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お問い合せ・ツアーのお申し込み
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ＵＲＬ　  hiradokayaks.com
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鄭成功
児誕石

鄭成功
記念館

イベント開催

9/7（日） 11/2（日）
定員
各回 25

名

参加費

2,500 1,500円 円
大 人 中学生以下 鄭成功ツアー

千里ヶ浜で浜そうじ
みんなで作るカレーライス

09:45  集合 ・ 受付「平戸カヤックス」

シーカヤック鄭成功ツアー
16:00 解散

（昼食費込）

（通常6,000円） （通常4,500円） 参  加  費
3,500 2,000円 円
大 人 中学生以下

（通常6,000円） （通常4,500円）

9/1   ～11/162014期間限定 （月） （日）

開催時間　   3時間（9:00～・13:00～）

千里ヶ浜  平戸カヤックス　解散

千里ヶ浜  平戸カヤックス 集合・出発

鄭成功児誕石

鄭成功記念館

鄭成功の母が潮干狩りの最
中に産気づき、この岩にもた
れて鄭成功を産んだと伝え
られている。

当時の生活を再現した生家
や、記念像が展示されてお
り、鄭成功の人物像や功績を
伺い知ることができます。

鄭成功って
どんな人？

拾った流木で
火をおこして
作ります!

浜そうじの後は
みんなで昼食準備♪

「抗清復明」の戦いや、台湾の
発展に貢献した東アジアの
英雄と讃えられる人物です。
日本人の母を持つ鄭成功は、
ここ平戸の地で生まれ、7歳
の時に中国へ渡りました。

期間中 特別価格でシーカヤックを楽しめる

鄭成功記念館オープン記念

平成26年度長崎県21世紀まちづくり推進総合支援事業

文部科学省所轄法人　財）社会スポーツセンター加盟　日本セーフティーカヌーイング協会（JSCA）公認スクール

鄭成功記念館 検索詳しくは



項   目 内   容 

開 催 日 2014/9/7(日)   2014/11/2(日)    ２回開催 

イベント内容 

鄭成功の生まれ故郷の千里ケ浜の浜そうじを実施した後 

集めた流木で参加者全員カレーを作って食べよう 

昼食後、シーカヤックで「児誕石」と「鄭成功記念館」を訪ね、東アジアの英雄【鄭成功】のことを学ぼう 

参 加 料 

大人大人大人大人 2,5002,5002,5002,500 円円円円        中学生以下中学生以下中学生以下中学生以下 1,5001,5001,5001,500 円円円円    

※ 参加料には、昼食の食材費がふくまれております。 

昼食は、参加者全員で調理する参加型のイベントとなります。 

イベント当日もツアーのみの参加も受け付けております。 

ただし、ツアーのみのご参加の場合は、特別割引ツアー料金となりますので、ご注意願います。 

特別割引料金：3,500 円 （中学生以下 2,000 円)  

参加料振込先 

（３日前まで） 

ゆうちょ銀行から送金する場合：記号 17690  (普) 番号 14340351 

銀行等から送金する場合：ゆうちょ銀行 店名七六八（ナナロクハチ）（普）番号 1434035 

口座名義 末永 直樹  

集合場所 

平戸カヤックス 平戸市川内町（千里ケ浜・シービューランチ前） 

千里ケ浜は、平戸大橋から 10 分ホテル蘭風前の砂浜となります。 

注）注）注）注）千里ケ浜付近の国道は、交通量が多く千里ケ浜付近の国道は、交通量が多く千里ケ浜付近の国道は、交通量が多く千里ケ浜付近の国道は、交通量が多く高速で通行す高速で通行す高速で通行す高速で通行することからることからることからることから必ず砂浜を歩いてきてください。必ず砂浜を歩いてきてください。必ず砂浜を歩いてきてください。必ず砂浜を歩いてきてください。 

定 員 25 名 

参加 

申込 

手続 

 開催日の 3 日前までに、平戸カヤックスＨＰの鄭成功ツアーからお申込ください。 

 ①HP から予約申込 ②自動返信 ③平戸カヤックスから改めて返信（入金口座案内） 

 ④参加料振込（3 日前まで） ⑤開始 15 分前までに平戸カヤックスに集合 

 ※  参加者リストと参加費振込が確認された時点で予約完了となります。 

  開催日の３日前までに下記の口座へ参加料をお振込みいただきますようお願い申しあげます。 

 インターネットからのお申込みができない場合は、ＦＡＸでのお申込みが可能です。 

タイムス 

ケジュール 

  9:45           受付 

 10:00  ～ 10:15    自己紹介 ・ スケジュール説明  

 10:15 ～  10:25    注意事項 ・ 掃除用具配布 

 10:25 ～  11:30    浜そうじ 昼食準備班 

 11:30  ～ 12:00    参加者全員で調理 

 12:00  ～ 13:00    昼食 ・ 片づけ 

 13:00  ～ 16:00    シーカヤックツアー 

        16:00    解散 

用意して頂く物 
水着または濡れてもよい服装 / 濡れてもよい靴 / 帽子 / 日焼け止め / タオル / 眼鏡バンド / 

サングラス / 飲料水 / 着替えの一式 / タオル / 軍手（浜そうじ用）/ その他 

キャンセル規定 

及び 

天候不順 

などによる 

対応 

左記の事項については、平戸カヤックスＨＰ【hiradokayaks.com】及び３枚目の参加申込書にも記載し

ておりますので、必ずご覧いただきますようお願いもうしあげます。 

 

 



鄭成功シーカヤックイベントツアー 参加申込書 

申込は hiradokayaks.com からも行っております。ネットでの申込が可能の方はこちらからお願い申し上げます。 

 

平戸平戸平戸平戸カヤックスカヤックスカヤックスカヤックス    宛宛宛宛        ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    0956095609560956----49494949----4043404340434043       

お問い合わせ 携帯 090-5474-45（末永） 

募集パンフ及び下段のツアー実施要領をご確認の上、参加申書をご記入願います。  

※ 参加者５名以上の場合は、本用紙をもう一枚お使いください。その場合、２枚目に参加申込者氏名と参加者氏名のみ記載

ください。参加料の記載は１枚目にお願いします。 

 

文部科学省、所轄法人 財）社会スポーツセンター加盟 日本セーフティーカヌーイング協会（JSCA）公認スクール 

開催日 

（申込日に〇印） 

2014/9/7(日) 集合 9:45 解散 16:00 

 

2014/11/2(日) 集合 9:45 解散 16:00 

申込代表者 

 

氏名                        当日連絡先（携帯）                  

 

住所 〒              

 

                                                         

参加者氏名 

氏 名  生年月日 

氏 名  生年月日 

氏 名  生年月日 

氏 名  生年月日 

氏 名  生年月日 

参加料 大人（高校生含む）   名 中学生以上   名      合計参加料        円 

ツアー実施要領 

キャンセル 

規定 

● ツアー実施の 3 日前から 2 日前まで：参加料の 30% 

● ツアー実施の前日：参加料の 50% 

● 開催当日または無断欠席：参加料の 100% 

※ キャンセル料は、個人ごとに発生いたします。キャンセルが発生した場合の返金は、申込代表者の口座へ

送金いたします。送金手数料は、ご負担願います。 

天候不順 

などによる 

対応 

● ツアー当日が事前に開催が危ぶまれるような荒天が予想される場合は、日程の振替をご提案いたします。  

● 荒天等によりツアーが中止となった場合は、ご入金いただいている金額を申込み代表者の口座へ返金させ

ていただくことになります。送金手数料は、当方で負担いたします。   

● 降雨は中止の理由にはなりません。 晴天の場合でも、強風等で開催できない場合があります。 

● 開催中止の場合は、可能な限り前日までに、お客様の携帯電話にご連絡いたしますが、最終的な判断が当

日になる場合が有ります。 中止になった場合の交通費等に関しましては、お客様のご負担となりますの

で、ご了承下さい。 

参加料 

振込先 

３日前まで 

ゆうちょ銀行から送金する場合：記号 17690  (普) 番号 14340351 

銀行等から送金する場合：ゆうちょ銀行 店名七六八（ナナロクハチ）（普）番号 1434035 

口座名義 末永 直樹  

参加料 大人（高校生含む）2,500 円   中学生以下 1,500 円    ※ 小学生から参加可 

平成 26 年度長崎県 21 世紀まちづくり推進総合支援事業のアンケートの記載をお願いしております。 


