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全教千葉女性部ヨーロッパの旅第7弾

イタリア　平和と芸術の旅　１０日間
8月23日(木)～9月1日(土) ￥388,000
募集20名（最少催行15名）
成田5ミラノ近郊②6ボローニャ②6トスカーナ②6ローマ
②5①5成田

6人集まれば出発

イタリア　ローマとフィレンツェ ８日間
7月16日(月)発　￥258,000
8月13日(月)発　￥253,000
9月24日(月)発　￥254,000
現地参加も可能です。詳細はお問い合わせください。
最少催行6名
成田・関空発5ローマ③7フィレンツェ③5機中①5成田・
関空着

～自治都市の取り組みを知る～

創造都市ボローニャの街づくりとフィレンツェ８日間
10月16日（火）～10月23日（火）￥355,000
募集15名（最少催行8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

430年前、天正遺欧少年使節団の足跡を追って

ポルトガルとスペインアンダルシアの旅　１０日間
7月31日（火）～8月9日（木）￥454,000
成田5ヨーロッパ都市5リスボン②6エヴォラ①6国境を越
え6セビリア①6アルコス・デ・ラ・フロンターレ①6ロンダ
を経由してグラナダ②7マドリッド①5①5成田

バスク文化を知り自然を楽しむ

ゲルニカの町とピレネー山脈 ８日間
9月6日(木)～9月13日(木)¥398,000
募集15名（最少催行10名）
成田5トゥールーズ②6バイヨンヌ②6ゲルニカ②5①5

成田

ゆったりスペインの旅　１３日間
10月4日(木)～16日(火) 旅行費用　近日発表
募集20名（最少催行15名）
成田発5パリ経由、機中①5マドリッド③7コルドバ6ウベ
ダ①6ハエン6グラナダ②マラガ①セビーリャ③7マドリッド
5パリ経由①5成田

伝統的な農村風景と世界遺産を訪ねて

ルーマニア紀行　１０日間
9月12日(水)～9月21日(金) ¥417,000
募集15名（最少催行8名）
成田5ブカレスト①6ブラショフ①6スチャヴァ周辺②6バ
イアマーレ②6シギショアラ①6ブカレスト①5①5成田

新体制から20年　スロヴァキア、モラビア地方めぐり

スロヴァキア、チェコ共和国周遊の旅９日間
8月25日(土)～9月2日(日) ¥395,000
募集15名（最少催行8名）
成田5ブラチスラヴァ②6トレンチーン①6南モラヴィア②
6プラハ②5①5成田

ポーランド

アウシュビッツを訪ねる　８日間
5月25日（金）～6月1日（金）￥318,000
7月27日（金）～8月3日（金）￥318,000
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③6ク
ラクフ①7ワルシャワ②5ヨーロッパ都市5①5成田

第36回歴教協ヨーロッパの旅

アウシュビッツと「環境首都」フライブルク８日間
8月13日(月)～8月20日(月) ￥425,000
募集25名（最少催行15名）
成田5クラクフ①6オシフィエンチム①7ワルシャワ①5

フライブルク③5①5成田

ドイツ・オランダ平和の旅

ヴァンゼー会議70周年のドイツとアンネフランク ８日間
7月30日(月)～8月6日(月)¥388,000
募集12名（最少催行8名）
成田・関西5ベルリン③5アムステルダム③5①5成田・関西

6人集まれば出発　のんびり旅

フランス　ノルマンディの海辺と田園風景、モンサンミシェルの旅　８日間
8月2日(木)～9日（木） ￥395,000
現地参加も可能です。詳細はお問い合わせください。
最少催行6名　
成田・関西・名古屋から各地空港発5パリ①6ルーアン①6エ
トルタ6オンフルール6ドーヴィル6カーン①6カーン6

バイユー6ファレーズ6カーン①6モンサンミッシェル6カ
ーン①7パリ①パリ5機中①5各地空港・大阪着

食環境ジャーナリスト・金丸弘美さんと行く

フランスで「味覚のレッスン」を学ぶ　８日間
9月21日(金)～9月28日(金) ￥353,000
募集15名（最少催行10名）
成田5サントモール⑥5①5成田

ヨーロッパ・北欧の旅

◇ホロコーストの象徴アウシュビッツ
とビルケナウを終日かけて見学
◇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

旅の特色

◇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

旅の特色

◇世界遺産、ブコヴィナ地方
「5つの修道院」とシギショ
アラ見学
◇中世の面影が残る農村、マ
ラムレシュで世界遺産の木
造教会観光
◇ チャウシェスク政権時代の
歴史をたどるブカレスト市
内見学

旅の特色

◇独立宣言から２０年、
スロヴァキアの歴史と
現代を学びます
◇チェコの東部の小都市
をめぐり、農家訪問や
交流を楽しみます
◇首都プラハでは、ナチ
スの侵略の歴史を学び、
平和を考えます

旅の特色

◇イベリア半島の2つの国に、遥
か400年以上前の日本の少年達
を訪ねる
◇灼熱のアンダルシア地方へ、アル
ハンブラ宮殿もしっかりと見学
◇スペインの誇るプラド美術館で
解説付で絵画鑑賞

旅の特色

◇フランスとスペインの国境を訪
ね、バスク独自の文化に触れる
◇ピレネー山脈のラ・リューヌ山
（905M）での散策
◇ナチスによる空爆を受けピカソ
が描いた『ゲルニカ』その地へ

旅の特色

◇歴史の都ローマとルネッサンスの都フィレンツェで各３連泊、
ゆったり滞在
◇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
◇トスカーナの田園、シエナ、サンジミニャーノへバス旅行
◇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
収容所を終日かけてじっくり
見学
◇「環境首都」フライブルクの
環境政策についてレクチャー
◇市民農園やソーラープラスエ
ネルギー団地を見学

旅の特色

◇ ホロコーストの計画が決定されてから70
年のヴァンゼーへ
◇アンネフランクの家などで戦争の悲劇をし
っかり学ぶ
◇芸術や文化にもしっかりと触れる夏休み特
別企画

旅の特色

◇ノルマンディの海岸に
点在する個性的な街・
印象派の風景へ
◇一歩内陸にはいれば豊か
な緑の田園風景の世界
◇日本人画家が修復した
「りんごの教会」を訪ねる
◇「世界遺産」モンサンミ
ッシェルと歴史のルーア
ン・バイユーへ

旅の特色

◇地産地消にこだわるフランスでたっぷりの『食』体験

◇子どもたちが受ける味覚のレッスンを実地体験

◇農と食に特化した特別企画

旅の特色

◇広大なスペインの大地　アンダルシア地方を中心に巡る
◇マドリッド、グラナダ、セビリアで連泊、ゆったり旅
◇ウベダ、ハエン、マラガ、ロンダと個性的で魅力溢れる小都市
訪ねる
◇お城、城塞、貴族の屋敷を改造したパラドール宿泊も楽しみ

旅の特色

◇労働者の町、世界遺産のクレスピ・ダッダ訪問
◇ボローニャでは社会的協同組合の取り組みに触れる
◇トスカーナの自然、ローマの歴史にもゆったりと触れる

旅の特色
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●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。

ヨーロッパ　個人旅行のお勧め
航空運賃の制度が変わり、早く予約すればとても経

済的にヨーロッパへ旅行することが可能です。

富士国際旅行社が得意とするのは、団体旅行だけで

はありません。50年近い経験に基づき、旅の目的に沿

った訪問箇所の選定や専門テーマに詳しい通訳ガイド

さんの紹介もいたします。

お一人で、ご家族で、仲間うちで……。どんな行き

先でも、テーマでも、私たちはお役に立ちます。

ヨーロッパ旅行の老舗、富士国際旅行社にあなたの

ご希望を是非ご相談下さい。

「できるかな」を形にします！

＜例＞
○英国のウェールズ・スコットランド・イングランド・
北アイルランドまですべてをまわってみたい！
○スペインでフラメンコのレッスンを受けたい！！
○オランダ・ベルギー・ルクセンブルグで絵を
描きまくりたい！！！
○スイスアルプスでスキー三昧2週間！

●その他、どんなご要望もお気軽にお寄せください。

ヨーロッパ以外の訪問地についてもどうぞ！
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深まる秋の自然訪ねて　シリーズ

3つの自然公園と「世界遺産」、李朝時代の伝統･文化

韓国東部　古刹と伝統の街巡り　７日間
10月31日(水)̃11月6日(火) ￥166,000
定員20名（最少催行10名）
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル①6忠州①
6安東①6大邸①東　①釜山①5東京･大
阪･名古屋･福岡着

スローライフ韓国　全羅南・北道の旅　６日間
10月29日(月)̃11月3日(土) ￥158,000(予価)
定員20名（最少催行10名）
東京･大阪･名古屋･福岡5釜山6普州①6全州①6羅州
6木浦又は海南①6宝城6名刹・松光寺6楽安邑6順天
①6羅州6釜山①東京･大阪・名古屋･福岡着

米軍基地撤退を成し遂げた国

フィリピンと日本の基地問題を考える旅　５日間
7月16日(月)～7月20日 (金) ￥173,000
募集15名（最少催行10名）
成田・中部5マニラ6スービック②6マニラ②5成田・中部
◇スービック海軍、クラーク空軍基地
を見学
◇稼動をストップしたバターン原発を
見学
◇貧困格差問題をかんがえる、キルス
財団、バセコ地区を訪問

植民地問題をかんがえる

サハリン（樺太）を訪ねる旅　６日間
8月9日(木)～8月14日 (火) ￥298,000
募集20名（最少催行10名）
成田5ユジノサハリンスク⑤ユジノサハリンスク6コルサコフ
6ホルムスク6ドリンスク6ユジノサハリンスク5成田
◇日本植民地時代の史跡を見学します
◇在サハリン韓国人センターと北海道日本人会を訪問し、懇談します
◇各地見学（ユジノサハリンスク・コルサコフ・ホルムスク・ドリン
スク）では、残留日本人の方々と交流

◇ベトナムの最新事情を知る・戦跡をめぐる・豊かな自然に

ふれる、テーマに合わせて自由自在

◇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・福岡から出発可能！

夫婦・ご家族・小グループ旅行をお手伝いします

北部　首都ハノイコース　６日間
成田・関西・中部・福岡5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
5①5成田・関西・中部・福岡

中部　古都フエとホイアンコース　６日間
成田・関西・中部・福岡5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ダナン5ホーチ
ミン市5①5成田・関西・中部・
福岡

南北　ハノイ・ホーチミンコース
成田・関西・中部・福岡5ホーチ
ミン市②5世界遺産ハロン湾②ハ
ロン湾クルーズ6ハノイ②ハノイ
市内見学とオプショナルツアー（版
画の村ドンホーと陶器の街ヴァチャ
ン）5成田・関西・中部・福岡

南部　ホーチミンコース　５日間
成田・関西・中部・福岡5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①5①5成田・関西・中
部・福岡

２名から毎日出発！

ベトナムの旅
＜北部・中部・南部＞　組み合わせ自由自在

海軍基地建設問題にゆれるカンジョン村を訪問

済州島　歴史と自然の旅　４日間　
5月21日(月)～24日(木) ￥125,000
8月27日(月)～30日(木) ￥135,000
10月22日(月)～25日(木) 後日発表
最少実施4名
東京・大阪発5チェジュ③5

東京・大阪着
◇旧日本軍基地跡、日本からの解
放後に起きた四・三事件と朝鮮
戦争・南北分断の歴史知る。
◇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

在日韓人歴史資料館館長・姜徳相先生と行く

豊臣秀吉の朝鮮侵略を検証する旅　５日間
6月3日(日)～6月7日 (木) ￥169,000
募集30名（最少催行15名）
成田5釜山6泗川「朝明軍塚」「耳塚」6晋州泊①6南原「南
原城」「万人義塚」「オヌリソンの歌碑」、春香伝の舞台「広寒楼」6

光州泊①6木浦　海の歩行橋「笠岩歩行橋」など6珍島　日本水
軍の墓地「倭徳山」、韓国版モーゼの奇跡「珍島海割れ」見学　珍島泊
①6順川　「順天湾生態公園」見学6統営　李舜臣将軍を祀る
「忠列祠」6巨済島泊①6釜山5成田
◇姜徳相先生が同行し、豊臣秀吉の「鼻切り」「耳切り」の真相を南原、
泗川で検証します。
◇豊臣軍の大敗で終った鳴梁海戦(1597年)の地、珍島にある日本水
軍の墓「倭徳山」を訪ねます。
◇長さ2.8km、幅40mの海底が現われる、珍島神秘の「海割れ」を
見学します。
◇風光明媚な国立公園・閑麗海上公園に救国の英雄、李舜臣のゆかり
の地を訪ねます。

ソウル市内で開催される資料展を見学

在日韓人歴史資料館・資料展と陜川（ハプチョン）をたずねる　４日間
8月10日(金)～8月13日 (月) ￥199,000
募集25名（最少催行15名）
①成田5ソウル　資料展見学ソウル②ソウル市内見学（西大門刑務
所・景福宮など）ソウル③7東大邸駅→ハプチョン→東大邸駅7

ソウル④ソウル・仁川5成田
◇在日韓人歴史資料館がソウル市内で資料展を開催。
◇日本植民地時代の史跡を見学。
◇原爆被害者の村・陜川（ハプチョン）を訪問し、被害者の方々のお
話と交流。

「平和」と「人権」考える

韓国　歴史検証ソウル　４日間　
8月13日(月)～16日(木) ￥120,000
最低実施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
◇「歴史教科書」の
点検。過去１００
年、韓国における
日本支配知る
◇独立記念館、「ナヌ
ムの家」、西大門刑
務所歴史館、安重
根義士記念館へ。
◇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。

～日中国交回復40周年　残留孤児養父母を訪ねる～

中国東北部・戦争と平和を考える旅６日間
8月21日(火)～8月26日(日) ￥179,000
20名（最少催行10名）
成田空港5瀋陽②67ハルピン②5大連
①5成田空港
◇国交40周年記念の年にハルピンを訪れ、残留
孤児養父母の方々と交流しお話を聞きます。
◇日本軍による中国人住民無差別虐殺が行なわ
れた平頂山を訪れ現場を検証します。
◇日本軍による罪証を克明に展示する731部隊西
側陳列館を見学します。

満州国建国より８０年

中国東北部平和の旅　哈尓濱・瀋陽　６日間
6月14日(木)～6月19日(火) ￥177,000
20名（最少催行10名）
成田5哈尓濱②7瀋陽③5成田・関西
◇柳条湖事件後、満州建国80年、日本の中国侵略の現地を訪問し検証
する。
◇2011年オープンの731部隊陳列館西館を見学。館長のお話を予定。
◇哈尓濱2泊、瀋陽3連泊。「旧満鉄」にも乗車。

日中国交回復40周年記念企画

盧溝橋事件勃発から南京大虐殺へ　６日間
6月17日(日)～6月22日(金) ￥177,000
募集20名（最少催行10名）
成田5南京③5北京②5（上海経由）北京
◇日中国交回復４０周
年、日中の近現代史を
考える上で北京・南京
を訪れる
◇南京大虐殺同胞記念館を
訪問、他南京事件の現場
をフィールドワーク
◇北京では盧溝橋事件の
現場と抗日記念館を訪
問・見学する

～秋瑾、魯迅の故郷を訪ねる～

中国江南・ゆっくり自然と文化にふれる旅６日間
6月16日(土)～ 6月21日(木) ￥168,000
8月25日(土)～ 8月30日(木) ￥168,000
11月17日(土)～11月22日(木) ￥168,000
20名（最少催行10名）
成田5上海6鳥鎮①6杭州②6紹興②6上海5成田
◇水郷の街「烏鎮」を訪れ、中国江南ならではの生活・文化を見学します
◇遊覧船に乗船し世界自然遺産「西湖」をゆっくり見学
◇中国の近代化に影響を与えた秋瑾、魯迅の故郷、紹興を訪れます

～激動・秘境の大地をめぐる～

中国西域・シルクロードの旅　７日間
6月16日(土)～ 6月22日(金) ￥245,000
8月25日(土)～ 8月31日(金) ￥245,000
10月13日(土)～10月19日(金) ￥245,000
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
◇シルクロード探訪拠点の町、ウル
ムチ・トルファンを訪れます
◇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
◇中国の西域に絞った観光コースで
ゆっくり秘境の大地を体感します

～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23日(土)～ 6月28日(木) ￥148,000
10月13日(土)～10月18日(木) ￥148,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5台北②6霧社6高雄③7台北空港5成田空港
◇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。
◇日本統治下の台湾人軍属の戦後補償問題について検証します。
◇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。

アジア・ベトナム・中国の旅

添

添

添
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添

添
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添

ガ

ガ

海割れの時期！
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6月 8日(金)～ 6月16日(土) ￥398,000
10月12日(金)～10月20日(土) 後日発表
募集20名（最少催行8名）
成田5ザグレブ①6プリトヴィツェ③6スプリット①6ドブ
ロヴニク②5①5成田
◇世界遺産プリトヴィツェに３連泊ゆっくり2日かけてウォーキング
◇アドリア海に浮かぶ世界遺産ドブロヴニクに2連泊
◇イタリアの影響を受けたクロアチア料理は美味。海の幸もご賞味

6月12日(火)～6月19日(火) ￥420,000
募集15名（最少催行8名）
成田5ヨーロッパ都市5ブリストル6ロウアースローター④
6バース②6ブリストル5ヨーロッパ都市5①5成田
◇のどかな田舎風景が広がるコッツウォルズをゆっくりウォーキング
◇コッツウォルズに4連泊！自由時間もしっかり確保！
◇世界遺産都市バースでは伝統料理を味わいながら地元の方と交流

6月13日(水)～6月21日(木) ￥415,000
8月17日(金)～8月25日(土) ￥445,000
募集12名（最少催行8名）
成田5ヨーロッパ都市5マンチェスター6湖水地方④6ヨー
ク②6マンチェスター①5ヨーロッパ都市5①5成田
◇ 当社お客様限定！ナショナルトラスト関係者がポターゆかりの地を
ご案内
◇ 6月は春の草花が
楽しめる季節。の
どかな湖やフット
パスを歩く
◇ 8月は、一面紫色
に染まったヒース
が生い茂る荒野を
ウォーキング

8月13日(月)～8月19日(日) ￥408,000
募集20名（最少催行10名）
成田5ウラジオストック①5パ
ラトゥンカ温泉郷④5ハバロフス
ク①5成田
◇自然の宝庫、カムチャッカのアヴ
ァチャ山高原フラワーハイキング
◇ロシアのスイスと言われるヴァチ
カゼツ山山麓のハイキング
◇カムチャッカの少数民族野村訪問

9月20日(木)～9月27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

9月5日(水)～9月14日 (金) ￥486,000
募集20名（最少催行15名）
成田5米国都市5リマ②5クスコ市内見学6ウルバンバ①
67マチュピチュ①wインティプンクハイキング76クス
コ①5リマ6パラカス②ミニ・ガラパゴスのパジェスタ島クルー
ズ6ピスコ5ナスカの地上絵見学6リマ5①5北米都市
5①5成田
◇世界遺産マチュピチュ
遺跡を2日間かけて見学
◇古代ナスカ人が残した
謎の巨大地上絵を見学
◇標高3400ｍ、インカ帝
国時代の首都であったク
スコの歴史地区を見学
◇ミニ・ガラパゴスのパ
ジェスタ島へ小型船で
クルーズ

10月2日(火)～10月9日(火) ￥403,000
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6トロ
ント①5シャーロットタウン③グリーンゲイブルズハウス、モンゴ
メリの生家などを訪問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
◇赤毛のアンの舞台、シャーロット
タウンにゆったり３連泊
◇ナイヤガラの滝見学、霧の乙女号
に乗って滝の間近へ
◇紅葉のベストシーズンのメープル街道をウォーキング

9月24日（月）～10月1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5①
5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

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

赤毛のアンと壮大なスケールの紅葉を訪ねて

プリンスエドワード島とメープル街道ウォーキング ８日間　w

空中都市マチュピチュ遺跡見学・ナスカの地上絵

世界遺産　ペルーのアンデス文明を訪ねて 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

人気のアヴァチャ山トレッキング

カムチャッカ大自然ウォッチングツアー ７日間ww

自然をゆっくり歩きナショナルトラストの起源を知る

英国・湖水地方ウォーキング ９日間　w

田舎の村と春の緑野をあるき、地元の人々と交流

英国コッツウォルズ・ウォーキング ８日間　w

大自然の中のプリトヴィツェに３連泊

クロアチア　ウォーキングと世界遺産 ９日間　w

みちのく花と紅葉の名山

鳥海山と月山　４日間ww

高山植物が咲く7月コース
7月26日(木)～7月29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
◇鳥海山は山頂に一泊し、夕
日や朝日も期待できます

紅葉ドライブを楽しむ10月コース
10月11日(木)～10月14日(日) ￥109,000
①羽田空港5庄内空港　湯ノ台・滝の小屋への紅葉ドライブ6鳥
海温泉②鳥海温泉ブルーラインのドライブ6鳥海温泉③鳥海温泉
6月山高原ラインをドライブ、湿原の散策6鶴岡市内見学（藤沢
周平の文学散歩）6志津温泉④紅葉の月山見学6庄内空港5羽
田空港
◇山腹の紅葉ドライブと希望者は山歩き
◇時代小説家、藤沢周平の記念館を見学

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30日(日)～10月3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

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27日(日)～5月30日(水) ￥139,000
7月 8日(日)～7月11日(水) ￥141,000
8月19日(日)～8月22日(水) ￥142,000
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 3日(日)～6月 7日(木) ￥157,000
6月17日(日)～6月21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 1日(日)～7月 5日(木) ￥164,000
7月22日(日)～7月26日(木) ￥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

6月24日（日）～6月28日（水） ￥122,000
① 羽田5釧路 釧路湿原散策　　　　　　　　　 川湯温泉泊
②6知床周辺見学 オシンコシンの滝見学
6岩尾別温泉 ウトロ・知床遊覧船　　　　　 岩尾別温泉泊　

③ 知床周辺散策 ネイチャーガイドともに知床五湖散策
午後：羅臼市内見学　　　　　 岩尾別温泉泊

④6野付半島 野付半島周辺見学
6釧路5羽田 空路、羽田空港へ　解散

◇知床八景のオシンコシンの
滝、カムイワッカの滝見学
◇知床ネイチャーガイドの案
内で知床五湖を散策

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10日(日)～8月13日(水) ￥104,000
8月 5日(日)～8月 8日(水) ￥114,000
10月14日(日)～8月17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。

温泉と花・紅葉を楽しむ　らくらく登山

わらび座と秋田駒、八幡平　３日間w

8月 5日(日)～ 8月7日(火) ￥84,000
10月 7日(日)～10月9日(火) ￥82,000
①東京駅発7田沢湖6わらび座劇場でミュージカルの観劇②田沢
湖6駒ケ岳登山　阿弥陀池まで登山　希望者は最高峰男女岳登頂③
田沢湖6八幡平山頂周回6盛岡駅7東京駅
◇温泉と花、紅葉を楽しめ、日帰りで登山ができます
◇わらび座にて季節のミュージカルをお楽しみいただけます

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の登り、約900ｍの下り程度）
健脚　www：6時間以上歩行（標高差約1000ｍの往復程度）

添

添

添

添

添

添

添
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特に表記のないものは
全ツアー募集20名（最少催行10名）添
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新
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8月19日(日)～8月23日 (木) ￥115,000
募集20名（最少催行10名）
成田5南京②6上海②5①成田
◇南京大虐殺記念館見学と南京事件犠牲者のお話しと交流。当時の難
民収容棟が残る南京師範大学とミニーヴォートリン記念碑の見学。
中山陵、雨花台烈士陵園の見学。
◇南京の大学生と平和のための交流会開催。
◇上海：旧フランス租界の歴史散歩＝1921年中共一大会址～1926
年大韓民国臨時政府旧址～1929年アグネス・スメドレー旧居(ゾ
ルゲ事件の出発地)～孫中山故居～1924年の巨大な船のような建
物「ノルマンディー・アパート」(武康大楼)～宋慶齢故居～文化大
革命時の指導者・張春橋の拠点・衡山飯店と1966年12月30日の
武闘事件(康平路事件)の現場
◇希望者には上海で「日本租界」を訪ねるオプショナルツアーをご用
意します。

8月11日（土）～17日（金） ￥320,000
募集25名（最少催行20名）
成田発5ウラジオストック①5ハバロフスク経由5イルクーツ
ク6バイカル湖6イルクーツク②7シベリア鉄道2泊3日の旅
(車中)②7ハバロフスク①5成田
◇かつての軍港ウラジオストックとアムール川の畔ハバロフスク
◇古くからの交易都市・流刑地でもあったイルクーツク
◇３つの都市結び、シベリア鉄道2泊3日の旅楽しむ
◇広大なステップの大地を走り、歴史秘めた街へ。
ロシア歌謡の夕べも楽しみです。

9月15日(土)～9月20日（木）￥208,000
募集30名（最少催行20名）
成田・関西5ハノイ6ハノイ③市内見学（カムティエン街の母子
像・２００万人飢死記念碑 平和の鐘セレモニー（越日友好協会）世
界遺産ハロン湾見学　ハロン湾①版画の村ドンホー6ハノイ5①
機中泊5成田・関西

ベトナム平和の鐘とは
１９７７年に銀座の古美術店でベトナムの鐘を渡辺先生が見つける。

日本軍がベトナムから持ち帰ったことがわかると、ベトナム研究科家
の斉藤玄、後藤均平先生と鐘をベトナムに返還しようと話されたこと
が梵鐘返還運動のはじまり。大西良慶（清水寺貫主）藤井日達（日本
山妙法寺山主）、松本清張（作家）の三方がよび
かけ人となり、仏教界の協力で大規模な返還運
動に発展。多くの人の協力で鐘は買い戻され、
増上寺の浄めの法要を皮切りに東大寺をはじめ
平和祈願法要が営まれた。１９７８年６月、ハ
ノイの館使寺で鐘の返還式が行なわれ、鐘は、
日越両国人民が平和のために共に奮闘するシン
ボルとして、ベトナム人民に返還されました。
その後、中越戦争による混乱で鐘の所在が不明
になっていたが、もう一度鐘を鳴らしたい
という人々の努力で、１０年前にバグニン
省博物館倉庫にて再発見されました。２０
０９年には、国際法律家協会、世田谷九条
の会、新婦人世田谷支部の方々が博物館を
訪れ平和の鐘を鳴らしました。

～おさそい～
「未曾有の戦争犯罪のベトナム戦争から、戦争の傷跡を癒し、国土

を再建し発展する平和のベトナムから今こそ、世界平和・戦争反対・
核兵器廃絶の平和の鐘を鳴らしてほしい。」平和の鐘は、ベトナム戦争
を体験された、ベトナム人民が鳴らしてこそ意味があるのです。この
鐘が世界遺産となって、全世界に向けて平和を送り続けてほしいと願
います。是非、ご参加ください。

9月30日（日）～10月2日（火）￥78,000
募集40名（最少催行人数35名）
①羽田空港5米子6島根原子力館見学
（地元の人からの案内）
6玉造温泉泊
②石見銀山見学（石見銀山世界センター、大
森地区など）6温泉津温泉泊
③温泉津温泉散策6境港周辺見学（鬼太郎
ロードなど）5羽田空港
◇世界遺産石見銀山を見学（間歩コース、町
並み散策コース）
◇島根原子力館を見学し、地元の人からのお
話を聞く
◇名湯・玉造温泉と温泉津温泉に宿泊

10月16日(火)～10月21日(日)後日発表
募集25名（最少催行15名）
成田・関西5ソウル②6光州①6全州①6ソウル①5成
田・関空
◇韓国の市民とともに歴史を訪ね、現在を考える
◇光州を初訪問し、韓国民主化運動を学ぶ
◇現地の運動を勧める方たちとの交流

8月11日（土）～8月16日（木）￥245,000
募集25名（最少催行15名）
成田5スービック②6マニラ③5成田
◇米軍基地撤去から20年の市民運動を学ぶ
◇稼動をストップさせた原発の内部を見学
◇スラム街で支援活動するNGOを訪問し交流

9月8日(土)～9月15日(土) ￥250,000（予価）
募集20名（最少催行10名）
成田5コロンボ①7ゴー
ル①67キャンディ②
6ボロンナルワ①7コロ
ンボ①5①成田
＊日本と同じ島国スリランカ
を、縦横に走る鉄道に乗車
＊世界遺産の伝説の岩山シー
ギリヤ・ロックを見学
＊古都キャンディと巨大仏教
遺跡のボロンナルワも訪問

8月16日(木)～8月23日 (水) ￥229,000
募集30名（最少催行20名）
【協賛】久保医療文化研究所
成田5ホーチミン②5カマウ②5 ホーチミン①5成田
◇8月10日、ホーチミン市で行なわれる「オレンジ・デイ」の記念行
事に参加します。
◇ツーズー病院内のホーチミン市平和村(ドクさんが勤務)を訪ね被害
者の方々を激励、交流します。
◇ベトナム戦争時の激戦地、枯葉剤が大量に散布されたカマウ岬を訪
ね、ホーチミン市に建設
された壁画モニュメント
「カマウの枯死の森」に写
されている枯葉剤被害者
フンさんの家を訪ね交流
します。またカマウの平
和モニュメント建設予定
地を訪ね交流します。
◇ベトナム戦争時、南ベ
トナム解放戦線の基地で
あったウーミンの森を訪
ねます。大量の枯葉剤被
害から蘇った世界最大の
マングローブ湿地帯・ウ
ーミンの森を見学します。

琉球探訪沖縄本島　４日間
5月13日（日）～5月16日（水）￥93,000
6月10日（日）～6月13日（水）￥92,000
7月22日（日）～7月25日（水）￥99,000
8月26日（日）～8月29日（水）￥98,000
募集20名（最少催行10名）
羽田空港5南部戦跡（ひめゆりの塔など）6那覇①6中部基地
見学（嘉手納基地、辺野古漁港など）本部町泊①6 北部見学（美
ら海水族館、東村高江など）那覇①自由行動5羽田空港
◇元ひめゆり学徒隊の方からのお話
◇６７年前におきた沖縄戦跡の見学、現在の基地問題を地元平和ガイ
ドの案内で巡ります
◇ 世界遺産の今帰仁城跡、芭蕉布の里や沖縄美ら海水族館を見学。

世界遺産と一年に一度のクルーズ　6日間

小笠原・硫黄３島　平和の旅
7月上旬～中旬　後日発表
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8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母島日帰り8父島8（おがさわら丸）8船中泊
8⑥東京・竹下桟橋
◇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。

いわて葛巻町

クリーンエネルギーへの取り組みを学ぶ旅

8月5日（日）～8月6日（月） ￥34,000
募集30名（最少催行15名）
①東北新幹線いわて沼宮内駅
改札口集合6葛巻町立中学
校（太陽光発電）、ペレット
生産工場、葛巻町役場　葛巻
町内泊
②6バイオガスプラント・
風力発電所・袖山高原周辺見
学・道の駅くずまき高原（太
陽光発電、風力発電ハイブリ
ッド）くずまきワイン工場見
学。いわて沼宮内駅で解散

＜新緑の季節＞

数右衛門と良寛から地域のあり方と道州制を考える旅

6月3日（日）～4日（月）￥28,000
募集30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。解散後、
希望者は　オプション　～佐渡学にまなぶ　佐渡島・自然、文化にふ
れる旅～★１市７町２村が合併した佐渡市から道州制を考える　寺泊
港8泊港　真野周辺泊
③宿根木集落・小木港・羽崎地区など　真野周辺泊
④小倉千枚田など　両津港8新潟港→新潟駅解散
＊秋には、合併しなかった粟島ツアーを企画！！

米軍基地問題と原子力燃料問題を考える

三沢基地と六ヶ所村を訪ねる　青森の旅　３日間

7月 8日（日）～10日（火）￥79,000
8月26日（日）～28日（火）￥90,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5三沢6三沢基地見学（三沢基地ゲート・アーケード
街・ゾウのオリ・三沢航空科学館）6古牧温泉泊
②古牧温泉6六ヶ所村見学（六ヶ所村原燃ＰＲ センター見学、現地
の方のお話）6奥入瀬渓流泊
③終日：奥入瀬渓流散策6三沢空港5羽田空港
◇アメリカ空軍基地である三沢基地を現地の方の案内で巡ります。
◇六ヶ所村ではPR館で広報の実態の見学と、地元の方よりお話を聞
きます。
◇三沢の古牧温泉宿泊。最終日は奥入瀬渓流をゆっくり散策。

「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 婦人民主クラブ

石見銀山と島根原発を訪ねる　３日間

２ 第7回　中塚明先生と行く韓国

東学農民軍の跡を訪ねる旅　５日間

３ 海外教育・文化視察

フィリピン～米軍撤退、原発稼動ストップさせた国　６日間

４ ～ふるさと線を守る全国実行委員会企画～

スリランカ銀河鉄道の旅　８日間

５ 久保医療文化研究所協賛
「母は枯葉剤を浴びた」の著者・中村梧郎氏が同行し現地で解説

ベトナム最南端カマウ岬を訪ねる平和・交流の旅　７日間

６ 日中国交回復40周年企画

南京・上海・光と影の歴史探訪の旅　５日間

７ 広大な大地と沿海州の街で過ごす夏休み　

ロシア　シベリア鉄道とバイカル湖　７日間

８ ～全世界に響け今こそベトナム平和の鐘～

渡辺卓郎先生と「平和の鐘」を鳴らすハノイ６日間

観光庁長官登録旅行業第84号（JATA）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
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ロシア民謡好きのメンバーが集い、歌い、語らい
楽しい人ときを過ごします。

大塚うたごえ酒場
日　時：5月22日（火）１８：３０～２１：００　
会　場：大塚・東京労働会館7F ラパスホール　参加費：５００円
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