アキモト社長　秋元…義彦…氏
環境大臣　最優秀賞受賞（栃木県校友会副会長)

●記念講演
「世界を救う・みどりの救缶鳥」

式典・記念講演・特別公演・懇親会



5

Ceremony socialgathering 11.5SAT

栃木県とちぎ未来大使…/…栃木市ふるさと大使
法政大学文学部史学科日本考古学専攻…卒業
趣味：…料理、スポーツ観戦、読書、遺跡・寺社仏閣巡り
経歴：…西日本放送(2008年4月～2011年6月)、テレビ愛

知(2011年7月～2014年7月)

●司会／菊池優（フリーアナウンサー）

吉原郷之典…バンドリーダー
(法政大学…経営学部卒業)
うつのみやジャズのまち委員会会長
NPO法人スイングタウン協会理事長
バンド結成1968年。栃木県を代表するジャズビッ
グバンド。ジャズで宇都宮を盛り上げようと活躍し
ている。

日光和楽踊り
　日光和楽踊りは、大正2年、大正天皇・皇后
陛下が古河電工日光精銅所を訪問されたのを
記念して始まりました。
　当時、天皇陛下が民間工場を視察されること
は、前例がなく、大任を果たした従業員が祝宴
で自然発生的に踊り出したのが始まりだと伝え
られております。
　現在では栃木県を代表する民謡として県内
はもちろん全国的に親しまれています。

profile

●懇親会

▼ SWINGING HERD ジャズコンサート

▼ 日光和楽踊り
   （古河電工日光事業所 舞楽部）

▼法政大学応援団演舞
   （リーダー及びチアリーダー）
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エクスカーションのご案内

○日光東照宮内の見学（神職の案内で国宝陽明門、三猿、眠り猫などを見学）
○将軍着座の間で特別祈祷の後・直会（なおらい）
○日光山輪王寺（国宝大猷院）と二荒山神社の見学
○日光田母沢御用邸記念公園見学
○日光街道杉並木バス見学（今市～日光）
　（特別史跡・特別天然記念物二重指定、世界一長い並木道でギネス認定）

世界遺産日光…二社一寺・日光田母沢御用邸と秋の日光を楽しむ

8：00　 ホテル出発

9：40〜11：30　 日光東照宮（特別祈祷）

11：40〜12：20　 日光山輪王寺・大猷院

14：00〜14：50　 日光田母沢御用邸記念公園

15：00頃　 日光駅（JR・東武）

16：00頃　 宇都宮駅（JR・東武）

16：30頃　 ホテル

12：30〜12：40　 日光 二荒山神社

12：50〜13：50　 【昼食】

日光街道の杉並木【今市～日光車窓にて見学】

観光後、冨士屋観光センターにて
お買い物にお立寄り頂けます
神橋【車窓にて見学】

※当日の道路交通状況・天候によってコースが変更になることもあります。

令和4年.11月6日日

※詳細は次ページP7・8をご覧ください。
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第 28回 法政大学全国卒業生の集い 栃木大会 
宿泊・エクスカーション お申込みのご案内 

この度は、「第 28回 法政大学全国卒業生の集い 栃木大会」の開催にあたり、各地からご参加の皆様方に、宿泊及び 
エクスカーションの手配を近畿日本ツーリスト（株）宇都宮支店が担当させていただくことになりました。
つきましては、下記のお申込み要項をご覧いただき、お申し込みいただきますようお願い申し上げます。 

式典（講演会）、懇親会、記念ゴルフ大会の参加については近畿日本ツーリスト宇都宮支店が受付のみを代行いたします。 
※上記の参加費につきましては事務局からお送りする払込取扱票を利用してお支払いください。

１．宿泊のご案内 
○宿泊設定日 2022年 11 月 5日（土）  1泊 2日 
○宿泊地 宇都宮市内 
○宿泊対象者 本大会へ参加する卒業生（本人）および同行する大人 
○日程表

  【食事回数】1泊朝食付・・・朝 1回 （1泊につき左記回数の食事が付きます。） 
○旅行代金（宿泊プラン） 1 泊朝食付、大人おひとり様１泊あたりの旅行代金です。

※最少催行人員：1名
※添乗員は同行いたしません。
※旅行代金に含まれるもの：①宿泊代金 ②食事代金（朝食のみ）③消費税等諸税・サービス料・企画料金
※旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。
●個人的性格の費用 ①飲料代・クリーニング代・電話代など、②傷害、疾病に関する医療費、③任意の旅行傷害保険代

※相部屋の設定はございません。
※ホテルの割当は申込み順を基本とさせていただきます。
※乗用車の駐車は直接ホテルにお尋ねください。

２．エクスカーションのご案内 ※宿泊のお申込みがなくてもお申込みいただけます。 
○出発日 2022年 11月 6日（日）  日帰り 
○行程 世界遺産日光東照宮二社一寺と秋の日光を楽しむコース 

○旅行代金  大人おひとり様 17,000 円  
○参加対象者 本大会へ参加する卒業生（本人）および同行する大人 

スケジュール
日 程 

１日目 宿泊ホテル（泊）※各自チェックインしてください。 
２日目 宿泊ホテル（発）※各自チェックアウトしてください。 

番号 ホテル名 食事条件 申込 
記号 

部屋タイプ 
（全室バス・トイレ付） 

旅行代金 
（１泊１人あたり） 備考 

１ ホテル東日本宇都宮 1泊朝食付 
A-1 シングル 16,000 円 

式典・懇親会ホテル A-2 ツイン（1名利用） 20,000 円 
A-3 ツイン（2名利用） 14,000 円 

２ ホテルニューイタヤ 1泊朝食付 

B-1 シングル 11,000 円 

宇都宮駅西口徒歩 7分 
B-2 ツイン（1名利用） 18,000円 
B-3 ツイン（2名利用） 9,000円 
B-4 ダブル（1名利用） 12,000 円 

【車窓】  【下車】  【入場】  
宿泊ホテル  日光街道の杉並木  東照宮（特別祈祷）…… 日光山輪王寺（大猷院）…… 二荒山神社 

8:00   9:40  11:30   11:40   12:20   12:30   12:40 

【車窓】     【入場】  
 神橋  ＜昼食＞  田母沢御用邸記念公園  日光駅（JR/  宇都宮駅（JR/  宿泊ホテル 

  12:50   13:50     14:00   14:50   15:00   16:00   16:30 

 食事：  朝  ×   昼  ○   夕  × 

上記内容についてのお問い合わせは直接以下までご連絡ください。 
【連絡先】 栃木県校友会事務局長 齊藤（携帯：090-2732-5517 ・ アドレス：tmi178-ts@docomo.ne.jp ） 

 栃木県校友会ゴルフ部会長 高木（携帯：090-3243-7391） 
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○利用予定バス会社  関東自動車(株) 
○最少催行人員  30名 
※添乗員が同行いたします。 
※旅行代金に含まれるもの：①貸切バス代 ②食事代金（昼食のみ）③入場料金 ④消費税等諸税・サービス料・企画料金 
※旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。 

    ●個人的性格の費用：①飲料代・クリーニング代・電話代など、②傷害、疾病に関する医療費、③任意の旅行傷害保険代 
 

１．お申込み方法とお支払いのご案内 
①お申込締切：2022年 9月 9日（金）必着でお願いいたします。 
②お申込みは、別紙お申込書にご記入の上、FAX（028-346-5499）でお申し込みください。 
受付完了後、9月 16日（金）までに、FAX または郵送で【予約回答書（兼）請求書】を送信いたします。 

   予約回答書が到着しましたら、速やかに内容をご確認ください。万が一相違の際はお手数でも早急に弊社へご連絡ください。 
   送信された FAX書面をもって、申込み内容確認書といたします。尚、【宿泊券】・【参加券】等はございませんので、各窓口 

（ホテルチェックイン時のホテルフロント）でお名前をお申し出ください。 
③お申込後の宿泊人数等の変更は、申込時 FAX された申込書に、変更点が分かるように上書きをし、必ず FAX で再送 
お願いいたします。（お電話での変更・取消は、聞き間違い等のトラブルの原因になりますので、ご遠慮ください。） 

④旅行代金は、9月 30日（金）までに指定口座にお振込みください。※振込手数料は、お客様のご負担をお願い申し上げます。 
   お振込みの際の控えをもって領収証に代えさせていただきます。 
⑤お客様との旅行契約の成立時期は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金のお支払いが完了した時点となります。 

 
２．お振込先 

 

 
 
 

お客様のご都合により変更・取消される場合は、旅行代金に下記の取消料率を乗じて算出した取消料を申し受けます。 
返金が生じる場合には大会終了後に振込精算させていただきます。  
※お電話での変更・取消は、聞き間違い等のトラブルの原因になりお受けできかねますので、必ず FAX（書面）でお願い致します。 
※原則として電話による変更・取消はできませんのでご了承ください。（営業時間外の申出は翌営業日の取り扱いとなります。） 

取消日 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 
（旅行開始前） 

旅行開始後または 
無連絡不参加 20日目～8日目まで 

（日帰り旅行にあっては 10 日目） 7日目～2日目まで 

取消料率 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

※宿泊とエクスカーションを両方お申込みの場合、旅行開始日はそれぞれ宿泊 11/5、エクスカーション 11/6 となります。  
※宿泊の取消料については 1泊目から起算します。旅行開始後、2泊目以降の取消料は旅行代金の 100％となります。 
※お客様が、宿泊当日の 18時までに連絡なく宿泊されなかった場合、無連絡不参加として扱わせて頂きます。（この場合、旅行代金の返金はありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

旅行条件算出基準日：2022年 6月 28日 登録番号：6044-22-06-0041     

銀行名：三菱ＵＦＪ銀行  支店名：ききょう支店  口座番号：（普）１７８１６６０ 
口座名：近畿日本ツーリスト株式会社 （ｷﾝｷﾆｯﾎﾟﾝﾂｰﾘｽﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ） 

近畿日本ツーリスト株式会社 宇都宮支店 
〒320－0811 栃木県宇都宮市大通り 1-4-22 MSC第 2 ビル 6階 
TEL：０２８－３４６－５５２１  ＦＡＸ：０２８－３４６－５４９９ 
観光庁長官登録旅行業第 2053号     一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

担当者：高木、丸山、柴田 
総合旅行業務取扱管理者  中村 英二 ・ 澤村 一成 
営業時間 ９:３０～１７:３０ （月～金／土日祝日休業） 
※休業日と上記営業時間外の取消・変更のお申し出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引に関する責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が 
ございましたらご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 



卒　　　

秋の栃木
世界遺産や自然豊かな紅葉の観光スポット、

情緒あふれる栃木路で本物の出会いを！
大会前後も栃木でゆっくり！

巴波川（うずまがわ）

（栃木市）

那須ゴルフ倶楽部 （那須町）

那須ステンドグラス美術館
（那須町）

鬼怒川温泉

（日光市）

中禅寺湖と華厳の滝（日光国立公園） 
 （日光市）

日光金谷ホテル （日光市）

鹿沼の秋祭り
（鹿沼市）

那須岳の
麓にある

名門ゴル
フ場

紅葉の大
パノラマ

を楽しむ

日本最大
級

江戸情緒たっぷりの
蔵屋敷跡を遊覧船で

記念ゴルフ大会
会場：那須ゴルフ倶楽部11/ 金4

11/ 土5
11/ 日6

式典・講演会・懇親会
会場：ホテル東日本宇都宮

エクスカーション
日光観光

大谷資料館 （宇都宮市）

足利フラワーパーク　　　　　　
（足利市）

足利学校　　　　　　
（足利市）

とちぎの
世界一

とちぎの
日本一

　杉並木 花
（さつき・西洋あじさい）

餃子 苺 かんぴょう

日本遺産
の地下空

間

日本最古
のホテル

紅葉と渓谷で温泉を満喫

日本最古の総
合大学・日本

遺産 「光の花の庭」　日本三大イルミネーション（10月下旬）

ユネスコ無形文
化遺産

2022年（令和4年）

東京〜宇都宮までのアクセス ■電車／JR宇都宮駅（東北新幹線・JR宇都宮線）、東武宇都宮駅（東武宇都宮線）　■自動車／東北道鹿沼IC・宇都宮IC下車

司会 菊池優

益子焼

（益子町）

陶芸の街

日光：日光世界遺産 二社一寺（日光東照宮 特別祈祷 他）、日光田母沢御用邸

記念講演会：「世界を救う•みどりの救缶鳥」（環境大臣最優秀賞受賞） 秋元 義彦 氏
特別公演：日光東照宮流鏑馬演武　解説／日光東照宮 稲葉 久雄 宮司
アトラクション： ジャズコンサート（SWINGING HERD 吉原郷之典バンドリーダー（うつのみやジャズのまち

委員会会長、法政大学経営学部卒））・日光和楽踊り・応援団演舞
 司会：菊池優（フリーアナウンサー、栃木県とちぎ未来大使、栃木市ふるさと大使、法政大学文学部卒）

2019
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宇
都
宮
外
環
状
線
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競輪場通り

競輪場 かましん

済生会
病院

FKD中央警察署 東警察署

市役所

県庁
県庁前通り

宇都宮大学

宇都宮上三川I.C
北関東自動車道

石井街道

柳田街道
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分岐
「日光」方面へ
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竹林町
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ホテル東日本宇都宮

第28回法政大学全国卒業生の集い 栃木大会　主催者・主管

車でお越しの場合
■JR宇都宮駅から（2km）約10分
■東武宇都宮駅から（2km）約15分
■東北自動車道 宇都宮インターから(8km) 約20分

■東北自動車道 鹿沼インターから(10km) 約35分
■北関東自動車道 宇都宮上三川インターから(20km) 約60分

大会会場　ホテル東日本宇都宮  〒320-0013 栃木県宇都宮市上大曽町492-1　TEL.028-643-5555

ホテルご案内図

一般社団法人 法政大学校友会主 催 主 管 法政大学栃木県校友会 
大会実行委員会／会長 寺内正毅
住所〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1-5-5
電話080-6548-1418

一般社団法人
法政大学校友会
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