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珍しい高山植物がいっぱい

アポイ岳と襟裳岬
旅行期間：５月２０日（日）～２３日（水）

旅行代金： ￥１２４，０００ 
２０名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇高山植物を１つ１つ愛でながらゆっくり山頂を目指します
◇地元の方から高山植物盗掘問題や環境保護についてのお話も
◇ゆったり３連泊！最終日はアイヌ古式舞踊も鑑賞

①羽田発（午前）5 新千歳空港着　襟裳岬周辺見学【様似町泊】②アポイ岳登山　冬
島コース　登山口（71m）～山頂（811m）【様似町泊】③様似散策　親子岩・エンルム
岬・様似郷土館など【様似町泊】④白老へ　しらおいポロトコタンにてアイヌ古式舞踊
鑑賞　新千歳空港発 5 羽田着（夜）

北海道 4日間

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
旅行期間： ①７月８日（日）～１１日（水）

②９月９日（日）～１２日（水）

旅行代金： ①￥１３５，０００ 
　 ２５名募 １０名催 　添
②￥１３６，０００ 
　 ２５名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇語り部兼登山ガイドが楽しく皆様をご案内
◇精進料理が味わえる宿坊にご宿泊
◇３日目は選べるトレッキングコースと観光コースを設定

①羽田発（午前）5 関西空港着　午後：高野山見学【宿坊泊】②中辺路散策（6.9km
約２時間）発心門王子～熊野本宮大社【川湯温泉泊】③中辺路ハイキングコース
または瀞峡のんびり観光コースを選択【勝浦温泉泊】④熊野那智大社見学、南紀
白浜見学　南紀白浜空港 5 羽田空港着

近 畿 4日間

紅葉・リンドウの季節

秋の利尻島・礼文島を歩く
旅行期間： ９月２７日（木）～３０日（日）

旅行代金： ￥１３５，０００　 ２０名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇紅葉の利尻島とリンドウの季節の礼文島で自然散策を楽しみます
◇往復、稚内空港へ直行便を利用
◇ウニ丼や塩ラーメンなどお食事もお楽しみに

①羽田発（午前）5 稚内空港着　フェリーで利尻島へ【利尻島内泊】②利尻島内一周見学、
甘露泉水・旧道ハイキングコース【利尻島内泊】③フェリーで礼文島へ　ウニ丼を堪能後、
桃岩歩道散策【礼文島内泊】④午前：8 稚内へ　宗谷岬見学　午後：稚内空港 5 羽田
空港着

北海道 4日間
自然エネルギー１００％を目指す島

祝島・上関・岩国基地をめぐる旅
旅行期間： ①５月２０日（日）～２２日（火）

②８月９日（木）～１１日（土）

旅行代金： ①②￥９９，５００
　　 １２名募 ８名催 　添

ツアーの魅力
◇祝島では原発に頼らない島づくりを見学
◇ユネスコ登録をめざす美しい上関の自然と原発建設予定地を
海上から見学

◇岩国基地を平和ガイドの説明で見学

①羽田発（午前）5 岩国空港着　岩国基地など地元ガイドの案内で見学、上関へ【上
関泊】②室津 8 祝島　原発建設に反対する地元の方のご案内で島内見学　祝島
8 室津【上関泊】③午前：チャーター船で原発建設予定地などを海上から見学　
午後：錦帯橋見学　岩国 5 羽田

中 国 ３日間

レブンアツモリソウの季節

礼文島・利尻島　花散策
旅行期間： ①５月２７日（日）～３１日（木）

②６月３日（日）～７日（木）

旅行代金： ①￥１６３，０００
　 ２０名募 １０名催 　添
②￥１７９，０００
　 ２０名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇稚内直行便を利用！礼文島のうに丼をお楽しみに
◇礼文島・利尻島各２泊！日本最北端の島の自然をゆったり満喫
◇地元の方から土地や自然のことについてのお話も

①羽田発（午前）5 稚内空港着　稚内港 8 礼文島【礼文島内泊】②ゴロタ岬・
花散策　約 12km 約４時間【礼文島内泊】③午前：桃岩歩道・花散策　午後：礼
文島 8 利尻島　地元の方からお話【利尻島内泊】④午前：利尻島内観光　午後：
自由行動【利尻島内泊】⑤午前：宗谷岬見学　午後：稚内空港 5 羽田空港（夕刻）

北海道 ５日間

人気ローカル線・五能線に乗車

白神山地をあるく
旅行期間： ①６月３日（日）～６日（水）

②７月２２日（日）～２５日（水）
③９月３０日（日）～１０月３日（水）

旅行代金：①②とも￥１０９，０００
　　　　　③￥１０５，０００
　　　　　　 ２０名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇自然だけでなく歴史や文化などその土地の背景から説明できる
ガイドがご案内

◇不老不死温泉や海の幸も満喫
◇津軽三味線の生演奏も聞ける五能線で列車の旅

①羽田発（午前）5 大館能代空港着　岳代周辺散策【深浦町泊】②白神岳登山　
登山口（240m）～白神岳（1,232m）【深浦町泊】③十二湖散策　青池・沸壷の
名水・ブナの原生林【深浦町泊】④ウェスパ椿山駅より五能線の旅　秋田空港発
5 羽田着（夕刻）

東 北 ４日間

樹齢七千年の巨木に出会う

屋久島 自然体験
旅行期間： ①５月２０日（日）～２３日（水）

②７月２２日（日）～２５日（水）

旅行代金： ①￥１２９，０００ ２０名募 １０名催 　添
②￥１３９，０００ ２０名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇登山ガイドが同行で安心の旅
◇５月はウミガメの産卵、７月はウミガメのふ化も見どころ
◇地元の方から自然だけでなく文化や歴史についてのお話も

①羽田発（午前）5 鹿児島 5 屋久島着　屋久島環境文化村【屋久島島内泊】②縄文
杉登山　荒川ダム登山口（600m）~ 縄文杉（1,350m）【屋久島島内泊】③自由行動　
宮之浦岳や島内観光・ナイトツアーなどオプショナル設定有【屋久島島内泊】④午前：
屋久杉自然館見学、地元の方からのお話　午後：屋久島 5 鹿児島 5 羽田

九 州 4日間

みちのくの名山と海の幸を楽しむ

鳥海山・月山をあるく
旅行期間： ①７月２２日（日）～２５日（水）

②９月２日（日）～５日（水）

旅行代金： ①￥１２５，０００ 
　 １０名募 ２０名催 　添
②￥１２３，０００ 
　 １０名募 ２０名催 　添

ツアーの魅力
◇高山植物がいっせいに咲き乱れる季節の登山
◇登山中は地元の登山ガイドが同行するので安心
◇７月は新鮮な岩牡蠣をご賞味あれ

①羽田発（午前）5 庄内空港着　獅子が鼻湿原散策【鳥海温泉泊】②鳥海山
登山（登り）大平登山口（1,100m）～外輪山～山頂（2,236m）【山頂小屋泊】
③鳥海山登山（下り）山頂～千蛇谷～象潟口鉾立（1,150m）【志津温泉泊】④
月山登山　志津口（1,500m）～山頂（1,984m）　庄内空港発 5 羽田着（夜）

東 北 ４日間

予告版

国内初の公害病と認定されて50年

イタイイタイ病の歴史を訪ねる富山の旅
旅行期間：５月３０日（水）～３１日（木）
旅行代金： ￥３３，０００（現地集合・解散） 

３０名募 １５名催 　添

ツアーの魅力
◇当時を知る語り部の方からイタイイタイ病についてのお話
◇５０年を経て、稲作が盛んに行われている神通川流域の稲作地帯を訪問
◇富山大のイタイイタイ病資料室開設に関った教授の解説

①駅集合 13 時頃 6 イタイイタイ病資料館、神通川流域を訪問【富山市内泊】②語り部の
お話、富山駅解散 13 時頃

北 陸 現地集合 ２日間

チェコ・フィル＆シュターツカペレ・ドレスデン演奏

秋のドヴォルザーク音楽祭
旅行期間： 9月１７日（月）～２３日（日）

旅行代金：  4 月下旬発表 
１５名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇プラハで毎年開催されているドヴォルザーク音楽祭を観賞
◇２公演チケット付 ドヴォルザーク交響曲８番、ブラームス３番
◇ゆったりプラハ５連泊で、ドヴォルザークゆかりの地をめぐる

①成田発（午前）5 経由 5 プラハ【プラハ泊】②プラハ城、カレル橋、旧市庁舎、ドヴォルザーク博物館【プラハ泊】③ 6 プ
レゼニュ・ビール醸造博物館、ネラホゼヴェス村、ドヴォルザークの生家【プラハ泊】④【プラハ泊】⑤終日プラハ自由見学【プラ
ハ泊】⑥ 5 経由 5 ⑦成田着（午前）

７日間

ジャーナリスト・伊藤千尋さんと行く

憲法を活かす国　コスタリカ
旅行期間： ２０１９年１月２０日（日）～２７日（日）

（予定）

旅行代金： ￥後日発表 
２５名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇国会や選挙最高裁判所を訪問。民主主義の意識づくりについて学び
ます。

◇人権教育や憲法にまつわるお話で現地の方と交流
◇エコツアー発祥の国で中南米特有の動植物を観察

８日間中塚明先生・朴孟洙先生と行く

第１３回 東学農民軍の歴史を訪ねる旅
旅行期間：１０月１２日（金）～１７日（水）

旅行代金： ￥１７８，０００（予価）
 ２５名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇中塚明先生・朴孟洙先生の同行で日韓の歴史をより深く詳しく学びます。
◇日清戦争にちなんだ見学地、東学農民戦争ゆかりの地見学、現地の方と交流会
◇東京・大阪よりご出発を選択できます。ご希望の方には延泊も承ります。

①関西・成田発 5 ソウル【ソウル泊】②景福宮 6 天安と成歓邑の日清戦争戦跡地【牙山泊】③ 6 外巌民俗村、勝戦谷戦闘地、白華山、東学
農民慰霊塔【牙山泊】④ 6 洪城近隣の東学農民戦争ゆかりの地、牛禁峙戦闘地、現地の方と交流会【大田泊】⑤ 6 利仁戦闘地、連山戦闘地
6 ソウル【ソウル泊】⑥ソウル 5 関西・成田着

６日間

国内の旅
春の若々しい新緑と、秋の燃え上がるような紅葉の季節を北海道の礼文島・利尻島
や知床をはじめ、東北の白神山地、鳥海山・月山をめぐる人気のハイキングコース
をご用意しました。専門の現地ガイドが同行する安心の旅です。

国内の旅
2004 年世界遺産に登録された秘境、熊野三山や縄文杉の残る屋久島のコースをご用意
しました。また国内初の公害病「イタイイタイ病」や秀吉の「朝鮮出兵」の歴史をテーマに
したコースや原発に頼らない祝島の街づくりをテーマにしたツアーを用意いたしました。

秀吉の朝鮮出兵から朝鮮通信使

名護屋城から国境の島　壱岐・対馬
出 発 日：５月27日（日） ￥１５９，０００
旅行代金　８月２日（木） ￥１６５，０００

９月９日（日） ￥１５４，０００
 ２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇８月出発は、「朝鮮通信使」の行列をおこなう対馬厳原まつりを見学予定
◇日本と朝鮮の古代からの文化交流から秀吉の朝鮮出兵、朝鮮通信使の歴史について現地で見学
◇壱岐では、一支国・原の辻遺跡を見学。対馬では国境の島として善隣外交をした対馬藩の歴史を学ぶ。
◇名物イカ料理や、うに丼やろくべえ汁など新鮮な海鮮と現地の郷土料理に舌鼓

①羽田発 ( 午前 )5 福岡 6 唐津（名護屋城博物館）【唐津泊】②唐津 8 壱岐（一支国博物館、原の辻遺跡）【壱岐泊】③壱岐（朝
鮮通信使の遺跡）8 対馬（雨森芳州墓、崔益鉉殉国碑）【対馬泊】④対馬（韓国展望所など）5 福岡 5 羽田（夕刻）

※福岡発着や、各地空港から出発をご希望の方もお気軽にお問い合わせください

九 州 4日間

原生林と流氷がはぐくんだ豊かな生態系

釧路湿原と世界自然遺産の知床をあるく
旅行期間：７月２２日（日）～２５日（水）

旅行代金： ￥１４７，０００
２０名募 １０名催 　添

ツアーの魅力
◇釧路湿原・知床五胡・知床原生林ともにネイチャーガイドがご案内
◇知床一湖から五胡まですべて歩いて散策します
◇知床観光船に乗船し、知床半島を海から眺望します

①羽田空港発（午前）5 釧路空港　釧路湿原国立公園散策後、知床へ【ウトロ温泉泊】
②午前：知床五胡を散策　午後：知床遊覧船【ウトロ温泉泊】③午前：知床原生林を散策　
午後：自由行動【ウトロ温泉泊】④午前：知床峠・羅臼周辺見学　午後：中標津空港 5

羽田空港着

北海道 ４日間

ジャーナリスト・伊藤千尋さんと行く
チャップリンゆかりの地と名峰を臨む村を歩く

旅行期間： ６月２４日（日）～７月１日（日）

旅行代金： ￥４３６，０００ ２０名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇スイスを愛し、永住の地とした世界の喜劇王チャップリンの邸宅だった
ミュージアム「チャップリン・ワールド」を見学

　希望の方はオードリー・ヘプバーンの展示館をご案内
◇ミューレンで宮本和郎先生の個展鑑賞と三名峰を臨むハイキング
◇ ILO（国際労働機関）などの有る国連欧州本部（パレ・デ・ナシオン）を訪問

①成田発（午前）5（経由）5 ジュネーブ【ジュネーブ泊】②国連、国連の方と懇談（予定）、レ
マン湖【ジュネーブ泊】③ジュネーブ 7 ローザンヌ（オリンピック博物館、旧市街）【ローザンヌ泊】
④ローザンヌ 6 ヴェヴェイ（チャップリン・ワールド、チャップリンのお墓）6 ローザンヌ【ロー
ザンヌ泊】⑤ローザンヌ 7 ミューレン【ミューレン泊】⑥三名峰を臨むハイキング、宮本和郎先
生の個展【ミューレン泊】⑦早朝ミューレン 7 チューリッヒ 5【機中泊】⑧ 5 成田着（午前
～午後）

８日間

沖縄９条の碑をめぐる　沖縄本島・石垣島・竹富島
旅行期間：５月２７日（日）～３０日（水）

旅行代金：￥１２９，０００ ３０名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇ 9条の碑と戦争マラリアの歴史が残る八重山を訪問、琉球新報社博物館見学。
◇伊藤千尋さんの講演会を現地で開催！お話のあとは地元の方と交流します
◇八重山諸島の自然、民謡、文化などをとおして独自の文化にふれます

①羽田発 5 那覇、大宜味村 9 条の碑、琉球新報社博物館【那覇泊】②南風原の９条の碑 5 石垣、9 条の碑、戦争マラリア犠牲者
慰霊碑、伊藤千尋さん講演会【石垣島泊】③竹富島、戦争マラリアを語り継ぐ会の方と交流、地元の方と交流会【石垣島泊】④ミンサー
工芸館、川平湾、石垣発 5 羽田着

４日間
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再生可能エネルギー１００％・男女平等ランキング１位

アイスランドからエネルギー問題をかんがえる
旅行期間：８月２８日（火）～９月４日（火）
旅行代金：￥５２９，０００ ２０名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇地熱発電所や、地熱資源を活かした温室農業を見学、現地の方の解説。
◇氷河ハイキングやボートツアーなど、アイスランドの大自然を体感。
◇今年から性別による格差を是正する制度をはじめたアイスランド関係
者のお話を聞きます。

①成田発（午前）5ヨーロッパ内都市5レイキャビク【レイキャビク泊】②ゴールデン・
サークル、シングヴェトリル国立公園【レイキャビク泊】③アイスランド最大の地熱発電所、
地熱資源を生かした温室農業見学、ブルーラグーン体験【レイキャビク泊】④6スカフ
タフェル国立公園へ【スカフタフェル泊】⑤氷河をハイキング、氷河湖でのボートツアー【ス
カフタフェル泊】⑥6レイキャビクへ【レイキャビク泊】⑦レイキャビク5ヨーロッ
パ内都市5⑧成田着（午前）

８日間

「強制収容所のバイオリニスト」編者と交流

アウシュビッツを訪ねるポーランド
旅行期間： ①７月３日（火）～９日（月）

②８月１４日（火）～２０日（月）
③１０月９日（火）～１５日（月）

旅行代金： ①￥２９８，０００ ２０名募 １０名催 イヤホン添
②￥３１９，０００ ２０名募 １０名催 イヤホン添
③￥２９８，０００ ２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇アウシュビッツ・ビルケナウ収容所をガイドのご案内でしっかり見学　
◇「歴史と出会う家」でポーランド・ドイツの共同歴史教育について懇談
◇ユダヤ音楽を楽しめるお食事や、オプションでショパンピアノコンサートに
ご案内

①成田・関西発（午前）5（経由）【機中泊】②5ワルシャワ　旧市街、ゲットー跡モニュメント、ワルシャワ蜂起記念碑【ワルシャ
ワ泊】③「歴史と出会う家」7クラクフ、e：ピアノコンサート【クラクフ泊】④クラクフ6オシフィエンチム、アウシュビッ
ツ・ビルケナウ強制収容所【クラクフ泊】⑤クラクフ旧市街広場、ヴァベル城、聖マリア教会、ヤギューオ大学、7ワルシャワ【ワ
ルシャワ泊】⑥自由行動　ワルシャワ5中東都市5【機中泊】⑦成田・関西着

７日間

ポーランド・南ドイツ

ナチス結党からホロコースト、抵抗運動の歴史をたどる
旅行期間： ①６月１９日（火）～２６日（火）

②９月４日（火）～１１日（火）
旅行代金：  ①￥３３９，０００

　 ２０名募 １５名催 イヤホン添
 ②￥３３９，０００ 
　 ２０名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇ナチスが結党したミュンヘンで、ナチズムの歴史を学び記憶する記念
館を訪問

◇かつてニュルンベルク法が制定された古城の街・ニュルンベルクへ
◇芸術の都として栄えたミュンヘン３連泊。散策やビアホールでのお食
事もお楽しみに。

①成田・羽田発（午前）5（経由）5クラクフ【クラクフ泊】②クラクフ市内見学　旧市街【クラクフ泊】③アウシュビッツ博物館、
e：ピアノコンサート【クラクフ泊】④クラクフ旧市街、クラクフ5ミュンヘン【ミュンヘン泊】⑤7ナチスの党大会が行わ
れたニュルンベルク　7ミュンヘン【ミュンヘン泊】⑥ミュンヘン　白バラ関連のモニュメント、ＮＳドキュメントセンター【ミュ
ンヘン泊】⑦ミュンヘン5経由便5【機中泊】⑦成田・羽田着（午前）

８日間

イギリスの産業革命と民主主義の歴史を学ぶ

マルクス・エンゲルスを訪ねる旅
旅行期間： ①７月１６日（月）～２３日（月）

②９月１７日（月）～２４日（月）

旅行代金： ①￥３６９，０００ 
②￥３５８，０００
１５名募 ６名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇現地の専門ガイド同行で、亡命後のマルクスとエンゲルスやレーニンの足跡をたどります。
◇マンチェスターの外港リバプール（世界遺産）を訪ね、奴隷貿易の歴史やビートルズのライブハウス「キャ
バーン」を訪ねます。

◇産業革命の歴史を産業科学博物館や人民の歴史博物館、エンゲルスの旧事務所を訪ね、当時の労働者の過
酷な状況を学びます。マンチェスターは現地の歴史家（ガイド）が同行します。

①成田・関西発（午前）5（経由）5ロンドン【ロンドン泊】②マルクス図書館、ソーホー、大英図書館、ハイゲート墓地【ロ
ンドン泊】③終日：自由行動eコッツウォルズ村めぐり【ロンドン泊】④ロンドン7リバプール　ビートルズの足跡を訪ねる【リ
バプール泊】⑤リバプール7マンチェスター　産業科学博物館【マンチェスター泊】⑥エンゲルス旧事務所跡、旧綿取引所、人民
の歴史博物館【マンチェスター泊】⑦マンチェスター5（経由）5【機中泊】⑧成田・関西着（午前）

歴史家（ガイド）同行 ８日間

循環型社会をめざすドイツに学ぶ

再生可能エネルギーと地域再生
旅行期間：８月２０日（月）～２７日（月）
旅行代金：￥３６５，０００ ２０名募 １０名催 イヤホン添
ツアーの魅力
◇ライプツィヒの市民による街づくりを見学
◇エネルギー１００％自給の村フェルトハイムを訪問
◇「社会の持続可能な発展」をめざす現地NGO（ベルリン）と懇談

①成田発（夜）5（経由）【機中泊】②5ライプツィヒ　ニコライ教会【ライプツィヒ 2泊】③
空き家活用プロジェクト見学④ライプツィヒ7ベルリン【ベルリン 3泊】⑤フェルドハイム村⑥
現地NGO組織と懇談・交流⑦ベルリン5（経由）【機中泊】⑧成田着（夕刻）

８日間

世界の手仕事と工芸品をたずねて

原住民の伝統文化がのこる台湾
旅行期間： １０月１５日（月）～１８日（木）（予定）

旅行代金： 後日発表 ２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇時代の変化とともに消えつつある原住民の手工芸を継承している人々をたず
ねます

◇パイワン族伝統の華やかな刺繍や琉璃珠（トンボ玉）、竹編みのカゴ、家族
ごとに柄がちがう織物の工房を見学

◇小龍包をはじめ各地の台湾料理や、茶芸館でお茶体験など食も楽しめます

①成田・関空発（午前）5台北（順益台湾原住民博物館、故宮博物院）　【台北泊】②台北6

中部の苗栗（カゴや織物の工房見学、南庄老街）6台北【台北泊】③台北5南部の台東（刺
繍や琉璃珠の工房見学）5台北【台北泊】④台北にて自由行動5成田・関空着

４日間

明治政府最初の海外派兵

台湾　「牡丹社事件」と日本統治の歴史
旅行期間： ６月１１日（月）～１６日（土）

１０月２２日（月）～２７日（土）
旅行代金：￥１９９，０００ ２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇「牡丹社事件」の史跡を訪ね「琉球処分」や日清戦争へとつながる歴史を学ぶ
◇抗日運動の地・霧社や『ＫＡＮＯ』の舞台・嘉儀を訪ね、日本統治の実相を学ぶ
◇台湾初の「慰安婦」記念館を訪問、お話しを伺います

①成田・関空発（午前）5高雄（寿山公園展望台）【高雄泊】②高雄6牡丹社事件関連史跡（大日本琉球藩民五十四名墓、博物館）
6嘉義【嘉義泊】③嘉義（『KANO』関連史跡、八田興一記念公園、故宮博物院南院）【嘉義泊】④嘉義6霧社・清流6日月
潭【日月潭泊】⑤日月潭6台北（二二八紀念館、「慰安婦」博物館）【台北泊】⑥台北市内5成田・関空着

６日間

『基地と観光の島』からチャモロ人のアイデンティティを学ぶ

グアムの自然・文化・基地問題を学ぶ旅
旅行期間：６月２７日（水）～７月１日（日）
旅行代金：￥２２８，０００ ２０名募 １０名催 添

ツアーの魅力
◇スペイン・米・日本統治の歴史や、自己決定権回復運動について学ぶ
◇米軍基地の実態や沖縄からの海兵隊移転について現地の方と交流
◇最終日は自由行動！ゆっくりお過ごしください。

①成田発5グアム　夜：チャモロビレッジ・ナイトマーケット【グアム泊】②グアムの歴史を学ぶ（グアム太平洋戦争博物館、第
二次世界大戦関連地訪問）ハガニア歴史地区見学【グアム泊】③グアムの米軍基地について学ぶ（実弾射撃場建設候補地に隣接する
リテクサンを訪問）、地元の方と交流【グアム泊】④グアムの自然と文化を体験（農場、チャモロ文化センター）【グアム泊】⑤午前：
自由行動、午後：グアム5成田着

５日間

『赤毛のアン』の舞台と絶景の紅葉をめぐる（直行便利用）

プリンスエドワード島とメープル街道
旅行期間：１０月４日（木）～１１日（木）
旅行代金：￥３８５，０００ １５名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇遊覧船でナイアガラの滝を見学　テーブルロックから滝壺を眺める
◇シャーロットタウン２連泊　秋色に染まる「恋人の小路」「お化けの森」散策
◇ゴンドラでトランブラン山へ　山頂からの展望と紅葉ハイキング

①成田または羽田発（午後）5トロント6ナイアガラ【ナイアガラ泊】②8ナイアガラの滝wナイアガラフォールズ
6トロント【トロント泊】③5プリンスエドワード島6州議事堂【シャーロットタウン泊】④6グリーンゲイブルズハウ
ス、モンゴメリーの生家【シャーロットタウン泊】⑤5モントリオール6モン・トランブラン【モン・トランブラン泊】⑥
0トランブラン山w紅葉ハイキング【モン・トランブラン泊】⑦6モントリオール5⑧成田または羽田着（午後）

８日間

ゲバラ・カストロと同時代を生きた方々と交流

キューバ歴史と文化の旅
旅行期間： ①７月２５日（水）～８月１日（水）

②９月５日（水）～１２日（水）

旅行代金： ①￥３９６，０００②￥３６９，０００ 
２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇チェ・ゲバラゆかりの地、サンタ・クララを訪問、キューバ革命の足跡をたどります
◇世界遺産の町、トリニダーやシェンフェーゴス、ハバナ旧市街をゆっくり見学
◇ゲバラ、カストロとともに生きた高齢者が集う、憩いの場で交流します

①羽田・成田発（午後）5（経由）5ハバナ【ハバナ泊】②モロ要塞、ゲバラ邸宅、革命博物館、クラシックカー乗車【ハバナ泊】
③ハバナ6世界遺産の街シェンフェーゴス6トリニダー【トリニダー泊】④市立歴史博物館、ロス・インヘ二オス渓谷、奴隷
監視塔6【サンタ・クララ泊】⑤ゲバラ霊廟、装甲列車襲撃現場6ハバナeトロピカーナショー【ハバナ泊】⑥高齢者憩い
の場、ヘミングウェイ博物館【ハバナ泊】⑦ハバナ（朝）5（経由）【機中泊】⑧羽田・成田着（７月コースは⑥は【機中泊】）

８日間

中南米のユニークな二つの共和国を訪ねる

キューバ革命の歴史とコスタリカの平和憲法
旅行期間： ①６月２１日（木）～２９日（金）

②１１月８日（木）～１６日（金）
旅行代金：￥４５６，０００ １５名募 ８名催
　　　　　 イヤホン添 （①②とも）
ツアーの魅力
◇革命の歴史とハバナ旧市街見学、障がい者施設など訪問
◇憲法法廷など見学、常備軍をなくしたコスタリカの民主主義に学ぶ
◇各国３連泊でゆったり滞在

①成田発（午後）5メキシコシティ5ハバナ【ハバナ泊】②革命博物館、革命広場、コヒマル【ハバナ泊】③市民農園訪問、障
がい者施設または幼稚園訪問【ハバナ泊】④ハバナ5サンホセ、国立劇場、市場【サンホセ泊】⑤憲法法廷、国会、教育関係の方
と交流【サンホセ泊】⑥サンホセ6サラピキでエコツアー体験6サンホセ【サンホセ泊】⑦サンホセ5メキシコシティ【機
中泊】⑧メキシコシティ5⑨成田着（午前）

９日間 憲法で常備軍をなくし平和を輸出する国

憲法を活かす国　コスタリカを訪ねる
旅行期間：７月３日（火）～１０日（火）
旅行代金：￥３８８，０００ １５名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇憲法で常備軍をなくしたコスタリカの憲法法廷と国会訪問
◇自然保護の先がけの国でエコツアー！ウミガメの産卵時期に訪ねます。
◇コスタリカの家庭料理づくりを体験

①成田発5（経由）5サンホセ【サンホセ泊】②6トルトゲーロでエコツアー【トルトゲーロ泊】③エコツアー6サンホセ
【サンホセ泊】④学校訪問、国会、憲法法廷【サンホセ泊】⑤サンホセ（教育関係の方または憲法学者の方と交流、国立劇場、国立博物
館、家庭料理作り体験）【サンホセ泊】⑥サンホセ5アメリカ都市【アメリカ都市泊】⑦アメリカ都市5成田【機中泊】⑧成田着

８日間

ロシア民謡ゆかりの地

バイカル湖を訪ねるシベリア鉄道の旅
旅行期間：９月２日（日）～９日（日）
旅行代金： ￥２９８，０００ 

２５名募 1５名催 イヤホン添
ツアーの魅力
◇憧れのシベリア鉄道、２泊３日の旅。
ロシア民謡を歌いながら車窓からの風景を楽しみます。

◇バイカル湖畔に２連泊！
バイカル湖クルーズやお花を見ながらバイカル湖畔を散策。

◇ロシア民謡を歌う現地の合唱団との交流会に参加します

①成田発（午後）5ハバロフスク　【ハバロフスク泊】②アムール川クルーズ、展望台、現地の合唱団との交流【ハバロフスク泊】
③ハバロフスク7午前：シベリア鉄道乗車7【車中泊】④7シベリア鉄道7【車中泊】⑤7イルクーツク6バイカ
ル湖畔【バイカル湖畔泊】⑥リストヴァンカ村、バイカル湖クルーズ、フラワーウォッチング【バイカル湖畔泊】⑦6イルクーツク、
スパスカヤ教会、ズナメンスキー修道院【イルクーツク泊】⑧イルクーツク5成田（夕刻）

８日間

世界遺産プリトヴィッツェ・ドブロブニク・スプリット・トロギール

クロアチア　湖群公園散策とアドリア海の街めぐり
旅行期間：９月２７日（木）～　１０月４日（木）
旅行代金： ￥３８７，０００ 

２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇プリトヴィッツェ連泊で、エメラルドグリーンの湖畔をゆったりウォーキング
◇紀元前からのブドウ栽培とワイン造りの長い歴史を持つクロアチアでワイナリーめぐり
◇「アドリア海の真珠」ともいわれるドブロブニクでは海鮮料理に舌鼓

①成田発（午前）5ヨーロッパ内都市5首都ザグレブへ【ザグレブ泊】②ザグレブ6プリトヴィッツェ（国立公園散策）【プ
リトヴィッツェ泊】③プリトヴィツェ湖群国立公園ウォーキング【プリトヴィッツェ泊】④プリトヴィッツェ6アドリア海沿岸の
ワイナリーめぐり6トロギール【トロギール泊】⑤トロギール6スプリット（ディオクレティアヌス宮殿など）6ドブロブ
ニク【ドブロヴニク泊】⑥ドブロブニク（旧市街を見晴らせるスルジ山展望台や市内散策、アドリア海クルーズ）【ドブロヴニク泊】
⑦ドブロブニク（午前）5ヨーロッパ内都市【機内泊】⑧成田着（午前）

８日間

絵本の舞台をたずね、ゆったりウォーキングを楽しむ

ピーターラビットと湖水地方の自然散策
旅行期間： ７月２６日（木）～８月１日（水）￥４４６，０００
旅行代金　 １０月１８日（木）～２４日（水）￥４１６，０００

２０名募 １０名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇ナショナルトラスト運動で自然が変わらず保たれている湖水地方に３連泊
◇ビアトリクス・ポターが愛し絵本の舞台であるニア・ソーリーの家や
ウィンダミア湖周辺を見学

◇伝統のアフターヌーンティー、夏のベリー摘みの体験や秋の紅葉を楽しめます

①成田発（午前）5ヨーロッパ内都市5マンチェスター6湖水地方【湖水地方泊】②絵本の世界を立体で再現した「ビアトリ
クス・ポターの世界」、ポター女史が暮らしたヒルトップ、農場などを見学【湖水地方泊】③ウィンダミア湖レイククルーズ、湖周辺
のフットパスウォーキング、夏のベリー摘み体験または秋の紅葉散策【湖水地方泊】④eグラスミア湖周辺ウォーキング、ハバー
スウェスト鉄道で蒸気機関車に乗車6ロンドン【ロンドン泊】⑤ロンドン（大英博物館、ウエストミンスター寺院、ビックベン）【ロ
ンドン泊】⑥ロンドン5ヨーロッパ内都市5【機中泊】⑦成田着（午前）

７日間

ヨーロッパの旅 
ヨーロッパ各国の環境、平和、歴史、教育、福祉、自然をテーマに今の生活に役立
つツアーを準備しました。訪問先では専門の現地ガイドの解説をはじめ、各種団体
等との交流も入っています。世界を知り、今の私たちの社会を考えてみませんか？

アメリカ方面・
アジア・グアムの旅

カナダの美しい紅葉を見ながらのハイキングをはじめ、革命の歴史の残る
キューバや平和憲法が息づくコスタリカをテーマにしたコースをご準備しまし
た。アジアでは歴史を中心に、自然や昔ながらの風情が残る台湾も訪問します。

世界で最も美しい棚田と少数民族の村を訪問

収穫の秋に訪れる ベトナム・サパ
旅行期間：９月２８日（金）～１０月３日（水）

旅行代金： ￥１９８，０００
 １２名募 ８名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇稲穂の実る季節にザオ族、モン族の村をめぐる　
秘境サパ２連泊

◇専用車併走の安心のハイキング　
ロープウェイでファンシーパン山頂へ

◇寝台列車で中越国境ラオカイからバックハーマーケット
（日曜市）訪問

①羽田（午後）5ハノイ【ハノイ泊】②6ホーチミン廟、バディン広場、
36街6ハノイ駅7【車中泊】③7ラオカイ6バックハーマーケッ
ト6サパ【サパ泊】④0ファンシーパン山頂wラオチャイ村、タヴァ
ン村【サパ泊】⑤サパ6ハノイ【ハノイ泊】⑥ハノイ5羽田着（午後）

６日間

ソウルから中国・延辺、そして長白山へ

詩人・尹東柱ゆかりの「北間島」の旅
旅行期間：９月７日（金）～１２日（水）
旅行代金：￥２２３，０００ ２５名募 １５名催 イヤホン添

ツアーの魅力
◇ソウルの尹東柱ゆかりの地、生まれ育った「北間島」の地を、延辺
での生活経験のある作家、戸田郁子さんの解説でめぐります。

◇「満洲」侵略の足がかりとして重要な起点だった「間島」、そこに
朝鮮からの移民が集住した意味をも考えます。

◇朝鮮族の聖地、長白山（白頭山）や中朝国境の豆満江遊覧もお楽し
みいただきます。

①成田 /関西発（午前）5ソウル　延世大学校・尹東柱文学館（夜）【仁川泊】②仁川5延吉6龍井の尹東柱ゆかりの地（生家、
小・中学校、墓など）【延吉泊】③抗日運動記念館 , 革命烈士陵苑　【延吉泊】④6長白山へ（天池、長白瀑布など）【延吉泊】⑤
6国境の町、図們へ（豆満江遊覧、断橋）、防川の中朝露三国国境地帯【延吉泊】⑥延吉5（経由便）5成田 /関西（夜）

６日間

世界一幸せな国での暮らしとは（直行便利用）

フィンランド教育・福祉視察の旅
旅行期間： ８月１９日（日）～２４日（金）
旅行代金： ￥３８５，０００ １５名募 ８名催 イヤホン添
ツアーの魅力
◇ヘルシンキ近郊都市で、自治体の教育担当者による講義や学校訪問
◇社会福祉局の担当者から福祉システムの講義及び民間財団の高齢者セン
ター訪問

◇成田、中部、関西、福岡からの直行便利用

①成田・中部・関西・福岡発（午前）5ヘルシンキ6エスポー【エスポー泊】②自治体の教育システム講義、学校訪問、放課後
の子どもの活動【エスポー泊】③特別支援学校見学7ヘルシンキ　福祉システム講義【ヘルシンキ泊】④民間財団の高齢者センター、
美術館や博物館見学【ヘルシンキ泊】⑤ヘルシンキ市内散策　ヘルシンキ5【機中泊】⑥成田・中部・関西・福岡着（午前）

６日間

予告版

Ⓒグアム政府観光局


