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平成３０年度日本そば大学講座西日本支部學舎 in 三田開催要網 

【学んで、始めよう手打ちそば（ソバ（栽培）、そば（技術）、蕎麦（歴史）、SOBA（世界のソバ）】 

 

１ 趣旨 

  一般社団法人全麺協が目指す『そば等麺類の食文化を活かした一層の地域振興推進』の 

社会的意義に強い確信を持ちながら【学んで、始めよう手打ちそば（ソバ（栽培）、そば（技

術）、蕎麦（歴史）、SOBA（世界のソバ）】のキャッチフレーズのもと知識・技術の向上、更に、

そばによる健康志向の高まり等を目指した相互交流が一層深まることを目的とします。 

  

２ 主催 

一般社団法人全麺協 西日本支部 

 

３ 主管 「平成３０年度日本そば大学講座西日本支部學舎 in三田」実行委員会 

 

４ 共催 

一般社団法人全麺協 

 

５ 協賛 

   各社（報道機関）    

 

６ 開催 

・期日 

    平成３１年３月１０日（日）１０時００分～１７時００分 

   ・開催地 

    西日本支部兵庫県三田市 

   ・会場 

    三田市まちづくり協働センター 

キッピーモール６階多目的ホール【別紙参照】 

   〒669-1528 兵庫県三田市駅前２番１号 JR三田駅前１番６階 

       TEL:０７９-５５９-５１５５ 

 

７ 募集人員 １２０名（先着順） 

   全麺協正会員所属個人会員 

全麺協特別個人会員 

   全麺協正会員所属構成員 

   一般 

学生（中学生・高校生・大学生) 
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８ 内 容 

 

午前の部 

 （１）全麺協組織体制・今後の全麺協方針 

             全麺協副理事長 板倉 敏和 

    

（２）演題「ソバの実ダイエット」「世界のソバ事情」 

神戸学院大学 池田 清和  

 

午後の部 

 

（３）演題「日本刀を含めた刃物の科学」 

東京大学大学院 朝倉健太郎 

 

（４）そば打ち披露 

               全麺協名誉師範  鵜飼 良平 

 

（５）質疑応答 

 

９  会 費    

５,０００円（学生：３,０００円）（弁当代金含む） 

 

１０ 申込方法 

 別紙「平成３０年度日本そば大学講座西日本支部學舎 in三田参加申込書」 

に必要事項を記入の上、郵送で申込み下さい。 

     

  １１ 申込み 

    〇受付開始 平成３０年１１月０５日（月） 

〇締切り   平成３０年１２月１５日（土） 

     

・期限を定めていますが、この日の前に募集人員オーバーした時は、その時点で申込み

を締切りますのでご了解願います。 

     

・同一倶楽部でお申込みの場合は、代表者が「申込書」をまとめて（１）郵送先に送付下

さい。 

  尚、参加の可否を代表者並びに個人申込者に連絡致します。 

参加決定連絡が届きましたら速やかに（２）口座に振り込み願います。      
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（１）郵送先：実行委員会総務担当 前田 幸彦（関西みやこ蕎遊会） 

住所：〒600-8873  

京都市下京区西七条東久保町５５－２－７２１ 

氏名：前田 幸彦宛 

電話：０９０－１９１６－０９１４ 

E-mail：ｍaechan-syuri-saemin@nike.eonet.ne.jp 

 

  （２）振込先：実行委員会会計担当 岸本 直子（和泉蕎麦倶楽部） 

①振込先金融機関 

       ・ゆうちょ銀行から振り込む場合 

       記号    14170 

       番号    57812291 

       口座名義 キシモト ナオコ 

 

・他の金融機関から振り込む場合は、次のように指定して下さい。 

       店名   四一八（読み：ヨンイチハチ） 

       店番   ４１８ 

       貯金種目 普通貯金 

       口座番号 5781229  

       口座名義 キシモト ナオコ 

 

     ②振込期限   

○平成３１年０１月１５日（金）厳守 

○振込者は、フルネーム・カタカナ・クラブ名を書込み下さい。 

 （書込み可能範囲で記入下さい） 

        

・「振り込み完了を持って受付終了」とします。 

       ・「振り込み手数料は参加者御負担」でお願いします。 

       ・「振り込み後の返金」はありません。 

 

１2 その他 

   ①「平成３０年度日本そば大学講座西日本支部學舎 in 三田」に関する問合せについて

は、 

    実行委員会に問合せ下さい。 

      青木 治（宝塚専心会）     前田 幸彦（関西みやこ蕎遊会）  
電話:090-5066-0646       電話：０９０-1916-0914 

 
  ②そば大学講座開催記念として「ポロシャツ」を販売致します。 

    「平成３０年度日本そば大学講座西日本支部學舎 in三田」申込書でサイズ（資料-１ 

参照）等々確認いただき申込み下さい。 

尚、複数枚購入いただける方は、男性用、女性用、サイズ、色、半袖、長袖、枚数 

を記入して下さい。 

mailto:ｍaechan-syuri-saemin@nike.eonet.ne.jp
tel:090-5066-0646　fax:0797(89)2054
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③親睦・交流会について 

この講座は、会員相互の親睦と交流を目的とすることもあり 

・３月９日（土）１５時３０分よりそば大学講座会場に於いて、そば打ち（五段位有志に 

よる模範打ち（二段位、三段位、四段位対象））を企画します。 

    ・そば打ちに引き続き交流会を企画します。尚、交流会費用は、別会計とします。 

    いずれの企画も参加希望者が少ない場合は、企画中止もありえますので多数の 

    ご参加ご協力をお願い致します。 

 

④前泊について 

宿泊は JR三田駅前の下記ホテルを紹介いたしますので各自直接お申込下さい。 

宿泊先：ホテルメルクス【別紙案内図参照】 

〒669-1528 

 兵庫県三田市駅前町 11番 1号     

 ℡:079-563-0005   0120-896-005 

  ⑤その他 

   ご案内状に記載のとおり西日本支部開催の記念すべき第１回の「そば大学講座」です。 

特別個人会員、倶楽部構成員、一般、学生の皆々様にお声をかけていただきますと同

時に段位認定会場等々に、ご案内チラシ・申込書を掲げていただきご協力下さいますよう

お願い申し上げます。 
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別紙  会場、ホテル案内図 

 

 

 

  

 

【駐車場のご案内】 

第一駐車場（収容台数 約 210台） 

 20分毎 100円 当日最大 1,500円 

  （駐泊料金 1,000円/1泊） 

  ※料金例：1泊 2日では 最大 4,000円 

         2泊 3日では 最大 6,500円 

 第二駐車場（収容台数 約 360台） 

 30分毎 100円 当日最大 1,000円 

  （駐泊料金 1,000円/1泊） 

  ※料金例：1泊 2日では 最大 3,000円 

       2泊 3 日では 最大 5,000円 

【大会会場】 

三田市まちづくり協働センター   

（キッピーモール 6 階多目的ホール） 

〒669-1528 

兵庫県三田市駅前町 2 番 1 号  

JR 三田駅前一番館（ｷｯﾋﾟｰﾓｰﾙ）6 階 

℡ 079-559-5155 

【ホテル】 

ホテルメルクス 

〒669-1528 

兵庫県三田市駅前町 11 番 1 号 

  ℡ 079-563-0005    

0120-896-005 

 

■大阪方面から電車でお越しの場合 

・JR 三田駅までのアクセス  

JR 大阪駅から宝塚線快速で 40 分  

 

■神戸方面から電車でお越しの場合 

・神戸電鉄三田駅までのアクセス 

新幹線新神戸駅から北神急行電鉄で谷

上駅にて神戸電鉄に乗換え 40 分 

 

■車でお越しの場合  

・中国自動車道・六甲北有料道路 神戸

三田 IC より約 10 分  

・大阪空港（伊丹）から車で 35 分 

・神戸空港から車で 40 分 

 

 ※ホテルメルクスに宿泊される方は

第二駐車場に駐車してください。

ホテルから無料駐車券が配布され

ます。 

★ 

まちづくり共働センター 

（キッピーモール６階） 
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「平成３０年度日本そば大学講座西日本支部學舎 in三田」申込書 

 

 

 

   申込日：平成  年  月  日 

所属団体名  

ふりがな（必須） 

申込者氏名 

 

 

年 

齢 

    

歳 

性 

別  

  男 

  女 

  

住  所 

〒 

 

電  話  FAX  

携  帯  E-mail  

 

参加希望者 

(該当に〇印願います) 

①全麺協正会員所属個人会員②全麺協所属特別個人会員 

③全麺協正会員構成員④一般 

⑤学生（・中学生・高校生・大学生） 

参加料金（弁当代含） 

（該当に〇印願います） 

（参加希望者 ①～④）： ５,０００円  

（参加希望者 ⑤）   ： ３,０００円 

前泊について 

 

宿泊の紹介は、「ホテルメルクス」となります。ご本人が予約下さい。 

※ホテルメルクス駐車場（１００台利用者無料）があります。 

（下記の企画も考えています。下欄の出欠席に〇印お願いします。） 

模範打ち及び交流会 

（模範打：一般/学生見学可） 

３月９日(土)１５時３０分開催模範打：   出席    欠席 

交流会出欠席調査          ：   出席    欠席 

 

ポロシャツ販売 

（希望する箇所に 

〇印記入下さい） 

 

・販売価格：（半袖２,９００円）(長袖：３,０００円)  

男性用  女性用    サイズ：  Ｓ  Ｌ  Ｍ  ＬＬ 

色  ：  濃ブルー   赤   ピンク    白 

    半袖     長袖 

複数枚購入希望者は、下記欄に男性用、女性用、サイズ、 

色、半袖、長袖、枚数を記入下さい 

 

 

 

 

（注１）申込書受理次第参加可否連絡します。（注２）連絡に従って参加費＋ポロシャツ代金の
振込みお願いします。尚、振込時に①フルネーム②カタカナ③クラブ名を記入願います。 

郵送先                   （書込み可能範囲で記入下さい） 

住所：〒600-8873 京都市下京区西七条東久保町５５－２－７２１ 

前田 幸彦宛 

【問合せ】 実行委員会 青木 治   電話：０９０－５０６６－０６４６ 

                前田 幸彦 電話：０９０－１９１６－０９１４ 

一人/一枚の申込書を記載し期日までに郵送願います。 

申込締め切り：平成３０年１２月１５日（土）必着 

 


