
【日時】　2020年   ※見学先の都合により日程が変更になる場合もございます。

①7月17日（金）　　②8月15日（土）　　③9月12日（土）

スケジュール概要スケジュール概要

【最少催行】10名　【定員】25名　【締切日】①7月1日（水）　②③出発日10日前

【第一回】　東京裁判法廷と大本営地下壕～敗戦と玉音放送～

【第二回】　敗戦記念日に訪れる　靖国神社と遊就館見学
　　　　　　　　　　　　　　　　・クーデターの現場近衛師団司令部

【第三回】　皇居大嘗宮跡とクーデター未遂「宮城事件」の現場を歩く

【旅行代金】①4,000円　②5,000円　③4,000円　※昼食・交通費は各自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【講師】　長谷川順一さん(東京の戦争遺跡を歩く会)

戦後75年

　東京・新宿区生まれ。商事会社に10年勤務の後、日本共産党新宿区議会議員を

7期28年務める。軍事史研究者。東京の戦争遺跡を歩く会。靖国神社平和ガイド。

※全行程　イヤホンガイド付き（離れていても良く聞こえます）

※各日の詳細は次のページをご覧ください。

※上記は一例です。1日ずつのご参加も可能です。
　お客様のご要望に沿って、ご提案させていただきます。

→
東京へ移動

※貸切バス、 飛行機、
　新幹線などの切符
　手配可能です。

→ 連続講座に参加
　　　　

夕刻 ：宿泊 or

各地域からのご参加もお手伝い致します！各地域からのご参加もお手伝い致します！

　　　帰郷の途へ

"学び＋散歩”のすすめ　



日時：7月17日（金）10時～16時頃
講師・ご案内：長谷川 順一さん
　　　　　　　　（東京の戦争遺跡を歩く会）
 ご集合：富士国際旅行社
旅行代金：4,000円　最少催行：10名　
定　員：25名　＊定員になり次第締め切ります

　

ご旅程
＜午前＞　10時開始

弊社会議室にて「日本のいちばん長い日」の座学

休憩（昼食各自）

＜午後＞　

都営地下鉄新宿線にて移動、防衛省市ヶ谷台ツアー

（正門→儀仗広場→市ヶ谷記念館→大本営地下壕跡

　→正門にて解散）

午前中は陸軍少尉に拳銃を突き付け
られながらも玉音放送をまもった　
弊社の初代社長柳沢恭雄（当時
NHK放送副部長）らがモデルにな
った映画「日本のいちばん長い日」
の座学から始まります。

第一回　東京裁判法廷と大本営地下壕　

■旅行代金に含まれるもの
①講師謝礼　②資料代　
③国内旅行傷害保険
（死亡1,000万円、入院１日当たり6,000円、
　通院１日当たり4,000円）
④添乗員同行費用　　※昼食は各自となります

ご 旅 行 条 件 ・ 要 項

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：東京都新宿区新宿2-11-７ 
　　　宮庭ビル４階　　
電話：０３－３３５７－３３７７

●地下鉄新宿三丁目駅より
　徒歩３分・Ｃ５出口
●ＪＲ新宿駅より徒歩８分

新宿2丁目交差点に画材・文具
の「世界堂」、「りそな銀行」、「ド
トールコーヒー」、「セブンイレ
ブン」があります。

「セブンイレブン」の並び、「ダ
イコクドラッグ」を過ぎて「餃子
の大阪王将」が1階にあるオレ
ンジ色タイル張りのビルの　
４階です。

～敗戦と玉音放送～

※防衛省市ヶ谷台ツアー見学に際し、氏名・住所・
生年月日・ご職業等を事前に申込書に記入いただく
必要がございますことをご了承ください。

※また当日は健康保険証・免許証など身分証明書が
必要となります。



九段下交差点
りそな銀行九段支店前
（地下鉄九段下駅　
　　　　6番出口から徒歩1分）

★マークのところに弊社の担当
者が青い小旗をもって立ってい
ます。

★当日の連絡先（弊社担当）

０８０-９５４３－２１３９

■旅行代金に含まれるもの
①講師謝礼　②資料代
③国内旅行傷害保険
（死亡1,000万円、入院１日当たり6,000円、
　通院１日当たり4,000円）
④添乗員同行費用　⑤遊就館入館料

ご 旅 行 条 件 ・ 要 項

ポイントポイント

＜集合場所＞

ご旅程

第二回　靖国神社と遊就館・近衛師団司令部

九段下交差点

→憲兵隊司令部跡・大隈重信邸跡

→愛国婦人の会発祥の碑

→九段会館

　（軍人会館、2・26事件の戒厳令本部）

→靖国神社・遊就館→田安門(国文)

→天皇御展望所跡→武道館

→近衛第一連隊記念碑

→近衛第二連隊記念碑→吉田茂像

→清水門（国文）→北白川宮能久親王像

→東京国立近代美術館工芸館

　（近衛師団司令部跡）

→皇居乾門→国立公文書館
→東京国立近代美術館→竹橋駅で解散

　　※昼食は各自です

日時：　　　
講師・ご案内：長谷川 順一さん
　　　　　　　　（東京の戦争遺跡を歩く会）
旅行代金：5,000円　最少催行：10名　
（遊就館入館料を含む）
定　員：25名　＊定員になり次第締め切ります

敗戦記念日に訪れる

8月15日（土）

山路を登りながら

6番出口
（階段）

りそな銀行
九段支店

市ヶ谷方面

神保町方面

毎年、現職閣僚や政治家による靖国神
社参拝が問題として取り上げられる敗
戦記念日。その日に靖国神社を訪れそ
の本質について考えます。
帝国陸軍の“エリート部隊”ともいわれた
近衛師団。また「宮城事件」などクーデ
ターにも関わることになった近衛連隊に
ついてその跡地をめぐりながら学びます

9時集合～16時頃



日時：9月12日(土)

　　　　　9時集合～15時頃
講師：長谷川 順一さん
　　　（東京の戦争遺跡を歩く会）
           
ご集合：東京駅丸の内南口改札
参加費：4,000円　最少催行：10名　
定　員：25名　＊定員になり次第締め切ります

ご旅程

東京駅駅ドームと

首相遭難現場（浜口雄幸）

→新丸ビル展望デッキ→丸ビル→行幸通り

→三菱一号館歴史資料館

→明治生命館（連合軍対日理事会会議室）

→第一生命館遠望

　（東部軍管区司令部・GHQ司令部）

→楠正成像→二重橋→桔梗門

→坂下門

（宮内庁を遠望・畑中少佐らが松林で自決）

→大手門

→皇居東御苑・富士見櫓・刃傷事件松の廊下

跡・大嘗宮跡・江戸城天守閣跡

→平川門→江戸城築城の碑→竹橋駅で解散

※昼食は各自です

ポイントポイント

＜集合場所＞

当日集合場所

東京駅丸の内南口改札前

(★マーク）

★当日の連絡先（弊社担当）

０８０-９５４３－２１３９

■旅行代金に含まれるもの
①講師謝礼　②資料代
③国内旅行傷害保険
（死亡1,000万円、入院１日当たり6,000円、
　通院１日当たり4,000円）
④添乗員同行費用　

第三回　皇居大嘗宮跡と
　　　　　クーデター未遂「宮城事件」の現場を歩く

日本の降伏を阻止し徹底抗戦を　　
主張して、陸軍省将校と近衛師団
参謀がおこしたクーデター未遂であ
る「宮城（きゅうじょう）事件」。
映画「日本のいちばん長い日」にも
描かれた事件の関連地を歩きなが
ら、　“戦後”のはじまりに
ついて考えます。

ご 旅 行 条 件 ・ 要 項



お申込方法

①表面の参加票にご記入いただき、富士国際旅行社宛に郵送、FAX、またはメールでお送りください。
②旅行中止の場合
　ご参加人数が最少催行人員に満たない場合、旅行の実施を中止する場合があります。中止の場合、国内旅行（日帰り旅行）
　については旅行開始日前日から遡って４日前までに連絡させていただきます。
③参加費は当日集金させていただきます。

観光庁長官登録旅行業84号 JATA正会員

〒160-0022東京都新宿区新宿2-11-7宮庭ビル4階
総合旅行業務取扱管理者：小野寺　研一富士国際旅行社

旅行企画・実施

TEL：03-3357-3377 FAX：03-3357-3317 
 kuroda@fits-tyo.com　 担当：黒田／西須（さいす）／金光（かなみつ）

株式会社

営業時間：月～金曜日／AM9：30～PM6:00
（土曜・日曜・祝日は休ませていただきます。）
ホームページ : http://www.fits-tyo.com/

●この旅行に関するお問合せ・お申込みは下記まで

　旅行条件の詳細は「旅行業約款」（募集型企画旅行契約）によります。この旅行は2020年4月13日現在を基準とし
ています。
■旅行契約の解除
　参加者が最低実施人数に達しなかった場合は、旅行を中止することがあります。この場合は出発の４日前迄にお知
らせします。
＜取消料＞
  お客様都合で旅行を取消す場合は、下記の取消料をお支払いいただきます。

ご 旅 行 条 件 ・ 要 項

旅行費用の40%旅行開始日前日

旅行開始日から起算して遡って7日前以降
旅行費用の20%旅行開始日から起算して遡って10日前以降

取消料契約の解除期日

旅行費用の100%旅行開始後の解除、無連絡不参加

旅行開始日当日 旅行費用の50%

旅行費用の30%

ふりがな

住所

氏名

参加票

き・り・と・り

「戦後」のはじまりを考える

※参加をご希望の方は、お手数ですがこの参加票を弊社担当宛てに郵送もしくはFaxにてお送りください。

年齢

歳

(〒　　ー　　　　）
電 話

携帯番号

（　　　　　）　　　　―

（ 　 　 　 ） ―

FAX【可・不可】

男
・
女

Ｅ-mailアドレス：

FAX送信先：03-3357-3317

同行者　氏名

歳

男
・
女

年齢性別性別

★参加ご希望日に〇をおつけください↓

備考欄 ＊各地域からのご参加で、宿泊や交通手配が必要な方は、下記にご記入下さい↓
＊地域の仲間で貸切バスを手配したい、などご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

　東京連続フィールドワーク　　①7月17日（金）②8月15日(土)　③9月12日(土)

※第一回　東京裁判法廷と大本営地下壕コース
にお申込みの方は右記もご記入ください。
（市ヶ谷台見学の際に必要となります。） ご 職 業

生年月日 年　　　月　　　　日


