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●現地ガイドには、柿内ルツ師 
イスラエル政府公認ガイド。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。 

団長 榊原 寛師 ワールド・ビジョン・ジャパン理事長 
              お茶の水クリスチャンセンター副理事長 

 

皆さんのご希望にお答えして聖地旅行を 
計画しました。 

十数回の経験を活かして、皆さんと、楽し 
く、感動に満ちて、主の足跡を辿り、聖書の 
世界を味わってみたいと思っています。 

聖書が生き生きと飛び出してくるのを経験 
することでしょう。ぜひご一緒しましょう！ 
 

「私も参加します」 村上宣道師 太平洋放送協会理事長 

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。 

 

榊原 寛先生がプロデュース 

 

ことばは人となり、私たちの間に住まわれた… 

神と人が共に生きた現場へ― 

●ビア・ドロローサ（エルサレム） 
エルサレムでメインといえば、十字

架の道といわれるビア・ドロローサでし

ょう。ごいっしょに主の苦難を偲びな

がら歩きましょう。 
 エルサレム周辺では、ケデロンの

谷、ゲッセマネの園、オリーブ山、そ

してカヤパの官邸跡（鶏鳴教会）など

を訪ねましょう。 

●ガリラヤ湖周辺 
空の鳥を見よ、野の花を見よ… 

現代に生きる私たちは、聖書を読

んでも、自然に触れる機会も少なか

ったりします。実際に、山上の説教の

丘で、山上の説教を味わってみましょ

う。宿泊も、プライベートビーチ付のキ

ブツ(農業共同体)経営ホテルで。 

●ミツペラモン（ネゲブ砂漠） 
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。 

主イエスの足跡を辿る イスラエル 11 日間
成田発着 2011 年 3 月 1 日（火）～3 月 11 日（金）11 日間

 

夜明けのガリラヤ湖 Photo C.Takeshita

イエス様が歩まれた地を辿るとき、今も生

きておられる主のリアリティーに圧倒されること

があります。主の恵みに感動します。歴史に

働く神の臨在を感じます。 
今回、榊原先生が聖地旅行を企画される

ことを伺い、私も参加させていただくことにしま

した。皆様とも、ご一緒できることを楽しみにし

ています。 

● 内容充実。無理のない、ゆっくりめの行程で周ります 
● 死海の５ツ星リゾートホテルと、ガリラヤ湖のキブツ

ホテルは、プライベートビーチ付。 
● 聖書に出てくるイスラエルの特産物も味わいましょう 
● 聖地旅行に精通した榊原先生の楽しいお話付！ 

※別途、空港諸税、燃油付加料等 (9月現在 約42,000 円)が必要になります。 

※旅行代金には、ドライバー、ガイド、レストランのチッブ(約１万円)が含まれております。

(ホテルのルームメイクのチップ、飲み物代などの個人的費用は含まれておりません。) 
 

申込締切 2010 年 11月末日  

※定員になり次第、締切になります。お早めにお申込ください。

最少催行人員 25 名様 (予定人員 30 名様) 

旅行代金確定！ 成田発着 ￥358,000 
（2名様 1室ご利用 お一人様あたり）

確定版 



 
 

※この旅行は、榊原 寛先生と、「にこまるツアー」が十分に企

画を練ったツアー(受注型企画旅行)です。 
 

■利用航空会社 エールフランス航空 
(または大韓航空、KLMオランダ航空)

■利用ホテル 

・到着時/ ヤッドハシュモネ(クリスチャン研修ロッジ) 

・ミツペラモン/ ラモンイン (4ツ星) 

・死海/クラウンプラザ・ホテル (5ツ星) 

・ガリラヤ/ キブツマアガン(農業共同体経営ホテル) 

・エルサレム/オリーブ・ツリー (4ツ星) 
 

■食事 朝 9回 昼 9回 夕 8回 
(機内食は除く。別途、機内では、機内食があります。) 

 

 

■添乗員 成田空港より同行します。 
 

■旅行代金 成田発着  ３５８,０００円  
・２名様１室ご利用・お一人様あたりの料金です。 

・お一人部屋利用の場合 追加代金 ¥78,000 
・別途、空港諸税、燃油付加料等(9月現在 約42,000 円)

が必要になります。 
 

※旅行代金には、ガイド・ドライバー、レストランへのチップ(約１万円)の他、

行程表にある航空券代、宿泊代金、バス代金、入場料、食費等が含ま

れております。 

※個別の費用（お部屋のチップ、飲み物代、超過の荷物運搬代金等）は

含まれておりません。 
 

 

■最少催行人員 25名様 

※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24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  

●取消料について 

・申込締切日以後、出発の31日前まで  …申込金\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2011年 9月1日以上です。)
 

●海外旅行保険には、必ずご加入ください。 

■お申込方法・・・申込締切 2010年11月末日 必着 

※定員になり次第、締切となります。お申込はお早めにお願いいたします。
 

①下記、お申込書に必要事項をご記入いただき、右記旅行会社ま

でFAXまたはご郵送ください。お手元にパスポートのコピー（写真

面）があれば、ご一緒にお送りください。 

② 申込金として50,000円(旅行代金の一部)を、右記指定の口座に

お振込みください。 
 

■主イエスの足跡を辿る イスラエル 11 日間 ※切り取らずに、以下をそのまま 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 

（ローマ字スペル）  

生年月日 年    月    日

〒 
ご住所 

TEL FAX 携帯 

日中の連絡先 上記以外の方 TEL.                     （名称:                             ） 

所属教会名 教団名                    教会名                          牧師/伝道師 ・ 神学生 ・ 信徒   

お名前                             続柄・関係（        ） 

ご住所 
渡航中の 

緊急連絡先 

TEL FAX 携帯 

お１人部屋／ 

相部屋のご希望 
全泊お１人部屋を希望 ・ 相部屋を希望 （同室希望者                      ） 

 

 

※お一人参加の相部屋希望者に端数が出た場合は、１室分のお一人部屋代金を希望者で分担していただき、連日のお部屋割で調整します。

成田での宿泊手配  出発前日 ・ 日本到着日 ・ 希望しない 

その他の連絡事項 
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。 
 

 

 

 

※先生のご意向、現地情勢等により、行程は変更になる場合がございます 
2011 年  スケジュール 食事 

① 
3/1 

(火) 

【午後】成田空港(12:55 発予定)、経由地を経て、イスラエル・テルアビブヘ 

  

[機内] 

[機内] 

【深夜】テルアビブ(0010 着予定)着後、ガイドと合流。ホテルへ<ヤッドハシュモネ泊>  

② 
3/2 

(水) 

【終日】 ダビデとゴリアテが戦ったエラの谷、世界遺産テル・ベエルシェバ(イスラエル

王国時代の街)を観光。イスラエルの民が 40 年さまよった荒野、ネゲブ砂漠を通り、

世界最大級のクレーターのあるミツペ・ラモンへ。現代の遊牧民べドウィンのテントで、

ティータイムも(翌日になる場合あり)。                  <ミツペラモン泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

③ 
3/3 

(木) 

【終日】 荒野の風景を堪能しながら、死海のプライベートビーチ付リゾートホテルヘ。

死海浮遊体験、室内プールでお楽しみください。有料でエステもあります。死海水に

は疲労回復効果もあります。ここで、旅の疲れを癒し、体調を整えましょう。<死海泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

④ 
3/4 

(金) 

【終日】３年間ローマに抵抗し続けたユダヤ民族最後の砦、世界遺産・マサダ要塞、

20 世紀最大の考古学的発見と言われる死海写本で有名なクムラン遺跡を見学。

世界最古の町エリコで、ロープウェイで誘惑の山を見学。ヨルダン渓谷を一路北上

し、ガリラヤ湖畔へ。プライベートビーチ付キブツホテルに宿泊。  <ガリラヤ湖畔泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

⑤ 
3/5 

(土) 

【終日】ガリラヤ湖周辺を観光 （※ガリラヤ滞在中、順番は前後します）。 

ガリラヤ湖遊覧。お昼には、聖ペテロの魚を。カぺナウム遺跡見学、二匹の魚と五つの

パンの教会、山上の垂訓教会(周囲の野原も散策)、ペテロの再召命教会を見学。 

<ガリラヤ湖畔泊> 

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

⑥ 
3/6 

(日) 

【終日】朝、天気がよければ、ガリラヤ湖を眺めながらの野外礼拝を。 

ゴラン高原を北上。イスラエルの北端、ペテロが信仰告白した、ヘルモン山麓のピリポ･

カイザリアの遺跡へ。荒野との気候の差も体感してください。    <ガリラヤ湖畔泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

⑦ 
3/7 

(月) 

【終日】 ガリラヤ湖を後にして、ナザレの受胎告知教会、大工ヨセフの教会を訪問。エ

ズレル平原を通り、地中海へ。ヘロデ王が建設し、使徒たちが世界宣教の拠点とした

港町・カイザリア遺跡へ。地中海の美しい海、ローマ時代の円形劇場、ヘロデ王が建

設した導水橋を観光。いよいよエルサレムへ。             <エルサレム泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

⑧ 
3/8 

(火) 

【終日】エルサレム市街観光 （※エルサレム滞在中、見学順は変動します。） 

神殿の丘、嘆きの壁を見学。ダビデの町考古学公園（ギホンの泉、ヒゼキアのトンネ

ル、シロアムの池）、ベツレヘム聖誕教会、スーパーでお買いもの。 <エルサレム泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

⑨ 
3/9 

(水) 

【終日】主イエスの十字架の足跡を辿ります。オリーブ山からエルサレムの町を展望、

ゲッセマネの教会、イエス様の裁判をしたカヤパの官邸跡、ヴィアドロローサ、聖墳墓

教会などエルサレム旧市街を観光。                      <エルサレム泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:ホテル

⑩ 
3/10 

(木) 

【終日】 荷物をまとめて、ホテルはチェックアウト。二千年前のエルサレム 1/50 模型

のあるイスラエル博物館、ユダの山里エインカレムなどを見学。エマオの途上にあたる

アブゴーシュのレストランにて昼食を。 

【午後】セキュリティチェックのため、3 時間前には、ベングリオン空港へ。 

【夕方】テルアビブを 17:00 出発(予定)。                    <機内泊>

朝:ホテル 

昼:○ 

夕:× 

[機内] 

⑪ 
3/11 

(金) 

経由地で乗り継ぎ、成田へ。成田 1910 着予定 

 

[機内] 

 
●旅行手配 
 

（株）ＨＭＣ 「にこまるツアー」 担当: 竹下 
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
 

TEL 03-5812-7080 ／ FAX.03-5812-7085 

〒110-0016 東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ 

三菱東京 UFJ 上野支店・普通 5448455 カ)エイチエムシー
 

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、ご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 


