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＜国際児童青少年演劇協会＞の第１７回世界大会に参加

デンマーク・ドイツ【ともしび】うたごえ交流の旅　８日間
5月25日（水）～6月1日（水） ￥358,000
募集人員25名（最少催行20名）
成田・関西5コペンハーゲン②5ハンブルグ6ブレーメン①
6ハーメルン②6ハンブルグ①5コペンハーゲン5①5～
成田・関西

毎年好評・平和の旅シリーズ

アウシュビッツを訪れる　ポーランド　８日間
7月29日（金）～8月5日（金） ￥318,000
募集12名（最少催行6名）
成田5ワルシャワ6オシフィエンチム③アウシュビッツ･ビルケナ
ウの収容所跡見学6クラクフ①7ワルシャワ②戦後奇跡の復興を
遂げた旧市街や蜂起記念館の見学5①5成田

小グループ　ガイド付・ゆったり・充実の旅

印象派の光の世界 、白亜の断崖、緑の草地と林檎の村

フランス　ノルマンディとパリ近郊の旅　７日間
6月2日（木）・16日（木）、7月14日（木）、
8月25日（木）、9月21日（木）発　￥375,000～￥410,000
最少実施6名様から
成田／関空／名古屋5パリ6ルーアン③6パリ②5①成田／
関空／名古屋　

イタリア　ローマとフィレンツェ　８日間
6月5日（日）、6月19日（日）、7月10日（日）、8月14日（日）、
9月25日（日）発　￥278,000～￥330,000
最少実施４名様から
成田・関空5ローマ③7フィレンツェ③5①5成田・関空

北欧福祉視察

デンマークの暮らしを学ぶ　６日間
9月28日（水）～10月3日（月）￥342,000
募集15名（最少催行10名）
成田5コペンハーゲン④5①5成田

コッツウォルズ田舎をゆっくり歩き地元の人とふれあう

英国　ウォーキングの旅　９日間
8月20日（土）～28日（日） ￥445,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ロンドン6コッツウォルズ③6バース②6ロンドン②
5 ①5成田

ドイツのまちづくりに学ぶ

『環境首都』フライブルクとカールスルーエ　８日間
10月2日（日）～9（日）￥388,000
募集15名（最少催行10名）
成田5フライブルク③7カールスルーエ③5①5成田

エルミタージュと革命揺籃の都

ロシア「世界遺産」キジ島とサンクトペテルブルクﾞ ７日間
8月3日（水）～9日（月） ￥390,000
募集20名（最少催行15名）
成田・関空5ヘルシンキ5サンクトペテルブルグ①6ペトロザ
ボーツク①6サンクトペテルブルグ③5ヘルシンキ5機中①
5成田･関空

芸術を楽しみ　平和を考える

ポルトガルとスペインをゆっくり巡る旅　８日間
10月24日（月）～31日（月） ￥368,000
募集15名（最少催行10名）
成田5リスボン②5マドリッド②7バルセロナ②5①5成田

大自然に包まれたプリトヴィツェ湖3連泊

クロアチアウォーキングと世界遺産　９日間
5月19日（木）～5月27日（金） ￥383,000 催行決定
6月 6日（月）～6月14日（火） ￥398,000
募集15名（最少催行8名）
成田5ヨーロッパ都市5ザグレブ①6プリトヴィツェ湖③6

スプリット①6ドブロヴニク②5ヨーロッパ都市5①5成田

夏休み　歴史教育を考える

アウシュビッツとウィーン　８日間
8月15日（月）～22日（月） ￥385,000
募集25名（最少催行20名）
成田5ワルシャワ①6オシュフィエンチム①
6クラクフ①5ウィーン③5①5成田

教職員のための　海外教育・文化視察

フィンランドとデンマーク　８日間
8月11日（木）～18日（木） ￥425,000
募集25名（最少催行15名）
成田5コペンハーゲン②7オーデンセ①6コペンハーゲン5

ヘルシンキ③5①5成田

ドイツ・オランダを訪ねる平和の旅

ベルリンの平和史跡とアムステルダム　８日間
8月16日（火）～23日（火）￥377,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ベルリン③5アムステルダム③5①5成田

歌のある旅　ツアー＆コンサート

横井久美子と行く　アイルランド　１０日間
8月17日（水）～26日（金） ￥468,000
募集25名（最少催行15名）
成田5ベルファスト①6デリー②6イニシュモア島②6リム
リック①ダブリン②5①5成田

ヨーロッパ・北欧の旅

◇幻想的でエメラルド色に輝くプリトヴィッツェ湖畔に3連泊
◇アドリア海の豊富な魚介類を使った料理をご賞味
◇古代建築物の石と彫刻の美の調和は必見です

旅の特色

◇はちみつ色の民家が並ぶ小さな村をゆ
ったりのんびりウォーキング
◇昔から変わらない美しい街づくりに努
める現地の環境保護団体を訪問
◇世界遺産バースでは家庭料理を味わい
ながら、地元の人々と交流

旅の特色

◇フライブルクがまちづくりとして取組む環境政策のレクチャー
◇日々の暮らしの中にいきるエコスタイルを体験
◇緑化・交通政策で知られる環境都市カールスルーエ訪問

旅の特色

◇ロマノフ王朝からロシア革命へ、時代
の転換期の文化･芸術に触れる
◇広大なカレリヤ地方、キジ島の釘を一
本も使わない奇跡の木造建築群
◇夏だからこそ野外で過ごせる時間がた
っぷり

旅の特色

◇「7つの丘の都」リスボンからユーラシア大陸の最西端へ
◇ピカソ作『ゲルニカ』を係員の説明を聴きながら鑑賞
◇カタルーニャの都・バルセロナでガウディの建築群を巡る

旅の特色

◇ノルマンディ公国建国1100年
のルーアン3連泊、オンフルー
ル、エトルタへ
◇6・７月は「バラの村」ジェル
ブロア、８・9月は「林檎の礼
拝堂」と中世の街カーンへ
◇モネが愛した庭園と自宅の残る
ジベルニーへ。
◇ゴッホ終焉の地オーベルシュオワーズ、パリで2泊
◇日本語ドライバーが専用車でご案内、小人数の旅

旅の特色

◇児童演劇見学や、現地の方々との
交流、バス中でもうたごえ交流
◇アンデルセンの故郷オーデンセ、
メルヘン街道の町々を訪問・見学
◇アンネ・フランク終焉の地・ベル
ゲンベルゼン強制収容所を訪問

旅の特色

◇ホロコーストの象徴アウシュビッツとビルケナウの収容所跡を
終日かけて見学
◇ワルシャワ・クラクフの両都
市でも歴史を踏まえた見学場
所を選定
◇ドイツが設立したNGO「国際青年
交流センター」を訪問、過去を現在
に生かす学びの取り組みに触れる

旅の特色

◇歴史の都ローマで３連泊、ル
ネッサンスの都フィレンツェ
で３連泊
◇駆け足旅行ではみられない観
光スポットを専任ガイド付で
◇バチカン博物館、フィレンツ
ェ・ウフィツィ美術館で名画
をゆっくり鑑賞
◇二都市間をユーロスター(2等車)で移動。1時間半の列車の旅。
◇希望者はカンツォーネ、コンサート、オペラへ
◇足を伸ばしてトスカーナの田園、ミラノ、ヴェネチアへも
◇日本語ガイド付なので食事の手配も心配なし、安心の旅
◇人数に応じてご希望出発日での手配も可能

旅の特色

◇アウシュビッツ・ビルケナウ収
容をじっくり見学
◇中世の街並みを残すクラクフと
戦後復興したワルシャワを訪問
◇ウィーンのレジスタンス博物館
見学、自由時間で芸術の都の街
歩き

旅の特色

◇人が資源として大切にされる
『幸福度世界一』デンマーク
の福祉政策を学ぶ
◇『学力世界一』となったフィ
ンランドの教育システムを学
び学校を訪問
◇森と湖の国フィンランドでハ
イキング

旅の特色

◇市内に数多くの記念碑や博
物館を残す２つの都市へ
◇第二次世界大戦前後の平和
への取り組みを深く学ぶ
◇街歩きや芸術に触れる時間
もしっかりと確保

旅の特色

◇「わたしの愛した街」の舞台
デリーに滞在
◇時が停止したかのようなイニ
シュモア島に連泊
◇リムリックの聖メアリー教会
でジョイントコンサート♪

旅の特色

◇子どもから高齢者まで自分らしく
暮すデンマークの福祉政策を学ぶ
◇高齢者の方々が生き生きと過ごす
高齢者活動センター訪問（予定）
◇アンデルセンゆかりの地オーデン
セを見学

旅の特色
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韓国　歴史検証　縦断の旅　６日間
5月30日（月）～　6月4日（土） ￥159,000
7月10日（日）～15日（金） ￥162,000
10月2日（日）～7日（金） 旅行費用8月発表
募集25名（最少催行10名）
成田5仁川6ソウル市内①6公州・全州②6羅州・光州①
6釜山①5成田

韓国　歴史検証　ソウル　４日間　

8月15日（月）～18日（木） ￥119,000
9月12日（月）～15日（木） ￥122,000
募集12名（最少催行6名）
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル③5東京･大阪･名古屋･福岡

韓国東部　自然公園と「世界遺産」訪ねる　７日間

6月 7日（火）～13日（月） ￥170,000
10月25日（火）～31日（月） ￥8月発表
募集20名（最少催行10名）
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル①6忠州①6安東①6大邸①
トンレ①釜山①5東京･大阪･名古屋･福岡着

2011年　中塚明先生と行く韓国

東学農民軍の戦跡を訪ねる旅　７日間
11月1日（火）～11月7日（月）旅行費用：後日発表
募集25名（最少催行20名）
成田5ソウル②6報恩①6全州②6ソウル①5成田

ベトナム・サパと中国・雲南省の棚田を見る旅　８日間
9月 3日（土）～10日（土） ￥189,000
11月12日（土）～19日（土） ￥195,000
募集15名（最少催行10名）
成田・関西5ハノイ7①ラオカイ6サパ③6元陽②6昆明
5①5成田・関西

団体企画・方正日本人公墓と葫芦島へ

第４回近現代史の歴史検証と北東アジアの未来を展望する旅　８日間

8月18日（木）～8月25日（木） ￥265,000
募集30名（最少催行20名）
成田5ハルビン③7葫芦島②7天津①6北京①5成田

中国青海鉄道とチベットの旅　７日間

8月29日（月）～9月4日（日） ￥276,000
募集15名（最少催行10名）
羽田5北京5西寧①6青海湖7①7チベット③5北京①
5羽田

ディエンビエンフーの戦いと独立記念日、ハロン湾の旅　６日間

9月1日（木）～9月6日（火） ￥213,000
募集15名（最少催行8名） ・　　8～10名はガイド同行
成田5ハノイ①5ディエンビエンフー①5ハノイ①6ハロン
湾①6ハノイ5①5成田

クメール王朝と近現代史

アンコール遺跡とカンボジア　６日間

5月15日（日）～20日（金） ￥179,000
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5アジア都市5シェムリアップ③5プノンペン①5

①5成田・関西

小グループ　ガイド付・ゆったり・充実の旅

「世界遺産」ハルラサン、秘められた４・３事件の歴史知る

済州島　歴史と自然辿る旅　４日間　
6月 6日（月） ～ 9日（木） ￥126,000
7月11日（月）～14日（木） ￥128,000
8月22日（月）～25日（木） ￥135,000
9月26日（月）～29日（木） ￥136,000
最少実施4名
東京・大阪発5チェジュ③5名古屋・東京・大阪着

ベトナム：日本語ガイド同行でお二人以上の旅行

【ご夫婦・ご友人・お仲間同士で気軽に毎日出発】

南部コース：5日間　～ホーチミン市コース
￥133,000より￥187,000
中部コース：6日間　～古都フエとホイアンコース
￥167,000より¥207,000   
北部コース：6日間　～首都ハノイコース
￥148,000より¥181,000

～毎日出発２名以上で現地日本語ガイド同行

アンコール遺跡を訪ねる３泊５日の旅
費用：￥13,8000～￥182,000

カンボジア査証（ビザ）が必要です。

“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
6月11日（土）～16日（木） ￥178,000
8月20日（土）～25日（木） ￥183,000
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5瀋陽②7ハルピン②7①7瀋陽5成田・関西

中国学習会講師同行ツアー　殷墟・洛陽・西安（兵馬俑・鴻門）

中国悠久の歴史を往く　６日間

5月29日（日）～6月3日（金） ￥183,000
募集20名（最少催行15名）

成田5北京7安陽②6洛陽①7西安②5成田

石林・元陽・麗江　棚田と少数民族の村を訪ねて

中国　雲南　自然と交流の旅　８日間
7月5日（火）～12日（火） ￥198,000
9月6日（火）～13日（火） ￥203,000
募集20名（最少催行10名）
成田5広州①5元陽②6昆明①5麗江②5広州①5成田

広州・肇慶と世界遺産開平楼を巡る

中国　広東省　文化と自然の旅　６日間
9月2日（金）～ 7日（水） ￥145,000
12月7日（水）～12日（月）￥145,000
募集15名（最少催行10名）
成田5広州①6開平6仏山①6広州①6肇慶①6大旗頭
村6広州①5成田

長谷川順一氏が同行し、現地で解説

日中不再戦 平和と交流の旅　７日間
8月1日（月）～8月7日（日） ￥198,000
募集20名（最少催行10名）
成田5大連①大連5ハルピン②7瀋陽①7大連②5成田
※福岡、広島、関空発着も可能です。

アジア・ベトナム・中国の旅

◇全面リニューアルされた「撫順戦犯管理
所」を訪問
◇平頂山殉難同胞遺骨館、九・一八事変陳
列館を訪問
◇731部隊罪証陳列館では関係者のお話、
ハルピンで地元の学生との交流予定

旅の特色

◇中国講座講師、吉田邦夫先生同行。
学習会の内容を現地で体験
◇快速列車で「中原」を横断移動。
安陽・西安で2回の連泊
◇西安で「兵馬俑」、項羽・劉邦対決
の場「鴻門」、「楊貴妃墓」を訪れる

旅の特色

◇棚田で有名な元陽に連泊
し、ゆっくり見学。現地
の方と交流
◇麗江郊外で２カ所の少数
民族の村を訪問。伝統文
化を見学

◇世界遺産「石林」と「麗江古城」。
展望台で玉龍雪山眺望

旅の特色

◇華僑の故郷、開平で世界遺産の「望楼
群と村落」を見学
◇「小桂林」と呼ばれる肇慶散策、陶磁
器の都仏山で伝統工程体験
◇世界で最も親しまれている広東料理を
本場で楽しむ

旅の特色

◇「満州事変」から80年、瀋陽郊外の柳条湖や大連を訪ねます
◇日清・日露戦争の傷跡を残した激戦地・旅順を訪ねます
◇ハルピン郊外にある侵華日軍第731部隊陳列館を見学します

旅の特色

◇ソウル市内では、景福宮、西大門刑務所を見学
◇東学農民戦争終焉の地、公州、牛金峙にある慰霊塔と全州近郊
の史跡を見学
◇光州学生独立運動と光州事件の記念館を見学。羅州では、弁護
士布施辰治の足跡を訪ねます
◇釜山では豊臣秀吉水軍を負かした李舜臣将軍のお話しをききます

旅の特色

◇韓国と日本の歴史１００年を振り
返り、歴史を検証
◇独立記念館、「ナヌムの家」、西大門
刑務所歴史館、安重根義士記念館
◇戦争博物館を歴史研究者または平
和運動家の解説で、懇談

旅の特色

◇6月は森林浴、10月は紅葉に染まる
国立公園、澄んだ空気の山寺、李朝
時代の伝統･文化に触れる
◇安東で仮面劇グッタルノリ、伝統家
屋に宿泊
◇焼き物の町・利川、浮石寺、儒教文
化の故郷・栄州
◇「世界遺産」海印寺、石窟庵へ。郷土料理も楽しみ

旅の特色

◇方正日本人公募参拝とハルピン収容所、満州引き揚げ葫芦島を
見学
◇中国と当時の満州国との国境であり、長城の東の端・山海関を
見学
◇天津の周恩来記念館を見学し、最終日は北京泊

旅の特色

◇2000kmの世界一高所を走る青海鉄道の旅
◇青海湖周辺を見学
◇チベット、ポタラ宮やラサ市内を見学

旅の特色

◇今も地雷の除去作業を行うアキラ地雷博物館
を訪問
◇クメールが創り上げた神々の遺産群アンコー
ル遺跡を２日間かけて見学

旅の特色

◇旧日本軍基地跡、日本侵略から解放後に起きた四・三事件、朝
鮮戦争を知る。体験者のお話
◇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、オルレ道歩き
◇海の幸・山の幸いっぱいの郷土料理専門店でお食事

旅の特色

◇人数が増えますと割安になります。２名以上グループで１専用
車です。
◇６名様以上になりますと、視察箇所も日程に組み込めます。
◇日程の範囲でご要望を取り入れることも可能です。

旅の特色

◇アンコール遺跡見学とクメール
伝統織物研究所訪問
◇トンレサップ湖をクルーズ、水
上生活者の家など見学
◇自由時間はシェムリアプの街、
オールドマーケットなどを見学

旅の特色

◇棚田の少数民族の村・サパと中国の代
表的な棚田地域・雲南を見学
◇サパではベトナム最高峰ファンシーパ
ン山を展望します
◇サパ近郊の棚田ハイキング（２～３時
間）を行います

旅の特色

◇抗日民族運動の始まり東学農民軍の戦跡跡地を韓国市民の方と
巡り、ともに学びます
◇現地で東学農民軍の名誉回復運動を行っている方々と交流します
◇ソウル、全州に連泊、景福宮内の古宮博物館や徳寿宮、全州の
韓屋街など韓国文化も楽しみます

旅の特色

追加設定！

添

添

添

添

添

添

添

添

添

添

添

添

添

ガ

ガ

ガ
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宿坊に泊まり、名湯に癒される

高野山と熊野三山を巡る旅　４日間w

5月15日（日）～18日（水） ￥116,000
10月 2日（日）～ 5日（水） ￥116,000
①羽田空港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羽田空港

初夏、高山植物が咲き乱れる

鳥海山と月山　４日間ww

7月24日（日）～27日（水） ￥104,000
秋の鳥海山と月山　10月11日（日）～14日（水）予定
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志津温泉　④月山登山6志津温
泉　庄内空港5羽田空港　

新緑の白神山地を満喫

白神山地をあるく　４日間ww

6月12日（日）～15日（水） ￥104,000
秋の白神山地をあるく　10月16日（日）～19日（水）予定
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

レブンアツモリソウの季節

礼文島・利尻島の旅　５日間ww

6月 5日（日）～ 9日（木） ￥157,000
6月19日（日）～23日（木） ￥157,000
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

リシリヒナゲシとウスユキソウ

利尻富士登山と礼文島　５日間www

7月 3日（日）～ 7日（木） ￥157,000
7月24日（日）～28日（木） ￥157,000
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

推定樹齢７千年といわれる巨木に出逢う

屋久島・自然体験　４日間www

5月29日（日）～6月１日（水） ￥139,000
7月10日（日）～13日（水） ￥141,000
8月21日（日）～24日（水） ￥142,000
①羽田空港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（e） ④屋久島8鹿児島5羽田空港

5月31日（火）～6月7日（火） ￥382,000
募集10名（最少催行6名）
成田5ミラノ6ビエッラ④6トリノ②5①5成田

9月19日（月）～26日（月） ￥395,000
募集10名（最少催行6名）
成田5イエローナイフ③6バンフ③6カルガリー5①5成田

10月13日（木）～22日（土） ￥368,000
募集10名（最少催行6名）
成田・関西5フィレンツェ②6wラッダ②6wモンテプル
チアーノ②6オルビエート②ローマ5①5成田・関西

10月4日（火）～10日（月） ￥393,000
募集15名（最少催行10名）
成田5トロント6ナイヤガラ①8ナイヤガラの滝見学（霧の乙
女号）トロント①5シャーロットタウン②グリーンゲイブルズハウ
ス、モンゴメリの生家など訪問5モントリオール①メープル街道の
紅葉を訪ねる5①5成田

9月21日（水）～28日（水） ￥406,000
募集15名（最少催行8名）
成田・関西5ヘルシンキ5サーリセルカ①w大人の林間学校体
験①w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5①5成田・関西

ベリーが色づく“ルスカ”の季節

フィンランド　紅葉の北極圏をあるく　８日間

壮大なスケールの紅葉を訪ねて

ナイヤガラとプリンスエドワード島、メープル街道　７日間

“4つの世界遺産、4大名酒の里を巡る”

秋のトスカーナ・ウォーキング１０日間w

オーロラ観測地とロッキーに３連泊

カナダ　黄葉とオーロラを訪ねる　８日間

イタリア建国記念150周年 小都ビエッラを散策

花いっぱいのピエモンテをあるく　８日間

世界の自然をあるく

国内　花と自然の旅

＜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）

◇モンテローザの麓、ピエモンテの小さな町ビエッ
ラ４連泊
◇花祭りの時期に、オアズィー・ゼーニャのハイキ
ング
◇建国150周年にわく古の王都トリノに滞在

旅の特色

◇オーロラ観測の世界的メ
ッカ、イエローナイフに
三連泊
◇カナディアンロッキーの
黄葉ハイキングを楽しむ

旅の特色

◇イタリアのアグリツーリズモに宿
泊、田園風景をあるく
◇世界遺産フィレンツェ、シエナ、サ
ンジミニャーノ、ピエンツァを見学
◇名酒の里キャンティ、モン
タルチーノ、モンテプル
チアーノを巡る

旅の特色

◇紅葉の森のな
かをキノコと
ベリー狩りウ
ォーキング
◇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

旅の特色

◇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
◇中辺路では地元の旬な山菜と精進料理を楽しみます
◇3日目は体力に合わせて2つのコースをお選びいただけます

旅の特色

◇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
をご賞味い
ただけます

旅の特色

◇ 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）新鮮なウニや蟹などの食事もお楽し
みに
◇ 礼文島では花ガイド（宮本
誠一氏）がご案内します

旅の特色

◇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。山の秘
湯志津温泉を楽し
みます

旅の特色

◇ 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
◇ 地元のガイドが4日間ご案内いたします

旅の特色

◇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（e）
他にも多彩なコー
スがあります。ウ
ミガメ産卵、孵　
化の見学も

旅の特色

◇雄大な自然が広がる東部カナダを
紅葉のベストシーズンに訪れる
◇『赤毛のアン』の舞台とナイヤガ
ラの滝を訪れ、カナダの魅力を満喫

旅の特色

～一年に一度だけのクルーズ～

小笠原・硫黄３島クルーズ　６日間　

7月3日～7月8日　￥178,000
募集10名（最少催行6名）
①東京・竹芝桟橋8（おがさわら丸）船中泊　②父島着　硫黄島レ
クチャー19：00発　船中泊　③南硫黄島沖・硫黄島沖・北硫黄島沖
父島泊　④父島戦跡見学　⑤母島8（ははじま丸）8父島8

（おがさわら丸）8船中泊　⑥～（おがさわら丸）～東京・竹芝桟橋

夏休み　子ども向け企画

坂本龍馬ゆかりの地と四万十大自然の旅 ４日間

7月31日（日）～8月3日（水） ￥89,800
募集15名（最少催行8名）
羽田空港5高知6四万十楽舎①6黒潮町①6高知①5羽田空港

＜新緑の季節＞　～自治体問題をかんがえます～

数右衛門と良寛から地域のあり方と道州制を考える旅

5月15日（日）～16日（月） ￥33,000
募集35名（最少催行15名）
①上越新幹線　燕三
条駅改札口11時集合
6横田切れ現地視
察・信濃川河川事務
所資料館・分水資料
館・国上五合庵　寺
泊海岸温泉泊　
②6寺泊周辺見学・
出雲崎町良寛資料館な
ど　長岡駅で解散

◇定期船「おがさ　
わら丸」が硫黄
列島の海域に行
くのは一年に一
度だけ。上陸す
ることはできま
せんが、各島の
まわりを船から
見学します。太平
洋戦争時、国内で地上戦が最初におこなわれた硫黄島。日米両
軍、２万人以上の命が失われました。現在も、島民は帰島する
ことが許されておりません。遺骨収集も進められております

旅の特色

◇最後の清流・四万十川の大自然を
楽しみます
◇四万十をこよなく愛する地元の
人々との交流を通じ、自然の大切
さを学びます
◇土佐が生んだ幕末の英雄・坂本龍
馬の足跡を訪ねます

旅の特色

添

添

添

添

添

ガ

ガ
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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　　　：現地ガイド同行添 ガ

●但し、国内旅行のみ○内数字は行程の日次をあらわします。

10月2日（日）～8日（土） ￥340,000
募集20名（最少催行15名）
成田・関西5コペンハーゲン①6風の学校③6コペンハーゲン
①5①5成田・関西
◇風力発電などのクリーンエネルギーが実際にどう使われているか
◇持続可能な社会を作るための政策を現地に学ぶ
◇ゴミの収集場所やバイオガスプラントの現場実習も行います

5月14日（土）～17日（火） ￥129,000
募集25名（最少催行15名）
羽田空港5那覇空港5石垣空港6石垣島内見学石垣島内①石垣
空港5与那国空港　与那国島内見学　与那国島内泊①与那国空港
5石垣空港竹富島見学①6石垣島内見学　石垣空港5那覇空港
5羽田空港
◇尖閣諸島問題で防衛大綱
が新たに発表され自衛隊
配備で揺れる日本最西
端、与那国島を訪問
◇石垣島では、戦争マラリ
アについて、現地の方か
ら詳しくご案内
◇竹富島では、水牛車に揺
られながらゆったりした
時間を過ごします

11月6日（日）～11月8日（火） ￥84,800
募集40名（最少催行35名）
羽田5鹿児島6指宿①6日南①6宮崎5羽田
◇知覧・鹿屋の特攻隊について地元
の方から説明を聞きます
◇「八紘一宇」の文字が刻まれた平
和の塔を見学します
◇地元農民連の方とTTP問題につい
て交流します

6月26日（日）～7月3日（日）
Ａコース：￥398,000 Ｂコース：￥418,000
募集30名（最少催行20名）
成田5マドリッド③6ビルバオ③または5ラスパルマス②・マ
ドリッド①5成田
◇独裁政権の犠牲者救済
の「歴史の記憶に関す
る法律」を学びます
◇Ａコースは、ナチス空
爆の舞台となった、ゲ
ルニカを訪問します
◇Ｂコースは、カナリア
諸島にある「日本国憲
法９条の碑」を訪問

9月14日（水）～21日（水） ￥380,000
募集30名（最少催行25名）
成田5ロンドン6ストラッドフォードアポンエイボン①6湖水
地方③6ロンドン②5①5成田
◇現地女性団体と社会保障や教育、男女平等などをテーマに交流
◇ピーターラビットの生まれた舞台・湖水地方で３連泊！！
◇自然を守る取り組み・ナショナルトラスト運動を学ぶ

10月1日（土）～10月8日（木） ￥195,000
募集人員15名（最少催行10名）
成田5ハノイ7①ラオカイ6サパ③6建水①6石林①6

昆明5①5成田
◇サパではベトナム最高峰ファンシーパン山(3143m)を望むリゾー
ト地サパに3連泊しハイキングや少数民族が集まるバクハーの日曜
市を訪ねます
◇陸路、中越国境を越えて中国雲南省へ。古都建水では建水古城など
見学
◇高さ20mの石の柱が林立する世界自然遺産、石林に一泊します

10月19日（水）～10月28日（金） ￥486,000
募集人員15名（最少催行10名）
成田5北米都市5リマ②5クスコ7マチュピチュ①7クス
コ①6プーノ5リマ6パラカス②5ナスカ5ピスコ6リ
マ5①5北米都市5①5成田
◇世界自然・文化遺産、空中都市マチュピチュをじっくり見学
◇ナスカの地上絵を空から見学、クスコ市街を散策
◇葦で造られた島、ウロス島の学校や民家を訪問
◇ミニガラパゴス：パジェスタ島をクルーズ、海の動物（アショカや
海烏、烏など）を見る

7月23日（土）～8月2日（火） ￥481,000
募集15名（最少催行6名）
成田5ウィーン5インスブルック①6オーバーグルグル③6

カナツェイ③6ザルツブルク②5①5成田
◇どこまでも牧歌的な風景が続くチロルの澄んだ空気と美しい景色
◇世界遺産ドロミテの荒々しい岩肌が剥き出しの山並みを楽しむ

2012年1月20日（金）～31日（火） ￥384,000
募集12名（最少催行6名）
成田・関西5チューリッヒ7ベルン①7ツェルマット⑤7ミ
ューレン④7チューリッヒ5①5成田・関西
◇ツェルマット４日、グリンデルワルト３日間のスキーをゆったり楽
しむ

「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。

こ の 指 と ま れ !!

１ 東部アルプス　オーストリア・イタリア北部の山旅

チロル・ドロミテハイキング　１１日間

２ マッターホルンとユングフラウ地域の大パノラマ

スイス　スキー・パノラマハイキング　１２日間

３ 「歴史の記憶に関する法律」を学ぶ

スペイン　平和・人権の旅　８日間

６
世界遺産ペルーのアンデス文明を訪ねて　１０日間

７ 原発に頼らないエネルギー政策を学ぶ

デンマーク　風の学校で学ぶ　７日間

８ 女性団体企画
～自衛隊配備・戦争マラリア問題をかんがえる～

国境の島　与那国島と石垣島・竹富島をめぐる旅

９ 女性団体企画

知覧・鹿屋・飫肥　南九州平和の旅　３日間

４ 女性団体企画　文学・自然・交流の旅

英国　湖水地方とロンドン　８日間

５
ベトナム・サパと中国・雲南省建水と石林　８日間

2009年夏に初めてスイスを訪れた時、夏スキーをする80歳位

の人に出会った。その時「今度はスイスをスキーで滑ってみ

たい。」と新たな夢が生まれ、1年半かけて準備した。同じ志

の仲間を集めることは予想以上に大変だったが、1月21日にガ

イド氏を含むシニア6名でスイススキー旅行に出発した。事前

の説明会と顔合わせはスキー場で行って足慣らしもしていた

ので、和気あいあいで出かけた。

スイスではずっと晴天に恵まれて、マッターホルン周辺で

４日間、アイガー周辺で３日間、白銀のアルプスを縦横に滑

ってスキーを楽しむことができた。中でもゴンドラを乗り継

いでクラインマッターホルンに上がり、イタリア側まで滑り

降りた２日間は、最長15キロのコースをアルプスの雄大な風

景の中で滑ることができて、とても爽快だった。スイス側で

は厳しく美しいヘルンリ稜を見せるマッターホルンが、イタ

リア側から見るとただの三角錐に形を変えて「チェルビーノ」

となる。そんな山容の変化を眺め楽しみながら滑ることが、

私達シニアにとっては足休めのためにも必要だ。出会ったス

キーヤーも予想以上にシニアの方が多かった。中１日でテッ

シュからミューレンに移動し、後半はアイガーを眺めながら

クライネシャイデックやメンリッヘン、フィルスト、花の谷

やシルクホルン周辺を滑った。フィルストの斜面ではガイド

氏に続いて皆でダイナミックなシュプールを描き、スイスア

ルプスを滑る醍醐味を味わうことができた。

スキー以外にも、テッシュのホテルで日本語が堪能なマダ

ムに「フォンデユシノワ」という料理のあと雑炊を作っても

らったり、グリンデルワルトでお揃いのスキー帽子を買った

り、憧れのミューレンのホテルから真正面にアイガー、メン

ヒ、ユングフラウ三山を朝な夕なに眺めたり、すてきな思い

出がいっぱい。スイスの自然を愛する方、スキーをする方、

ぜひ冬のスイスも訪ねてみてください。 （いわしな　あつこ）

夢が叶ったスイススキー旅行
静岡　岩品敦子様

＼＼2011年参加者の声／／

女性の地位の高い国は
福祉や社会保障の水準も高い
ノルウエー、スウェーデン視察のすすめ

国連開発計画が発表しているＧＥＭ。
指標ではノルウエーはずっとトップクラスで、2009年

はスウェーデンが１位。日本は50位以下。
女性が、政治・経済・社会・文化の各分野で活躍できる

背景には、子育て、教育、介護、医療、福祉などが国の事
業として行われ、個人の経済的な負担がほとんど無いとい
う背景があります。もちろん男女平等を保障する法律も実
質的に機能しています。
男女平等センターや女性団体などを訪ねるノルウエーと

北欧の旅を企画してみませんか。
個人旅行ではなく、女性団体（支部）や研究サークルと

して申し入れると、各種の視察や交流も実現しやすくなり
ます。
議員さん、女性問題に関心の深い方、労組婦人部のみな

さん、プランに参画して下さい。

日　数：8～10日間
時　期：9～11月、4～5月がおすすめ。
担　当：遠藤
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