
募集人数 : 留学生28名

参加費用 :  ¥2,000（お釣りのないようご準備ください）

＊交通費、見学・体験費、保険料、食事代等込み（飲料やお土産代は自己負担）
申込受付 : 7月12日（火）9：00～留学生支援係（学生センター2階）にて受付（ 先着28名 ）
※所定の参加申込書と参加費￥2,000をあわせて提出してください。

Number of participants accepted : 28 International Students
Participation Fee : ¥2,000 ( Please bring the exact amount in cash)

( Includes: transportation, entrance fees, insurance fee and meals) 
( N.B. Private expenses, beverages are excluded.)

Booking  starts on : Tuesday, 12th July 9:00～ (  first -come,  first -served  basis) 
at Student Support Section (2F Student Center)

※N.B. Please bring booking form together with the participation fee of ¥2,000.

2016年8月4日（木） Thursday, 4rh  August   2016  

※交通事情・天候等により行程が変更する場合があります。
※団体行動のため、食事内容等は同一のものとし、個別の要望には応じられません。
※申込者以外の参加はできません。
N.B.  This schedule is subject to change due to transportation and/or the weather conditions.
N.B.  Regrettably, due to  group activity individual requests for specific food arrangements made for personal preferences cannot be accepted.
N.B.  Non-applicant accompanying persons will not be accepted.

問い合わせ Inquiries : 国際課Student Support Section kokusai.shien@ynu.ac.jp

世界遺産富岡製糸場ツアー
～留学生のための見学旅行～

World Heritage Tomioka Silk Mill Tour for International Students

月夜野びーどろパークでガラス
作り体験！

世界遺産
富岡製糸場

8月4日（木） Thursday, 4th August

8:00 学生センター前 集合
Meeting in front of Student Center, YNU

8:10 出発
Departure from YNU
高坂ＰＡで休憩
Rest at Takasaka PA

11：00 月夜野びーどろパーク
Tsukiyono Vidro Park

13:00 昼食（原田農園にてバイキング）
Lunch (Buffet at Harada Farm)

16:00   富岡製糸場着

Arrive at Tomioka Silk Mill

17:00 富岡製糸場発

Depart at Tomioka Silk Mill
19:30   大学着

Arrive at YNU

～Schedule～

オービ 横浜

Orbi Yokohama



Booking Form for  WWoorrlldd  HHeerriittaaggee  TToommiiookkaa  SSiillkk  MMiillll  ttoouurr 

留留留 学学学生生生 のののたたためめめののの世世世界界界遺遺遺産産産富富富岡岡岡製製製糸糸糸場場場ツツツアアアーーー参加申込書 
 

・参加申込Booking starts on ： Tue 2016.7.12 9:00～  

・留学生支援係（学生センター2階） at Student Support Section(2F Student Center) 

・参加費Fee: ￥2,000 （お釣り無しでお願いします） (Please bring the exact amount in cash)  

・定員（28名）になり次第締切 (First-come, first-served basis) 

※はっきり書いてください！ Please write clearly with block letters! 
 

申し込み番号 
Application No. 

 
No. 

申込月日 
Application date 

        
２０１6年    月    日 

所属学部・研究科名 

College/Graduate School 

 
 
 
 

学 籍 番 号 

Student ID No 

 
 
 
 

 
       博士課程   /   修士課程   /    学部 
        Doctor           Master      Undergraduate 

 
       年 
   grade 

その他 Others 
(研究生等/Research 

Student etc)     

ふりがな kana 
氏名 Name 

 
 

性別Sex 男 M / 女 F 

生年月日 

Date of Birth 

 

(YYYY/MM/DD) 

国  籍   
Nationality 

 
 
 

電話番号 
Phone No. 

 
 
 

電子メール 

E-mail 

 
        @ 

  

 
 
 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－切り取り線－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

留留留 学学学 生生生 のののたたためめめののの世世世 界界界 遺遺遺 産産産 富富富 岡岡岡 製製製 糸糸糸 場場場 ツツツアアアーーー ///WWoorrlldd  HHeerriittaaggee  TToommiiookkaa  SSiillkk  MMiillll  TToouurr 
領 収 書 Receipt 

      下記の金額を見学旅行参加費として領収しました。 

      The following amount of money is received as the tour fee. 

          2016年  月   日 

￥2,000 

                           学務部国際教育課  International Office 

         2016年 8月4日（木）   Thursday, 4th August 2016 

※集合時間 Meeting time  ：08：00  ※集合場所： 横浜国立大学 学生センター前 

※出発時間 Departure time ：08：10  ※Place: In front of Student Center, YNU 

  

 

 

 

★遅れないように気を付けてください。 

★参加費は返還できません。 

★雨具、国民健康保険証を持参してください。 

★Please come on time. 

★Participation fee is not refundable for any reason. 

★Please don’t forget to bring your rain gear and National Health  

Insurance Card. 

 

 

Ｎｏ.      
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