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7月22日（月）～7月25日（木） ¥112,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5庄内獅子ガ鼻湿原散策6吹浦・鳥海温泉
②吹浦口w鳥海湖周遊w吹浦・鳥海温泉6酒田市内見学6湯
野浜温泉
③湯野浜温泉6月山登山6上山温泉
④かみのやま温泉6山寺・立石寺見学6蔵王・御釜見学6山形
駅7東京駅
◇高山植物がいっせいに咲き乱れる季節のハイキング
◇映画『おくりびと』にも登場した酒田のシンボル山居倉庫など見学
◇日本海に面した海浜の温泉郷、鳥海・湯野浜温泉、蔵王連峰を一望
できる上山温泉へ

9月27日（金）～10月5日（土）
￥486,000（15名様～）￥474,000（20名様）
募集20名（最小催行15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）6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6ローレン
シャン高原②の紅葉を訪ねる6モントリオール①5①5成田
◇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
◇ローレンシャン高原に2連泊、紅葉
のハイキングを楽しむ

10月12日（土）～10月19日（土） 費用：後日発表
募集20名（最少催行10名）
成田5乗継地5ルアンパパーン①5ヴィエンチャン②7ノー
ンカイ①7バンコク②5①成田
◇「世界最短の国鉄」とされるラオス～タイ国境の鉄道に乗車
◇世界遺産の古都ルアンパパーンと首都ヴィエンチャンを周遊
◇南北タイを鉄道で縦断　バンコクの都市交通も乗車体験

9月16日（月）～22日（日）7日間　　費用：後日発表
募集30名（最少催行20名）
成田5(モスクワ）5ウクライナ地域②5キエフ③5（モスク
ワ）5①5成田
◇歌い継がれる舞台・ドニエプル河を遊覧
◇芸術香るウクライナの首都キエフを訪問、チェルノブイリ原発や博
物館を見学
◇原発により、強制移住させられた住民組織の方々を訪問交流

9月18日（水）～25日（水）￥368,000
募集20名（最少催行30名）
成田5ヨーロッパ都市5ジュネーブ②6ローザンヌ6ヴェヴ
ェイ6ツェルマット②6ベルン①5ヨーロッパ都市5①成田
◇平塚らいてうなどが「原水爆禁止の訴え」を送り、世界母親大会発
祥の地となったスイス訪問
◇マッターホルンの街、ツェルマットに３連泊し、スイスの大自然を
訪問
◇現地の女性団体の方々との交流も予定しています

8月6日（火）～8月13日（火） ￥438,000
募集25名（最少催行15名）
成田5ヨーロッパ都市6ハイデルベルク①6フライブルク②
7ミューレン③7チューリッヒ5ヨーロッパ都市5①成田
◇学生の街ハイデルベルクと「環境首都」フライブルクの環境政策の
取組みを学ぶ
◇現地の方のお話を通してエネルギーや原発について意見交換
◇スイスの三名峰を望む街に滞在しゆったり自然の中で過ごします

8月19日（月）～8月26日（月） 費用：後日発表
募集20名（最少催行15名）
成田空港5北京①5ウランバートル6テレルジ②6ウランバ
ートル②7①7フフホト①5成田空港
◇モンゴルの静かな保養地テレルジを訪問し乗馬体験、ハイキングを
満喫
◇モンゴルの首都ウランバートルにての伝統古典芸能を観賞します。
◇国境の街、フフホトを訪れチベット仏教の寺院を見学します

8月13日（火）～20日（火） ￥393,000
募集25名（最少催行15名）
成田5ヨーロッパ都市5マンチェスター③6リヴァプール①
6ロンドン②5ヨーロッパ都市5①成田
◇産業・鉄道の発展や労働者のたたかい、英国の戦争の歴史を学ぶ
◇「動く世界産業遺産」見学、ビートルズゆかりの地も訪問
◇世界遺産「ポントカサステの水道橋」でナローボートに乗船

8月22日（木）～30日（金）￥418,000
募集20名（最少催行14名）
成田5ロンドン5マンチェスター6湖水地方③6ストラッド
フォード②6ロンドン②5①成田
◇湖水地方でクルーズ・ハイキングを楽しみ、イングランドで最も美
しいと言われるコッツウォルズ地方も訪ねます
◇日英両国の和解を願った「和解の碑」があるスタッフォードシャー
の「和解の森」を見学
◇ロンドンでチャーチルの執務室だった「チャーチル・ウォー・ルー
ムズ」を見学

8月22日（木）～28日（水） ￥250,000
募集25名（最少催行15名）
成田・関西5北京5ハルピン①6方正①6ハルピン①7葫
蘆島②7天津①6北京5成田・関西
◇731部隊罪証陳列館にて新しく展示された「残留日本人孤児と中国
人養父母に関する常設展」を見学。
◇方正では、人民政府表敬訪問・日本語学校訪問と残留孤児を研究す
る現地の方と交流
◇日中交流の原点である日本人公募・養父母公募の中日友好園を訪問
◇日本人帰還の港、葫蘆島や万里の長城の端を見学、天津で周恩来の
国際主義精神を記念館で学ぶ。

5月9日（木）～5月11日（土）¥66,000
募集30名（最少催行15名）
長野6上田①6安曇野①6松本
◇おなじみ「故郷」ゆかりの地を伊藤千尋さんのご案内でめぐります
◇志半ばで戦場に行った画学生の作品が展示されている「無言館」見学
◇新緑の安曇野ちひろ美術館を館の方のご案内で見学

8月5日（月）～8月10日（土）6日間　¥208,000
募集25名（最少催行15名）
成田5マニラ6スービック②6マニラ③5成田
◇ピープル・パワー
の中心となった
方々と交流、フィ
リピンの活動に学
びます
◇世界で唯一内部見
学ができるバター
ン原発を見学
◇フィリピンの教職
員の方や貧困問題
に明るく取組む
NGOと交流

「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。

１ 第38回 歴史教育者協議会ヨーロッパの旅

産業革命発祥の地を訪ねる 英国 ８日間

5 第34回　都教組の旅　フィリピン

米軍基地を追い出し、原発稼働をストップさせた国

6 うたごえ喫茶ともしびの旅

ロシア民謡の宝庫・ウクライナを訪ねる＜ともしび＞うたごえの旅

10 静岡　ひまわり塾OG このゆびとまれ会 共催企画
みちのく花の名山

鳥海山と月山をめぐる山形の旅　４日間w

11 静岡　ひまわり塾OG このゆびとまれ会 共催企画
紅葉のベストシーズン！カナダ東部をゆく

ナイアガラとプリンスエドワード、メープル街道　９日間w

12 ふるさと線を守る全国実行委員会企画

ラオス・タイ 銀河鉄道の旅 ８ 日間

7 日本婦人団体連合会ヨーロッパの旅

母親大会発祥の地を訪ねる　スイス　８日間

8 第34回　都教組・海外教育文化視察

ドイツの環境都市とスイスの大自然にふれる旅　８日間

9 日中友好協会東京都連主催
～モンゴルの大草原を満喫～

中国・モンゴル国境の旅　８日間4 伊藤千尋さんと旅するシリーズ

童謡「故郷」ゆかりの地と新緑の信州を訪ねる　３日間

3 日中科学技術文化センター・方正友好交流の会の旅
周恩来の国際主義的精神を噛みしめて

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　７日間

2 第8回 全教千葉女性部ヨーロッパの旅

英国　芸術と平和の旅　９日間

●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。
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☆静岡の皆さんの企画で毎年ご旅行をされています。
この機会にご一緒しましょう！

☆お知らせ☆　2014年1月にキューバの旅を計画中！
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～大同・五台山・平遥・太原～

山西省・三つの世界遺産と抗日戦史を訪ねる旅　６日間
8月19日（月）～8月24日（土） ￥185,000
9月16日（月）～9月21日（土） ￥182,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5北京6大同①6平遥①6太原②5北京5成田
空港
◇雲崗石窟・五台山・平遥古城、三つの世界遺
産を訪れます
◇日中戦争の戦場を訪れ、抗日戦史についての
理解を深めます
◇社会科学院にて抗日戦争についての講演を伺
い、懇談交流します

～旧満州鉄道に乗り東北の地を巡る～

中国東北部・平和と交流の旅　６日間
6月18日（火）～6月23日（日） ￥169,000
8月20日（火）～8月25日（日） ￥175,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5瀋陽②7ハルピン②5大連①5成田空港
◇瀋陽から旧満州鉄道路線に乗車しハルピンを目指します
◇日露戦争の激戦地が生々しく残る旅順を訪れます
◇ハルピンにて日本人残留孤児の養父母の方々と交流します

～タクラマカン砂漠横断～

新疆ウイグル・シルクロードの旅 １０日間
8月17日（土）～8月26日（月） ￥329,000
9月21日（土）～9月30日（月） ￥329,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5北京（乗継）5ウルムチ①5カシュガル②76

ホータン②6クチャ②7①7ウルムチ①5北京（乗継）7

成田空港
◇カシュガル住民の家訪問、ウルムチの学生と交流
◇南疆鉄道（軟臥）に乗りウイグルの大地を移動します
◇漢代には亀茲国として栄えた天山南路の要衝クチャを見学します

天山南路・古代遺跡と仏教芸術を巡る

中国西域・シルクロードの旅 ７日間
8月16日（金）～8月22日（木） ￥254,000
9月20日（金）～9月26日（木） ￥254,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5北京（乗継）5ウルムチ②6トルファン①7①
7敦煌②5北京（乗継）5成田空港

◇トルファンのブドウ農場を見学、名物
の干しぶどうをご堪能ください
◇敦煌で2泊「砂漠の大画廊」とも称さ
れる世界遺産、莫高窟を見学
◇南山牧場にて少数民族カザフ族のパオ
を訪れ生活体験

～日本による侵略の実相に触れる～

台湾周遊・近代史と平和を考える旅　６日間
6月15日（土）～6月20日（木） ￥148,000
10月19日（土）～10月24日（木） ￥145,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港56高雄②6日月潭①7台北②5成田空港
◇明治政府最初の海外出兵の地「牡丹社」を訪問
◇日本統治時代の最大の抗日運動、霧社事件の現場を訪問します
◇故宮博物院や旅情溢れる九分など、魅力溢れる台湾を満喫します

米軍基地撤去から20年を経て

フィリピンのピープルパワーに学ぶ旅　６日間
6月17日（月）～ 6月22日（土）¥212,000
11月11日（月）～11月16日（土）¥212,000
12月 1日（日）～12月 6日（金）¥226,000
募集15名（最少催行10名）
成田5マニラ6スービック②6マニラ③5成田
◇米軍基地撤去から21年。基地跡がどのように利用されているのか見学
◇基地撤去、原発稼働反対の運動に携わってきた方と交流
◇一度も稼働されていないバターン原発の内部を見学

２つの国立公園と李朝時代の民俗村・「世界遺産」めぐり

韓国東部　古刹と伝統訪ねて　７日間
10月23日（水）～10月29日（火）￥167,000
募集20名（最少催行10名）
東京・大阪・名古屋・福岡5ソウル①焼き物とお米の町・利川6忠
州湖畔①清風文化団地6ゾンビの村栄州6「世界遺産」安東・河回
村①6大邱①6海印寺6慶州②6釜山5東京・大阪・名古屋
◇「世界遺産」安東・河回村で仮面劇グッタルノリ、伝統家屋で宿泊
◇儒教文化残る栄州、伽耶山国立公園の古刹・海印寺の「世界遺産」
大蔵経殿
◇新羅の都・慶州で古墳公園、「世界遺産」石窟庵へ
◇釜山で歴史博物館で「日本占領時代」を知る

「平和」と「人権」考える

近現代史　韓国　ソウル　４日間　
9月16日（月）～19日（木） ￥145,000
10月21日（月）～24日（木） （￥8月発表）
募集15名（最少催行6名）
東京・大阪・名古屋5ソウル③5東京・大阪・名古屋
◇教科書への記述巡っておこった日韓の「歴史認識」から考える
◇西大門刑務所跡歴史館、安重根義士記念館、天安・独立記念館へ
◇元日本軍「慰安婦」支援　水曜集会、新しくできた「戦争と女性の
人権博物館」見学と懇談。歴史研究者と懇談。

海軍基地建設問題にゆれるカンジョン村を訪問

済州島　歴史と自然訪ねる旅　４日間
6月10日（月）～13日（木） ￥126,000
8月26日（月）～29日（木） ￥128,000
10月14日（月）～17日（木） ￥（8月発表）
東京・大阪5済州島③5東京・大阪
◇長年の沈黙の後に明かされた歴史の真実、４・３事件を知る
◇平和博物館、元日本軍基地跡訪問、海軍基地建設中の江汀洞訪問
◇季節ごとに楽しめるハルラサン囲む自然ハイキング

TPP阻止！！

米韓ＦＴＡ調査の旅　韓国　４日間
8月26日（月）～29日（木） ￥168,000
募集12名（最少催行6名）
東京・大阪・名古屋5ソウル③6○5東京・大阪・名古屋
◇「日本の先に」米国とFTA協定を結んだ韓国の現状を学ぶ
◇農業・医療・商業の各団体を訪問、FTAがもたらしたものを聞く
◇日本の食や医療、あらゆる分野への影響を考える旅

光州5.18の現場へ

全羅北道、順天湾国際庭園博覧会と光州　６日間
5月26日（日）～31日（金） ￥145,000
6月16日（日）～21日（金） ￥150,000
7月　7日（日）～12日（金） ￥155,000
募集人員10名（最少催行6名）
成田・関西・福岡5済州5光州②6鎮安6全州①6順天
6光州②5済州5成田・関西・福岡
◇光州事件の現場と当時の体験者との交流
◇韓国の伝統家屋、全州韓屋体験館に宿泊
◇順天湾国際庭園と済州島をまわります

鬱陵島を訪ねる韓国　５日間
9月2日（月）～9月6日（金） ￥208,000
募集20名（最少催行10名）
成田5釜山6慶州6浦項①8鬱陵島②8浦項6慶州①
6釜山5成田
◇在日韓人歴史資料館館長・文化センターアリラン館長の姜徳相先
生同行・解説
◇竹島＝独島問題をかんがえる。
◇本場のマッコリや新鮮な食材を使った郷土料理を満喫。
◇自然豊かな鬱陵島にゆっくり滞在

高句麗史跡をめぐる旅　延辺・白頭山　６日間
10月2日（水）～10月7日（月） ￥205,000
募集20名（最少催行10名）
成田5ソウル②5延吉①6長白山①6延吉①5ソウル5成田
◇在日韓人歴史資料館館長・文化センターアリラン館長の姜徳相先
生同行・解説
◇朝鮮民族の聖山といわれている白頭山（中国では長白山）を見学。
◇2012年9月2日にオープンした延辺博物館を見学

民主化の闘い25年　民政移管が進む

民主化進むミャンマーを訪ねる旅　７日間

11月6日（水）～11月12日（火） 旅行費用：後日発表
募集25名（最少催行15名）
成田5乗継地5ヤンゴン②5バガン②5マンダレー①5ヤン
ゴン5乗継地5①5成田
◇アジア・太平洋戦争と日本のビルマ侵
略について考える
◇民主化を求めるビルマの人々との交流
◇バガンの仏塔遺跡、古都マンダレー
（市内・郊外）も見学

～元ベトナム駐在員・ジャーナリスト同行・現地で解説～

鈴木勝比古さんと行くベトナム縦断の旅　７日間
8月17日（土）～8月23日（金）￥214,000
募集20名（最少催行8名）
成田・関西5ハノイ6ハロン湾クルーズ①6ハノイ市内見学①
56ホイアンランタン祭り②65ホーチミン市ツーズー病院
訪問①5成田・関西
◇ベトナムの戦中・戦後を知るジャーナリストが現地へ同行・解説
◇ハノイでベトナムの独立の足跡、ホーチミン市で南部解放の歴史を
学ぶ
◇中世の国際交流都市ホイアンで学生と交流・アジアの平和の共同体
づくりを展望する

日越国交樹立40周年！ 全世界に響け平和の鐘

「平和の鐘」を鳴らすベトナムの旅　６日間
10月6日（日）～10月11日（金）￥208,000
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5ハノイ③6ハロン湾①6ハノイ5①5成田・
関西
◇元ベトナム駐在員、鈴木勝比古さんが同行します。
◇全世界に向けて「平和の鐘」を鳴らすセレモニーに参加。
◇ゆったりハノイ3連泊、世界遺産ハロン湾クルージング

インドネシアの多様な文化と自然をめぐる

「世界遺産」ボロブドールとバリ島ウブド　６日間
7月2日（火）～7月7日（日） ￥164,000
募集15名（最少催行6名）
成田・関西5ジョグジャカルタ②5デンパサール6ウブド②
5成田・関西

◇世界遺産ボロブド
ールと周辺遺跡を
１日かけてじっく
り見学
◇テガラランの棚田
見学、田園地帯の
ミニハイキング
◇芸術の村・ウブド
でケチャダンスな
どを鑑賞します

日本語ガイド同行で安心　２名から毎日出発
組み合わせ自由自在

◇お2人でも安心！　観光だけじゃない学びを提供する質の高い
日本語ガイド同行
◇東京・名古屋・大阪・福岡から出発。ご家族・小グループ旅行
をお手伝いします

ベトナムの旅＜北部・中部・南部＞

北部　首都ハノイコース　６日間

ハノイ6北部近郊オプショナルツアー（世界遺産ハロン湾へま
たは"陸のハロン"ニンビンへの小旅行）②6ハノイ②

中部　古都フエとホイアンコース　６日間

ホーチミン市5フエ（戦跡DMZ（非武装地帯）への１日旅行と
世界遺産フエの王宮見学）②6ホイアン（世界遺産の古い町並
み見学）②

南北　ハノイ・ホーチミンコース　８日間

ホーチミン市②5ハロン湾②（世界遺産ハロン湾クルーズ）
6ハノイ②（市内見学オプショナルツアー）

南部　ホーチミンコース　５日間

ホーチミン市①6南部近郊のオプショナルツアー（枯葉剤被害
の実態をたどるカンザーまたは高原のリゾート　ダラットへの小
旅行）①6ホーチミン市①

カンボジアの旅＜アンコールワット・クメール文明を訪ねる＞ ５日間
シェムリアプ③：アンコール遺跡（ワット、トム、バンテアイス
レイ、タプローム）をじっくり堪能
トンレサップ湖クルーズやアプサラダンス鑑賞・伝統織物などク
メール文化にふれる

アジアの旅

新

新

ガ

ガ

ガ

ガ
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添

添

添

添

添

添

添

添

添

添

尖閣問題やPM2.5による大気汚染問題などマスメディアを
通し、中国の情報が日々私たちのもとに届きます。日中間
の緊張は拡大するばかりで解決の糸口が見えません。はた
して中国とはどのような国なのか？　
マスメディアの流すステレオタイプの中国が頭から離れ

ない方も多いのではないでしょうか。中国の人口は日本の
約10倍、国土面積は日本の約25倍にもおよび、ひと言に中国
といっても歴史、文化、経済と様々な顔を持っています。
マスメディアでは反日感情を持つ市民ばかりが大きく取り
上げられますが、日中の友好関係を強く望んでいる市民も
存在します。
日本には知らずに溶け込んでいる中国文化もたくさんあ

ります。一局面だけを切り取って中国を見るのではなく、
現在政府間の関係がうまくいかないこのような時だからこ
そ、市民の目線で真の友好関係を考えてみませんか。

今だからこそ！ 中国ツアーのお勧め

姜徳相先生といく東アジアの旅シリーズ
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9月18日（水）～25日（水） ￥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③
6カルガリー5①5成田
◇オーロラ観測の世界的メッカ、イエロー
ナイフに3連泊
◇カナディアンロッキーの黄葉ハイキング
を楽しむ

9月19日（木）～9月26日（木） ¥412,000
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
◇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

10月10日（木）～10月19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②7ローマ5①5成田・関西
◇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

4つの世界遺産、4大名酒里を巡る

秋のトスカーナ・ウォーキング　１０日間w

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w

オーロラ観測地とロッキーに三連泊

カナダ　黄葉とオーロラを訪ねる　８日間

7月23日（火）～7月31日（火） ￥443,000
成田・関西5チューリッヒ7バッド・ラガツ②7ポントレジー
ナ③7クール②7チューリッヒ5①成田・関西
◇ ハイジやペーターの世界、絵本画家カリジェゆかりの町々へ
◇ 山岳画家セガンティーニの名画の舞台ソーリオやマロヤへ

8月13日（火）～8月22日（木） ￥456,000
成田・関西5チューリッヒ7ダヴォス周辺②7アローザ②7

レンツァハイデ②7ポントレジーナ②7チューリッヒ5①成
田・関西
◇ダヴォス～アローザまでの動植物の豊富なコースの峠越え
◇アローザ～レンツァハイデなど小さいながら魅力的な村での滞在

7月25日（木）～8月6日（月） ￥478,000
成田・関西5ジュネーブ
6アルジャンティエール③
6wフォルクラのコル①
6 w マ ル テ ィ ニ ①
6w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①
67マルティニ①7ジ
ュネーブ5①成田・関西　
◇3000ｍ級の峠と氷河を越え山小屋３泊のトレッキング
◇アルジャンティエール３泊で時差慣らし、標高慣らし、足慣らし

8月2日（金）～8月13日（火） ￥493,000
成田・関西5チューリッヒ7マルティニ①アローラ①グ
リメンツ②ベラトーラ小屋①トゥルトゥマンの山小屋①サン
クト・ニクラウス①チューリッヒ5①成田・関西　
◇3000ｍ級の5つの峠を越える縦走トレッキング
◇名峰を望む谷奥の村と３つの山小屋に泊まる

7月25日（木）～8月13日（火） ￥635,000
◇モンブランからマッターホルンへの大縦走

3000ｍ級の峠と氷河を越え山小屋３泊のトレッキング

オートルート 連続縦走　２０日間www

マッターホルンをめざし５つの峠越え

オートルート 東部コース　１２日間www

モンブランからスイスの谷へ峠越え

オートルート 西部コース　１２日間www

エンガディン・トレッキング　１０日間ww

ハイジやカリジェの絵本の舞台へ

スイス東部エンガディン探訪　９日間

6月25日（火）～7月 3日（水） ￥422,000
7月16日（火）～7月24日（水） ￥456,000
8月 6日（火）～8月14日（水） ￥456,000
成田・関西5チューリッヒ7ベルン①7ツェルマット③7ミ
ューレン③7チューリッヒ5①5成田・関西
◇展望台まではロープウェーなどを利用し、好天の日に１～２時間の
軽ハイキング
◇ゆっくり歩きのんびり展望を楽しむハイキング
◇急坂のない、広くて歩きやすい山道のコースのみを選びました。
◇列車での移動の際にスーツケースをご自分で運ぶことはありません
◇展望台や山小屋での休憩、トイレ、食事などの時間をたっぷりとります

7月16日（火）～7月25日（木） ￥386,000
8月13日（火）～8月22日（木） ￥406,000
成田・関西5ジュネーブ6アントレーヴ②6wエリザベッタ
小屋②wメゾンヴェイユ①wボナーティ小屋②wエレーナ小屋
①w6シャモニ①6ジュネーブ5①成田・関西
◇ ヴェニ谷、フェレ谷の南側山稜上の山小屋で５泊
◇ フランス／イタリア／スイスの国境の峠をめぐる静かな山歩き
◇ 山麓のホテルでも山小屋でもイタリアのグルメも楽しめます

8月8日（木）～8月16日（金） ￥432,000
成田5インスブルック①6オーバーグルグル③6カナツェイ③
6ヴェネチア5①成田
◇どこまでも牧歌的な風景が続くチロル
◇アメリカ西部を思わせる奇岩の続くドロミテ
そんなまったく異なる２つの山域を訪ねます

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　９日間ww

モンブランとグランド・ジョラスを南側から眺める

イタリア側ツール・ド・モンブラン　１０日間ww

お子様も親子３世代でも楽しめるスイス

スロー・ハイキング　９日間w

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ww

5月26日（日）～5月29日（水） ¥144,000
7月 7日（日）～7月10日（水） ¥144,000
8月18日（日）～8月21日（水） ¥151,000
① 羽田空港5鹿児島5屋久島6屋久島環境文化村センター
6屋久島内泊

② 縄文杉登山6屋久島内泊
③ 自由行動（ＯＰ）屋久島内泊
④ 屋久島5鹿児島5羽田空港
◇屋久島内3連泊、地元の登山ガイド同行
◇縄文杉登山、宮之浦岳（ＯＰ）他にも多彩なコースがあります

初夏　レブンアツモリソウが咲く

礼文島・利尻島の旅　５日間w

6月 2日（日）～6月 6日（木） ¥157,000
6月16日（日）～6月20日（木） ¥157,000
① 羽田空港5稚内（サロベツ原　　
生花園見学）8礼文島

② 礼文島散策
③ 礼文島散策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、各島に2連
泊してゆっくり島にふれる旅
◇お花の季節、礼文島は花ガイド
（宮本誠一郎氏）がご案内
◇新鮮なウニや蟹など北の海の幸を
お楽しみいただけます

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 7日（日）～7月11日（木） ¥164,000
7月26日（金）～7月30日（火） ¥164,000
① 羽田空港5稚内（サロベツ原生花園見学）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
◇礼文島では花ガイド
（宮本誠一氏）がご案
内します
◇登頂を目指す（登山予
備日あり）ウニや蟹な
どの食事もお楽しみに

原生林と流氷が育んだ豊かな生態系にふれる

世界自然遺産　知床の旅　４日間w

7月28日（日）～7月31日（水） ￥135,000
9月22日（日）～9月25日（水） ￥135,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5釧路（釧路湿原見学）知床③6中標津5羽田空港
◇知床観光船に乗船し世界遺産の知床
半島を海から眺望
◇知床ネイチャーガイドの案内で知
床五湖を散策
◇知床に3連泊、手つかずの原生林を
散策

新緑・紅葉の時期の白神山地を満喫

白神山地をあるく　４日間ww

6月16日（日）～ 6月19日（水） ¥104,000
8月 4日（日）～ 8月 7日（水） ¥114,000
10月13日（日）～10月16日（水） ¥104,000
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
◇良い季節の白神岳登山、ブナ原生林（登山予備日あり）
◇日本海の地魚やハタハタを味わい、温泉でくつろぐ
◇地元のガイドが4日間ご案内いたします

みちのく花の名山

鳥海山と月山　４日間ww

7月25日（木）～7月28日（日） ¥104,000
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6庄内空港5羽田空港
◇高山植物がいっせいに咲き乱れる季節の登山
◇登山中は地元のガイドが同行するので安心
◇ 鳥海山は山頂に一泊し、夕日や朝日も期待できます

高野山の宿坊に泊まり、名湯に癒される

高野山と熊野三山を巡る旅　４日間w

9月29日（日）～10月2日（水） ¥119,000
① 羽田空港5関西国際空港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・中辺路　ハイキングコース、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

◇語り部の案内で、手付かずの自然の残る古道を歩くコース
◇地元で取れた山菜料理やマグロ丼などを楽しみます
◇古くからゆかりの温泉地、川湯温泉と勝浦温泉を巡ります

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）

特に表記のないものは
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

添

新

＜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

ガ

添

添
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日本美術会協賛　第9回海外スケッチの旅

新緑のカナダ西海岸　１０日間
5月30日（木）～6月8日（土） ￥368,000
募集25名（最少催行20名）
成田5バンクーバー5ビクトリア③5バンクーバー②5カル
ガリー6バンフ③6カルガリー5①成田
◇新緑の季節にカナダ西海岸に自由行動をふんだんに盛り込みゆった
り連泊
◇英国情緒が漂う街並やカナディアンロッキーの町で大自然の中でス
ケッチ
◇お好みの場所でお好みのペースでスケッチをお楽しみいただけます
◇添乗員が同行するので初めての方でも安心！

平和と自然保護の取組みを学ぶ

コスタリカ　平和と交流の旅 ８日間
10月5日（土）～10月12日（土） ￥348,000
募集16名（最少催行10名）
成田5アメリカ都市5サンホセ①6トルトゲーロ①6サンホ
セ③5アメリカ都市①5成田
◇平和憲法を持つ国の国会や裁判所を訪ねます
◇多様な生物が生息し保護されている国立公園トルトゲーロに滞在
◇現地の方と交流し、現在のコスタリカの実情や取組みについて交流

革命成功の歴史と現代を訪ねる

キューバ横断友好・交流の旅 ９日間
10月19日（土）～10月27日（日） ￥398,000
11月16日（土）～11月24日（日） ￥398,000
12月 7日（土）～12月15日（日） ￥398,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5トロント5ハバナ②5ｻﾝﾃｨｱｺﾞ・ﾃﾞ・ｸｰﾊﾞ②6ｶﾏｸﾞ
ｳｪｲ6ｻﾝｸﾃｨｰｽﾋﾟﾘﾄｩｽ①6ｻﾝﾀｸﾗｰﾗ6ハバナ②5トロント5①
5成田空港
◇サンティアゴからハバナまで約
1,000キロを陸路専用車にて横
断します
◇サンタクラーラを訪れ、革命家
チェゲバラの足跡をたどります
◇保育園、有機農場、老人施設な
どを訪問し、キューバ人民と交
流します

ベストシーズンの雨期に訪ねる

世界遺産 ギアナ高地とエンジェル・フォール ８日間
8月28日（水）～ 9月 4日（水） ￥440,000
9月25日（水）～10月 2日（水） ￥435,000
10月16日（水）～10月23日（水） ￥430,000

募集15名（最少催行8名）
成田5メキシコシティ①5カラカス5カマイナ②5カラカス
①5メキシコシティ①
5②成田
◇「ロストワールド」ギ
アナ高地を見学
◇エンジェルフォールや
テーブルマウンテンを
セスナで見学
◇カマイナではラグーン
クルーズで滝を見る展
望台へ

観光庁長官登録旅行業第84号（JATA）日本旅行業協会正会員
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北米・中南米の旅

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27日（土）～ 8月 3日（土）￥318,000
9月 6日（金）～ 9月13日（金）￥318,000
10月18日（金）～10月25日（金）￥287,000
募集12名（最少催行6名）
成田5ヨーロッパ都市5クラクフ6オシフィエンチム③7ク
ラクフ①7ワルシャワ②5ヨーロッパ都市5①5成田
◇ホロコーストの象徴アウシ
ュビッツとビルゲナウを2
日間かけて見学
◇ワルシャワ、クラクフでは
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
問します

添乗員同行　夏休み・戦争と平和をかんがえる

アウシュビッツとドイツ平和・交流の旅 ８日間
8月20日（火）～8月27日（火） ¥388,000
募集20名（最少催行10名）
成田5ヨーロッパ内都市5クラクフ①6オシフィエンチム②
6ドレスデン①5ベルリン
②5①5成田
◇アウシュビッツとビルケナ
ウを２日間かけてじっくり
見学
◇ベルリンではドイツ在住日
本人の方のお話・交流
◇ドイツの戦後補償の取り組み
を学びます

～自治都市の歴史と現在を知る～

創造都市ボローニャとフィレンツェ８日間
7月23日（火）～7月30日（火） ￥325,000
9月 6日（金）～9月13日（金） ￥325,000
募集15名（最少催行6名）
成田5ヨーロッパ都市5ボローニャ④7フィレンツェ②5ヨ
ーロッパ都市5①5成田
◇知的障害を持つ人たちが働くレストランや教育農園を訪問します
◇ホームレス協同組合や職人・小・中企業全国連盟を訪問します
◇ボローニャにゆっくり４連泊！　芸術の都市フィレンツェも訪問

北イタリアの個性ある街を訪ねる

ミラノ・ヴェローナ・べネチア ９日間　
8月1日（木）～8月9日（金） ￥398,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ヨーロッパ都市5ミラノ②6湖水地方6ヴェローナ②
6パドヴァ6ベネチア③5ヨーロッパ都市5①成田
◇都市ごとに　
豊かな表情
をみせるイ
タリアの北
部をめぐる
◇各都市で見
落とせない
美術館や音
楽祭を厳選
◇自由行動も
ガイドの案
内で充実の
旅

第14回　ツアー＆コンサート

横井久美子さんと行く歌のある旅 アイルランド １０日間
8月20日（火）～8月29日（木） ￥457,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ヨーロッパ内都市5ベルファスト①6ブッシュミルズ①
6デリー①8イニシュモア島②8リムリック①6ダブリン②
5①5成田
◇2013年度
に訪れるべき
都市No.4・
デリーを訪問
◇ブッシュミル
ズでは数々の
ベストホテル
賞を受賞した
ホテルへ宿泊
◇『私の愛した
街』の舞台デ
リーに滞在

バスク～カスティーリャ～カタルーニャ周遊

協同組合の街モンドラゴンと芸術を訪ねるスペインの旅 ８日間
10月8日（火）～10月15日（火） ￥398,000
募集20名（最少催行10名）
成田5ヨーロッパ都市5ビル
バオ③6マドリッド①7バル
セロナ②5ヨーロッパ都市5

①成田
◇労働の再分配により積極的に共
同体の絆を築くモンドラゴンの
生活協同組合へ
◇ピカソが描いたナチスによる空
爆を受けた街・ゲルニカを訪問
◇マドリッドとバルセロナではス
ペインを代表する絵画と建築物
を満喫

ロンドン、パリ、ローマ…。一度は行ってみたい定番の都市。

プリトビッツェ、チェスキークルムロフ、レフコシア…。

知る人ぞ知る、なかなか行けないあの街。

ヨーロッパの町は大きさ、テーマ、食べもの、芸術、

訪れる人の希望に合わせて色んな顔を見せてくれます。

富士国際旅行社には、４９年の歴史で培った

あらゆる都市との強いパートナーシップがあります。

「こんなわがままな旅、言うだけ無駄だろうなぁ…」

「本物のズッパは、何処で食べられるのかしら？？」

そんな希望、是非富士国際旅行社へお寄せ下さい。

私たちは、皆さんのワガママをお待ちしております。

二度とできない、オリジナルの個人旅行のお手伝いを

いたします！！

ヨーロッパ　個人旅行のススメ

ヨーロッパ・北欧の旅
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＜ゆったりヨーロッパ３ヶ国シリーズ＞

ヨーロッパ鉄道　ご家族・お仲間・ご夫婦で

①イタリア、スイス、フランス芸術と文化の旅　１０日間
7月24日（水）～8月2日（金）￥399,000
8月21日（水）～30日（金） ￥397,000
募集20名（最少催行10名）
羽田・成田5①5ローマ②7フィレンツェ②7ツェルマット
②7パリ①5①成田

旅 の 特 色

◇イタリアでは美術館を専門ガイドとゆっくり見学
◇スイスの登山鉄道やフランスTGVに乗車
◇マッターホルンの麓・ツェルマットに２連泊

②ロマンティック街道とスイス・イタリア　１０日間
7月23日（火）～8月1日（木）￥385,000
8月20日（火）～29日（木） ￥392,000
募集20名（最少催行10名）
羽田・成田5①5フランクフルト6ハイデルベルグ①6ロー
テンブルグ6ミュンヘン②7（国際列車）グリンデルワルト②
7ベネチア②5①成田

旅 の 特 色

◇古城街道とロマンティック街道を眺めながら、中世の街々を見学
◇アイガー、メンヒ、ユングフラウヨッホの名峰が見られる麓、グリ
ンデルワルトで宿泊
◇イタリアの真珠、世界遺産の街ベネチアへ
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