一緒に聖地旅行に行きませんか？

急募

日本キリスト教団 松江北堀教会

イスラエル 聖書の旅

2009 年 2 月 3 日（火）〜2 月 12 日（木）10 日間
団長

井上 理師 （松江北堀教会牧師）

ガイド 柿内ルツ師 （イスラエル政府公認ガイド）
その他、本旅行では、添乗員が関西空港より同行いたします。

旅行代金 関空発着 お一人様 338,000 円 (2 名様 1 室ご利用)
※関空までの国内線、前日宿泊なども手配可能です。ご相談ください。
※別途、空港諸税、燃油付加料(9/1 現在 約 65,000 円)が必要です。

申込締切 2008 年 11 月 10 日（月）に延長
最小催行人員 18 名様 （定員は 20 名の予定。）
ガリラヤ湖・ペテロの再召命教会

検討されたい方
ご一報ください！

※この旅行は、松江北堀教会(井上理師)を主体とする団体旅行（受注型企画旅行）です。

●聖書の世界が、ぐっと身近に！
●ミツペラモン（ネゲブ砂漠）

聖地旅行は、いわば聖書を旅することです。
荒野一つとっても、日本では想像つかない自然環境
を、ご自身の肌で感じ取ることができます。「コップ一杯の
水」が、まさしく「いのちの水」に変わるのです。
そういった気候、現場の状況、文化、地理的感覚など
を体感することで、聖書のメッセージが、リアリティーを持っ
て、ぐっと身近に迫ってくるのです。

世界最大級のクレーターのあるミ
ツペラモン。モーセの率いる民が放
浪していたのも、この近辺です。
荒野の大地を、ぜひご自身で体
感してください。

●ガリラヤ湖

コンパクトに、でも、見どころは逃さない！
●イスラエルの民も放浪したネゲブ砂漠で荒野を体感
●世界でも類を見ない死海の浮遊体験
●ユダヤ最後の砦マサダ
●主イエスの宣教の舞台 ガリラヤ
●主イエスの育った街 ナザレ
●地中海の玄関 ローマ建設の港町カイザリア
●イエスの足跡を辿る 憧れの都エルサレム
・・・などなど、他にも見どころはたくさん。

主イエスの宣教の中心地。野の花
も咲く季節。主イエスが何を見つめ、
何を思いながら、この地を巡ったの
か、 思いめ ぐらせな がら回りたい場
所。

●ビア・ドロローサ（エルサレム）
主イエスが辿った十字架の道。ピ
ラト官邸から、聖墳墓教会まで続く。
当時を偲ばせる石造りの旧市街の雑
踏の中、十字架を背負って歩く巡礼
者の姿も。

Q.イスラエルの情勢は大丈夫？
現時点では、聖地旅行を行うことができるレベルまで治安は
保たれておりますので、ご安心ください。なお、危険度が高くな
った場合には、旅行会社の判断で行程を変更・中止する場合
もございますので、ご了承ください。

●団長 井上 理師 （松江北堀教会牧師）

●案内役は柿内ルツ師

ハレルヤ！
クリスチャンであれば、誰もが一度は行って
みたいのがイスラエル。それでいて、なかなか
行きにくいのも、イスラエルかもしれません。
しかし、ここに来て治安も安定し、また価格と内容ともバランス
の取れた計画を立てることができました。ガイドはもちろん、旅行
会社もクリスチャンの担当者が企画しております。
聖書の世界を自分の目で見、その空気に触れることは、聖書
理解ばかりではなく、今後の信仰生活の上で生きた貴重な財産
となってくることでしょう。そうチャンスはあるものでもありません。
行ける時に、行く。これが鉄則です。
ぜひ、皆さんご一緒に聖書の世界を旅してみませんか！

●お申込み先（旅行手配）

聖地旅行ガイドとしては、もうベテラン
の領域。聖書考古学を中心に専門知識
はもちろん、明るく、気さくな人柄で、味わ
い深い聖書の旅へと案内してくれます。

柿内ルツ

(イスラエル政府観光省公認ガイド)

東京聖書学院卒業、エルサレムのホーリーランド大学神学修士
終了、現在イスラエル在住 15 年以上のイスラエル政府観光省公
認ガイド。
イスラエルにおいて、日本語で聖書地理・考古学・自然界など、
聖書の世界を学べる学校を造るのが夢！
みなみななみ著「すごいぞ!イスラエル」でもガイドで登場。

〒110-0016 東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ

TEL. 03-5812-7080 / FAX. 03-5812-7085
株式会社 ＨＭＣ
ア ク ツ

にこまるツアー 担当: 竹下・笹岡

東京都知事登録旅行業 第 3-3609 号 旅行業務取扱管理者 笹岡 真奈美

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を
取り扱う営業所での取引に関する責任者で
す。
この旅行契約に関し、担当者からの取り扱い
にご不明な点があれば、ご遠慮なく、左記の
旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

日 次
スケジュール
食事
2009 年
① 2/3 【午前】関西空港に全員集合。関西空港を出発。途中、経由地を経て、イスラエルへ。
(火) エールフランス 関空 12:35 発の予定。
(機内)
【深夜】イスラエル・テルアビブ空港へ到着(0:10 着の予定)｡宿泊先にて仮眠｡
(機内)
渡航の疲れをおとりください。
2/4
朝:○
②
(水) 【終日】荒野へ向けて出発。ダビデがゴリアテと戦ったエラの谷、世界遺産のテル･べ 昼:○
エルシェバ遺跡見学。イスラエルの民が 40 年さまよったネゲブ砂漠を通って、世界
夕:○
最大級のクレーター､ミツペ･ラモンヘ。
【終日】ネゲブ砂漠をドライブ。途中、ベドウィンのテントで昼食。
朝:○
2/5
③
早めに、死海ほとりのリゾートホテルヘチェックイン。死海浮遊体験などをお楽しみく 昼:○
(木)
ださい。
夕:○
【午前】ユダヤ民族最後の砦マサダ要塞見学へ。20 世紀最大の考古学的発見と言 朝:○
2/6 われる死海写本で有名なクムラン遺跡見学。世界最古の町エリコにて昼食。
昼:○
④
(金) ロープウェイで誘惑の山まで登ってみましょう。ヨルダン渓谷を一路北上し、ガリラヤ 夕:○
湖畔へ。
【終日】ガリラヤ湖畔にある､イエス様の足跡の教会を訪問していきます。
朝:○
2/7 ペテロの再召命教会、カペナウム遺跡、山上の垂訓の丘、二匹の魚と五つのパン増 昼:○
⑤
(土) 加の記念教会など。ガリラヤ湖を遊覧。ヘルモン山麓のピリポカリザリアも訪問しま 夕:○
す。この日の昼食には、聖ペテロの魚料理をご賞味ください。
【終日】婚礼の奇跡があったカナ村を通り､ナザレの受胎告知教会、大エヨセフの教会 朝:○
2/8 など訪問。エリヤが戦ったカルメル山の脇を通り、地中海沿岸のカイザリア
昼:○
⑥
(日) 遺跡見学へ。夕方には、いよいよ、エルサレムへの都のぼりです。
夕:○
【終日】オリーブ山からエルサレムの町を展望し､主の涙の教会､ゲッセマネの園など 朝:○
2/9
訪問します。嘆きの壁や､神殿の丘、イエス様の裁判をしたカヤパの官邸跡を訪問。 昼:○
(月)
旧市街のヴィアドロローサを辿って､十字架の立てられた聖墳墓教会まで歩きます。
夕:○
【終日】ダビデの町考古学公園( ギホンの泉、ヒゼキヤのトンネル、シロアムの池な 朝:○
2/10 ど)を見学。イスラエル博物館では、エルサレムの 1/20 模型や死海写本館を見学
昼:○
⑧
(火) します。時間があれば、エルサレム新市街を散策しましょう。
夕:○
【夜】夕食後、ホテルにて帰国に備え、準備。
【早朝】空港へはセキュリティ・チェックのため３時間前に到着します。
2/11
⑨
【朝】テルアビブ発、経由地を経て、空路、関空へ。
(機内)
(水)
エールフランス テルアビブ 08:10 発の予定。
2/12 関西空港到着後、解散。（09:05 着予定）
(機内)
⑩
(木)
※現地情勢等の状況により行程が変更になる場合がございます
検討中の方
⑦

ご一報ください！

■お申込方法・・・2008 年11月10日（月）締切
①
②

■利用航空会社 未定
エールフランス航空を予定。(またはアリタリア航空、または
KLM オランダ航空) 経由便・エコノミークラス

■利用予定ホテル
・到着時/ ヤッドハシュモネ・クリスチャン研修ログハウス
またはマアレーハミシャ（キブツホテル）
・ミツペラモン/ ラモンイン
・死海/ クラウンプラザ・ホテル、またはホッド
・ガリラヤ/ スコッティスホテル、
またはキブツマアガン・ホリディヴィレッジ
・エルサレム/モリヤクラシックまたはグランドコートなど

■食事 朝 7回 昼 7回 夕 7回
(機内食は除く。別途、機内では、機内食があります。)

■添乗員 関西空港より同行します。
■旅行代金

２名様１室ご利用・お一人様

関西空港発着 ３３８,０００円
お一人部屋利用追加代金 ¥85,000
※別途、関西空港使用料、利用する国内・海外各空港税、航空保
険料、燃油付加料( 9/1現在 約65,000 円前後) が必要です。
為替レート、原油価格により変動します。
※関空前日宿泊手配ご希望の方は、別途手配もお受けいたします。
※現地にて、イスラエル、エジプト国境通過税約$35が必要になりま
す(レートにより変動します)。
※個別の費用（飲み物代、超過の荷物運搬代金、お部屋のチップ等）
は含まれておりません。
※旅行代金には、行程表にある航空運賃、食事、宿泊代金、バス代
金、現地ガイド、ドライバーへのチップ等が含まれております。

■最少催行人員 １８ 名様

(定員20名様予定)

※申込順の受付になります。定員を超えた場合には、キャンセル待ち
となり、お受けできない場合もございます。
※参加人数が最小催行人員18名未満の場合には、一部内容変更
または追加料金にてツアーを行う可能性があります。

■ご注意
この旅行は、松江北堀教会を主体とする団体旅行です。
※取消料について
申込締切日2008年10月31日以前 …取消料不要
申込締切日の翌日より、
旅行開始日の前日から起算して31日前まで… ¥50,000
旅行開始日の前日から起算して
30 日前から３日前まで………旅行代金の20％
旅行開始日の前々日および前日、当日…旅行代金の50％
旅行開始後、または無連絡の場合 …旅行代金の100％
※お申込時にはパスポートも取得してください。
( 日本国籍の場合、必要な有効期間は2009年 8月 3日以上です。)

※海外旅行保険には、必ずご加入ください。お申込みの方
下記、お申込書に必要事項をご記入いただき、パスポートのコピー（写真面）と
には、旅行会社からも資料を送付します。
ご一緒に、「にこまるツアー」までお送りください。
申込金として50,000円(旅行代金の一部)を、下記口座にお振込みください。※残額は、後日ご請求となります。

三菱東京UFJ銀行 上野支店 普通口座 5448455 カ)エイチ エム シー

●お申込書

送付先: FAX.03-5812-7085 （株）HMC にこまるツアー 〒110-0016 東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ

切り取らず、そのまま FAX、またはコピーして郵送してください。

ご参加者氏名

男性 ・ 女性

パスポートのスペル

生年月日

年

月

日

パスポート番号
〒

ご住所
TEL
日中の連絡先

FAX

上記以外の方 TEL.

携帯
名称:

所属教会名

牧師/伝道師 ・ 神学生 ・ 信徒
お名前

渡航中の
緊急連絡先

続柄・関係（

ご住所
TEL

お１人部屋／
相部屋のご希望
出発前日の宿泊

）

FAX

携帯

お１人部屋を希望 ・ 相部屋を希望 （同室希望者

）

※相部屋ご希望の方でも、組み合わせで相部屋になる方がいない場合には、お１人部屋追加代金が発生します。
関空周辺にホテル宿泊手配を

希望しない ・ 希望する

※ご希望の方には、別途、手配ご案内をお送りします。

持病をお持ちの方、妊娠中の方、その他、特別な配慮の必要な方はご記入ください。

その他の連絡事項

パスポートのコピーをお忘れなく、ご一緒にお送りください。

