
講師：日本ミニチュア作家協会アーディザン会員　小島 隆雄

講師：東京藝術大学教授・工学博士　野口 昌夫

英国王立刺繍学校・日本分校責任者 二村エミ先生同行
お城で学ぶ 英国伝統刺繍の旅  

野口昌夫先生と行く ナポリ、イスキア、アマルフィ、パエストゥム
地中海に輝く都市・島・遺跡周遊９日間

小島隆雄先生同行 ドールハウス紀行
～ドールハウス愛好者で集うイギリスの旅を堪能しましょう～

原口陽子先生と行く 
上海の中医薬研修と杭州で食養生を学ぶ旅

新しい挑戦の始まり
「学ぶ」「遊ぶ」「暮らす」カナダ 大人のホームスティ

趣味
教養

趣味
教養

趣味
教養

趣味
教養

（株）日放ツーリストTEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み

日新航空サービス（株）TEL:03-5358-1661　担当：菅原、晝間問合せ・申込み

旅行日程
5/16（土） 午後　羽田（または成田）空港より空路ローマヘ ＜ローマ泊＞
5/17（日） 陸路移動　オスティア・アンティーカ、ガエータ視察 ＜イスキア島泊＞
5/18（月） 水中翼箋船にてプロチダ島へ　その後、イスキア島へ ＜イスキア島泊＞
5/19（火） 高速船にてナポリ港へ　陸路エルコラーノ、コンカ・ディ・マリーナへ ＜ソレント泊＞
5/20（水） 陸路　ラヴェッロ、アマルフィヘ ＜ソレント泊＞
5/21（木） 陸路　パエストゥム、カゼルタヴェッキア、カゼルタ王宮へ ＜ナポリ泊＞
5/22（金） 午前　ナポリ視察　午後　自由行動 ＜ナポリ泊＞
5/23（土） 午前　専用車にて空港へ　ナポリ空港より乗継便にて成田（または羽田）空港へ
5/24（日） 午前　成田空港着
■旅行期間:2020年5月16日（土）～24日（日）9日間　■発着地:羽田空港または成田空港発着　
■旅行代金:会員・一般569,000円（一人部屋追加料金78,000円）　
■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　
■宿泊:スーペリアクラス（詳細はパンフレットをご請求下さい）　
■食事:朝7昼5夕6　■募集締切:2020年3月25日（水）

旅行日程
5/12（火） 午前　関西空港から英国航空にてロンドンへ ＜ロンドン泊＞
5/13（水） 終日　コッツウォルズ地方にてモデルビレッジ（1/9の街）、
                       ドールハウスの店見学 ＜ロンドン泊＞
5/14（木） 終日　ロンドン市内蚤の市にて自由散策、
                       ウィンザー城でメアリー王妃のドールハウス見学 ＜ロンドン泊＞
               終日　自由行動（オプション：ケンジントンドールハウスフェスティバル見学） 
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ロンドン泊＞

5/17（日） 午前　ホテル発　午後　英国航空にて関西空港へ　
5/18（月） 午前　関西空港着
■旅行期間:2020年5月12日（火）～5月18日（月）7日間　
■発着地:関西空港発着　
■旅行代金:会員・一般349,000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:ノボテルロンドンウエスト/ロンドン
■食事:朝5昼2夕2　■募集締切:2020年3月12日（木）

講師：英国王立刺繍学校・日本分校責任者　二村 エミ 講師：中医薬膳学院代表、国際中医薬膳師　原口 陽子

ローマからナポリにいたる南テイレニア海にはイタリアが誇る数
多くの世界遺産があります。この旅では、野口先生のわかりやすい
解説のもと中世から近世の珠玉の小都市、建築、古代遺跡を巡り
ます。またイスキア島、プロチダ島、アマルフィ海岸等、ベストシー
ズンの、輝く地中海の風景もたっぷりとお楽しみいただけます。

（株）日放ツーリストTEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み （株）日放ツーリストTEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み

旅行日程
6/1（月） 午後　成田空港から英国航空にてロンドンへ ＜ロンドン泊＞
6/2（火） 終日　英国王立刺繍学校コレクション特別鑑賞、
                     ガイドの案内でハンプトン・コート宮殿見学 ＜ロンドン泊＞
6/3（水） 終日　自由行動（オプション：英国王立刺繍学校でグループレッスン） ＜ロンドン泊＞
6/4（木） 終日　自由行動（オプション：ロンドン市内のアトリエでグループレッスン） ＜ロンドン泊＞
6/5（金） 午前　ヴィクトリア＆アルバート美術館の分館クロスワーカーズにて特別鑑賞　
             午後　自由行動 ＜ロンドン泊＞
6/6（土） 午前　レッドハウス見学　
             午後　自由行動（オプション：アフタヌーンティーまたは布地街でショッピング） ＜ロンドン泊＞
6/7（日） 午前　自由行動　11:30ホテル発空港へ　夕刻　英国航空にて成田へ　
6/8（月） 午前　成田空港着
■旅行期間:2020年6月1日（月）～6月8日（月）8日間　■発着地:成田空港発着　
■旅行代金:会員・一般439,000円（一人部屋追加料金85,000円）　■最少催行人員:10名様（12名様限定）　■添乗員同行　
■宿泊:ホリディ・イン・ケンジントンフォーラム/ロンドン　■食事:朝6昼0夕0　■募集締切:2020年3月25日（水）

旅行日程
6/10（水） 午前　中国東方航空機にて上海（浦東）へ　昼食後、上海中医薬大学で症状別中医薬治療

について講義　夕食は市内レストランにて広東料理 ＜上海泊＞
6/11（木） 午前　上海中医薬大学付属龍華医院もしくはその他の附属病院への訪問、
             外来の婦人科及び内科の臨床現場　午後　上海中医薬大学付属龍華医院もしくは
              上海中医薬大学国際教育学院にて講義　夕食は五観堂素食にて精進料理 ＜上海泊＞
6/12（金） 午前　専用車で杭州を経て世界遺産西湖へ　浙江料理の昼食　
              午後　茶葉博物館を見学　商店街（清河坊）で漢方薬局店「回春堂」を中心に散策　
              胡慶余堂中薬の漢方薬博物館を見学　夕食は「胡慶余堂」にて薬膳料理 ＜杭州泊＞
6/13（土） 午前　専用車で上海へ　農民絵村にて作家のアトリエ見学　昼食は農家の田舎料理　
               午後　上海（浦東）より中国東方航空機にて広島へ　夜　広島着

■旅行期間:2020年6月10日（水）～6月13日（土）4日間　■発着地:広島空港発着　
■旅行代金:会員・一般216,000円（一人部屋追加料金25,000円）　■最少催行人員:15名様　
■添乗員同行　■宿泊:ニューワールドホテル上海/上海、浙江国際大酒店/杭州　
■食事:朝3昼4夕3　■募集締切: 2020年4月24日（金）

ヘンリー8世の居城・イングリッシュガーデンで有名なハンプトン・コート宮殿内にある英
国王立刺繍学校。講師同行での刺繍コレクション鑑賞と、ご希望により英国人講師のレッ
スンやロンドンでも知られる刺繍学校などでのプライベート・レッスンも今回特別にご案
内。更にヴィクトリア＆アルバート博物館所蔵庫での刺繍特別鑑賞や、ウィリアム・モリスが
暮らしたレッドハウス訪問など、同校唯一の日本人講師・二村エミ先生がご案内致します。

上海中医薬大学での短期研修と杭州での食養生の旅行企画をご案内致します。上海中医薬
附属病院での臨床現場や同大学の講師陣による講義を2日間に凝縮し開講、ユネスコの世界
遺産に登録されている美しい西湖のある杭州では歴史ある漢方薬局や博物館をゆっくりご
覧いただきます。更にお食事では精進料理や浙江料理、薬膳料理や田舎料理など普段より漢
方が取り入れられている料理をご堪能。20名様限定企画にご参加ください。

上海中医薬大学上海中医薬大学上海中医薬大学上海中医薬大学

イスキア島イスキア島イスキア島イスキア島

ナポリナポリナポリナポリ

アマルフィアマルフィアマルフィアマルフィ

病院での診察風景病院での診察風景病院での診察風景病院での診察風景

（株）日放ツーリストTEL:03-3481-7666　担当：酒寄、前野問合せ・申込み

旅行日程
5/24（日） 羽田空港からエアカナダでトロントへ　着後専用車 ＜コーリングウッド泊＞
5/25（月） 午前　ESL　午後　選択アクティビティ ＜コーリングウッド泊＞
5/26（火） 午前　ESL　午後　選択アクティビティ ＜コーリングウッド泊＞
5/27（水） 午前　ESL　午後　選択アクティビティ ＜コーリングウッド泊＞
5/28（木） 午前　ESL　午後　選択アクティビティ　夕刻さよならパーティ ＜コーリングウッド泊＞
5/29（金） トロントへ ＜トロント泊＞
5/30（土） トロント滞在 ＜トロント泊＞
5/31（日） トロントからエアカナダで羽田へ
6/ 1 （月） 羽田空港着（解散）

■旅行期間:2020年5月24日（日）～6月1日（月）9日間　■発着地:羽田空港発着　
■旅行代金:会員・一般458,000円　■最少催行人員:10名様　■添乗員：同行　
■宿泊:ホームステイ（1人1家庭）/コーリングウッド、スーペリアクラスホテル/トロント　
■食事:朝5昼5夕5　■募集締切:2020年3月10日（火）

“暮らすように旅する”をテーマに体験や学びを通してコミュニケーションを拡げ
る旅です。一般家庭に滞在することで活きた暮らしに触れ、人々と交流できるの
がホームスティの魅力。午前中は英語のレッスン。午後は料理、クラフト、釣りな
ど選択アクティビティ。夜や休日はホストファミリーとの交流時間。お母さまと娘
さんでいっしょに参加、お友達同士で同じステイ先ということも可能です。さあ
新たなライフスタイルの始まりです！

おすすめの厳選講座 海外 お一人様のご参加大歓迎です。

食の
旅

世界中に熱心な愛好者を持つドールハウスは19世紀に入りヨーロッパで女の子の玩具
の一つとして広がり、1970年代後半に日本に紹介されました。今回の旅ではドールハウ
スに関わるロンドンとロンドン近郊を訪ねながら旅します。期間中に開催されるケンジン
トン・ドールハウス・フェスティバル（オプション）など小島先生ならではの詳しい解説でお
楽しみください。

人気刺繍講師による体験レッスン
オプショナルツアー付き

12名様限定

稲垣直樹先生と行くポルトガルスケッチ紀行
大航海時代を今に残す素朴な風景をスケッチします。趣味

教養

（株）日放ツーリストTEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み

旅行日程
5/14（木） 午前　関西空港からエールフランス航空でパリ経由リスボン　着後専用車＜オビドス泊＞
5/15（金）～ 5/16（土）
　　　　　終日  「中世の箱庭」オビドスでスケッチ ＜オビドス泊＞
5/17（日） 終日　世界遺産アルコバサ修道院、バターリャ修道院をスケッチ ＜オビドス泊＞
5/18（月） 終日　ナザレでスケッチ　高台からの風景、港町、狭い路地など ＜オビドス泊＞
5/19（火） 終日　ロカ岬や世界遺産の町シントラでスケッチしながらリスボンへ ＜リスボン泊＞
5/20（水） 終日　ジェロニモス修道院やベレン地区、アルファマ地区でスケッチ ＜リスボン泊＞
5/21（木） 早朝　リスボンからエールフランス航空でパリ経由関西空港へ
5/22（金） 午前　関西空港着

■旅行期間:2020年5月14日（木）～5月22日（金）9日間　■発着地:関西空港発着　
■旅行代金:会員・一般349,000円（一人部屋追加料金65,000円）　■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　
■宿泊: ホテルライーニャ・サンタ・イザベル/オビドス、サナ・メトロポリタン/リスボン　■食事:朝7昼2夕1　
■募集締切:2020年3月6日（金）

講師：洋画家　稲垣 直樹
オレンジ色の屋根が連なる街並みや中世の城や教会を堪
能いただけるポルトガルへご案内します。この時期のリス
ボンは世界三大花木のジャカランダが咲き誇り、多くの観
光客でにぎわいます。スケッチの海外旅行が初めての方で
もお疲れが残らないよう2都市での滞在とし、添乗員が昼
食や夕食のお手伝いも致します。季節の良い時に訪ねるポ
ルトガルの旅へお出掛け下さい。 オビドスオビドスオビドスオビドス

リスボンリスボンリスボンリスボン

２０名様
限定企画

5/15（金）

5/16（土） 

～

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。

全国どこからでも参加しやすい現地集合・解散全国どこからでも参加しやすい現地集合・解散

2020年 4月～2020年10月ご出発対象期間 発行　NHK文化センター

4040講座講座
特選

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

オモシロイをみつけにいこうオモシロイをみつけにいこう

TABIZA
2020.4.Spring



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

おすすめの厳選講座 海外 お一人様のご参加大歓迎です。

（株）日放ツーリスト TEL:03-3481-7666　担当：酒寄、前野問合せ・申込み

ウィーンではベートーベン誕生250周年ゆかりの地を巡り、後藤先生と元ウィーンフィル首席第二バ
イオリン奏者ペーター・ヴィヒターさんとのサロンコンサートをお楽しみいただきます。世界遺産ワ
ルシャワ歴史地区にてショパンの足跡をたどり、5年に1度のショパンコンクール入賞者のコンサート
へご案内いたします。是非この機会に後藤先生と一緒に音楽に浸る珠玉の時間をお愉しみください。

■旅行期間:2020年10月17日（土）～24日（土）8日間　■発着地:成田空港発着　
■旅行代金:会員・一般485,000円（一人部屋追加料金108,000円）　■最少催行人員:10名様（１３名様限定）　■添乗員同行　　
■宿泊: グランド又はデラックスクラス/ウィーン、リージェント又はデラックスクラス/ワルシャワ　■食事:朝6昼3夕2　■募集締切:2020年7月31日（金）

後藤泉先生と行く ベートーベン生誕250年のウィーンと
ショパンコンクールに沸くワルシャワ8日間の旅

講師：ピアニスト　後藤 泉

福島には見応えのある洋風建築がたくさんあります。江川式擬洋風建築として知られ
る旧亀岡家住宅、猪苗代湖を望む丘の上に佇む天鏡閣（旧有栖川宮別邸）、そしていく
つかの群役所の建物。地の利が悪く一人で訪ねるには条件が厳しいところ、今回はバ
スで各地を巡ります。そして、もちろん非公開建物の特別観覧も盛り込みました。伊達
郡国見町にある国登録有形文化財奥山家住宅の洋館、猪苗代町にある旧高松宮翁島
別邸などが見学できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　池上重康

日新航空サービス（株） TEL:03-5358-1681　担当：小笠原、峠問合せ・申込み

6/17（水） 終日　中通り地区の歴史建造物見学 ◎主な見学施設 ・旧伊達郡役所 ・奥山家住宅（洋館）
※通常非公開 ・旧亀岡家住宅 ・飯盛山（さざえ堂） など 見学終了後会津若松市内へ（ホテ
ル着後自由行動） ＜ホテルルートイン会津若松泊＞

6/18（木） 終日　会津地区の歴史建造物見学 ◎主な見学施設 ・天境閣と旧高松宮翁島別邸（福島県
迎賓館）※期間限定公開見学 ・会津若松市役所庁舎 ・安積歴史博物館など － 17:30頃 郡
山駅（解散）　

旅行日程　●9:30 JR福島駅集合

建築
探訪

趣味
教養

趣味
教養

浅見和彦先生と行く 京都 方丈記ゆかりの地をめぐる旅
～下鴨神社・知恩寺・上賀茂神社・関蝉丸神社・石山寺・岩間寺・猿丸神社・法界寺・随心院・京都御所～

講師：成蹊大学名誉教授　浅見 和彦
ＮＨＫラジオに出演されている浅見和彦先生が方丈記と鴨長明ゆかりの地をご案
内いたします。この度は旅好きだった鴨長明が歩き回った京都周辺の逢坂関、蝉丸
神社、岩間寺、猿丸神社や生まれ育ったカモの里の地、普段なかなか行けない長明
ゆかりの土地を宮司様のお話や先生のお話を聞きながら訪ね歩きます。ぜひこの
機会にご一緒ください。ご参加をお待ちしております。

（株）日放ツーリスト TEL:03-3481-7666　担当：井出、前野問合せ・申込み

■旅行期間:2020年6月1日（月）～3日（水）3日間　■発着地：JR京都駅集合・解散　
■旅行代金:会員・一般93,000円（一人部屋利用追加料金15,000円）　■最少催行人員:20名様　■添乗員同行　
■宿泊: ホテル日航プリンセス京都　■食事:朝2昼1夕2　■募集締切:2020年4月28日（火）　■利用バス会社: 京都ヤサカ観光バス

6/1（月） 京都駅 － 下鴨神社正式参拝（宮司様のお話）－ 河合神社（方丈庵見学）－ 鴨社資料館「秀穂舎」－ 鴨
長明の居住地「知恩寺」－ ユネスコ世界遺産「上賀茂神社」－社家の街並み散策 － 伝説につつまれ
る深泥池見学 － ホテル（「神泉苑平八」にて京料理のご夕食） ＜ホテル日航プリンセス京都泊＞

6/2（火） 9:00ホテル －逢坂関跡 － 蝉丸神社、関蝉丸神社 －紫式部ゆかりの石山寺 － 洗心寮（昼食）－ 岩間
寺で“雷除け観音”、“汗かき観音”、“厄除け観音”、“ぼけ封じ観音”お参り － 猿丸神社（瘤取りの神）
－ 法界寺（国宝阿弥陀堂・阿弥陀如来坐像）－小野小町ゆかりの随心院 － ホテル　ホテル個室宴会
場にてご夕食 ＜ホテル日航プリンセス京都泊＞

6/3（水） 9:00ホテル － 京都御所拝観、同志社大学レンガ建築の重要文化財・登録有形文化財建造物見学－ 
京都アスニー（平安京復元模型見学）－ 12:30頃　京都駅解散

旅行日程　●12:00 JR京都駅集合

北海道大学大学院工学研究院 池上重康先生と行く
福島（中通り～会津）の古建築を巡る旅

講師：北海道大学大学院工学研究院　池上 重康

中村清次先生と行くシルクロード2020
龍門石窟8日間 九朝の都・洛陽にじっくり4泊

■旅行期間:2020年10月20日（火）～27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63,000円）　
■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　
■宿泊:デラックスクラス（詳細はパンフレットをご請求下さい）　■食事:朝6昼6夕7
■募集締切: 2020年9月16日（水）

日新航空サービス（株） TEL: 03-5358-1661　担当：菅原、晝間問合せ・申込み

毎年恒例のシルクロードシリーズ、昨年の大仏の来た道シリーズの続編。中村
先生の判り易い解説のもと「龍門石窟」（世界遺産）を中心に「鞏県石窟寺」「嵩山
少林寺」（世界遺産）」「嵩陽書院、法王寺」「白馬寺」「洛陽博物館」等を訪れます。
旅行日程

10/20（火） 午後　成田空港より中国南方航空直行便にて一路鄭州へ ＜鄭州泊＞
10/21（水） 終日　鞏県へ　鞏県石窟寺、杜甫誕生窯址、北宋皇帝陵見学 ＜登封泊＞
10/22（木） 終日　嵩山少林寺、嵩陽書院、法王寺、嵩岳寺塔見学 ＜洛陽泊＞
10/23（金） 午前　中村先生の特別講座　午後　龍門石窟・東山石窟見学 ＜洛陽泊＞
10/24（土） 終日　龍門石窟・西山石窟見学 ＜洛陽泊＞
10/25（日） 終日　洛陽博物館、定鼎門遺跡博物館、関林廟、旧市街など見学 ＜洛陽泊＞
10/26（月） 午前　隋唐洛陽宮城見学　午後　白馬寺、漢魏洛陽古城遺跡(遠望) ＜鄭州泊＞
10/27（火） 早朝　中国南方航空直行便にて成田空港へ　午後　成田空港着

歴史
探訪

後藤先生のサロンコンサートとショパンコンクール入賞者のコンサート付き

通常非公開建物特別鑑賞

講師：元NHKシルクロード取材班団長　中村 清次

龍門石窟龍門石窟龍門石窟龍門石窟

嵩山少林寺嵩山少林寺嵩山少林寺嵩山少林寺

健康
癒し

日本野鳥の会会員 住友順子先生と行く 乙部・江差
森林・里山探訪の旅

日新航空サービス（株） TEL:06-6204-0505　担当：谷田、田村、長崎問合せ・申込み

美しい海岸線を走り、日本のグランドキャニオンと称される“館の岬”や、神の宿
る緑の森へ。どこか懐かしい里山を歩けば、渾渾と湧き出る「乙部いのちの泉」。
歴史香る江差は、春の訪れを待ちわびた鳥たちの楽園。この季節しか出会えな
い野鳥や季節の花々を探索します。豊かな自然環境に感動し、のどかな里山に
懐かしさを感じる乙部・江差の旅。未知の北海道へ出掛けてみませんか。

■旅行期間:2020年5月29日（金）～30日（土）2日間　
■発着地:JR札幌駅または千歳空港近隣ホテル集合･:JR札幌駅または千歳空港解散　
■旅行代金:会員・一般 ①光林荘宿泊和室4名～5名１室　57,000円　和室3名1室　58,000円　洋室2名1室　58,500円　
　　　　　　　　　　②バリアフリーホテルあすなろ宿泊　洋室 1名1室　60,000円　
■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　■宿泊:光林荘、またはバリアフリーホテルあすなろ　■食事:朝1昼2夕1　
■募集締切:2020年5月8日（金）　■利用バス会社:ドリーム観光バス

5/29（金） 札幌駅 - 千歳空港近隣ホテル - ハーベスター八雲（ご昼食）- 雲石峠 - 館の岬 -縁桂森林
公園（森林ウオーク）- 湧き水めぐりと里山ウオーク - ホテル ＜光林荘、またはバリアフリー
ホテルあすなろ泊＞

5/30（土） ※ご希望のお客様は、早朝バードウオッチングへご案内します。（06：00より予定）ホテル - 
くぐり岩・シラフラ - かもめ島（島内ウオーク）- いにしえ街道 - 皐月蔵チャミセ（ご昼食）　
16:30頃千歳空港（解散）　17:30頃札幌駅（解散）

旅行日程　●7:30 JR札幌駅集合 または 8:30 千歳空港近隣ホテル集合

随心院　金剛薩捶坐像随心院　金剛薩捶坐像随心院　金剛薩捶坐像随心院　金剛薩捶坐像

方丈庵方丈庵方丈庵方丈庵

趣味
教養

逢坂のさねかづら、あかねさす紫野へ
文学の景色をあつめる旅

講師：日本野鳥の会会員　住友 順子

講師：近江文学研究家　いかい ゆり子
滋賀県の文学旅第2弾！今回は万葉集、今昔・伊勢物語の舞台巡礼、知る人ぞ知る
マニアックな場所ばかりに行きましょう。専用ガイドとの四ノ宮めぐり、いかい先
生と一緒だからこそ行ける逢坂の関から大津までの文学散歩、個人では訪問が
難しい東近江では、額田王と大海人皇子のうたと風景を追いかけます。1日目は
タクシーと徒歩の行程です。バスでは行くことのできない、けれどもことばと記
憶の残る小さな場所へご案内します。

（株）日放ツーリスト TEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み

■旅行期間:2020年6月18日（木）～19日（金）2日間　■発着地JR大津駅集合・JR近江八幡駅解散　
■旅行代金:会員・一般63,200円（全室個室利用）　■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　■宿泊: 大津プリンスホテル　
■食事:朝1昼1夕1　■募集締切:2020年5月15日（金）　■利用バス会社: MKタクシー、近江鉄道株式会社

6/18（木） 11:45無料シャトルバスでホテルへ　荷物を預けてタクシー乗車　寂光寺にて藤尾の摩崖仏を拝
観タクシーで山科駅へ　ガイドと四ノ宮めぐり（諸羽神社、十禅寺、徳林庵など）　京阪電車で大
谷駅へ　蝉丸神社（京都側・上下）、逢坂の関、長安寺などを訪問 ＜大津プリンスホテル泊＞

               ※夕食懇談会では先生による「額田王と大海人皇子の蒲生野」講座を予定
6/19（金） 9:00ホテル －押立神社（文屋康秀・朝康歌碑）－市神神社（額田王歌碑）－（昼食）－万葉の森船岡山

（額田王・大海人皇子歌碑）－ 妹背の里・雪野山大橋欄干（額田王・大海人皇子歌碑）－ 17:30頃　
近江八幡駅解散

旅行日程　●11:45 JR大津駅集合　昼食をお済ませの上ご集合下さい。

（公）びわこビジターズビューロー（公）びわこビジターズビューロー（公）びわこビジターズビューロー（公）びわこビジターズビューロー

（公）びわこビジターズビューロー（公）びわこビジターズビューロー（公）びわこビジターズビューロー（公）びわこビジターズビューロー

趣味
教養

講師：フォトグラファー　岩橋 宏倫
景勝地をめぐる撮影三昧の九州旅へご案内します。熊本県では御輿来海岸にて
干潟と夕陽を狙います。阿蘇では花の咲く絶好の時期、仙酔峡のミヤマキリシマ
を早朝撮影しに行きましょう。メインは宮崎県の高千穂峡！１日丸ごと高千穂峡に
費やします。自由行動ですので、緑の碧い新緑の時期に豊富な水源を持つ絶景を
お楽しみください。マニアックな場所もご用意しております、ぜひご一緒くださ
い。ご参加をお待ちしております。

（株）日放ツーリスト TEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み

■旅行期間:2020年5月11日（月）～13日（水）3日間　■発着地：熊本空港集合・解散　
■旅行代金:会員・一般92,000円（お部屋の利用人数によって、旅行代金からのお値引き、追加料金が発生します）　
■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　■宿泊:アンドコンフィホテル熊本城ビュー、かんぽの宿 阿蘇　
■食事:朝2昼2夕1　■募集締切:2020年4月10日（金）　■利用バス会社: 託麻観光バス

5/11（月） 専用バスにて出発 － 八角トンネル（熊延鉄道の遺構）－ 御輿来海岸（夕陽と干潟が有名な海岸） 
＜アンドコンフィホテル熊本城ビュー泊＞

5/12（火） 8:00ホテル － 高千穂峡（自由行動）－ 天安河原（岩戸に隠れた天照大神を説得するため、八百万
の神が神議を行ったと伝えられる大洞窟） ＜かんぽの宿 阿蘇泊＞

5/13（水） 朝食前に仙酔峡のミヤマキリシマの撮影　朝食後、上色見熊野座神社（100基近くの灯篭が並ぶ
神秘的な神社　14:00頃　熊本空港解散

旅行日程　●10:30頃 熊本空港集合

岩橋宏倫先生同行
熊本・宮崎の絶景 撮影の旅

日新航空サービス（株） TEL: 03-5358-1681　担当：小笠原、峠問合せ・申込み

世界
遺産

元日本ユネスコ協会連盟事務局長 吉岡淳先生と行く
世界遺産登録をめざす北海道・青森の縄文遺跡を訪ねる旅

今回の旅では昨年12月に「北海道・北東北の縄文遺跡群」として
ユネスコへの推薦が正式決定し、2021年の世界文化遺産登録
を目指す縄文遺跡群の中より、函館市内の大船遺跡と青森市内
の三内丸山遺跡などを巡ります。旅の中では縄文時代の人々の
暮らしに思いを馳せつつ、世界遺産登録への道のりなどをご紹
介したいと思います。これから注目を集める世界遺産の筆頭候
補地を一足先にご案内致しますので、皆様のご参加を心よりお
待ちしております。

講師：元ユネスコ協会連盟事務局長　吉岡 淳

■旅行期間:2020年6月12日（金）～13日（土）2日間　■発着地:函館空港またはJR函館駅集合･青森空港またはJR新青森駅解散　
■旅行代金:会員・一般58,000円（一人部屋利用追加料金3,000円）　■最少催行人員:12名様　■添乗員同行　
■宿泊: ホテルルートイングランティア函館駅前　■食事:朝1昼2夕0　■募集締切:2020年5月8日（金）　
■利用バス会社: 北都交通、北彩観光

6/12（金） 函館空港（集合）－ JR函館駅（集合）－史跡大船遺跡・史跡垣ノ島遺跡・函館市縄文文化交流センターなど － ホテルにて解散 
               ＜ホテルルートイングランティア函館駅前 泊＞
6/13（土） 10:00ホテル － 函館駅より列車を使って青森へ移動、北海道新幹線にて青函トンネルを通過 － 新青森駅 －特別史跡三内丸山遺

跡（三内丸山遺跡センター）・史跡小牧野遺跡（縄文の学び舎小牧野館）など － 17:30青森空港（解散）－ 18:30 JR新青森駅（解散）

旅行日程　●9:30 函館空港集合 または 10:00 JR函館駅集合　

旅行日程

国宝中空土偶（函館市教育委員会提供）国宝中空土偶（函館市教育委員会提供）国宝中空土偶（函館市教育委員会提供）国宝中空土偶（函館市教育委員会提供）  特別史跡三内丸山遺跡（青森市） 特別史跡三内丸山遺跡（青森市） 特別史跡三内丸山遺跡（青森市） 特別史跡三内丸山遺跡（青森市）

■旅行期間:2020年6月17日（水）～18日（木）2日間　■発着地:JR福島駅集合･JR郡山駅解散　
■旅行代金:会員・一般58,500円（一人部屋利用追加料金2,000円）　■最少催行人員:12名様　■添乗員同行　
■宿泊:ホテルルートイン会津若松　■食事:朝1昼2夕0　■募集締切:2020年5月15日（金）　■利用バス会社:郡山中央交通

奥山家住宅（内観）奥山家住宅（内観）奥山家住宅（内観）奥山家住宅（内観）

天鏡閣（内観）天鏡閣（内観）天鏡閣（内観）天鏡閣（内観）

10/17（土） 成田空港よりポーランド航空にてウィーンへ ＜ウィーン泊＞
10/18（日） 終日　ベートーベンゆかりの地観光（ハイリゲンシュタット含）　夕刻サロンコンサート ＜ウィーン泊＞
10/19（月） 終日　自由行動 ＜ウィーン泊＞
10/20（火） 終日　ウィーン市内観光　夜　ウィーン空港よりワルシャワへ ＜ワルシャワ泊＞
10/21（水） 終日　ワルシャワ　ショパン観光 ＜ワルシャワ泊＞
10/22（木） 午前　ジェラゾヴァ・ヴォラ観光　午後　自由行動　夜　ショパンコンクール入賞者コンサート 

＜ワルシャワ泊＞
10/23（金） 午前　自由行動　午後　ワルシャワよりポーランド航空にて成田空港へ
10/24（土） 午前　成田空港着



■ 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。
ここに記載したご要項条件は当社ら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、電話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２７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、２０１９年６月現在を基準としております。又、旅行代金は２０１９年６月１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。

＜旅行企画・実施：旅行会社＞ 日新航空サービス（株）
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　西尾昌昭[観光庁長官登録旅行業第463号]
⇦ http://www.nissin-trvl.co.jp/日新航空サービス 検索

（株）日放ツーリスト
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　對比地謙太[観光庁長官登録旅行業第665号]
⇦ http://www.nippo-tourist.co.jp/日放ツーリスト 検索

旅行企画、特に海外については、出発間際であっても現地情勢の変化などに応じて実施の可否を再検討する場合があります

日新航空サービス（株） TEL: 03-5358-1661　担当：菅原、晝間問合せ・申込み

土佐の「国司大名」一条氏の居城のほか、戦国大名長宗我部氏の居城と織豊大名山内氏
の時代の異なる三つの城を訪ねます。　                                           小和田 哲男

歴史
探訪

三重大学国際忍者研究センター准教授 高尾善希先生と巡る
～伊賀の文化・歴史と古文書を学ぶ旅～

■旅行期間:2020年9月15日（火）～16日（水）2日間　■発着地:JR名古屋駅集合･解散　
■旅行代金:会員・一般51,000円（一人部屋利用追加料金3,300円）　■最少催行人員:15名様　
■添乗員同行　■宿泊:ルートイングランティア伊賀上野 和蔵の宿　■食事:朝1昼2夕1　
■募集締切:2020年8月25日（火）　■利用バス会社:愛知バス（株）

日新航空サービス（株） TEL: 052-269-2459　担当：岩永、椙本、柴問合せ・申込み

三重大学国際忍者研究センター准教授で伊賀忍者研究の専門家でもある高
尾善希先生と伊賀の文化歴史や「忍者に関する古文書」を学ぶ旅です。伊賀市
は三重県の北西部に位置し、江戸時代には藤堂家の城下町や伊勢神宮への参
拝者の宿場町として栄えてきました。伊賀流忍者や松尾芭蕉のふるさととして
知られ、京・大和文化の影響を受けながらも独自の文化を醸成しています。

歴史
探訪

講師：三重大学 伊賀連携フィールド 国際忍者研究センター准教授　高尾 善希

■旅行期間:2020年10月1日（木）～2日（金）2日間　■発着地:JR郡山駅集合・解散　
■旅行代金:会員・一般45,000円（全室個室利用）　■最少催行人員:15名様　
■添乗員同行　■宿泊:郡山ワシントンホテル　■食事:朝1昼2夕0　
■募集締切:2020年7月31日（金）　■利用バス会社:郡山中央交通

日新航空サービス（株） TEL: 03-5358-1681　担当：小笠原、峠問合せ・申込み

東日本大震災という逆境を乗り越え、福島県の若手農業家が集まって結成
した「Cool Agri（クールアグリ）」。「ふくしま」から日本の農業を元気にす
るモノ作りのプロフェッショナル、若手農業家を訪ね、ふれあい、自慢の農
産物や乳製品を味わいます。トマトの収穫体験や旬の野菜を使ったラン
チ、伝説の里芋「長兵衛」やジャージー牛のミルクバー、手作りピザや果実
のお菓子試食など「ふくしま」の食を体感してください。

食の
旅

健康
癒し

根岸先生と行く
雲上の楽園 －御嶽山－ 絶景登山の旅

日新航空サービス（株） TEL:06-6204-0505　担当：谷田、田村、長崎問合せ・申込み

■旅行期間:2020年8月6日（木）～8日（土）3日間　■発着地:JR名古屋駅集合･解散　
■旅行代金:会員・一般 1泊目/2泊目相部屋72,000円　■最少催行人員:14名様　
■添乗員同行　■宿泊:1泊目/ pension J-HOUSE、2泊目/御嶽山　五ノ池小屋　
■食事:朝2昼2夕2　■募集締切:2020年7月23日（木）　■利用バス会社:愛知バス

長野と岐阜の県境にそびえる御嶽山(3,067m)は、日本百名山の一つで、富
士山・白山・立山と共に霊山として崇められてきた信仰の山。今回は、御岳山
ロープウェイで標高2,150ｍの雲上へ。シラビソの小径をたどり、覚明堂、女
人堂、神秘的なブルーの“二ノ池”などを巡ります。高山植物が咲き競う爽や
かな高原を歩き、美味しい食事とスイーツで大人気の「五ノ池小屋」に宿泊。
絶景と感動に出会う夏山登山へ、根岸先生と出かけてみませんか!?

8/6（木） 名古屋駅 - 開田高原（開田高原アイスクリーム工房、木曽馬の里）-九蔵峠展望台（眺望）- 開
田高原Pension J House ＜Pension J House泊＞

8/7（金） Pension J House - 御岳ロープウェイ乗り場（鹿ノ瀬駅）+++飯森高原駅･･･ 女人堂 ･･･ 
覚明堂 ･･･ 二ノ池 ･･･ 五ノ池小屋（泊）･･･（摩利支天） ＜五ノ池小屋泊＞

8/8（土） 五ノ池小屋 - 下山 - 濁河温泉口 - 濁河温泉入浴 - 16:00頃名古屋駅解散

旅行日程　●12:20 JR名古屋駅集合　昼食をお済ませの上ご集合下さい。

講師：日本体育協会公認スポーツ指導者（山岳・コーチ２）　根岸 真理

講師：訪問先若手農業家

趣味
教養

平山郁夫シルクロード美術館探訪や中村先生の特別講座を、避暑地八ヶ岳
にゆっくりと滞在してお楽しみいただく3日間です。シルクロード美術館は
ガンダーラ仏を中心にシルクロードにまつわる仏像、彫刻、壁画、絹織物文
書など一万点に及び世界屈指のシルクロードコレクションです。　是非この
機会に、都会の暑さと喧騒を離れ、八ヶ岳高原の緑陰の中で、ガンダーラ仏
の魅力と平山郁夫のシルクロードの世界に浸ってみませんか。

日新航空サービス（株） TEL: 03-5358-1661　担当：菅原、晝間問合せ・申込み

■旅行期間:2020年8月26日（水）～28日（金）3日間　
■発着地:JR東京駅またはJR小淵沢駅集合･解散　
■旅行代金:会員・一般　東京駅集合・解散95,000円、
　小淵沢駅集合・解散86,000円（一人部屋利用追加料金12,000円）　
■最少催行人員:15名様　■添乗員同行　■宿泊:ロイヤルホテル八ヶ岳　
■食事:朝2昼2夕2　■募集締切:2020年7月27日（月）　■利用バス会社:アビコ西武観光

8/26（水） 東京駅 －(中央高速道　途中サービスエリアにて各自昼食) － JR小淵沢駅 － 平山郁
夫シルクロード美術館（見学）－ ホテル　15:40中村先生の特別講座①（90分程度予
定）19:00夕食懇談会 ＜ロイヤルホテル八ヶ岳泊＞

8/27（木） 9:00中村先生の特別講座②（90分程度予定）ホテル －平山郁夫シルクロード美術館
（見学）13:00～15:00昼食懇談会　19:00夕食懇談会 ＜ロイヤルホテル八ヶ岳泊＞

8/28（金） 10:30ホテル －身曽岐神社（参拝）－ 富士見町（昼食）－ 13:00頃JR小淵沢駅（解散）　
17:00頃JR東京駅（解散）

旅行日程　●9:00 JR東京駅集合 または 13:20 JR小淵沢駅

9/15（火） 名古屋駅 － 伊賀市内見学（伊賀上野城、伊賀流忍者博物館見学）－ 藤一色（忍者料理
の昼食）－武家屋敷（赤井家）見学 － 三重大学国際忍者研究センター（忍者の古文書
に関する講義）－ ホテル ＜ルートイングランティア伊賀上野 和蔵の宿 泊＞

9/16（水） 9:00ホテル発 － 伊賀市内見学（芭蕉翁記念館、だんじり会館、史跡旧崇広堂、伊賀く
みひも組匠の里）－ 市内レストランにて伊賀牛の昼食 － 伊賀市内見学・買物（上野天
満宮、寺町通散策、むらい萬香園：忍者猫 他）－ 18:40頃JR名古屋駅（解散）

旅行日程　●8:30 JR名古屋駅集合　

10/1（木） 郡山駅 － いわき「ワンダーファーム」（ランチブッフェ・新鮮なトマトを味わう）－ いわき
「ファーム白石」（伝説の里芋/長兵衛を味わう）－ ホテル ＜郡山ワシントンホテル泊＞

10/2（金） ホテル －鮫川村「ファームつばさ」（ジャージー牛のミルクバーを味わう）－石川町「大野農
園」（手作りピザ試食・りんご・果実のお菓子を味わう）－郡山市内「ＪＡ直売所」（立寄り・お買
物）－ 16:30頃JR郡山駅解散

旅行日程　●9:45 JR郡山駅集合

中村清次先生と行くシルクロードツアー2020
「平山郁夫シルクロード美術館」探訪と特別講座 避暑地八ヶ岳で過ごす3日間

東北の食を学び味わう旅〈福島編〉
～福島の若手農業家を訪ね、ふれあい、味わう～

(公財）日本城郭協会理事長 小和田哲男先生と行く！
四国 土佐の名城 “高知城”“岡豊城”“中村城”を訪ねる旅

■旅行期間:2020年7月7日（火）～8日（水）2日間　■発着地:高知空港またはJR高知駅集合･解散　
■旅行代金:会員・一般67,000円（一人部屋利用追加料金2,800円）　■最少催行人員:20名様　■添乗員同行　
■宿泊: 新ロイヤルホテル四万十　■食事:朝1昼1夕1　■募集締切:2020年6月9日（火）　
■利用バス会社:とさでん交通

7/7（火） 高知空港 － JR高知駅 －  中村城（土佐の小京都）・四万十市立郷土博物館（見学）－ ホテル　
　　　　＊夕食前、小和田先生よりミニ講座開講（30分程度予定） ＜新ロイヤルホテル四万十泊＞
7/8（水） 8:00ホテル － 雪蹊寺（見学）－高知城（100名城）天守・懐徳館・東多門・廊下門 － 高知市内（昼食）－ 岡豊城（続

100名城）・県立歴史民俗資料館」（見学）－ 16:30頃JR高知駅　17:10頃高知空港（解散）

旅行日程　●11:40 高知空港集合 または 12：40 JR高知駅　昼食をお済ませの上ご集合下さい。

城郭シリーズ
第十二弾

岡豊城岡豊城岡豊城岡豊城 中村城中村城中村城中村城 高知城高知城高知城高知城

平山郁夫シルクロード美術館平山郁夫シルクロード美術館平山郁夫シルクロード美術館平山郁夫シルクロード美術館

中村先生の特別講座中村先生の特別講座中村先生の特別講座中村先生の特別講座

シリーズ第3弾

150年前の風景によせて
～津和野の挿話をめぐる旅～

「この辺は屋敷町で、春になっても、柳も見えねば桜も見えない。内の塀の上から真赤な椿の花が見えて、
お米蔵の側の臭橘に薄緑の芽の吹いているのが見えるばかりである。」（『ヰタ・セクスアリス』森鷗外）
島根県南西にある津和野町は、かつて津和野藩亀井氏の城下町であり、美しい青野山に守られた小さな
盆地に広がる町であることから「小京都」とも呼ばれています。その風景はおよそ150年前に描かれた
「津和野百景図」のまま、津和野出身の森鴎外が自作に記した幼少期の風景のまま、つつましくその姿を
残しています。風景から津和野の記憶をひもとく旅、秋に向けてご案内予定です。

（株）日放ツーリスト TEL:03-3481-7666　担当：前野問合せ・申込み

予告

■旅行期間:2020年10月～11月頃　■発着地：現地集合・解散　■旅行代金:未定　■宿泊:未定

おすすめの厳選講座 国内



日帰り現地講座のお問合せ・お申込みは、各枠内に記載のお申し込み先まで。

日帰り現地講座 実施期間：
2020年3月～2020年9月

他にも全国40教室では、すてきな講座を開講しています

NHKカルチャー 

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

■実施日：5/14（木）13:30～15:30　※現地集合・解散
■受講料:会員2,981円・一般3,663円 （拝観料、別途）

講師：法相宗大本山興福寺貫主　森谷 英俊 講師：日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド　
桜井 孝憲

奈良古寺巡礼① 興福寺

風雪に耐え、人々を励まし、支
えてきた古寺･名刹。講座で
は春夏秋冬、年４回、京都、奈
良を中心に古寺･名刹を訪
ね、高僧のお話を伺い、拝観
します。５月は由来を飛鳥時
代にさかのぼる興福寺。森谷
英俊貫主のお話をお聴きし
た後、東金堂、中金堂をご案
内頂きます。（阿修羅像など
の国宝館は講座の前後、各自参観下さい）

■実施日：6/10（水）11:00～15:00
　※11:00明治神宮大鳥居付近集合
■受講料：会員・一般11,220円
　※別途移動のタクシー代一人300円程度 

■実施日：4月～9月 
　各回第3金曜13:00～16:00
　4/17、5/15、6/19、7/3 ※第1週、
　8/21 ※教室、9/18
■6回受講料:会員19,800円

講師：立教大学非常勤講師　多田 多恵子

自然の中でちょっと立ち止まって
観察してみませんか？よく目にす
る植物の意外な一面や、楽しみ方
をお教えします。一本一本の草花
のことを知ると、見慣れた風景も
グッと愛しくなります。

■実施日：3/26（木） 10:00～15:00
　※王子駅集合予定
■受講料:会員5,269円・
　一般5,951円 教材費2,530円

講師：フリーライター　眞鍋 じゅんこ
　　  写真家　鴇田 康則

都内に残る路面電車「都電荒川
線」沿線は江戸時代から愛されて
きたお花見スポットが満載です。長
年東京を取材し続ける講師と都電
を乗り降りしつつ、沿線の見どころ
や美味を訪ねる春のお散歩です。

■実施日：4月～9月 
　各回第2火曜13:30～15:30
　4/14、5/12、6/9、7/14、9/8、
　9/29 ※第5週
■6回受講料:会員21,120円　
　※現地集合・解散

講師：プロ・ナチュラリスト　佐々木 洋

街なかの緑地を、NHKテレビ「ひ
るまえほっと」、NHKラジオ「ラジ
オ深夜便」などでおなじみのプロ
の自然案内人と、かれんな野草の
花、ユニークな樹木の実、美しい野
鳥などを愛でながら、ゆっくりと
歩きましょう！

■実施日:4/18（土）12:00～15:00頃　※現地集合・解散
■受講料：会員16,940円・一般17,600円

講師：フードライター　団田 芳子

年間300軒の飲食店を取材する
ライターと一緒だからこそ味わえ
る特別メニューをご用意！個人で
は聞けない話などお店の魅力を
たっぷり愉しみましょう。
（食事代含む。飲み物代別途）

■実施日：6/12(金) 
　9:45JR松本駅集合･19:15頃解散
■旅行代金:会員21,000円･一般22,000円 
■申込締切：5/29（金） ■利用バス会社：中山観光バス
※詳細はパンフレットをご請求下さい。

講師：ナチュラリスト・作家　C.W.ニコル

C.W.ニコル氏が再生した『アファンの
森』、今回は特別な許可のもと見学が可
能になりました。また『癒しの森』の2.5
Ｋｍのウォーキングには5名様に1名メ
ディカルトレーナーが付きます。野尻湖
を眺め、潮の風を受けながら森林浴、3
時間のウォーキングを楽しみます。

■実施日：4月～9月 
　各回第1木曜13:00～16:00
　※現地集合･解散 4/2、5/7、6/4、7/2、9/3
　※7/2はさいたまアリーナ教室で行う予定。
■5回受講料:会員16,500円

講師：歴史研究家　伊藤 誠男

武家屋敷地・社寺・水路など、江戸
当時の姿を残す場所をはじめ、
“古地図”など、様々な材料を利用
しながら「現代に繋がる江戸」を
訪ねます。 ■実施日 ガイダンス：4/22（水）

　18：30～20：00 名古屋教室
　会員2,288円・一般2,860円
　ハイキング：5/27（水） 8:00名古屋・栄　集合・出発
■旅行代金：会員14,100円・一般14,600円
■申込締切：5/13（水）　
■利用バス会社：名古屋みなと観光
※詳細はパンフレットをご請求下さい。

ガイダンスで服装や持ち物・山の注意事
項をしっかり学び、楽しい山登りへＧＯ！ひ
とり歩きはちょっと不安という方も、ぜひ。

■実施日:4/24（金）、5/22（金）、
　6/26（金） 各日14:00～15:30 
　※現地集合･解散
■3回受講料:会員9,900円･一般11,880円、教材費6,534円
■会場：横浜馬車道十番館

講師：（株）横浜十番館 執行役員　浅羽 行郎

昔から横浜にはバーの数が多く、
日本の洋酒文化の発祥の地とも
言える場所となっています。バー
カウンターに座り、カクテルを召
し上がっていただきながら、お酒
とカクテルの基礎知識などを学
びます。

■実施日：4/28（火）11:00～14:30
■受講料:会員6,325円・一般6,985円　※ご昼食代込
■集合場所：天平倶楽部

講師：正岡子規研究所代表、樹木医　正岡 明

子規の名句「柿くへば鐘が鳴るな
り法隆寺」の舞台となった「子規
の庭」を訪ね、子規が愛して止まな
かった奈良の地を巡ります。
講座「子規と奈良」⇒日本料理の
ご昼食⇒子規の庭⇒正倉院⇒東
大寺⇒春日の森⇒鷗外の門⇒春
日大社の参道⇒会津八一の歌碑
⇒興福寺など、明治の文豪の足跡
をたどります。

講師:旅行ジャーナリスト、トラベルキャスター　津田 令子

明治神宮御苑の花菖蒲 新誕生！
隅研吾氏設計の明治神宮ミュー
ジアム明治記念館（旧赤坂仮皇
居御会食所）での花菖蒲膳の
お食事をいただきます。明治神
宮ミュージアム入館料、明治神
宮御苑の入館料は受講料に含
みます。

お申込み先:守口教室 TEL 06-6991-1112
［受付時間］ 月～土10:00～18:30（※日曜は16：00まで）
〒570-8558 大阪府守口市河原町8番3号 京阪百貨店守口店8階

■実施日：5/9（土）11:30～14:00
　※10:50近鉄榛原駅改札前集合
■受講料:会員2,860円・一般3,520円
　※別途参加費4,100円（入館料・食事代）

講師：大阪文学振興会会員　岡本 信子

奈良
宇陀

森野旧薬園と
大願寺薬草料理を楽しむ

織田家の祈願所の歴史を持
つ大願寺で薬草や宇陀の名
産である吉野葛を使った精
進料理をいただき、初代 森
野藤助が作った日本最古の
私設の薬草園を散策します。

■実施日：4月～9月 各回第2金曜 13:00～16:00
　※現地集合･解散 4/10、5/8、6/12、7/10、9/11
■5回受講料：会員18,150円 教材費660円

講師：日本坂道学会会長・坂道研究家　山野 勝

東京
都内

切絵図で歩く『江戸の坂』
～御府内編～

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２Ｆ

江戸時代、現在の山手線の内側は
御府内（朱引線内）と呼ばれ、その
外側にあたる郊外に豊かな農村が
広がっていました。この講座では、
江戸郊外に足を伸ばし、今に残る
江戸の坂を探索しながら、江戸の
人々の生活を浮き彫りにすること
を試みます。

■実施日：4月～9月 各回第2木曜13:00～16:00
　※現地集合･解散 
　4/9、5/14、6/11、7/9、9/10
　※7/9は千葉教室で行う予定。
■5回受講料:会員16,500円、教材費275円

講師:歴史研究家　伊藤 誠男

東京
都内古地図片手に江戸散歩

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8F

街路網・坂道・江戸の町中を縦
横に走っていた水路、武家屋
敷地・社寺など…古地図片手
に「江戸の痕跡」をたどりなが
ら、現代の東京ならぬ「江戸」
を訪ねていきましょう。
※毎回3～4キロ歩きます。

講師：紀行エッセイスト・古道ウォーカー 金沢 正脩

■実施日：4/24(金)10:30～14:30
　※JR御茶ノ水駅 聖橋口・改札口前10:30集合
■受講料:会員3,300円･一般3,850円
　料理代7,260円、ニコライ堂拝観献金300円

神田山の歴史を秘めた湯島・
駿河台界隈と二聖堂を巡って
みましょう。文豪たちに愛さ
れ、クラシックな名建築とし
て知られる「山の上ホテル」で
好評のフレンチをいただきま
す。（室内見学付）

講師：八王子市長池公園 副園長　小林 健人

■実施日：4月～9月 各回第3水曜10:00～14:30
　4/15、5/20、6/17、7/15、8/19、9/16
　※現地集合・解散
■受講料:会員19,800円

四季の移ろいを感じながら
ゆっくり歩きましょう。植物
と野鳥に関する豊富な知見
を活かして、身近な里山の魅
力をお伝えします。

奈良
正岡子規の愛した奈良
文学散歩

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: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 3F　

■実施日：6/18（木）11:00～15:00
■受講料:会員9,634円･一般10,184円（入館料･食事代含）

講師：旅行ジャーナリスト、トラベルキャスター　津田 令子

東京
北区

北区王子の飛鳥山公園には、栄一
が住んだ旧飛鳥山荘がありまし
た。現在その跡地に渋沢史料館が
建っています。敷地内の二つの重要
文化財「晩香炉」、「青淵文庫」等も
見学し、華やかな交流の場となっ
ていた時代に思いを馳せてみませ
んか。お食事は、王子のフレンチの
名店・FURUKAWAYAでお楽しみ
いただきます。

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9:45～19:30　土曜9:45～16:30
〒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

東京
近郊江戸・東京を歩く Ⅰ

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9:45～19:30　土曜9:45～16:30
〒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

東京
近郊

お申込み先:松本教室 TEL 0263-35-0220
東京都知事登録旅行業第3-4317号 国内旅行業務取扱管理者 山本亞矢子
［受付時間］ 月～金9:30～18:00　土曜9:30～16:30
〒390-0815 長野県松本市深志3-10-3 ＮＨＫ松本放送会館内
旅行企画･実施：日新航空サービス株式会社　観光長官登録旅行業第463号

長野
黒姫

C.W.ニコル氏が甦らせた『アファンの森』と
森林メディカルトレーナーと歩く 癒しの森

東京
近郊

ゆっくり歩こう
ときめき自然観察会

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8F

■実施日:4月～9月 各回指定木曜10:30～14:30
　4/9、5/21、6/25、9/17　※現地集合･解散
■4回受講料:会員14,520円

講師: 樹木医　石井 誠治

東京
神奈川樹木医と行く 花の自然探訪

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8F

新聞やラジオでもおなじみの講師
が楽しい案内役をつとめます。

お申込み先:名古屋教室 TEL 052-952-7330
東京都知事登録旅行業第3-4317号 総合旅行業務取扱管理者　川妻千尋
［受付時間］ 平日・土曜9:30～19:30　日曜9:30～15:30
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3
                  NHK名古屋放送センタービル7階
旅行企画･実施：日新航空サービス株式会社　観光長官登録旅行業第463号

ゆる山ハイキング
滋賀県御池岳 滋賀

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

東京
王子

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

東京
都内

■実施日:4/12（日）11:00～12:30 田園調布集合･解散
■受講料:会員6,600円･一般7,260円 ※お菓子代含む

講師：北欧ジャーナリスト「3日でまわる北欧」
       「北欧のおいしい話」著者　
       森 百合子

東京
都内

北欧のデザインと暮らす
日本の家で楽しむ北欧のスタイル

お申込み先:宇都宮教室 TEL 028-600-1311
［受付時間］ 月～金10:00～17:00　土・日10:00～15:00
〒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

数々の著書で北欧の魅力を伝える
森百合子先生のお宅に伺って、日本
の家に北欧のデザインを取り入れる
コツなどを中心にお話しいただき
ます。先生が実際に愛用する北欧の
生活道具やインテリアに触れて、素
敵な暮らしのヒントを見つけましょ
う。お手製の北欧菓子とお茶を楽し
むフィーカの時間もあります。

イメージ（大願寺）
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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10F

東京
代々木

代々木の杜 花菖蒲・緑・
皇室ゆかりの御品を愛でる

お申込み先:松本教室 TEL 0263-35-0220
［受付時間］ 月～金9:30～18:00　土曜9:30～16:30
〒390-0815 長野県松本市深志3-10-3 ＮＨＫ松本放送会館内

東京
都内

湯島聖堂／ニコライ聖堂・二堂巡り＆
新装「山の上ホテル」でランチ

自然観察ウォーキング春の都電荒川線　
てくてくお花見さんぽ

お申込み先:西宮ガーデンズ教室 TEL 0798-69-3450
［受付時間］ 月～土9:30～19:00　日曜・祝日9:30～15:00
〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2-502 阪急西宮ガーデンズ本館5階

大阪
市内

講師：かながわ歴史と街の案内人　足立 直三

神奈川
横浜あなたの知らない横浜・中華街

■実施日:5/20（水）10:30～14:00　現地集合・解散
■受講料:会員3,630円･一般4,290円、教材費330円
　※別途交通費、昼食代がかかります

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9:30～17:30 
                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

日本最大のチャイナタウン
で開港以来の史跡や、四大
中華の名店、路地裏の美味
しい店巡り。中華街を知りつ
くした案内人が、あなたの知
らない横浜・中華街へお連れ
します。老舗『萬珍樓』での
コースランチもお楽しみに！

神奈川
横浜

横浜馬車道十番館で学ぶ
ＢＡＲ入門

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9:30～17:30 
                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

新一万円札＆２０２１年大河ドラマ決定！
渋沢栄一ゆかりの地を訪ねる

・春爛漫の
  大船フラワーセンター散策  
・行幸通りから皇居東御苑散策  
・代官山から駒場公園  
・川崎市緑化センターから
  高根森林公園

したたかな植物たち
～あの手この手のマル秘大作戦～

ライターと愉しむプレミアムランチ
～関西 旬な食べ歩き～

※お店は大阪市内の予定です。
※受講料に食事代を含みます。
　飲み物代は別途各自での清算
となります。
※講座の一週間前までに案内詳
細をお送りします。

渋沢栄一
生誕１８０周年
特別企画！

 


	2020_Spring_tabiza_p1
	2020_Spring_tabiza_p2
	2020_Spring_tabiza_p3
	2020_Spring_tabiza_p4

