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“テレジン強制収容所と世界遺産都市を周遊”

プラハ・ドレスデン　歴史と平和の旅７日間
9月7日（月）～13日（日） 388,000円
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5プラハ③6テレジン①6ドレスデン①5①成
田・関西

ベルリンフィル、ウィーンフィルをきく

ザルツブルグ音楽祭　ウィーンとザルツブルグ８日間
8月25日（火）～9月1日（火） 446,000円
定員：15名（限定）

① 東京・成田5ウィーン ウィーン泊
② ウィーン7ザルツブルグ 午前：ウィーン市内見学　

午後：移動　夜：eオペラ　
ザルツブルグ泊

③ ザルツブルグ 終日：自由行動
e市内見学／オペラ／コンサート

ザルツブルグ泊
④ ザルツブルグ 終日：自由行動e湖水地方へ

e夜：オペラ／コンサート
⑤ ザルツブルグ 昼：グスターボ・ドゥダメル指揮　

ウィーンフィルコンサート
e夜：オペラ／コンサート

⑥ ザルツブルグ 終日：自由行動e南ドイツ・ベル
ヒテスガーデンへ。夜：サイモン・ラ
トル指揮　ベルリンフィルコンサート

⑦ ザルツブルグ5 ウィーン乗り換え、帰国の途へ　
ウィーン5 機中泊

⑧5東京・成田

“ビートルズの町”と湖水地方へ

イギリスの旅　８日間
8月13日（木）～20日（木）
旅行費用　485,000円
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5ロンドン①7リバプール②6湖水地方ウィンダミ
ア（近郊）②6ロンドン①ロンドン5（機中）①5成田・関西

｢学力世界一｣ 教育立国を訪ねる

教職員のためのフィンランド教育視察　６日間
8月16日～21日　399,000円
募集20名（最少催行10名）
成田5ヘルシンキ6エスポー②学校訪問･ヌークシオ国立公園ハイ
キング6ヘルシンキ②ポルヴォー
の子どものための文化施設訪問5
①成田

環境と人が共存する街づくりに触れる

ドイツ『環境都市』フライブルクとストラスブール　８日間
4月24日～5月1日　393,000円
8月23日～30日　426,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5フライブルク③クライ
ン･ガルテン（市民農園）など
エコスタイル体験6ストラス
ブール③アルザスワイン街道
5①5成田

歴史教育者協議会企画

平和と芸術の旅　スペイン　９日間
8月17日～8月25日　498,000円
募集30名（最少催行20名）
成田5バスク地方のビルバオ②ゲルニカ
市内見学6マドリッド③ピカソ『ゲルニ
カ』鑑賞･歴史の記憶資料館6バルセロナ
②サグラダ･ファミリア5①5成田

日本美術会協賛

スケッチと美を訪ねる旅　ポルトガル10日間
5月28日～6月6日
398,000円
募集25名（最少催行20名）
成田5世界遺産都市ポル
ト③1.5日のスケッチタイ
ム6漁港の町ナザレ②1
日のスケッチタイム6リ
スボン③2日間のスケッチ
タイム5①5成田

◇ゆったりたっぷりのスケッ

チタイム

南イタリア

世界遺産とチレント海岸・文化歴史の旅１０日間
5月13日～22日　418,000円　現地
11月 4日～13日　418,000円　現地
募集15名様（最少催行10名）
関西・成田5ローマ5ナポリ近郊①6アマルフィー海岸②6

カサルヴェリーノ②6マテーラ①6セルヴァ・ディ・ファッツサ
ーノ②6バーリ5ローマ機中①5成田・関西

フランス

パリ近郊とノルマンディ　７日間
7月 9日（木）発　380,000円
8月 3日（月）発　420,000円
8月20日（木）発　395,000円
最低6名様から、
東京・成田5パリ6ルーアン①6エトルタ6オンフルール
6ルーアン①「フランスの最も美しい村100選」に選ばれたバラの
村ジェルブロワと作曲家ラベルの家のあるリヨンス・ラ・フォレ村
6ルーアン①6ジベルニー6パリ②5機中①東京・成田着

ドイツ

アルプス最高峰とロマンティック街道　８日間
10月7日～14日　388,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5フランクフルト①6ローテンブルク①6ホーエンシュワ
ンガウ②6ガルミッシュパルテンキルヒェン①6ミュンヘン①
5①成田

ポーランドとドイツの戦争史跡(博物館)見学

アウシュビッツとベルリン　７日間
8月5日発　462,000円
6名様以上でご希望の出発日で手配可能　　
成田/関空5古都クラクフ②アウシュビッツ強制収容所跡7ワルシ
ャワ①蜂起記念碑など5ベルリン②ホロコースト記念碑など見学
5①5成田/関空

クロアチアの民族文化にふれる旅　９日間
9月7日～9月15日　416,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5ウィーン5ザグレブ①6プ
リトヴィツェ②6モスタルで平和交流
②6ドブロヴニク②5ウィーン5

①成田

ロシア民謡ゆかりの地

バイカル湖とアムール地域の旅　７日間
9月21日～27日　358,000円
募集15名（最少催行10名）
新潟発5ハバロフスク5イルクーツク6バイカル湖②6イル
クーツク①イルクーツク機中①5ハバロフスク①ハバロフスク車中
①7ウラジオストック5新潟

“ただの私に戻る旅”

第10回 横井久美子と行く アイルランド　８日間
9月27日～10月4日　399,000円
募集30名（最少催行20名）
成田5 コーク①ケリー周遊路6 キラーニー①モハーの断崖
68イニシュモア島②ドン･エンガス86ダブリン②ケルトの
書など5①5成田

“豊かな自然とケルト文化を訪ねる”

｢エメラルドの島｣アイルランド　9日間
5月24日～6月1日　430,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5ベルファースト①6

デリー②ジャイアンツ･コー
ズウェイ見学6スライゴ
ー①コネマラ国立公園ハ
イキング6ゴールウェ
イ①モハーの断崖6ダ
ブリン②5①5成田

“質の高い英語教育”とフレンドリーな人々に囲まれて

アイルランド　短期語学留学
例：6月14日～28日　2週間　435,000円
募集1名～、毎週月曜日授業スタート（ご希望の日程を設定できます）
◇ダブリン･シティ大学所属の語学学校で英語を学びます

◇ホームステイでアイルランドの家庭の雰囲気も味わ

えます
8月3日～16日　13日間　520,000円
◇語学研修＆教員向けスキルアップワークショップ

◇同大学所属語学学校のノンネイティブの教育のた

めのコース
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添
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添
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ヨ ー ロ ッ パ の 旅

◇ナチスの強制収容所のあった要塞の町テレジンを訪問

◇魅力あふれる世界遺産都市プラハに３連泊、近郊のクトナー・ホラも

訪問

◇ボヘミアの古城めぐり、旅の最後は“エルベ川の真珠”ドレスデンへ。

旅の特色

添

◇「歴史の記憶に関する法律」関係者と

の懇談(予定)

◇『ゲルニカ』、プラド美術館、サグラ

ダ･ファミリアなど、芸術にもたっぷり

触れます

旅の特色

◇世界遺産アマルフ

ィー海岸を見学、

散策

◇ギリシャ・ローマ

の遺跡見学

◇チレント国定自然

地域を探索

◇マテーラの洞窟住

居、アルベロベッ

ロのとんがり帽子

の家を見学

旅の特色

ガ

◆パリからセーヌ河沿いに走る緑豊かなノルマンディ地方へ

◆イギリスとの百年戦争歴史の街ルーアンで3泊、美術館見学

◆ノルマンディの美しい村と印象派縁の港町オンフルールへ

◆パリでは自由行動。美術館巡りや現地主催のバスツアーへ。

延泊も可能

旅の特色

◇世界遺産バイカル湖見学、ハバロフスクではアムール河を展望台より

望みます。

◇バイカル湖周辺のリストビアンカ村と日本人墓地見学

◇イルクーツク・ハバロフスク・ウラジオストックなど極東の主要な町

を見学

◇ハバロフスクでは農家を訪問し家庭料理を味わう。

◇ハバロフスク～ウラジオストック間のシベリア鉄道乗車

旅の特色

◇第二の都市コークと南部の海

岸線を周遊

◇時が停止したかのようなア

ラン島に２連泊

◇プレ･イベントとして７月25

日｢横井久美子アイルランド

を語り、歌う｣を開催♪♪　

ギネス･ビールを片手に楽しいひと時を。

どなたでもご参加できます。詳細はお問い合わせください。

旅の特色

◆毎年恒例、世界トップの演奏家による

オペラ、コンサート

◆ベルリンフィルとウィーンフィルコン

サート付。他にご希望のオペラ、コン

サートチケットを手配いたします

◆オプションで郊外の美しい湖水地方や

南ドイツのベルヒテスガーデン観光も

お楽しみいただけます。

旅の特色

添

添

◇ヘルシンキ国家教育委員会でレク

チャーと現地の学校訪問

◇｢森と湖の国｣の国立公園をハイキ

ング

◇短期間で凝縮された内容をご提供

します

旅の特色

◇「世界遺産」リバプールで

英国盛衰の歴史を辿り、ビ

ートルズ縁のスポットへ

◇ 100年前からの自然風景を

残す湖水地方へ。日帰りハ

イキングを楽しむ

◇ロンドンからリバプールま

での景色を楽しむ鉄道の旅

旅の特色

添

添
添

２
０
０
９
年
４
月
〜
２
０
０
９
年
11
月



6月7日～6月14日　398,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5ヘルシンキ5ヨエンスー①w6コリ①86ヘッラ
ンニエミ②75ヘルシンキ②5①成田

◇フィンランドの原風景。湖畔の村でカレリア建築の宿泊施設「ヘッラン

ニエミ」にのんびり２泊

9月 9日～16日　472,000円
9月16日～23日　472,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5ヘルシンキ5サーリセルカ①w大人の林間学校体験①
wサーリセルカ①6ロヴァニエミ①5ヘルシンキ6ヌークシ
オ国立公園②6ヘルシンキ5①成田

◇足元のベリーの葉が色づき赤い絨毯を敷いたような北極圏の森の中を散策

◇テント『コタ』で眠るラップランド式林間学校を体験！　サーメ人の文

化にふれる

9月30日～10月7日　447,000円
10月 8日～15日　445,000円
募集12名（最少催行8名）
成田5フィレンツェ②6シエナ①
6トスカーナ農園③6フィレンツ
ェ5（ヨーロッパ都市経由）①成田

◇イタリア中部都市見学とキャンティ・

ワインの故郷（農園）でのんびりヨーロ

ッパ型休日とイタリア料理作り体験等

11月18日～26日
12月 2日～10日　
1月14日～22日
予定
募集20名
（最少催行10名）

NZ南島　アオラキ展望ハイキング ９日間

トスカーナ・ワイン農園体験 ８日間

フィンランド　紅葉の北極圏をあるく ８日間

フィンランド　森と湖をめぐる旅 ８日間

7月14日～22日　464,000円
8月 4日～12日　490,000円
成田5ジュネーブ6シャモニ④7ツェルマッ
ト③7チューリッヒ5①成田

◇シャモニ４連泊の新企画！　人気の２大山岳リゾート

に滞在　希望者は展望コースのハイキングを楽しむ。

7月 6日～15日　478,000円
8月11日～20日　510,000円
成田5チューリッヒ7バッド・ラガツ②7ポントレジーナ④
7クール②7チューリッヒ5①成田

◇名画や童話の世界で　ハイジ、画家カリジ　セガンティーニの小さな

町々を巡ります。

7月21日～30日　479,000円
8月18日～27日　481,000円
成田5チューリッヒ7ベルン①
7 ツェルマットのヒュッテ②
7サースフェー②67グリ
ン デ ル ワ ル ト の ヒ ュ ッ テ ②
67ルツェルン①7チュー
リッヒ5①成田

◇山上のヒュッテに４泊し、高所から

朝夕の山々の眺めを楽しみます。各国ハイカーとの交流も！

7月14日～24日　492,000円
7月31日～8月10日　497,000円
成田5ジュネーブ7アントレーヴ②
6wエリザベッタ小屋または周辺の
小屋①w6メゾン・ヴィエイユ①
6アントレーヴ①6wボナティ小
屋②w 6 w エレーナ小屋①
w6シャモニ①6ジュネーブ5

①成田

◇モンブランやグランド・ジョラスを南側

から眺め　快適な４つの山小屋に泊まる。

8月19日～29日　496,000円
成田5チューリッヒ7マルティニ②7wモンフォー小屋①
wプラフルーリ小屋①wディス小屋①wアローラ②w6グ
リメンツ②67チューリッヒ5①成田

◇3000ｍ級の6つの峠を越え　高所のヒュッテに３泊します。

高所でしか出会えない花や動物たちに会います。

8月28日～9月7日　494,000円
成田5チューリッヒ7カンダーシュテーク①76ベトラー②
wトゥルトゥマン・タール②w6ガセンリード①wヨーロッ
パ・ヒュッテ①wツェルマット②7 チューリッヒ5①成田

◇ヴァイスホルンやマッターホルンを展望

する山小屋に５泊。3000ｍ級のメイド

峠・アウグスボルド峠を越える。オー

トルート西部コースとつなげてご参加

いただけます。

オートルート東部コース １１日間

オートルート西部コース １１日間

イタリア側のツール・ド・モンブラン １１日間

山上のヒュッテに泊まるトレッキング １０日間

スイス東部エンガディン周遊 １０日間

モンブランとマッターホルン展望　９日間

樹齢7000年以上といわれる巨木に出会う

屋久島・自然体験　４日間
4月12日～15日 139,000円
5月31日～6月3日 139,000円
7月12日～15日 141,000円
8月24日～27日 142,000円
9月27日～30日 138,000円
①各地空港5鹿児島8屋久島　屋久島環境文化村センター　②縄
文杉登山　③自由行動（オプショナルツアー） ④屋久島8鹿児島
5各地空港

◇洋上のアルプスといわれる屋久島。縄文杉登山、宮之浦岳登山（オプ

ション）他にも多彩なコースがあります。

◇珍味・飛び魚をご賞味いただきます。

九州の名花・ミヤマキリシマ　キリシマミズキ・・

花の霧島連山と開聞岳　４日間
4月19日～22日 98,000円
5月10日～13日 102,000円
6月 1日～ 4日 105,000円
10月18日～21日 99,000円
11月 3日～ 6日 98,000円
①各地空港5鹿児島空港6池田湖散策6指宿温泉　②開聞岳登
山　③韓国岳山・大浪池周遊　④高千穂峰登山6霧島温泉6鹿児
島空港5各地空港

◇南九州の名湯　指宿温泉と霧島温泉に宿泊します。

◇九州の一足早い花の開花や紅葉にあわせ霧島連山と最南端の開聞岳に

登頂します。

熊野の宿坊に泊まり、名湯に癒される

高野山と熊野古道を巡る旅　４日間
4月19日～22日 108,000円　 5月17日～20日 108,000円
9月 6日～ 9日 108,000円　10月 4日～ 7日 108,000円
①各地空港5関西空港6高野山見学6宿
坊　②高野山6中辺路散策・熊野本宮大社見
学6川湯温泉　③選択・小雲取越コース、熊
野川観光コース6那智勝浦　④那智勝浦6

熊野那智大社・吉野熊野国立公園見学6南紀
白浜6南紀白浜空港5各地空港

◇語り部の案内で手付かずの自然の残る古道を歩

くことのできるコース。

◇勝浦のマグロのカブト焼き、中辺路の旬の山菜と精進料理を楽しみます。

珍しい高山植物の宝庫

花のアポイ岳とニセコ　４日間
5月31日～6月3日　99,800円
①羽田空港5札幌6襟裳岬・
様似町　②アポイ岳ハイキング
③日高・支笏湖・ニセコ見学　
④ニセコ6札幌5羽田空港

◇地元の方から日高の自然や高山植

物盗掘問題など、環境保護につい

ての話を聞きます。

レブンアツモリソウの季節

礼文島・利尻島の旅　５日間
6月2日～6日　155,000円　6月15日～19日　157,000円
①羽田空港5稚内8礼文島　②礼文島花散策　③礼文島8利尻
島　④利尻島散策　⑤利尻島8稚内5羽田空港

◇稚内直行便を利用し５日間ゆっくり島に触れる旅、礼文島は花ガイド（宮

本誠一郎氏）が案内。新鮮なウニや蟹など豊富にご用意いたします。

白神岳登山・十二湖散策

白神山地をあるく　４日間
6月7日～10日　 99,000円　 6月21日～24日　99,000円
8月2日～ 5日　101,000円　10月12日～15日　99,000円
①羽田空港5秋田・大館能代空港6藤里町見学6深浦町　②白
神岳登山　③十二湖散策　④深浦町6二つ森散策6秋田・大館能
代空港5羽田空港

◇新緑、盛夏、紅葉の時期に白神岳に登り（登山予備日あり）、広大なブ

ナの原生林を散策します。日本海の地魚やハタハタを味わい、温泉で

くつろぎます。

リシリヒナゲシとウスユキソウの季節

利尻富士登山と礼文島　５日間
7月5日～7月9日　158,000円　7月26日～30日　159,000円
①羽田空港5稚内8利尻島　②利尻富士登山　③利尻島内見学
④利尻島8礼文島・散策　⑤礼文島8稚内5羽田空港

◇高山植物が豊富な時期に利尻島にゆっくり３連泊。登頂を目指します。

（登山予備日あり）新鮮なウニや蟹・昆布料理など毎日豪華。

鳥海山と月山　４日間
7月12日～15日　102,000円　7月20日～23日　103,000円
8月 2日～ 5日　104,000円
9月下旬～10月　「紅葉の鳥海山と月山」詳細は後日発表
①羽田空港5庄内獅子ガ鼻湿原散策6吹浦・鳥海温泉　②鳥海山
登頂　山頂小屋　③鳥海山下山6湯野浜温泉　④月山登山6志津
温泉　庄内空港5羽田空港　

◇花が咲き乱れる鳥海山と月山。鳥海山山頂からは朝焼けと日本海に映

る「影鳥海」が期待できます。海辺の湯野浜温泉や山の秘湯志津温泉

を楽しみ、日本海の味覚、岩がきを味わいます。
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トレッキングの旅
＜健脚度の表示目安＞　１日あたり　
初級　w ：1～3時間歩行（標高差約300ｍの往復程度）
中級　ww ：3～6時間歩行（標高差約500ｍの往復程度）
健脚　www：6時間以上歩行（標高差約1000ｍの往復程度）

w

w

ww

ww

ww

ww

ww ww

ww

www

www

www

www

www

「ヨーロッパ・アルプス2009」

全ツアー：募集15名（最少催行6名）

★40年の経験をまとめたガイドブックを進呈
★名峰の見える部屋を先着10名様に（ツェルマット・ミューレン）
★山村でゆとりの2～4連泊
★ベテラン添乗員兼ガイド同行
★列車・ポストバス利用でアルプスの暮らしに触れる
★お１人様参加も可能。１人部屋料金も割安

海外＜山と自然の旅＞

世界＜自然をあるく＞

添

添

添

添

ガ

☆2009「海外トレッキングパンフレット（ネパール・チベ

ット・シルクロード）」は６月ごろに完成予定です。

ご希望の方はご予約ください。（担当：中野）

２
０
０
９
年
４
月
〜
２
０
０
９
年
11
月

★スイス・アルプスのパンフレットをご希望の方は

弊社までご連絡ください。

（担当：鈴木・中安・岩下・太田）

国内＜花と自然の旅＞
◎全ツアー：募集20名（最少催行10名）
◎旅行費用は羽田空港発着の場合

＜安心と安全＞ 全コース　添乗員・現地ガイド同行
＜安心して歩ける＞　現地での体調や体力に合わせ、全ルート
（登頂まで）を歩かないことも可能です。
＜地方からでも参加＞ 前後泊希望・地方空港発着希望・現地集
合希望の方はご相談下さい。
＜季節を感じる旅＞ 新緑・花の開花・紅葉に合わせた企画

添

新

新
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ア ジ ア の 旅

“四・三事件を知り、ハルラサンの自然を楽しむ”

済洲島の旅　４日間
5月 5日（火）～ 8日（金） 128,000円
6月 8日（月）～11日（木） 128,000円
8月24日（月）～27日（木） 142,000円
9月14日（月）～17日（木） 138,000円
募集10名（最少催行4名）
東京・大阪5チェジュ③5東京・大阪

◇日本侵略から解放されたあとの朝鮮戦争四・三事件を知る。体験者のお話

◇旧日本軍基地跡、韓国での世界遺産第１号「ハルラサン」の自然に触れ

るミニハイキング

“3.1独立運動から90年、アジア平和を考える”

韓国　近現代史の旅　５日間
5月 5日～ 9日 125,000円
8月17日～21日 145,000円
募集15名（最少催行6名）
東京・大阪・名古屋・福岡各空港発
着5ソウル④

◇「ナヌムの家」訪問、天安の独立記

念館と柳寛順の生家へ

◇「西大門刑務所跡」、「安重根義士記

念館」、「景福宮」へ歴史の検証を。

東部の自然公園と名所古刹巡り、朝鮮文化の伝統に触れる

ぐるり韓国　江原道・慶尚北道･南道の旅７日間
6月10日（水）～16日（火）173,000円
9月 9日（水）～15日（火）180,000円
10月21日（水）～27日（火）173,000円
募集15名（最少催行8名）
成田・関西・名古屋5ソウル①6「世界遺産」水原華城6陶芸
の町・利川6五台山国立公園6忠州①6儒教文化の中心・栄州
6「生きている民俗村」安東へ①仮面劇グッタルノリ6大邸①
6伽　山国立公園海印寺6「友鹿洞」6釜山①6慶州「世界
遺産」仏国寺・古墳公園6釜山①5成田・関西・名古屋

◇緑豊かな自然公園と李朝時代の伝統文化を残す古寺や

民俗村を訪問

◇安東で伝統の仮面劇グッタルノリを鑑賞、伝統家屋

に泊まる

◇柿でできたワインを試飲、豊かな食材の地方料理、市

場巡りを楽しむ

日・韓の市民が一緒に行く

東学農民軍の跡を訪ねる旅 韓国５日間
10月17日～21日　153,000円
募集15名（最少催行10名）
成田･関西5ソウル①6景福宮、東学記念公園など6全州②東学
軍最後の抗戦地6ソウル①5成田･関西

“旧満州”を訪問し、日本軍の侵略の実相に触れる

中国東北部を訪ねる平和の旅　６日間
8月22日（土）～27日（木） 188,000円
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5瀋陽②7ハルビン②7旧満鉄①瀋陽5成田・関西

◇731部隊罪証陳列館、平頂山殉難同胞遺骨館、九・一八事変陳列館を訪問

◇各地で当時を語る体験者のお話、ハルビンでは地元の学生と交流

◇現地での移動は「旧満鉄」の鉄路を走る列車に乗車、夜行列車も体験

日中草の根交流を進める会主催
“大草原での乗馬・二胡コンサート、国境の街・満州里～ハルビン～瀋陽へ”

中国　内蒙古と東北地方の旅　９日間
8月17日～25日　256,000円
募集20名（最少催行15名）
①成田5北京5ハイラル（泊）
②ハイラル市内観光6（泊）
③④ハイラル→大草原で遊牧民のパオ訪問、
乗馬体験、董さん二胡コンサート　パオ（泊）
⑤フフノール6満州里7（寝台車泊）
⑥7ハルビン6市内観光（泊）
⑦ハルビン7（中国版新幹線）瀋陽（泊）
⑧瀋陽の市内観光（泊）
⑨5北京5成田

◇内蒙古の大草原で乗馬や遊牧民のパオ訪問、満天の星の下で眠る、列車

の旅もあり

◇二胡奏者ドン・ジンミンコンサートと民謡、地元の人々との交流

◇日本占領時代の歴史辿り、ハルビンと瀋陽の市内見学

知られざる江南・三国志名鎮を歩く旅
10月14日～18日　5日間　148,000円
募集：20名（最少催行10名）
①成田空港5上海6烏鎮（泊）
②烏鎮見学6杭州・西湖遊覧6龍門古鎮6杭州（泊）
③杭州6八卦村6諸曁6紹興（泊）
④紹興市内6上海（泊）
⑤午前自由上海5成田空港

◇三国志「呉孫権」の故郷・龍門古鎮見学

◇江南の水郷・烏鎮運河巡り・歩く

◇三国志「諸葛孔明の子孫が住む」八卦村見学

◇中国四大美女の１人「西施」の故郷・諸曁見学

◇魯迅、王義之のゆかりの地、紹興見学

◇紹興酒の工場を見学

2009年 世界天文年 ～中国 江南・皆既日食の旅
7月20日～24日　228,000円
募集人員：15名（最少催行10名）
①成田空港5上海6烏鎮（泊）
②烏鎮見学　烏鎮（泊）
③烏鎮（午前：皆既日食見学）
午後6杭州（泊）
④杭州見学（西湖十景、
浙江省博物館、浄慈寺）杭州（泊）
⑤杭州6上海5成田空港

◇約20～40年に一度しか観られない皆既日食を江南の地で見学。

◇観測できる時間は8：20～10：59。江南の水郷・烏鎮で観ます。

◇江南の風情ある烏鎮と杭州を見学。

夏休み　家族・仲間で行く

モンゴル　大草原の旅　６日間
8月3日（月）～8日（土） 256,000円

（満11歳までは30,000円引き）
募集20名（最少催行10名）
成田5ウランバートル①ウンデルシレットキャンプ場②ウランバー
トル②5成田

◇熱気球、カヌー・ボート、乗馬など大自然の中でスポーツ楽しむ

◇遊牧民のゲル訪問、草原での暮らし体験、天体望遠鏡あり。

◇キャンプ場にはシャワー・トイレ設備あり。

◇ウランバートル市内観光付

世界遺産ラオスの古都ルアンパバーンと

カンボジア・アンコール遺跡の旅　７日間
2009年11月14日～20日　198,000円
2010年 1月23日～ 29日　未定
募集：各15名（最少催行10名）
①成田5ハノイ5ルアンパバーン（泊）
②午前：ルアンパバーン市内見学
午後：メコン河を船（郊外見学）ルアンパバーン（泊）
③午前：郊外の織物村へ　午後：市内自由見学ルアンパバーン（泊）
④午前：カンボジア・シェムリアプへ
午後：アンコールワット見学 シェムリアプ（泊）
⑤午前：アンコールトム見学
午後：バンテアイ・スレイ見学 シェムリアプ（泊）
⑥終日：自由行動　
夜：シェムリアップ5ホーチミン5①5成田

◇世界遺産古都ルアンパバーンの落ち着いた、信仰心のある街に３泊滞在

◇世界遺産アンコールワットの壮大な二大遺跡とクメール文化を見学

アンコール遺跡だけではない

カンボジア農村訪問・交流の旅　７日間
6月12日（金）～18日（木） 217,000円
7月31日（金）～8月6日（木） 235,000円
9月 1日（火）～7日（月） 225,000円
募集15名（最低実施8名） 12名以上で
◆ポルポト時代の歴史と復興するカンボジアを知る。

◆現地の協力受けて農村訪問し、視察と井戸掘り体験

◆アンコール遺跡観光と途絶えかけた伝統の絹織り物を復興させた

「クメール伝統織物研究所」へ。9月コースは蚕祭りに参加
① 東京･大阪･名古屋5

プノンペン　 プノンペン泊
② プノンペン ポルポト時代のトゥールスレン博物

館、セントラルマーケット
プノンペン泊

③ プノンペン6 農村視察・交流。井戸つくりに参加　
コンポントム農村 コンポントム泊

④ コンポントム6 クメール民族の栄華伝えるアンコー
シェムレアップ ル遺跡へ。 シェムレアップ泊

⑤ シェムレアップ アンコールワット・アンコ－ルトム
など遺跡見学　 シェムレアップ泊

⑥ シェムレアップ5 トンレサップ湖、
ホーチミンシティ 「クメール伝統織物研究所」

機中泊
⑦ ホーチミンシティ5

東京･大阪･名古屋

世界遺産のマラッカを訪ねる

教職員のためのマレーシア　教育視察　５日間
8月11日～15日　189,000円
募集20名（最少催行10名）
成田5クアラ・ルンプール②日本侵略時代の歴史を学ぶ。学校を訪
問し子どもたちと交流7マレー列車で世界遺産のマラッカ①ポルト
ガル時代の教会など6クアラ・ルンプール5①成田

◇現地の学校を訪問

２
０
０
９
年
５
月
〜
２
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韓　国 中 国・モンゴル　

ラオス・カンボジア・マレーシア
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2009  日美写生会 沖縄旅行
11月15日（日）～18日（水）料金後日発表
①各地5那覇空港6南部戦跡見学とスケッチ
（南城市泊） ②中部基地見学とスケッチ（那覇
泊）③那覇首里周辺スケッチ（那覇泊） ④那覇
市内見学とスケッチ　那覇空港5各地

2009 婦人民主クラブ

四万十の大自然を満喫する旅
11月8日（日）～10日（火）料金後日発表
①各地5高知空港6高知駅7窪川駅7江川
崎駅（四万十楽舎泊） ②四万十川沿い見学6

沈下橋見学・屋形船・四万十学遊館　（四万十い
やしの里泊） ③黒潮町　塩作り見学　カツオの
たたき作り体験6高知空港5各地

3.1
独
立
運
動
90
周
年

創業から45年とりくんでまいりました福祉、教育、医

療、環境、町づくりなど視察の旅、戦争と平和をテーマ

にした交流の旅の参考コース、旅をつくるうえでの留意

点、企画検討からご出発・帰国まで、お取組にあたって

スケジュールをパンフ

レットにまとめました。

心通う仲間と行くオ

リジナルな旅、労組・

団体の学習・研修旅行

にご活用いただけまし

たら幸いです。

視察・交流の旅 おまかせ下さい！
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ケープタウンで長崎原爆の日を過ごす

南アフリカの旅　10日間
8月3日～12日　498,000円
募集20名（最少催行10名）
① 成田・関西5香港
5

② ヨハネスブルク5 ザンベジ川のサンセットクルーズ
ヴィクトリアフォールズ ヴィクトリアフォールズに2連泊

③ チョベ国立公園 “象の楽園”でサファリドライブと
ボートクルーズ

④ ヴィクトリアフォールズ5 ヴィクトリアの滝見学
ヨハネスブルク スタークフォンテン洞窟へ

⑤ ヨハネスブルク5 テーブルマウンテンへ
ケープタウン ケープタウンに4連泊

⑥ ケープタウン オットセイの島ドイカー島や喜望
峰、ケープペンギンが多い浜へ

⑦ ケープタウン 終日：自由行動。希望者は横井久美
子さんが出演する長崎原爆の日記念
コンサートへ

⑧ ケープタウン 終日：自由行動。eでネルソン・
マンデラ氏の足跡を訪ねる

⑨ ケープタウン5

ヨハネスブルク5

⑩ 5香港5成田・関西

トルコ　原風景の旅　10日間
6月17日（水）発　354,000円
8月 5日（水）発　389,000円
9月23日（水）発　4月発表
最低6名様から、
東京・成田5イスタンブール5イズミール①6古代ギリシャ遺
跡エフェソス6「世界遺産」石灰棚6パムッカレ①6コンヤ
6「4つの世界遺産」カッパドキア③6アンカラ6「世界遺産」
宿場町サフランボル①6アンカラ6イスタンブール①「世界遺産」
歴史地区、トプカピ宮殿、地下宮殿、バザール①5機中①5東
京・成田着

◆「世界遺産」とエキゾチックな融合文化体験

◆ヒッタイト、古代ギリシャ、オスマン帝国と歴史の興亡知る

◆奇岩のカッパ

ドキア、石

灰棚のパム

ッカレ、宿

場町サフラ

ンボルへ

◆カッパドキ

アでは洞窟

ホテルに泊

まります。

（A）早春の揚子江大運河　水辺の街を歩く旅　５日間

2010年3月下旬又は4月上旬：5日間　料金は次回発表
募集20名（最少催行10名）
①成田空港5上海7南京（泊）
②南京市内見学6長江大橋6揚州（泊）
③揚州6高郵・孟城駅・高郵湖8秦興6無錫（泊）
④無錫8太湖遊覧6蘇州市内6上海（泊）
⑤午前：自由行動　上海5成田空港

◇明代の宿駅「孟城駅」見学

◇高郵唐代の古塔・鎮国寺塔から大運河を望む

◇ジャンク船に乗り、高郵湖遊覧

◇3000年の歴史を持つ湊潼（しんとう）古鎮を散策

◇太湖遊覧と蘇州世界遺産の庭見学

（B）北京の“桃源郷”平谷
ひょうこく

区と市内文化圏を歩く

◇桃の花の栽培面積が世界一の北京郊外の平谷区

2月12日～16日：5日間　198,000円
募集：20名（最少催行6名）
早割りあり。今年で3回目。個人、家族、ご友人で楽しめます。
① 成田・関西5              ホーチミン市（泊）
②（大晦日）午前：線香寺とベンタイ市場周辺。
午後：統一会堂・証跡博物館　　　　　　　　　ホーチミン（泊）

③（元旦）永厳寺初詣正月家庭料理を味わう。
午後：花がいっぱいのグエンフエ通り散策　　　ホーチミン（泊）

④ 終日：メコンデルタ地域へメコン河支流クルーズ　
ホーチミン市5                 （機中泊）

⑤ 5成田・関西（朝着）

◇ホーチミン市からさらに

日数を増やして中部・北

部への旅も手配できます。

◇ベトナムの伝統的な年末

～旧正月を楽しめます。

◇グエン・フエ通りの中央

には菊などの花がいっぱ

い！

◇ベトナムの伝統的な正月

家庭料理を味わいます。

◇南部メコン河の都市ミト

ーヘ。メコン河の支流をクルーズ、島々や風景、豊かな果樹など見学。

2010年2月24日～3月2日　
Ａコース（景勝地ハロン湾帆船宿泊コース）197,000円
Ｂコース（古民家と温泉体験リラックスコース）193,000円
募集30名（各コース15名様限定）
成田・関西5ハノイ6バクニン②
6（Aコース：景勝ハロン湾へ＝ホ
テル①帆船①　Bコース：タンダ・ス
パリゾートへ＝古民家宿泊と温泉体験
②）6 ハノイ①5機中①5成
田・関西

◇リム祭りを１日半た

っぷり見学。

◇村の家庭を訪問し、

クァンホの鑑賞。

◇選択できる２コース

を用意しました。

◇宿泊施設が少ないた

め、5月20日より先

行予約申し込み受け

付けを開始します。

8月1日～10日　482,000円
募集20名（最少催行10名）
① 成田5アムステルダム オランダの首都アムステルダムに3連泊
② アムステルダム アンネフランクの家

レジスタンス博物館訪問
③ アムステルダム 終日：自由行動
④ アムステルダム6 オランダを代表する風車群を見学後、
キンデルダイク6ブルージュ ベルギー水の都ブルージュへ2連泊

⑤ ブルージュ ベギン会修道院など見学
午後：自由行動

⑥ ブルージュ6ナミュール アルデンヌ地方「ムーズ川の真珠」
と称されるナミュールで2連泊

⑦ アルデンヌ地方 終日古城巡りと「世界一小さな村」
デュルビュイの散策

⑧ ナミュール7ブリュッセル 首都ブリュッセルでグラン･プラス
や小便小僧など見学

⑨ ブリュッセル5

ヨーロッパ内都市5

⑩ 5成田
○千葉県の教職員の皆さんの企画で毎年ヨーロッパを訪れています。
平和を愛し芸術を愛する方ならどんな方でもご参加いただけます。
この機会にご一緒しましょう！
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９
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４
月
〜
２
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１
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４
月

観光庁長官登録旅行業第84号（社）日本旅行業協会正会員

(株)富士国際旅行社
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-11-7  宮庭ビル４階
TEL：03-3357-3377 FAX：03-3357-3317

フリーダイヤル：0120-14-12-14

●本紙掲載の旅行は、(株)富士国際旅行社が企画・実施する旅行
です。ご旅行条件などの詳細につきましては、個別の旅行パン
フレットをご請求されるか、当社までお問い合わせ下さい。
●掲載の記号
5：航空機　6：バス　8：船　7：列車
w：徒歩　　①　②：泊数　　
：添乗員同行　　　：現地ガイド同行

但し、国内旅行のみ数字は行程の日次をあらわします。

添 ガ

こ の 指 と ま れ !!

１ オランダ・ベルギー

平和と芸術の旅 10日間
２ 2010年　建国1000年

テトを花いっぱいのホーチミン市で！

３ “ベトナム民謡クァンホの祭典”
リム祭りをたのしむ ７日間 ４ 中国　花の旅シリーズ

「こんな旅行をしたいけど、グループでないと……」

「同行の士が数人いるけど、あと△人仲間が欲しい！」

そんな方はこの新聞編集部に投稿して仲間を募って下さい。オーダーメイド
の旅づくりが富士国際旅行社の本業です。どんな行き先、どんなテーマでも
ご相談下さい。旅程の素案を提案し、出発日や細目を決め込まずに、希望者
がいれば「この指とまれ」の企画を発表します。「この時期に行きたい」、
「この都市も加えて欲しい」、「希望者が４人いるけど、10人になるよう募集
してほしい」など、ご要望をお聞かせ願います。いい仲間を探し、いい旅を。

九州・沖縄の旅‡ ‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡ ‡

琉球探訪・沖縄本島 ３日間
4月19日～21日　69,000円
5月10日～12日　69,000円
6月14日～16日　71,000円
7月16日～18日　75,000円
8月28日～30日　75,000円
9月13日～15日　71,000円
募集20名（最少催行15名）
①各地空港5那覇空港6南
部戦跡見学6那覇市内泊
②中部基地見学6辺野古漁港
見学6那覇市内泊
③自由行動、那覇空港5各地
空港

南九州 平和の旅 ３日間
6月21日～23日　81,000円
8月30日～9月1日　93,000円
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5鹿児島空港6

知覧見学6うなぎ湖畔泊
②湖南丸の碑8鹿屋航空資料館
6特攻慰霊塔6平和台公園
6宮崎市内泊
③都井岬周辺見学6青島周辺見
学6宮崎空港5羽田空港

徳之島 スローフード体験 ３日間
5月17日～19日　129,000円
7月27日～29日　132,000円
8月23日～25日　132,000円
募集20名（最少催行15名）
①羽田空港5鹿児島空港5徳之島
6徳之島島内見学6徳之島泊
②農園での収穫体験6珈琲農園見
学6島料理体験
③塩作り体験6黒糖工場見学6

焼酎工場見学6徳之島空港5

鹿児島空港5羽田空港

八重山の戦争をかんがえる旅 ４日間
7月29日～8月1日　128,000円
8月26日～29日　128,000円
①各地5那覇5石垣6石垣
島内戦跡見学（八重山平和祈念
館・平喜名の壕・奉安殿・唐人
墓）石垣島内泊
②西表島見学　石垣港8大原港
6仲間川・南風田の浜（忘勿
石）8石垣港　石垣島内泊
③自由行動（e波照間島見学・
与那国島見学・竹富島見学など）
④石垣5那覇5各地

温もりの海郷　琉球古民家に泊まる

渡名喜島 ４日間の旅
6月14日（日）～17日（水）91,000円
7月16日（木）～19日（日）99,000円
8月24日（月）～27日（木）99,000円
①各地5那覇6南部戦跡見学（ひめゆりの塔・
平和祈念公園）那覇市内泊
②渡名喜島見学　那覇泊港
8渡名喜港6村内見
学（歴史民族資料館・展
望台・伝統的家屋見学）
渡名喜島内泊
③自由行動（e追い込み
漁体験・漁師さんとの交
流など）渡名喜島内泊
④渡名喜港8那覇泊港
6那覇空港5各地

添

添

添

添

添添
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※（A）（B）とも、早春の花（桃・菜の花・山茶花・桜）などを各地で鑑賞

（年、時期により開花がずれこむ事もあります）。

予告


