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ＮＨＫ文化センターがお勧めする
国内・海外と現地講座です。
人生をもっと楽しく、豊かになるよう
新しい体験と発見をお届けします。

ご出発対象期間
平成29年3月～平成29年9月

特選!! 講
座
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オモシロイをみつけにいこう
全国どこからでも参加しやすい現地集合・解散

歴史
探訪
歴史
探訪

歴史
探訪
歴史
探訪

探訪
自然自然
探訪

歴史
探訪
歴史
探訪

健康
癒し
健康
癒し

建築
探訪
建築
探訪

建築
探訪
建築
探訪

庭園
探訪
庭園
探訪

趣味
教養
趣味
教養

趣味
教養
趣味
教養

●特別ガイド、尾方豊さん＜奥出雲たたら刀剣館＞に同ツアーに同行頂き、各スポットをご案内します。●国 選定保存技術保持者 木原 明氏が指導する“古代たたら操業”を見学していただ
きます。●初日、夕食前に、宿泊場所（斐乃上荘）で「奥出雲たたら製鉄」をテーマに特別講座を行います。●日本刀鍛錬とその日本刀を使った抜刀道の演舞を体験、見学していただきます。

●旅行日程：博多駅筑紫口貸切バス駐車場集合　午前１０時２０分
5/18（木）/博多駅出発＝（高速道路）＝柳川（柳川掘割下り、鰻の昼食、北原白秋記念館の見学）＝
（高速道路）＝国指定重要文化財・八千代座（見学・演奏）－南関町＜南関町 ホテルセキア泊＞ 
5/19（金）/ホテル発＝（高速道路）＝太宰府天満宮（参拝）＝（高速道路）＝志賀島（昼食）・仲津宮/表津宮
（参拝）－志賀海神社（奉納演奏/ご祈祷） ＝（高速道路）＝16:00頃博多駅

●旅行日程：那覇空港13:45頃集合
3/6（月）/那覇空港出発－世界遺産・南城市斎場御嶽（見学）－首里城（見学）－豊見城市（ホテル）着　夜：宮里先生によるウェルカム
ライブ演奏と夕食＜琉球温泉瀬長島ホテル泊＞ 3/7（火）/午前 高速船で座間味へ－ホエールウォッチング－マグロ料理の昼食－午後 
①ノルディック・ウォーキングまたは②グラスボート体験（別途料金）－ホテル着　夜：宮里先生はじめ地元演奏家によるライブと舞踊の
ディナーショー＜琉球温泉瀬長島ホテル泊＞ 3/8（水）/ガンガラーの谷（見学）－おきなわワールドにて昼食－読谷やちむんの里（見
学）－ホテル着　夜：那覇市内の沖縄民謡居酒屋「島唄ライブ居酒屋ちょんちょん」にてライブ演奏と夕食＜ホテルJALシティ那覇泊＞ 
3/9（木） 忠孝酒造にて泡盛酒造見学（約１時間）－10:30那覇空港着予定、解散

沖縄は2015年の入域観光客数が過去最高の776万人を超えるなど人気の観光エリアです。
訪れたことがある方は多いかと思いますが、冬の沖縄にはまだまだ知られていない魅力がたく
さんあります。世界屈指の透明度を誇る美しい海を有する慶良間諸島国立公園。この時期、そ
の美しく豊かな海域に繁殖のために訪れるザトウクジラに出会えます。あまり知られていませ
んが、沖縄にも温泉があります。宿泊するのは「琉球温泉瀬長島ホテル」。夕日の絶景スポット
としても有名で、慶良間諸島に日が沈んでいく様子を眺めながらゆっくりと温泉につかれます。また、夜は沖縄料理や泡盛
とともに沖縄の芸能を楽しんでいただきます。急ぎ足ではもったいない、歴史と自然と芸能を堪能していただける旅です！

※旅行の詳細はパンフレットをご請求下さい。お一人様のご参加大歓迎です。

宮里英克先生と行く 知らなかった沖縄 プレミアムな旅
～クジラとマグロと温泉を満喫！～　講師：沖縄三線教室主宰　宮里 英克

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：麻生、前野

粘土で築いた炉で砂鉄と木炭を燃焼させ「鉄」を得る日本古来の製鉄技術をたたら製鉄と呼びま
す。そして奥出雲では今もなお日本刀の材料となる「玉鋼」を得るために世界で唯一その操業が続
けられています。今回のツアーでは “たたら製鉄の仕組みを知る”“日本刀の技を体感”“歴史とそこ
に育まれた食”を基本テーマに、日本遺産のストーリーに沿って奥出雲の魅力を満喫して頂きます。

“奥出雲地方”に残るたたら製鉄の歴史に触れる
日本刀の源流を訪ねる 1泊2日の旅

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：三重野、前野

■旅行期間：平成29年3月18日（土）～19日（日）2日間　■発着地：JR松江駅　
■旅行代金：会員・一般51,000円（2～3人1部屋　一人部屋追加料金3,000円）　■最少催行人員：10名様　■添乗員同行　
■宿泊：斐乃上温泉　斐乃上荘　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年2月17日（金）　■利用バス会社：一畑バス

●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい。JR松江駅 11：50集合 12：00出発予定
3/18（土）/JR松江駅出発－和鋼博物館－金屋子神社－絲原記念館－宿舎 斐乃上荘着＜17：30頃＞★到着後、夕食前に宿舎で特別講座を
行います。　夕食：斐乃上荘にて＜斐乃上荘泊＞  3/19（日）/朝食：斐乃上荘にて 8：30 斐乃上荘出発 － 追谷の棚田（国の重要文化的景観）
見学‐奥出雲たたらと刀剣館（刀剣館見学/古代たたら操業体験／日本刀鍛錬実演、抜刀道体験・見学） － 日刀保たたら外観見学 － 昼食　
山県そば道場（そば＋仁多米おにぎり ＊そば打ち体験）― 菅谷たたら山内 － 田部家土蔵群と吉田の街並み見学 － JR松江駅 17：00頃予定

梅雨のない初夏の北海道で、歴史的建築を巡るバスツアーです。スタートは旭川。通常非
公開の国登録有形文化財の山崎家住宅をはじめ、市街地を彩る上川倉庫などを見て回り
ます。朝ドラ「ちょっちゃん」の舞台にもなった滝川市の華月館、栗山・小林酒造の小林家
住宅も通常非公開部分を特別に観覧してまいります。

北海道大学大学院工学研究院助教 池上重康先生と行く！
北海道・旭川と空知地方の歴史的建造物を巡る旅

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：小笠原、笠井

■旅行期間：平成29年5月31日（水）～6月1日（木）2日間　■発着地：旭川空港・JR旭川駅集合 新千歳空港・JR札幌駅解散　
■旅行代金：会員・一般49,800円（一人部屋追加料金5,000円）　■最少催行人員：15名　■添乗員同行　
■宿泊：美瑛白金四季の森パークヒルズ　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年5月10日（水）　■利用バス会社：ドリーム観光バス

●旅行日程：①旭川空港12:30集合 ②JR旭川駅13:00集合
5/31（水）/旭川－旭川市内重要建築群見学（上川倉庫群、旧山崎家住宅主屋、など）－白金温泉＜美瑛白金四季の森パークヒルズ泊＞
6/1（木）/ホテル－青い池（予定）－華月館－太郎吉蔵－アルテピアッツア美唄－旧桜井家住宅－小林酒造と小林家住宅－新千歳空港（17:30頃）－JR札幌駅（18:30頃）

深川和美先生を講師にお招きしての今回の企画は、日本を代表する詩人・童謡作家として今もなお歌
い続けられている北原白秋の面影を追い水郷柳川。また、国指定の重要文化財である「八千代座」の
舞台、「海神の総本社」「龍の都」と称えられる志賀海神社奉納演奏と、いつもの旅とは
趣の違った「歌う為の旅」として企画しています。どうぞこの機会に、一味違った「歌の
旅」に御参加下さい。一緒に楽しく歌いましょう。

深川和美先生と巡る歌の旅 北原白秋の故郷柳川と八千代座・
海神の総本社 「志賀海神社」奉納演奏

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野

■旅行期間：平成29年5月18日（木）～5月19日（金）2日間　■発着地：JR博多駅筑紫口貸切バス駐車場集合･JR博多駅解散
■旅行代金：会員・一般39,800円（一人部屋追加料金5,000円）　■最少催行人員：20名　■添乗員同行　
■宿泊：ホテルセキア（洋室利用）　■食事：朝1昼2夕1　■募集締切：平成29年4月25日（火）　■利用バス会社：南福岡観光バス

江戸幕府が大政奉還し明治政府に政権が移ると、人々の生活は大きく変わりました。その影響は、生活の変化と関わりながら
庭園文化へも及びました。京都の岡崎・南禅寺界隈には、江戸時代から近代にかけて造られた庭園が現存しています。それらの
庭園の成立事情を、琵琶湖疏水などの近代化遺産をめぐりながら訪ねたいと思います。皆様のご参加をお待ちしております。

今江秀史先生と行く 非公開庭園「廣誠院」特別拝観
「江戸時代から近代への庭園文化の変革」について学ぶ京都2日間の旅
講師：京都市文化財保護課文化財保護技師　今江 秀史

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：小笠原、笠井

■旅行期間：平成29年8月26日（土）～8月27日（日）2日間　■発着地：JR京都駅集合・解散　
■旅行代金：会員・一般42,000円（一人部屋追加料金3,000円）　■最少催行人員：15名　■添乗員同行　
■宿泊：からすま京都ホテル　■食事：朝1昼0夕0　■募集締切：平成29年8月3日（木）　■利用バス会社：都観光バス

●旅行日程：JR京都駅12:30集合
8/26（土）/JR京都駅－金地院（南禅寺）－水路閣－琵琶湖疏水博物館－無鄰菴－宿泊ホテル＜からすま京都ホテル泊＞
8/27（日）/ホテル－一之船入－廣誠院（特別拝観）－JR京都駅（12:30頃）

安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍し、国宝「松林図屏風」「楓図壁貼付」
などで現在も人気を誇る天才絵師・長谷川等伯。能登国七尾に生まれ、主に仏画を
描く絵仏師として頭角を現し、後に京へ上り、狩野永徳と並んで時代を代表する存
在へと飛躍を遂げました。生涯にわたって画風を変化させながら数々の傑作を生み出しました
が、今回は若き日の仏画作品が数多く残る富山・石川両県を巡りその作品世界に迫ります。

牧野環先生と行く 長谷川等伯 絵画を巡る旅 富山・石川編
講師：愛知県立芸術大学非常勤講師　牧野 環

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:052-269-2459　担当：岩永、柴、小野

■旅行期間：平成29年7月1日（土）～7月2日（日）2日間　■発着地：①JR名古屋駅、または②JR富山駅前集合･JR金沢駅前解散　
■旅行代金：会員・一般 ①JR名古屋駅発着67,000円、②JR富山駅発･JR金沢駅着52,000円（一人部屋追加料金5,400円）　
■最少催行人員：15名様　■添乗員同行　■宿泊：砺波ロイヤルホテル＊天然温泉有　■食事：朝1昼2夕1　
■募集締切：平成29年6月9日（金）　■利用バス会社：愛知バス（株）

●旅行日程：JR名古屋駅7:30集合 JR富山駅11:50集合
7/1（土）/名古屋駅出発－富山駅－富山市内昼食－富山/妙伝寺－高岡/大法寺－高岡/妙傳寺－ホテル着＜砺波ロイヤルホテル泊＞
7/2（日）/ホテル発－氷見/蓮乗寺－七尾美術館－七尾市内昼食－羽咋/妙成寺－JR金沢駅（着後解散）15:40頃－JR名古屋駅（着後解散）19:30頃

NHK放送でもお馴染み 鉄道写真家 中井精也さんと行く
一度は下車したい憧れの 下灘駅と四万十こいのぼり撮影紀行

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL: 06-6204-0505　担当：長崎、島本、田村

●旅行日程：出発地 ①松山空港11:30集合 ②JR松山駅11:50集合
5/12（金）/松山空港－松山駅－松山市内（坊ちゃん列車撮影）車内お弁当の昼食－伊予大洲駅（大洲城、肱川と予讃線撮影）－
伊予の小京都・大洲散策－下灘駅（日本一海に近い駅、夕日のポイント撮影）－道後温泉＜ホテルパティオドウゴ泊＞
5/13（土）/ホテル出発－十川駅（予土線とこいのぼりの川渡し撮影）－道の駅四万十とおわ－（昼食）－土佐大正駅（駅舎、しまん
トロッコ、ホビートレイン撮影）－松山空港18:00頃－松山駅18:20頃 夕食オプション設定

山々の新緑が美しい４月から５月にかけて500匹あまりの色とりどりのこいのぼりが川風を受けて、四万十川の川
幅いっぱいに悠然と泳ぐ姿を見る事ができます。十川地区は今では全国的に広まった「こいのぼりの川渡し」の発祥
の地。1974年から毎年開催され、子どもたちの夢を乗せて清流を舞うこいのぼりを見に多くの見物客が訪れます。
「夕日がたちどまる町・双海町」にある、日本一海に近い下灘駅は、撮影スポットとして人気が高く、多くの有名人が
訪れ、映画や雑誌、ＣＭにも度々登場しています。今回ご覧いただける列車一覧：伊予灘ものがたり、坊ちゃん列車、
ホビートレイン、しまんトロッコその他在来線（※運行スケジュールによりご覧いただけない可能性もございます）。

月山。なんとも個性的な名前です。単純明快「月の山」から、イメージは色々に膨らみます。羽黒修験の聖な
る峰で、出羽三山の中心となり、豊富な積雪から夏スキーで有名なこの山は、日本百名山に数えられ、遅い
雪融けを待つように一斉に咲き出す高山植物の豪華さでも人気があります。森林限界をゆうに超えた山頂
は360°の展望です。山頂宿泊の特権は、豪華な日没風景と荘厳な日の出に身を置けるゆったり流れる時間です。さらに、夜は満点の
星と遠く瞬く下界の街の明かりを楽しんでください。歩き終えた後は、食事とお風呂と果樹園巡りで更に山形を満喫して下さい。

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：蒲谷、笠井

■旅行期間:平成29年7月27日（木）～28日（金）2日間　■発着地と旅行代金（会員･一般）:JR前橋駅集合・解散49,800円、
JR山形駅集合・解散34,800円　■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　■宿泊: 月山頂上小屋（相部屋となります）※寝具付
■食事:朝1昼1夕1　■募集締切:平成29年6月27日（火）　■利用バス会社: 株式会社上信観光バス

●旅行日程：6：00 前橋駅集合。専用バスにて山形駅へ11：30 山形駅集合組と合流。
7/27（木）/13：00 姥沢駐車場着。登山開始⇒月山ペアリフト下駅⇒月山ペアリフト上駅⇒牛首⇒頂上小屋 （約3.7ｋｍ）18：00 頂上小屋にて
夕食＆高橋先生ミニ講座＜頂上小屋泊＞
7/28（金）/7：00 頂上小屋発。登山開始⇒牛首⇒金姥⇒施薬小屋⇒湯殿山神社（約5.6ｋｍ）湯殿山神社より専用バスにて月山志津温泉へ 月山志
津温泉にて昼食＆温泉入浴　果樹園にて桃狩り体験。その後、専用バスにて山形駅経由前橋駅へ。山形駅着後、山形組解散 20：00　前橋駅着

伊達政宗の築いた仙台城（青葉城）と蒲生氏郷の築いた会津若松城（鶴ヶ城）、それに二本松城を
訪ねます。いずれも、みちのくの名城で、歴史の舞台にもなったところ
です。歴史の追体験ができるコースをご案内します。　小和田 哲男

小和田哲男先生と行く！ 日本の城郭シリーズ
みちのくの名城 “仙台城”“会津若松城”“二本松城”を訪ねる旅
　 講師：(公財)日本城郭協会理事長　小和田 哲男

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：菅原、笠井

■旅行期間：平成29年6月22日（木）～23日（金）2日間　■発着地：JR仙台駅集合・JR郡山駅解散　
■旅行代金：会員・一般 2～4名1室利用63,000円（一人部屋追加料金5,000円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行　
■宿泊：猪苗代温泉/リステル猪苗代ウイングタワー　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年6月1日（木）　■利用バス会社:郡山中央交通

今回は富山県の土蔵造りの傑作・中越銀行本店、高岡市では辰野式の赤レンガ建築・富山銀行
本店そして近代化遺産の清水町配水塔。石川県金沢では前田家を祀るステンドグラスのある尾
山神社神門、赤レンガの旧第四高等学校と旧石川県庁本館。福井県では北前船で巨万の富を築いた右近家住宅と洋館
別荘、それと三国港で廻船業を営んでいた旧森田銀行本店など3県の代業的な近代建築を巡ります。　増田 彰久

増田彰久先生と行く！ ～北陸編～富山・石川・福井
西洋館建築探訪３日間  講師：建築写真家　増田 彰久

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：蒲谷、笠井

■旅行期間:平成29年6月15日（木）～17日（土）3日間　■発着地:北陸新幹線富山駅集合、北陸新幹線金沢駅解散　
■旅行代金:会員・一般99,800円（一人部屋追加料金6,000円）　■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　
■宿泊:1日目ルートイン金沢駅予定、2日目ルートイン鯖江予定　■食事:朝2昼1夕2　■募集締切:平成29年5月11日（木）　
■利用バス会社:大和タクシー株式会社観光バス

●旅行日程：北陸新幹線新金沢駅12：00集合（●＝入場、〇外観）
6/15（木）/専用バスにて富山探訪「●旧中越銀行本店」「●富山銀行本店」「●清水町配管塔資料館旧配水塔」17：00頃ホテル到着＜金沢泊＞
6/16（金）/専用バスにて石川探訪 午前「●尾山神社神門」「●金沢聖霊修道院聖堂」「●旧第四高等中学校本館」「●旧石川県庁舎本館」山口
市内にて昼食。午後「●旧右近家住宅」「●旧昭和会館」17：00頃ホテル到着＜鯖江泊＞ 
6/17（土）/専用バスにて福井探訪　午前「●旧粟田部町町花筐文庫」「●福井聖三一教会教会堂」「●旧森田銀行本店」13：00頃　北陸新幹線金沢駅にて解散

＜主な訪問先＞●旧山崎家住宅主屋（旭川市）　●上川倉庫群（旭川市）　●華月館（滝川市）　●太郎吉蔵（滝川市）
●アルテピアッツア美唄（美唄市）　●旧桜井家住宅（美唄市）　●小林酒造と小林家住宅（栗山町） 他

第五弾

第六弾

●旅行日程：JR仙台駅12:30集合
6/22（木）/仙台駅出発－「仙台城跡（青葉城） ・ 仙台市博物館」（見学）－猪苗代温泉 ＊夕食前、小和田先
生よりミニ講座開講（30分程度予定）＜リステル猪苗代泊＞
6/23（金）/ホテル出発－「会津若松城（鶴ヶ城）天守・鶴ヶ城博物館・茶室麟閣」（見学）－会津若松市内（昼
食）－「二本松城跡（霞ヶ城公園）」（見学）郡山駅（16：00頃解散予定）

■旅行期間：平成29年3月6日（月）～9日（木）4日間　■発着地：那覇空港集合･解散　■旅行代金：会員･一般125,000円
■最少催行人員：15名様　■添乗員は同行しません　■宿泊：豊美城市/琉球温泉瀬長島ホテル、那覇市/ホテルJALシティ
■食事：朝3昼2夕3　■募集締切：平成29年2月17日（金）　■利用バス会社：那覇バス

高橋守男先生と行く！ ～山頂小屋泊で湿原に咲く花々を楽しむ～
東北月山の夏2日間

■旅行期間：平成29年5月12日（金）～13日（土）2日間コース　■発着地：松山空港発着・JR松山駅発着　
■旅行代金：会員・一般 59,000円（一人部屋追加料金1,500円）　■最少催行人員：20名様　■添乗員同行　
■宿泊：ホテルパティオドウゴ　■食事：朝1昼2夕0　■募集締切：平成29年5月2日（火）　■利用バス会社: 愛媛バス又はいずみ観光

月山山頂 

ホエールウォッチング（イメージ）ホエールウォッチング（イメージ）

会津若松城（鶴ヶ城）

月山山頂

志賀海神社

旧右近家住宅

日本遺産認定 祝！

講師：｢深川和美の童謡サロン｣
　　  主宰　深川 和美

講師：日本体育協会公認 上級山岳指導員
　　  高橋 守男



※旅行の詳細はパンフレットをご請求下さい。お一人様のご参加大歓迎です。

おすすめの厳選講座（国内）
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上原稔先生と行く 東北桜の名所フォト紀行
講師：写真家　上原 稔

●旅行日程：出発地①苫小牧東港4/28 18:30集合 ②JR秋田駅4/29 9:00集合 ③秋田空港4/29 9:40集合
4/28（金）/19:30出発地①苫小牧東港発（新日本海フェリー）＜船中泊＞　4/29（土）/ 秋田フェリーターミナル－②JR秋
田駅－③秋田空港－角館桜まつり（街並み散策と昼食、撮影）－日本国花苑－菜の花ロード＜ホテルルートイン大館泊＞
4/30（日）/ ホテル－弘前公園（さくらまつり）－芦野公園・金木（桜まつり/見学・昼食）－ホテル＜駅前ホテルニューレスト泊＞
5/1 （月）/ ホテル－大鰐温泉（散策）－大鰐駅（弘南鉄道乗車･･･ローカル線の旅／在来線自由席））中央弘前駅－弘前駅
（到着地①）－青森空港（到着地②）

春・満開に咲く、花々。美しい桜と東北の風景を上原先生の案内のもとめぐります。日本の桜名所
100選にも選ばれている芦野公園。春には1500本の桜が咲き誇り、なかでも園内を走る津軽鉄道
を覆う桜のトンネルには、沢山の人が写真を撮りに訪れます。華やかな桜が老松と見事なコントラ
ストを描き、弘前公園の中で美しく咲き競います。夜になればライトアップされた桜がお城をめぐる濠の水面に浮かび、幻想的な
風情を醸し出し、その美しさは訪れる人々を魅了します。現在公園内には、ソメイヨシノを中心に、シダレサクラ、八重桜など、約
50種類2600本の桜が咲き誇ります。この時期にしか収められない絶景、コントラストを探しに一緒に出かけてみませんか。

あまり知られてはいないが訪れればとっても素晴らしい、そんな京都の「魅力小社寺」をご紹
介したいと思います。より深く京都を探求してみたい、もっといろいろな社寺を知ってみた
い。そんな方にお薦めの2日間です。ぜひご参加下さい。

旅行ペンクラブ会員小嶋忠良先生と行く
あまり知られていない京都の隠れた古刹を巡る2日間

●旅行日程：
5/12（金）13：00/JR京都駅－修学院界隈徒歩拝観（赤山禅院、鷲森神社、曼殊院、など）－宿泊ホテル（16：30頃）
＜アークホテル京都泊＞
5/13（土）9：00/ホテル－一乗寺界隈散策（圓光寺、詩仙堂、野仏庵、金福寺、など）－JR京都駅（16：30頃）

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：小笠原、笠井

■旅行期間：平成29年5月12日（金）～5月13日（土）2日間　■発着地：JR京都駅集合・解散　
■旅行代金：会員・一般47,000円（一人部屋追加料金3,000円）　■最少催行人員：15名　■添乗員同行　
■宿泊：アークホテル京都　■食事：朝1昼1夕0　■募集締切：平成29年4月20日（木）　■利用バス会社：都観光バス

250年もの間キリスト教禁令下にあった日本において、なおも信仰を守り続けた人 「々キリシタン」に心を寄せる旅
です。迫害や弾圧の苦しみの中、彼らは何を見上げていたのか、世界遺産候補に登録された長崎の大浦天主堂、映
画にもなった遠藤周作の『沈黙』の舞台・外海の出津教会などをめぐりながら、神父不在の中にあっても
祈り続けたキリシタンのまなざしを追います。

祈りの地 長崎教会群 キリシタンのまなざしを辿って
講師：寺と神社の研究家・エッセイスト　吉田さらさ　主な著書・「長崎の教会」

●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい。福岡空港11:00集合
5/22（月）/福岡空港－平戸・紐差教会－平戸ザビエル教会－田平教会－佐世保＜ホテルリソル佐世保泊＞
5/23（火）/ホテル－外海・黒崎天主堂－枯松神社－遠藤周作文学館－ド・ロ神父記念館－出津教会・救助院－長崎＜エスペリアルホテル長崎泊＞
5/24（水）/ホテル－浦上天主堂－二十六聖人記念聖堂－聖コルベ館－大浦天主堂－長崎駅解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野

■旅行期間：平成29年5月22日（月）～24日（水）3日間　■発着地：福岡空港集合 JR長崎駅解散　
■旅行代金：会員・一般77,000円（一人部屋追加料金2,000円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行　
■宿泊：佐世保/ホテルリソル佐世保、長崎/エスペリアルホテル長崎　■食事：朝2昼1夕2
■募集締切：平成29年4月20日（木）　■利用バス会社:長崎バス観光（株）

健康
癒し
健康
癒し
今回訪れる戸隠は「日本一の野鳥の宝庫」とも呼ばれるほど、多くの野鳥たちと出会えるフィールド
です。特にこの時期は南の国から帰って来た夏鳥たちも勢ぞろいして、新緑がまばゆい森は鳥たちの大コーラスと
愛らしい姿をたっぷりと観察できる最適のシーズンです。ぜひ、ご一緒に鳥たちとの出逢いを楽しみましょう。

日本野鳥の会 会員 岩崎健二先生と行く 夏鳥バードウォッチング
初夏の戸隠・信濃をたずねて

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL: 06-6204-0505　担当：長崎、島本、田村

■旅行期間:平成29年6月4日（日）～6月6日（火）3日間　■発着地:JR新大阪駅発着・JR長野駅発JR黒姫駅着 
■旅行代金:会員・一般 新大阪駅発3名1室58,800円/2名1室59,800円/1名1室62,800円、長野駅発3名1室52,000円/
　2名1室53,000円/1名1室56,000円　■最少催行人員:18名様　■添乗員同行　■宿泊: 戸隠高原ホテル 
■食事:朝2昼2（新大阪発は3）夕2　■募集締切:平成29年5月19日（金）　■利用バス会社: 株式会社ミツワサービス

｢飛騨匠制度」は、奈良時代に飛騨に対して定められた木工技術者を都へ送ること
で税に当てる全国唯一の制度で、飛騨の自然に育まれた「木を生かす」技術や感性
が高山文化の基礎となっています。日本遺産に認定された、高山市内の社寺建築
群や近世の大工一門の作品群、伝統工芸など、「飛騨の匠の技・こころ」にふれて頂
きます。

「飛騨匠の技・こころ」にふれる旅

●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい JR高山駅 昼ごろ集合
5/16（火）/JR高山駅－飛騨高山まちの博物館－石橋廃寺－国府町文化財収蔵庫－荒城神社－安国寺－阿多由太神社－高山市内ホテル　
5/17（水）/ホテル－朝市および高山陣屋－古い街並/屋台会館－高山市内レストラン昼食－飛騨産業工場－JR高山駅16：30頃解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野、三重野

健康
癒し
健康
癒し

激動の2017年の夏の旅。豊かな自然に触れ、時空を超えた簡素な生き方を学ぶ。これが今回の旅の
テーマ。梅雨時とはいえ、清冽な高地信州は晴天が多い。昼は上高地の新緑を堪能し、夜は千の蛍が乱
舞する辰野の蛍狩。宿は出湯の諏訪泊まり。翌日は赤沢美林の檜の森林浴。中山道妻籠宿の面影に木曽人の知恵を知り、文豪
藤村の記念館の佇まいからは洗練された簡素な生き方を学ぶ。二日間、のんびりと俳句の句材探しは今までの旅とは違う蘇生
したような感動に出会うことでしょう。俳句を知らない方もバスの中で楽しく俳句を学べます。どうぞご参加下さい。

宮坂静生先生と行く 信州俳句吟行の旅
～上高地・辰野のホタル・木曽巡り～
講師：信州大学名誉教授、俳句誌「岳」主宰、現代俳句協会会長　宮坂 静生

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：麻生、前野

■旅行期間：平成29年6月14日（水）～15日（木）2日間　■発着地：JR松本駅集合･JR塩尻駅解散　
■旅行代金：会員・一般52,000円（和室4名様1室利用）　■最少催行人員：20名様　■添乗員同行　
■宿泊：RAKO華乃井ホテル　■食事：朝1昼2夕1　■募集締切：平成29年5月15日（月）　■利用バス会社：柿木観光バス

司馬遼太郎が称えた「日本でもっとも豊かな隠れ里」である熊本県南部の人吉・球磨地区は、領主相良氏が700年間
統治し、領主から民衆が一体となった町づくりの精神や寺社や仏像群などを信仰する文化が生まれ、進取の精神を
持って外来の文化を吸収するなど、保守と進取、双方の精神から昇華された文化の証が集中して現存する非常に珍

しい地域で、文化庁が定める「日本遺産」にも認定されています。国宝や国・県指定の
重要文化財が多く残るこの地域で、今回は仏像に焦点を当て、大倉先生に解説をいた
だきながら旅をします。どうぞこの機会に、一味違った「仏像の旅」に御参加下さい。

大倉隆二先生同行解説 司馬遼太郎が「街道を行く」で記した
「日本でもっとも豊かな隠れ里」に仏像を求めて
講師：元熊本県立美術館副館長　大倉 隆二

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野

■旅行期間：平成29年5月24日（水）～25日（木）2日間　■発着地：JR熊本駅集合・解散　
■旅行代金：会員・一般37,000円（一人部屋追加料金なし）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行　
■宿泊：ホテルサン人吉（洋室利用）　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年5月1日（月）　■利用バス会社：熊本電気鉄道バス

八尾が全国に誇る民謡「おわら風の盆」は三百五十年の歴史を持ち叙情豊かで気品高く、綿々とし
てつきぬ哀調の中に優雅さを失わぬ詩的な唄と踊りです。毎年9月1日から3日の本祭りを見学に訪れる観光
客は20万人以上と言われますが八尾町内では1,000名程度しか宿泊出来ない状況の為、午後9時過ぎには殆どの見学者は県内及
び隣県の宿泊施設に帰ることを余儀なくされます。また、町中にある30軒程度の食事施設は夕食の時間は大変混雑しゆっくり食事
をとる事も出来ません。今回、ゆっくり唄や踊りをお楽しみ頂く「町屋で楽しむおわら風の盆」を企画しました。町屋を拠点に各町の唄
と踊りを見学頂くと共に、地元の写真家・東澤光明氏による講話、町屋での夕食や出前による唄と踊りを室内でお楽しみ頂きます。

町屋で楽しむ越中八尾おわら風の盆
講師：富山市在住写真家　東澤 光明

●旅行日程：JR富山駅 11:20集合
9/2（土）/富山駅－富山市内昼食－ホテル－八尾－八尾町内町屋（町屋を拠点に各町の「おわら風の盆」を鑑賞・写真家 東澤光明氏による「お
わら風の盆」の講演・松花堂弁当の夕食・「おわら風の盆」の出前を鑑賞・町屋を拠点に各町の「おわら風の盆」を鑑賞）－ ホテル帰着＜ホテル
森の風立山または砺波ロイヤルホテル泊＞  9/3（日）/10:00ホテル発－11:00JR富山駅（着後解散）

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:052-269-2459　担当：岩永、柴、小野

■旅行期間：平成29年9月2日（土）～9月3日（日）2日間　■発着地：JR富山駅　
■旅行代金：会員・一般66,000円（一人部屋追加料金5,400円）　■最少催行人員：15名　■添乗員同行　■宿泊：ホテル森の
風立山または砺波ロイヤルホテル　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年8月12日（土）　■利用バス会社：高岡交通（株）

日本ワインは再び新しい時代を迎えつつあります。今回の旅ではそんな日本ワ
インブームの台風の目と言える「北海道」の余市と空知へご案内します。大手資
本はまだあまり入っておらず、個人経営の小さなワイナリーが数多く存在してい
ます。寒冷地のため、ブドウ栽培は困難をきわめ、そのような自然の厳しさと闘
いながら、情熱を注いでワイン造りに励むワイナリーを皆様へご紹介します。

細谷志朗先生がご案内する 日本ワインの新天地 北海道ワイナリー紀行
～余市・空知を巡って～ 講師：ワインアドバイザー　細谷 志朗

京都・奈良 人気の仏像巡礼　　　平安・鎌倉の浄土憧憬
～京都 奈良に美麗の阿弥陀如来を訪ねて～ 
講師：愛知県立芸術大学名誉教授・仏教美術研究家　熊田 由美

●旅行日程：京王プラザホテル札幌 8:00集合
8/26（土）/ホテル出発－オチガビワイナリー（昼食）－ニッカウィスキー余市蒸留所－ドメーヌ・タカヒコ－ホテル着
後和食の夕食（個室）お食事時に「細谷先生によるワイン講座」開催（お食事時にグラス2杯のワインをご提供予定）。
＜京王プラザホテル札幌泊＞ 　8/27（日）/ ホテル出発－山崎ワイナリー－タキザワワイナリー－サッポロビール
園（ジンギスカンとビール飲み放題）－15:00札幌駅解散－16:30新千歳空港解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：矢沢、前野

■旅行期間：平成29年8月26日（土）～27日（日）2日間　■発着地：京王プラザホテル札幌集合・JR札幌駅または新千歳空港解散
■旅行代金：会員・一般89,800円（一人部屋追加料金6,000円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行
■宿泊：京王プラザホテル札幌　■食事：朝1昼2夕1　■募集締切：平成29年5月15日（月）　■利用バス会社：北都交通バス

この度、加賀在住の塗師辻石齋先生に同行をお願いし、普段では立ち入ることの出来ない蒔絵や九谷焼、木工など
茶道具を主に取り扱う老舗の工房を特別に見学する旅を企画しました。また、辻先生に手ほどきを受けながらの
蒔絵体験教室も開催し、加賀の伝統文化の側面を味わっていただきます。この山代・山中温泉一帯は魯山人（大
観）が看板彫刻の仕事場として別荘を与えられた所、九谷焼によって初めて陶芸に開眼したところで山中塗の老舗
である辻石齋先生の店舗にも魯山人が立ち寄り、漆器作りの指導を求めながら、親交を深めたという歴史が残っ
ています。加賀の伝統文化と北大路魯山人の逸話なども伺いながら、加賀のひと時をお楽しみ下さい。
●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい。
6/13（火）/JR金沢駅11:00＝小松空港11:40－JR加賀温泉駅12:10－萬有庵（蒔絵体験教室実施/魯山人談話）－九谷焼・窯元須田青華（魯
山人が初めて陶芸に開眼した窯元/登り窯、工房見学・魯山人談話）－国指定有形文化財いろは草庵（魯山人寓居跡見学）－17:30山中温泉
＜河鹿荘ロイヤルホテル泊＞ 6/14（水）/8:30ホテル出発－山中うるし座（山中漆器伝統産業会館/轆轤引きの実演や人間国宝の山中漆器作
品の見学）－九谷焼窯元昧渓窯（茶器専門/四代目矢口永寿工房見学）－山中温泉内にて加賀魯山人弁当（昼食）－木地挽き工房（木の器の製作
工房見学）－14:20ＪＲ加賀温泉駅－15:00小松空港＝16:00ＪＲ金沢駅

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野

■旅行期間：平成29年6月13日（火）～14日（水）2日間　■発着地：JR金沢駅、小松空港、JR加賀温泉駅の各所集合・解散　
■旅行代金：会員・一般45,000円（一人部屋追加料金4,500円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行　
■宿泊：河鹿荘ロイヤルホテル（洋室利用）　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年5月19日（金）　■利用バス会社：きらめき観光バス

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野

■旅行期間：平成29年5月8日（月）～9日（火）2日間　■発着地：JR京都駅集合・近鉄奈良駅解散
■旅行代金：会員・一般52,000円（一人部屋追加料金3,000円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行
■宿泊：奈良プラザホテル　■食事：朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年4月10日（月）　■利用バス会社:京都観光バス

～霊峰白山を眺め、森に埋もれ、苔に覆われた中世巨大寺院、白山平泉寺跡から福井平野へ。泰澄大師白山開山１３００年の今、人々の信仰の
よりどころとなっている古への仏像群を巡ります～冬から春にかけて、福井平野からはその東方に神々しく輝く白山を見ることができます。はる
か昔よりこの地に住む人々から仰がれてきた霊峰は、仏教が伝来し広まっていくにしたがって仏が住まう浄土と考えられるようになり、白山を遥
拝することのできる地には寺院が開かれ白山信仰の拠点となっていきました。（福井市立郷土歴史博物館・福井の仏像展パンフレットより）

福井の仏像と白山信仰を訪ねて～泰澄生誕の地 越前に平安の秘仏、仏像群を巡る旅～
講師：福井市立郷土歴史博物館学芸員　藤川 明宏

●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい。JR福井駅前12:30集合
6/23（金）/ JR福井駅 －福井藩主松平家菩提所・大安禅寺（文殊菩薩坐像） －滝波五智如来堂（修復なった木造大日如来坐像） －県内屈指の文化財の宝庫
大谷寺（越知山三所権現像･･･十一面観音、阿弥陀如来、聖観音） －福井市内ホテル着＜ユアーズホテルフクイ泊＞
6/24（土）/午前中、勝山市の白山神社・平泉寺跡、歴史探遊館 －市内に戻り昼食。午後八坂神社（社殿改築で発見された平安時代の仏像群・十一面女神坐像、
阿弥陀如来坐像等） －福通寺・朝日観音（秘仏正観音、千手観音）～日吉神社（非公開・大日如来） － 16:00頃　JR福井駅前解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：前野

■旅行期間：平成29年6月23日（金）～24日（土）2日間　■発着地：JR福井駅前集合・解散　■旅行代金：会員・一般50,000円
（一人部屋追加料金2,000円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員同行　■宿泊：ユアーズホテルフクイ
■食事：朝1昼1夕0　■募集締切：平成29年5月29日（月）　■利用バス会社:福井交通または京福バス

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL: 06-6204-0505　担当：長崎、島本、田村

■旅行期間:平成29年4月28日（金）～5月1日（月）4日間　■発着地:出発地①苫小牧東港 ②JR秋田駅 ③秋田空港、到着地①JR弘前駅 ②青森空港 
■旅行代金:会員・一般4/28苫小牧東港出発98,500円、4/29現地合流79,500円（一人部屋追加料金500円） 
■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　■宿泊:4/29 ホテルルートイン大館、4/30 駅前ホテルニューレスト（シングルルームのみ） 
■食事:朝2（フェリー乗船の方は３回）昼2夕1　■募集締切:平成29年4月13日（木）　■利用バス会社:秋田中央トランスポートまたは秋田観光バス

●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい。JR熊本駅西口 11：50集合 12：00出発予定
5/24（水）/JR熊本駅出発＝（高速道路）＝青井阿蘇神社（参拝）－人吉城歴史館/人吉城（参観）－願成寺
（参拝）－大信寺（参拝）－人吉＜ホテルサン人吉泊＞　
5/25（木）/8:00ホテル出発－高寺院（参拝）－勝福寺（参拝）－ 阿蘇釈迦堂（参拝）－青蓮寺（参拝）－
湯前町（昼食）－宝陀寺観音（参拝）－城泉寺（参拝）＝（高速道路）＝17:00頃熊本駅

●旅行日程：昼食をお済ませの上ご集合下さい。JR京都駅12:00集合　
5/8（月）/JR京都駅－永観堂 禅林寺（「永観遅し」みかえり阿弥陀）－大報恩寺（千本釈迦堂・木造六観音菩薩像）
－仁和寺（霊宝館開館中、国宝・阿弥陀三尊特別開扉） －天理市へ ホテルにて夕食＜奈良プラザホテル泊＞
5/9（火）/ホテル－安倍文殊院（快慶作・国宝本尊騎獅文殊菩薩像、善財童子他）－長岳寺（阿弥陀三尊像）－
柳生・円成寺（運慶・国宝大日如来坐像）－昼食－浄瑠璃寺（九体阿弥陀如来坐像、秘仏『吉祥天女像』特別開扉）－近鉄奈良駅16:00解散予定 
※九体阿弥陀如来像は２体程度順番に修理になる可能性があり、九体すべてを拝観できない場合もありますが、詳細は未定です。

●旅行日程：出発地 ①新大阪駅バス駐車場 7:50集合 ②長野駅14:30集合
6/4（日）/8:00新大阪発－長野駅－戸隠・森林植物園(バードウォッチング)－ホテル17:10頃＜戸隠高原ホテル泊＞
6/5（月）/■ご希望のお客様は早朝のバードウォッチングへご案内します（小鳥ヶ池）終日、戸隠森林植物園にて
バードウォッチングをお楽しみ下さい（戸隠蕎麦の昼食）＜戸隠高原ホテル泊＞
6/6 （火）/ ホテル－信濃・御鹿池－野尻湖・象の小路－お弁当－道の駅しなの・ふるさと展望館(お買い物)－ 
14:00頃黒姫駅解散－19:30頃新大阪駅解散

■旅行期間：平成29年5月16日（火）～17日（水）2日間　■発着地：JR高山駅
■旅行代金：会員・一般45,000円（一人部屋追加料金3,000円）　■最少催行人員：12名様　■添乗員同行
■宿泊：飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ　■朝1昼1夕1　■募集締切：平成29年4月5日（水）　■利用バス会社：斐太バス（株）

●旅行日程：JR松本駅集合 09:45集合
6/14（水）/松本駅出発－上高地バスターミナル発…河童橋…★昼食は上高地（予定）…明神池…河童橋…上高地バスターミナル着・発－諏訪
下社春宮（見学）……万治の石仏（見学）－上諏訪着。ホテル内宴会場にて夕食。夜：夕食後、松尾峡・ほたる童謡公園のほたるを見学。※夕食まで
に、嘱目２回投句。句会を開く時間がないため、バス車内で先生が指導。先生が２回とも選句して、２回目は後日個人に返却する。入賞者には
色紙呈上。＜上諏訪温泉泊＞ 6/15（木）/ホテル出発－木曽平沢（漆器見学）－鳥居峠－薮原－興禅寺－木曽福島（昼食）－上松・赤沢自然休養
林散策－須原（八重桜の漬物）－＜中仙道＞妻籠－馬籠（藤村記念館）－17:00頃JR塩尻駅着・解散

普段では見学の出来ない加賀の伝統工房見学を実現！蒔絵の体験教室も開催します。

塗師 辻石齋先生同行 
北大路魯山人と加賀の伝統文化に触れる旅

第二弾

日本遺産認定 祝！

ほたる童謡公園のホタル乱舞
（イメージ）

辻石齋先生の工房 萬有庵

タキザワワイナリー

青井阿蘇神社楼門（国宝）

※写真撮影・掲載
に当たっては大司
教区の許可をいた
だいています。

曼殊院

詩仙堂

浄瑠璃寺本尊 九体仏

福通寺秘仏
正観音像



㈱日放ツーリスト ＜旅行企画・実施：旅行会社＞ 日新航空サービス㈱
ＴＥＬ０３-５３５８-１６８0　ＦＡＸ０３-５３５８-１６９０

担当部署：リテール一部　受付時間：月～金9：30～18：15（土日祭日休み）
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー（地下鉄中野坂上徒歩２分）

総合旅行業務取扱管理者　菅原仁 [観光庁長官登録旅行業第463号]

ＴＥＬ０３-３４８１-７６６６　ＦＡＸ０３-３４８１-７６６４　
担当部署：団体営業部　受付時間：月～金9：30～18：15（土日祭日休み）

〒150-0047 東京都渋谷区神山町4－14 第三共同ビル（NHK放送センター西口徒歩１分）
総合旅行業務取扱管理者　小林勲 [観光庁長官登録旅行業第665号]

ここに記載したご旅行条件は当社らの旅行条件の一部です。ここに定めた事項については別途お渡しする旅行条件書、最終日程表、並びに当社ら旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります。●募集型企画旅行契約と契約の成立【海外・国内共通】この旅行は、日新航空サービス㈱及び㈱日放ツーリスト（以下、「当社ら」といいます）が、
企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社らと募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約は当社らの承諾と申込金の受理をもって
成立するものとし、契約成立日は当社らが申込金を受理した日とします。
●旅行のお申込及び契約成立時期【海外・国内共通】
（1）当社ら所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申込いただきます。お申込金は旅行代金残金ご請求の際差し引かせていただきま
す。　（2）電話・郵便・ＦＡＸによる申込の場合、これらによる予約申込の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出しない場合は当社らは申込がなかったものと
して取り扱います。　（3）旅行締結は当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領時に成立します。
●旅行代金【国内】
特に注釈のない限り、満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。
●旅行代金に含まれるもの【海外・国内共通】
（１）旅行日程表に明示した航空、船舶鉄道、バス等利用の移動及び観光時〈ガイド料・入場料等〉の交通機関の運賃・料金　（２）旅行日程表に明示した宿泊代、税、サービ
ス料金〈２名１室利用を基準〉　（３）旅行日程表に明示した食事代　（４）手荷物運搬料金〈運送機関規定内〉　（５）団体行動中のチップ
●旅行代金に含まれないもの【国内】
コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 超過手荷物料金（規定の重量、容積、
個数を超える分について）。
●旅行代金に含まれないもの【海外】
（１）超過手荷物料金〈ゴルフ用具、スキー用具等は別途定められた空港手荷物規則によります〉　（２）ホテルルームメイド・ボーイへのチップ、クリーニング代、電報電話
料、飲食代、その他個人的性質の諸費用　（３）渡航手続諸費用〈旅行印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料金等〉　（４）お１人部屋を利用する場合の追加料金
（５）希望者のみ参加する場合のオプショナルツアー代金　（６）本邦内の空港施設使用料、航空保険料び海外での空港税、航空保険料、燃油サーチャージ　（７）日本国内
における出発空港までの交通費及び宿泊費並びに到着空港からの交通費及び宿泊費

●旅行契約の解除・払い戻し
お客様は以下に定める取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することができます。尚、「旅行契約解除日」とはお客様が当社らの営業日・営業時間内に解除
する旨をお申出頂いた時を基準と致します。
取消料【国内】
（１）旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以前の解除（日帰りに当たっては１１日目）　無料　（２）旅行開始日の前日より起算して20日目にあたる日から8
日目までの解除（日帰りに当たっては10日目）　旅行代金の20％　（３）旅行開始日の前日より起算して7日目から2日目までの解除　旅行代金の３０％　（４）前日の解
除　旅行代金の４０％　（５）出発日当日の解除　旅行代金の５０％　（６）旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合　旅行代金の100％
取消料【海外】
（１）旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算して遡って４０日目に当たる日以降３１日目にあたる日まで　旅行代金の１０％　
（２）旅行開始日の前日から起算して遡って３０日目に当たる日以降３日目にあたる日まで　旅行代金の２０％　（３）旅行開始日の前々日以降に解除した場合（旅行開
始後の解除または無連絡不参加の場合を除く）　旅行代金の５0％　（４）旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合　旅行代金の１００％「ピーク時とは１２月
２０日から１月７日、４月２5日から５月６日、７月２０日から８月３１日までをいいます。」
●旅行条件・旅行代金の基準【海外・国内共通】
この旅行条件は、２０１5年1月現在を基準としております。又、旅行代金は２０１5年1月4日以降に適用する運賃・料金・規則を基準としております。
●ご注意事項
参加者の数が旅行書面に記載した最少催行人数に達しなかったときは、旅行開始前より起算して２４日前までに旅行中止の旨を通知します。
●個人情報の取扱いについて
当社らは、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただく他、お客様がお申込いただいた旅行にお
いて運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

■　ご旅行条件（要約）＊下記旅行条件は、旅行会社２社共通です。お申込後、詳しい旅行条件（海外旅行・国内旅行）書面をお渡し致します。
⇦ http://www.nissin-trvl.co.jp/日新航空サービス 検索⇦ http://www.nippo-tourist.co.jp/ 日放ツーリスト 検索
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おすすめの厳選講座（海外） お一人様のご参加大歓迎です。
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教養 高木匡子先生と行くイタリアスケッチの旅

～ティレニア海･漁村･田園風景･糸杉･中世の町並み･路地･オリーブ畑etc.～
講師：現代パステル協会運営委員、日本美術家連盟会員　高木 匡子

世界遺産に登録されているチンクエテッレ（5つの大地）を、海辺に立つこぢんまりとしたお宿に連泊しながら訪ねます。中世が
息づく塔の町サン・ジミニヤーノと聖人フランチェスコ縁の町アッシジは、町の中と町の外側から引いて描くことができます。ま
さにスケッチポイントの宝庫といえる町です。海辺、漁村、糸杉並木、田園風景、中世の町並みと変化ある風景を高木先生とご
一緒に描きながら旅してみませんか。点移動する観光旅行とは異なる、“暮らすような旅”を実感していただけると思います。

●旅行日程：
5/12（金） 午前 成田発 空路乗り継いでジェノヴァへ＜ジェノヴァ泊＞
5/13（土） ポルトフィーノでスケッチ　午後サンタ・マルゲリータへ＜サンタ・マルゲリータ泊＞
5/14（日） サンタ・マルゲリータ滞在＜サンタ・マルゲリータ泊＞
5/15（月） サンタ・マルゲリータ滞在＜サンタ・マルゲリータ泊＞
5/16（火） 午前 サン・ジミニヤーノへ　午後スケッチ＜サン・ジミニヤーノ泊＞
5/17（水） サン・ジミニヤーノ滞在＜サン・ジミニヤーノ泊＞
5/18（木）午前 アッシジへ　着後スケッチ＜アッシジ泊＞
5/19（金）アッシジ滞在＜アッシジ泊＞
5/20（土）専用バスでローマへ ローマ発 空路乗り継いで成田へ　5/21（日）午前 到着後解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：赤羽、前野

■旅行期間：平成29年5月12日（金）～5月21日（日）10日間　■発着地：成田空港発着　■旅行代金：会員・一般398,000円
（一人部屋追加料金95,000円）　■最少催行人員：15名様　■添乗員：同行しません。現地係員が同行します。　
■宿泊：ジェノヴァ/アストリア、サンタ・マルゲリータ・リグレ/レジーナ・エレナ、サン・ジミニヤーノ/アンティーコ・ポッゾ、
アッシジ/ジオット　■食事：朝8昼0夕4　■募集締切：平成29年3月10日（金）

中村清次先生と行くシルクロード･シリーズ２０１７
古代パルティア国の大地に世界最西端の仏教遺跡を訪ねて
～母なる「大河・アムダリヤ」と、「トルクメニスタン」の旅～
ウズベキスタン・トルクメニスタン８日間（ヒヴァ・クニャウルゲンチ・ニサ遺跡・メルブ遺跡・ブハラ）
　　　　　　　 　 講師：元NHKシルクロード取材班団長　中村 清次

●旅行日程：
5/26（金） 航空機にてタシケントへ<タシケント泊>
5/27（土） 空路ウルゲンチ、到着後ヒヴァへ。イチャンカラ観光（世界遺産)<ヒヴァ泊>
5/28（日） クニャウルゲンチへ移動、観光（世界遺産)、空路アシハバードへ<アシハバード泊>
5/29（月） ニサ遺跡（世界遺産)ほか見学後、空路マリへ<マリ泊>
5/30（火） メルブ遺跡（世界遺産)民族舞踊を見ながら夕食<マリ泊>
5/31（水） ブハラへ。着後旧市街観光（世界遺産)<ブハラ泊>
6/1（木） 空路タシケントへ。市内観光。夕食後航空機にて帰国の途へ<機内泊>
6/2 （金）/成田空港午前着後解散

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：菅原、笠井

■旅行期間：平成29年5月26日（金）～6月2日（金）8日間　■発着地：成田空港発着　
■旅行代金：会員・一般418,000円（一人部屋追加料金64,000円）　■最少催行人員：14名様　■添乗員同行　
■宿泊：タシケント/シティーパレスホテル クラス泊、ヒヴァ/アジアホテル クラス泊、アシハバード/グランドトルクメンホテル クラス泊、
マリ/マリホテル クラス泊、ブラハ/アジアホテル クラス泊　■食事：朝6昼6夕7　■募集締切：平成29年4月3日（月）

野口昌夫先生と行く！ シチリア周遊建築の旅８日間
講師：東京藝術大学教授・工学博士　野口 昌夫

シチリアは前８世紀からギリシア人が海沿いに植民都市をつくる大ギリシア圏の時代から
始まり、その後ローマ人が支配します。その後アラブ人に征服されノルマン人支配下のア
ラブ・ノルマン様式で中世都市を築いていきます。最後には１７世紀末の大地震によって
南東部の都市が崩壊し、見事なバロック様式で都市が再建されます。このような２０００年
以上にわたる多民族の支配による歴史の積層が都市と建築の中に見ることができるシチリアのすべてを、資料を配布
し実物を目の前にして解説する貴重な機会となりますので、ふるってご参加いただきたいと思います。  野口 昌夫
●旅行日程： 
5/16（火） 午後 成田発 空路乗り継いでカターニャへ　着後、専用車でタオルミナへ＜タオルミナ泊＞
5/17（水） タオルミナ視察、シラクーザ視察＜シラクーザ泊＞　5/18（木） ノート視察、モディカ視察、ラグーサ視察＜ラグーサ泊＞
5/19（金） ピアッツァ・アルメリーナ視察、エンナ視察、アグリジェント視察＜サンタ・マルゲリータ泊＞
5/20（土）パレルモ視察、モンレアーレ視察、チェファール視察＜パレルモ泊＞
5/21（日）セジェスタ視察、エリーチェ視察、セリヌンテ視察＜パレルモ泊＞
5/22（月）午前 専用車にて空港へ　パレルモより空路乗り継いで成田へ＜機内泊＞　5/23（火）午前 到着後解散

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：蒲谷、笠井

■旅行期間:平成29年5月16日（火）～23日（火）8日間　■発着地:成田空港発着　
■旅行代金:会員・一般398,000円（一人部屋追加料金50,000円）　■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　
■宿泊: タオルミナ／ヴィラ・エスペリア、シラクーザ／ジョリー・アレトゥーザ・パレス、ラグーサ／メディテラネオ・パレス、
　アグリジェント／コーレ、パレルモ／サンパウロ・パレス　■食事:朝6昼5夕5　■募集締切:平成29年4月14日（金）

石井万里子先生と行く
ベストシーズンに訪れる オーストリアの旅
～マリアテレジア＆エリザベートの足跡を感じ、スパイスブーケの香りを楽しむ～
講師：マインシュティール本校「グリューン」主宰　石井 万里子

記念すべき年のベストシーズンにオーストリアを巡ります。ハプスブルク家の歴史を感じ、アルプスを望むメルヘン
チックな街、ザルツブルクでマインシュティールの原点のスパイスブーケやクロスターアルバイテンを捜す旅です。そ
の他、エリザベートがフランツヨーゼフ皇帝と出会った町、バート・イシュルでお二人が好んだスウィーツを楽しんだ
り、エリザベートの美しい姿を想い浮かべながら、カイザービラの邸宅を巡ります。旅の終盤はバロックの美しさ漂

う大人の街ウィーンにてゆったりと3連泊します。
●旅行日程：
6/26（月） 午前 成田発 空路乗り継いでミュンヘン、着後ザルツブルクへ＜ザルツブルク泊＞
6/27（火） ザルツブルク終日散策、スパイスブーケを扱うショップ巡り＜ザルツブルク泊＞
6/28（水） ハプスブルク家ゆかりの地バート・イシュル観光後メルクへ＜メルク泊＞
6/29（木） メルク修道院見学後、デュルンシュタインのワイナリーへ。その後ウィーンへ＜ウィーン泊＞
6/30（金） ウィーン終日観光（シェーンブルン宮殿 宝物館 シシィ博物館）＜ウィーン泊＞
7/1（土）   午前：蚤の市 美術史博物館　午後：自由行動＜ウィーン泊＞
7/2（日）   午前　ウィーン発　空路乗継ぎ帰国の途へ＜機内泊＞　7/3（月） 午前 成田着後解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：矢沢、前野

■旅行期間：平成29年6月26日（月）～7月3日（月）8日間　■発着地：成田空港発着　
■旅行代金：会員・一般432,000円（一人部屋追加料金60,000円）　■最少催行人員：12名様　■添乗員同行　
■宿泊：ザルツブルク/クラウンプラザ、メルク/ツア・ポスト、ウィーン/インターコンチネンタル　全ホテル4星クラス利用　
■食事：朝6昼1夕3　■募集締切：平成29年4月12日（水）
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佐古孝子先生と行く ～オーストリアとハンガリーの芸術工芸を巡る～
スワロフスキー本社見学とオーストリア・ハンガリーの旅
講師：日本創作ビーズ織り協会会長・スワロフスキー認定インストラクター　佐古 孝子

オーストリアとハンガリーの２カ国を訪れ、ビーズや刺繍を中心にヨーロッパの手芸工芸の技術を見学する旅です。
オーストリアの古都インスブルック近くにあるスワロフスキー本社を訪ね、佐古先生がスワロフスキーの認定インスト
ラクターの称号を授かっていることから通常では見学できない本社の中を皆様と共に見学させていただける機会を
得ました。ウィーンではシェーンブルン宮殿内の素晴らしい調度品の数々やプチポワンをご覧いただき、ハンガリーで
は高級磁器へレンドの工房を訪れ職人の実演を見学します。最後のブダペストでは市内見学のほか、手芸工芸関連
の場所にご案内いたします。スワロフスキーに始まり、プチポワン、へレンドやハンガリー刺繍などビーズ織りのデザイ
ンの参考となる芸術工芸の旅をご堪能いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

●旅行日程：
9/21（木） 羽田発 空路ミュンヘン、着後バスでインスブルックへ＜インスブルック泊＞
9/22（金） 午前～午後：スワロフスキー本社見学 夕刻：インスブルック発→ウィーンへ＜ウィーン泊＞
9/23(土) 午前：シェーンブルン宮殿見学 午後：ウィーン市内見学＜ウィーン泊＞
9/24（日） 午前：バスで国境を越えて、磁器の里“へレンド”へ、へレンドの工房と博物館を見学後、
　　　　  ブダペストへ＜ブダペスト泊＞
9/25（月） 終日：ブダペスト市内見学＜ブダペスト泊＞
9/26（火） 終日：ブダペスト市内の手芸工芸に関連した場所を見学。＜ブダペスト泊＞
9/27（水） 午前：ブダペスト発、空路乗り継いで帰国の途へ＜機内泊＞
9/28（木） 午前：羽田着後、解散

問合せ・申込み：㈱日放ツーリスト　TEL:03-3481-7666　担当：麻生、前野

■旅行期間：平成29年9月21日（木）～9月28日（木）8日間　■発着地：羽田空港発着予定　■旅行代金：会員・一般380,000円
■最少催行人員：20名様　■添乗員同行　■宿泊：インスブルック/ヒルトン、ウィーン/インターコンチネンタル、ブダペスト/ソフィテル
■食事：朝6昼5夕3　■募集締切：平成29年7月21日（金）

2016年度アメリカツアープランニングコンテスト準グランプリ受賞
絶景に乾杯！ ―心と喉を潤すオレゴンの旅―

夢と憧れ、そして希望がいっぱいのデスティネーション、アメリカ。2015年度は全世界より過去
最多7751万人の訪問者を誇りました。まだまだ知られていないアメリカの魅力をお伝えすべ
く、『2016年ツアープランニングコンテスト準グランプリ』に選ばれたコースをツアー設定致し
ます！今回準グランプリに輝いたコースは、オレゴン州の素晴らしい大自然と、この地を語る上
で欠かせない拘りのクラフトビールを楽しむ旅。『美味しいビールで喉を潤し、ここでしか味わ
えない絶景・体験・食を通じて心を潤し、満たす旅！』です。さあ、2016年度ツアープランニング
コンテスト準グランプリに輝いた絶好のコースでいざアメリカへ!!皆様のお問い合わせお待ち
しております。（詳しい行程、パンフレットは３月発表予定。ご希望のお客様へ郵送します。）

【行程】　　
各地～成田空港～オレゴン州・ポートランド～全米一の透明度を誇るクレーターレイク国立公
園～オレゴン州トップのビールタウンベンド～ロッククライマーの聖地スミスロック州立公園
～マウントフッドハイキング～コロンビア渓谷～全米一環境に優しい街、自由な街ポートランド
～成田空港～各地　※8日間予定（7月、8月設定予定）お楽しみに♪問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL: 06-6204-0505　担当：長崎、島本、田村

昨年大変好評だった中央アジアシリーズの第2弾として、ウズベ
キスタン・トルクメニスタン8日間を企画しました。旅の第一の目
的として、中村先生の判り易い解説のもと世界最西端の仏教遺
跡・メルブ遺跡（世界遺産）を訪ねます。他にも世界遺産４ヶ所（ニ
サ遺跡・イチャンカラ・クニャウルゲンチ・ブハラ）見学など魅力
満載のツアーです。

マリアテレジア生誕300年！
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秋山秀一先生と行く 気軽に世界を巡る旅 大自然探訪モンゴル4日間
講師：元東京成徳大学教授　旅行作家・エッセイスト　秋山 秀一

今回の旅先はモンゴルです。モンゴルの大地、テムジン、そして、
チンギスハーンの故郷の世界を旅します。首都ウランバートルの
他、テレルジ国立公園を訪ね、遊牧民の家を訪問し、満天の星空
を眺めながら、心に秘めた願いを託したい・・・、と思います。皆様
の旅がより有意義で楽しいものとなるように、私もお手伝いしま
す。この機会に一緒にモンゴルへ旅に出ませんか。　秋山 秀一
●旅行日程：
9/1（金） 成田空港より空路ウランバートルへ＜ウランバートル泊＞
9/2（土） テレルジ国立公園へ　遊牧民ゲル訪問など　※天候が良ければ感動の星空鑑賞＜テレルジ泊＞
9/3（日） ウランバートル市内観光。スフバートル広場など＜ウランバートル泊＞　9/4（月） ウランバートルより空路成田へ

問合せ・申込み：日新航空サービス㈱　TEL:03-5358-1680　担当：小笠原、笠井

■旅行期間：平成29年9月1日（金）～9月4日（月）4日間　■発着地：成田空港発着　
■旅行代金：会員・一般198,000円（一人部屋追加料金20,000円※ウランバートル市内ホテルのみ。ツーリストキャンプでの
1名1室利用はお受けできません。）　■最少催行人員：12名様　■添乗員同行　■宿泊：ウランバートル/チンギスハーンホテル
又は同等クラス、テレルジ/ツーリストキャンプ（ゲル）　■食事：朝3昼2夕3　■募集締切：平成29年7月13日（木）

アッシジ

モディカ

世界最西端の仏教遺跡　メルブ遺跡

神秘のクレーターレイクオレゴン最高峰マウンドフッドクライマーの聖地スミスロック 雄大なコロンビア渓谷

詳しい行程、パンフレットは３月発表予定
予
告
!

　ニサ遺跡

バート・イシュル

スワロフスキー本社



お申込み先:神戸教室　TEL 078-360-6198
［受付時間] 月～土9:30～19:00　日曜 9:30～15:00
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸6F

お申込み先:青山教室　TEL 03-3475-1151
[受付時間] 月～金9:30～20:00 土曜9:30～17:30 日曜9:30～16:00
〒107-8601東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館4F
【旅行企画・実施】(株)日放ツーリスト(観光庁長官登録旅行業第665号)

お申込み先：八王子教室　ＴＥＬ ０４２－６４８－０５５１
［受付時間］月～土9：30～18：30
〒192-0046 東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア10階

お申込み先:京橋教室　TEL 06-6358-3377
[受付時間]月～土10:00～19:00　日曜 10:00～15:00
〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-7 K2ビル 3F

お申込み先：千葉教室　ＴＥＬ ０４３－２０２－７２３１
［受付時間］月～金9:30～18:00 土曜9:30～16:00　
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビルディング8階 

お申込み先：前橋教室　ＴＥＬ ０２７－２２１－１２１１
［受付時間］月～木 9：30～19：00 金曜 9：30～18：００ 土曜 9：30～17：00
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県昭和庁舎3階

お申込み先：柏教室　ＴＥＬ ０４－７１４８－１７１１
［受付時間］月～土9：30～18：00 日曜9:30～15:00
〒277-0842 千葉県柏市末広町4-16 小田山ビル4階

お申込み先：川越教室　ＴＥＬ 049－222－2010
［受付時間］月～木10：00～19：00 金・土10：00～17：00 第2・4日曜10：00～15：30
〒350-0042 埼玉県川越市中原町2-2-1 ３階

お申込み先：町田教室　ＴＥＬ ０４２－７２６－０１１２
［受付時間］月～土10：00～18：30 日曜10：00～14：30
〒194-0013 東京都町田市原町田4-1-17 ミーナ町田8階 

お申込み先:京都教室　TEL 075-254-8701
[受付時間] 月～金9:30～19:00 土曜9:30～18：00 日曜9:30～16:30
〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町99四条SETビル3F

お申込み先：練馬光が丘教室　ＴＥＬ ０３－３９７６－１６１１
［受付時間］月～土9：30～18：00 日曜9：30～16：00
〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA中央館4F

お申込み先:高松教室　TEL 087-823-6677
［受付時間] 月～土9:30～20:00　日曜9:30～12:00
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1-20 JR高松駅COM高松3階

お申込み先:梅田教室 TEL 06-6367-0880
[受付時間] 月～土9:30～19:00 日曜9:30～15:00
〒530-0017 大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビルオフィスタワー17階

お申込み先:豊橋教室 TEL 0532-54-4155
[受付時間] 月～土9:30～19:00 第2･4日曜9:30～14:00
〒440-0801愛知県豊橋市今橋町1-2 ＮＨＫ会館内4階

お申込み先：ユーカリが丘教室  ＴＥＬ ０４３－４６２－１１２１
［受付時間］月～金9:30～18:00 土曜9:30～17:00 第2・4日曜9:30～13:00
〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1 ウエストタワー2F

お申込み先:岐阜教室　TEL 058-264-6311
［受付時間] 月～土9:30～19:00　2･4日曜9:30～16:00
〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 アクティブＧ 3階

お申込み先:宇都宮教室　TEL 028-600-1311
［受付時間]月～金10:00～18:00 土曜10:00～17:00 日曜10：00～16：00
〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り4-1-1うつのみや表参道スクエア3F

お申込み先:横浜ランドマーク教室 TEL 045-224-1110
［受付時間] 月～金9:30～20:00 土曜9:30～18:00第2・4日曜10:00～16:00
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F

■実施日：3/30（木）二子玉川と静嘉堂文庫庭園
　10：30～14：30　※現地集合解散
■受講料:会員・一般3,564円

神奈川
鎌倉

これまで庭園の歴史は
分かりにくいものとさ
れてきました。
本講座では、平安時代
に関わる庭園や史跡、
博物館を訪ね歩いて、
庭園の歴史の源流を
紐ときます。

両岸４キロにわたり桜の淡いピン
ク、菜の花の黄色、そして青空のコン
トラストが見事な豊川市の佐奈川
堤、および豊川稲荷の境内にて人物
撮影の技術を学んでみませんか。背
景を生かした人物の配置や光の状
態などを初心者の方にもわかりやす
く説明します。

■実施日：各回第2土曜日 13：00～14：30　※現地集合解散
　4/8平安神宮と青蓮院、5/13風俗博物館と神泉苑、6/10平等院と
　源氏物語ミュージアム、7/8法金剛院と双ヶ丘、9/9大覚寺 大沢池
■5回受講料:会員・一般 14,040円

講師：京都市文化財保護課 文化財保護技師 今江 秀史

講師：アメリカプロ写真家協会会員　西郷 雅好

京都

首都圏にも、まだまだ身近な場所に
自然が残っています。そしてその自
然には不思議がいっぱいです。花や
木が語りかけてくる言葉を聴いて
不思議を発見する小さな旅に出か
けませんか。
樹木医で経験豊富な講師が、楽し
い旅の案内役をつとめます。きっと
自然の素晴らしさが見えてきます。

■実施日：4/2(日)9:30～14:30
　※豊橋駅または豊川駅集合
■受講料:会員･一般3,240円
　※別途モデル料実費徴収3,000円程度
　※一眼レフカメラまたはコンパクトカメラ持参。昼食代別

講師: 樹木医　石井 誠治

東京
都内

近畿の社寺、遺跡、庭園、花の名所
を訪ねます。空を覆うような参道
の巨木、手入れの行き届いた庭園、
山里の畦道に咲く小さな野草、
様々な植物でにぎやかな公園…。
立ち止まったり、話したり、休憩し
たりしながら歩きましょう。初めて
の方も歓迎いたします。

群馬ゆかりの作家や作品を「朗読」を
テーマにめぐる新シリーズ。万葉集か
ら現代の作品、星野富弘さんの詩な
ど。現地を訪れて作品の舞台を肌で
感じ、声に出して味わってみましょ
う。ランチも楽しめるコースです。

新田開拓は川越藩主・柳
沢吉保の時代。間口72ｍ
奥行き675ｍの土地は屋
敷地・耕作地・平地林に
分れ、環境に易しい循環
型農業が営まれ、多くの
農家が当時の地割を維
持して独特の景観が生ま
れました。江戸の姿が残
る「別世界」を訪ねます。

昨年も数々のコンクールに受
賞したこだわりの家族経営ワ
イナリーで、ワイン造りとワイ
ンの魅力を解説。畑見学と試
飲、特別にご用意したマダム
お手製ランチをお楽しみくだ
さい。春の爽やかなベスト
シーズンにキングスウェル英
国庭園にもご案内します。

■実施日:4月～9月指定金曜
　10:00～15:30 ※現地集合･解散
　4/14、5/12、6/16、9/22
■4回受講料:会員11,664円

講師：作家　楽 みゅう

近畿

鍋島侯爵（旧佐賀藩当
主）にゆかりをもつ渋
谷の閑静な街・松濤。
松濤公園を中心に美
術館などが点在するハ
イクラスな街並を散歩
しましょう。散歩のあ
とは大正浪漫が漂う
鍋島侯の洋館（大正３
年建造）でフレンチを楽しみます。建物が貴重な文化財の
一つとなっています。

■実施日：3/29(水)11:00～15:00 ※現地集合解散
■受講料:会員7,916円／一般8,240円 ※昼食代込み

講師：紀行エッセイスト・古道ウォーカー 金沢 正脩

静寂な山村と美しい風光を
背景に秩父路の四季をじっ
くり堪能しながら、秩父３４
ケ所観音霊場を２年かけて
ゆっくり巡る。地元研究家の
先導で回る名物講座です。秩
父の遺跡、神社、城跡、紅葉、
お花等、季節を味わいなが
ら、しっかり歩いてゆっくり
見学します。※ご希望の方に
はご朱印をお世話します。
 ■実施日：4月～9月 原則第3土曜 10：00～15：00
　4/15、5/20、6/17、7/15、9/16 　※現地集合解散
■5回受講料:会員13,500円

講師：元  秩父先達会会長　堀口 英昭

■実施日：4/24(月)10:00～16:00
　※西武線「所沢駅」改札口前10:00集合
■受講料:会員3,024円／一般3,240円※昼食代当日別途

■実施日：4月～9月
　各回第3木曜8：00～17：00　
　※JR前橋駅南口、またはJR高崎駅東口よりバス
■6回受講料:会員21,384円　毎回別途集金の教材費
　（バス代・食事代・入館料など）12,000円程度
■利用バス会社：上州観光バス

講師：フリーアナウンサー 高崎経済大学非常勤講師　久林 純子

講師：エッセイスト　堀 源太郎

埼玉
入間郡

群馬
近県

江戸の面影と超近代的な面が並存
している東京を訪ね、往時の雰囲
気を感じ歴史を再発見します。

4月：下町深川の寺社を歩く～富岡八
幡宮、清澄庭園、芭蕉記念館など～
5月：藤の名所、亀戸天神とその周辺
～光明寺、天祖神社、香取神社など～

■実施日：4月～9月 第2火曜
　13：00～16：00 ※現地集合・解散
　4/11、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12
■6回受講料：会員16,200円

講師:日本国際観光学会顧問　外村 馨

東京
都内

講師：日本体育協会公認スポーツ指導者（山岳・上級）
　　  根岸 真理

大阪
近郊

神戸開港１５０年を記念してミナト神
戸の持つ素晴らしいアイデンティティ
と魅力に触れる神戸港散策講座。神
戸市役所の東遊園地から新港レトロ
地区、生まれ変わる新港突堤、メリケ
ン波止場に至る注目のコースを、元神
戸港めぐり遊覧船船長の経験豊富
なかどもとみのるさんの解説付きで
散策し、船から港を満喫します。

二荒山神社には若山牧水が詠んだ桜が
あり、川上澄生の人生と作品（鹿沼市）が
あります。そして学問の神様「蒲生君平」
生誕の地。このように光輝いた宇都宮、
その歴史、文学や芸術作品が出来たそ
の時にタイムスリップしてみませんか。

■実施日:5/30(火)12:30～17:00
　※花時計前12:00集合 現地集合･解散
■受講料:会員・一般4,860円
　※乗船料、最新版ＫＯＢＥポートウォッチングマップ・資料代込み

兵庫
神戸

■実施日：5/24(水) 7:30～18:30 新宿集合・解散
■受講料:会員22,500円／一般23,100円
　※受講料には、貸切バス代、昼食代が含まれます。
■利用バス会社：さがみエンヂニアリング（株）

講師：白百合醸造 内田多加夫、内田 由美子

講師：元神戸港めぐり遊覧船船長　神戸港を考える会代表
　　 かどもとみのる

山梨

■実施日：4/4（火）11：30～14：00 ※現地集合解散
■受講料：会員･一般13,824円

講師：ＮＰＯ法人粋な街づくり倶楽部　杉森 酔山

南房総の春に触れる一日。山野草が咲
き始める里山をのんびり散策。午後は
寄せ植え作りを楽しみます。杉井さんと
“植物時間”を過ごしましょう。（現地集
合解散　往復交通費各自負担　千葉、
東京から高速バスをご利用ください）

江戸東京の時代の移り
変わりを水上から。現在
の東京の河川には江戸
の名残が随所に見られま
す。今回はその中でも歴
史が新しい目黒川。800
本の桜並木は圧巻です。
水上バス等では行けな
い、桜の名所をチャータ
ー船、オリジナルコースで
巡ります。食事処：つきじ植むら天王洲郵船ビル店

■実施日：3/30（木）10:00～15:00
　道の駅富楽里（南房総市）10:00集合
　風のみどり塾15:00頃解散予定
■受講料：会員5,400円／一般5,724円
　教材費5,940円（寄せ植え材料・保険料等）

講師：園芸家　風のみどり塾主宰　杉井 明美

全国三百候の屋敷が存
在した江戸。敷地内の庭
園は、姿を変えながら残
され、なかには地域の公
園として身近に親しまれ
ている例もあります。江
戸時代の名残を庭園や
公園に探して歩きます。

■実施日:4月～9月第2土曜13:00～16:00 ※現地集合・解散
　4/8 墨田区の大名屋敷、5/13 新宿区の大名屋敷、
　6/10・7/8 文京区の大名屋敷、9/9 海辺の屋敷御殿
■5回受講料:会員15,660円

講師：江戸東京博物館学芸員　田中 実穂

■実施日：4月～8月 指定木曜 10：00～12：30※現地集合・解散
　現地：4/6、5/11、6/1、７/6、教室：8/3
■受講料：会員14,580円／一般17,820円 教材費540円
■1日講座 3/9（木）10：00～12：30 現地集合・解散
　童謡詩人野口雨情と森で童謡を歌う（旧居と鶴田沼緑地散策）
■受講料：会員2,916円／一般3,564円 教材費108円
※9月に「石の町大谷界隈を訪ねる」を予定。詳細はお問い合わせください。

講師：郷土歴史研究家　小林 暁雲

栃木
宇都宮

瀬戸内の里山を歩く健康づく
りのためのトレッキング講座
です。高松市内の堂山・六ツ
目山に行きます。3、4時間程
度歩きます。現地集合・現地
解散。現地までの交通費は別
途必要です。

■実施日：4/7（金）
　9：00～13：30
　※現地集合解散
■受講料：会員1,944円／一般2,268円

講師：日本山岳会会員　林 巍

高松
市内

名勝庭園と歴史を訪ねて
～平安時代にみる庭園文化の源流～

鍋島ゆかり松濤散歩
～鍋島家別邸の洋館でランチ～

はじめよう山歩き 女性クラス

南房総で楽しむ日本の植物
二輪草の小群落と早春の花を楽しむ

白山の森を歩く2
～白山岩屋俣谷園地ハイキング～

白山登山口市ノ瀬にある岩屋
俣谷園地は、登りはあるものの
よく整備された登山道です。ク
リの大木の林やブナの美人林を
抜けると目標地点の白山パノラ
マ展望台では御前峰から別山ま
でのパノラマが広がります。森
林インストラクターと共に歩き、樹木の花を愛で、開花した
ランの仲間などを探索し、森の癒しを体験しましょう。

■実施日:5/25(木)6:20～19:00 ※JR岐阜駅前集合解散
■受講料：会員2,700円／一般3,240円
　実費（バス代・保険料等）6,700円
■利用バス会社：（株）日本タクシー

講師：森林インストラクター　鷲見 守康

石川
白山

移転延期で活気あ
る築地の場内市場
を見学します。魚と
フルーツのスゴ技
目利きから、旬のお
いしい話を聞きま
す。お楽しみは、『桜
鯛の潮汁』と、炙り・
昆布〆・湯引きの三
種の鯛の握り。さら
に白魚、菜の花の握りで、春を満喫してください。

つくばセンターを出発。バス
とロープウェイで、展望とパ
ワースポットの筑波山へ。山
頂でお昼は地元食材の「つく
ばうどん」（山道少々）。ケーブ
ルで下り筑波山神社～レトロ
な参道～山麓にたたずむい
にしえの門前町・北条まで。現地移動は路線バス・ロープ
ウェイ・ケーブルカー。おやつは地産アイスクリーム。現地
の方々のお話もふくめ、筑波を満喫する1日です。

■実施日：4/15(土)8：50～12：30 ※現地集合解散
■受講料:会員13,500円／一般14,040円

講師：築地インフォメーションセンター特別ガイド 講師：フリーライター 眞鍋 じゅんこ

東京
築地

■実施日：5/20（土）10:00～17:00
　※集合：JR土浦駅9：00とTXつくば10：00 解散：現地
■受講料:会員3,760円／一般4,104円 ※現地での移動
　交通費(おやつ、昼食含む)は別途4,500円程度

茨城
筑波

三富新田(さんとめしんでん)
～「日本の里百選」「日本の風景百選」の里巡り～

神戸開港１５０年特別企画 元船長と行く
歴史ロマンのミナト神戸散策

東京の庭園・公園に江戸を訪ねて

築地市場めぐりと『桜鯛の潮汁・三種の握り』
春の江戸前すしを食べる

樹木医と行く 花の自然探訪

旅する朗読講座
～作品の舞台で読み・味わう～

春の山梨！白百合醸造でワイン講座と
バラ薫る英国庭園 ワイナリーマダムのランチ付き

宇都宮歴史散歩

～見えるけど、行ったことがなかった!～
新緑の筑波さんぽ 門前町・昔街歩き

花の社寺を歩く

近ごろ人気の山歩き！これから山歩き
を始めたい女性のための、登山入門ク
ラス。近郊の山を楽しく巡りながら、歩
き方のコツ、山の服装・装備、バテない
秘訣、山歩きを安全に楽しむためのア
レコレを学びます。（女性限定）
4/16 生駒山
5/21 妙見山
6/18 旧福知山線廃線跡と桜の園
7/16 摩耶山
9/17 高野山（予定）

千葉
南房総

江戸・東京歴史探訪

春を満喫！水上オリジナルコースを行く
江戸東京今昔  目黒川

さぬきの里山を歩く
～レール＆ウォーク～

札所めぐりと秩父路散策
季節を味わうハイキング♪

～桜と菜の花を背景に、女性をより美しく写そう～
佐奈川堤「ポートレート撮影」基礎講座

埼玉
秩父

東京
渋谷

■実施日:4月～9月第3日曜10:00～15:00 ※現地集合解散
■5回受講料：会員16,200円

東京
都内

東京
都内

愛知
豊川

旅座 _H4 　3 校
NHKカルチャー 

他にも全国47教室では、すてきな講座を開講しています実施期間：
平成29年3月～平成29年9月

現地講座のお問合せ・お申込みは、ＮＨＫ文化センター各教室まで。　※詳細はパンフレットをご請求下さい。

お申込み先：さいたまアリーナ教室  ＴＥＬ 048－600－0091
［受付時間］月～金10：00～19：00 土曜10：00～16：00
〒330-9111 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 さいたまスーパーアリーナ内6階

お申込み先：水戸教室　ＴＥＬ 029-233-1715
［受付時間］月～土9：30～18：30
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38 三の丸庁舎2階

Ⓒ平等院

提供：
石川県白山自然保護センター
提供：
石川県白山自然保護センター


