
  

ネボ山からカナンの地を望む 

2 名様 1室ご利用 お一人様あたり 

旅行代金 成田発着 ￥347,000 

※別途、空港利用料・入出国税・燃油付加料(未定・2015年7月現在約

52,000円)が必要になります。その他、詳細は裏面をご覧ください。 
 

募集締切 2015年 11月18日（水） 

最少催行人員 15 名 
※お申込者が想定人数を超えた場合には、キャンセル待ちとなる場

合がございます。ご希望の方は、お早目にお申込み下さい。 

 

 
ア ク ツ 

旅行手配 株式会社ＨＭＣ にこまるツアー 担当: 竹下 

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 
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 

 

Q.現地の情勢は大丈夫？ 
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。 

 

※この旅行は、三森春生先生の依頼により、

にこまるツアーが手配する受注型企画旅行で

す。 

想像を絶する出エジプト・荒野への旅 
今回は花咲くガリラヤ湖周辺やエルサレムなどを訪問後、南部

のネゲブ砂漠へ。イスラエルの民が放浪した「荒野」を体感しなが

ら、カナンへの道筋を辿り、ヨルダンへと巡っていきます。 

 

成田発着 2016 年 2 月 25 日（木）～3 月 5 日（土） 

 

 

現地ガイドには、柿内ルツ師 

イスラエル政府公認ガイド。気さくな人柄で、

聖書考古学を中心に専門知識をベースに味

わい深い聖書の旅へと案内してくれます。 

 

 

団長 三森春生師 元インマヌエル王子キリスト教会牧師 
 

 

 

1989年から2015年まで、１４回の旅行

を企画し、１回を除きすべて団長を務めて

参りました。前回は、北のガリラヤ地方に重

点を置いたツアーで好評でしたが、今回は

イスラエル南部に重点を置いています。ペ

トラ遺跡などヨルダンにもまたがる砂漠ツア

ーは、前回に勝る魅力一杯のコースです。 

 

 

       ビア・ドロローサ（エルサレム） 

 

     

 世界遺産・ぺトラ遺跡 

 

     ジープで砂漠を探検 

  
 

山上の垂訓の丘とガリラヤ湖 

モーセの率いる民が放浪していたのも、この近辺です。 

日本では想像つかない荒野の自然環境を、ご自身の

目や肌、五感で感じ取ることができます。 

 

ミツペラモン（イスラエル南部・ネゲブ砂漠） 

旧約聖書、ことに出エジプトからカナン入国への道筋をたど

り、昔の幕屋の実物大模型の見学もできます。もちろんガリラ

ヤやエルサレムにも足を伸ばし、重要な場所を訪問しますの

で、満足いただけるでしょう。限られた日数を有効にするため

に欠かせない現地ガイドは、今回もベテランの柿内ルツさん

が引き受けてくださいます。 

またとないこの機会をぜひ生かして、信仰生活を一層豊か

にしていただくよう参加をお勧めします。 



 

 

■利用航空会社 トルコ航空 経由便・エコノミークラス 

■利用予定ホテル 
ガリラヤ:   キブツマアガン、ギノサレ、レオナルドなど 

エルサレム： レオナルド、ダン、プリマキングス、エヤルなど 

ミツペラモン：ラモンイン 

ペトラ： モーベンピック・ナバティアンキャッソル、クラウン

プラザ、グランドビュー、ぺトラ・ゲストハウスなど 

アンマン：  エアポート 

■食事 朝 6回 昼 6回 夕 7回 
(機内食は除く。機内では、機内食があります。) 

■添乗員 （下記ご参加人数には団長の先生は除きます） 

ご参加人数が19名様以内：添乗員は同行しません 
（団長の先生が引率、現地ではガイドがご案内します。） 

 

ご参加人数が20名様以上：添乗員が同行いたします 
（現地でガイドの声を無線で聴けるイヤフォーンも付きます。） 

■旅行代金 ２名様１室ご利用・お一人様 

 成田空港発着 343434347777,000,000,000,000円円円円    
・お一人部屋利用追加代金 ¥68,000    
・上記の他に別途、必要な代金 

・国内外各空港利用料、出入国諸税、航空保険料、燃油付

加料等(2015年7月現在 約\52,000)。為替レート、原油価

格等で変動があります。ご了承ください。 

※個別の費用（飲み物代、超過の荷物運搬代金、任意の旅行保

険、各お部屋のチップ等）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、観光入場料、ガイド・ドライバーのチップ等が含まれて

おります。 

※この旅行代金は、2015年7月1日を基準に算出したものです。

急激な為替変動等が生じた場合には、記載条件で催行できな

い可能性もございます。その場合には事前にお知らせ、ご相談

 いたします。

■最少催行人員 15名様 
※参加人数が最少催行人員15名未満の場合にも、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 

旅行催行決定後、出発の31日まで …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％ 
 

※海外旅行保険には、必ずご加入ください。後日、旅行会社取

扱のAIU保険パンフレットもお送りいたします。 
■お申込方法■お申込方法■お申込方法■お申込方法・・・・・・・・・・・・締切 2015年 11月18日（水）必着 

①下記、お申込書に必要事項をご記入いただき、有効なパスポ

ートのある方は、パスポートのコピー※（写真面）とご一緒に、

右記旅行会社までFAXまたはご郵送ください。 

※日本国籍の場合、必要な有効期間は2016年9月2日以上です。更新の

方、未取得の方は、早速お手続きいただき、後日お送りください。 

②期日までに、お申込金 お一人様 50,000円 を右記口座ま

でお振込みください。(残金は2015年1月頃の予定です) 

 

※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 

2016 年  スケジュール 食事 

① 2/25(木) 
【夜】 トルコ航空にて、成田空港を出発。 

TK053 成田 22:30 発 /イスタンブール 翌日 04:20 着（予定）  <機内泊>  

［機内］ 

［機内］ 

② 2/26(金) 

【早朝】イスタンブールにて乗り継ぎ、イスラエル・テルアビブ空港へ。 

 TK784 イスタンブール 06:45 発 /テルアビブ 08:45 着（予定）  

【終日】テルアビブ・ベングリオン空港到着後、ガイドと合流。 

地中海沿岸のカイザリア遺跡を見学後、昼食。天気がよければ、途中、カルメル山

のﾑｸラカ修道院に立ち寄り、イズレエル平原を展望してからナザレへ。 

ナザレの受胎告知教会の訪問後、ガリラヤ湖畔のホテルへ。   <ガリラヤ湖畔泊> 

［機内］ 

 

朝:×  

昼:○ 

夕:ホテル 

③ 2/27(土) 

【終日】山上の垂訓の丘、カペナウム遺跡、またペテロの再召命教会などガリラヤ湖

畔周辺の教会を訪問。木製ボートでガリラヤ湖遊覧。昼食には、聖ペテロの魚を。 

観光後、湖畔の宿でしばし休息の時も取ります。           <ガリラヤ湖畔泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

④ 2/28(日) 

【終日】朝、聖日礼拝。ヨルダン川沿いに南下し、死海写本で有名なクムラン遺跡を

見学。都上りのルートを辿って、エルサレムへ。オリーブ山からエルサレムの街を眺

望。ゲッセマネの園を訪問。                         <エルサレム泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑤ 2/29(月) 

【終日】朝一番で旧市街の神殿の丘、嘆きの壁を見学。ピラトによる裁判のあったエッ

ケホモ教会からはじまるヴィアドロローサの十字架の足跡を辿り、聖墳墓教会へ。 

この日の昼食は、市街地にて各自自由にお取りいただきます。大祭司カヤパの官邸

跡に建つ鶏鳴教会、またベツレヘムの聖誕教会も訪問します。    <エルサレム泊> 

朝:ホテル  

昼:× 

夕:ホテル 

⑥ 3/1(火) 

【終日】ダビデとゴリアテが戦ったエラの谷を通って、一路、ネゲブ砂漠へ南下し、テ

ル・ベエルシェバ遺跡を見学。エインアブダッド峡谷近くで、ベドウィンテント体験と昼

食を。出エジプトの民が約３５年近く放浪していたネゲブ砂漠を堪能しながら、荒野の

絶景、世界最大級のクレーターがあるミツペラモンへ。        <ミツペラモン泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑦ 3/2(水) 

【終日】大クレーターを後にして、イスラエルの最南端、紅海沿岸のエイラットに向け出

発。ティムナ銅山にある奇岩ソロモンの柱や、荒野に設営された原寸大の天幕模型

などを見学。昼食後、エイラットから国境を通り、ヨルダンへ。 

アラビアのロレンスのロケ地にもなったワディラムにて、砂漠のジープツアー。 

ぺトラ遺跡のあるエインムーサ村にあるホテルへ。               <ぺトラ泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑧ 3/3(木) 

【終日】エインムーサ村から、アロンが葬られたホル山を展望。インディージョーンズの

ロケ地にもなった世界遺産ぺトラを見学。シークと呼ばれる絶壁の間を通り、宝物殿

エルカズネまで歩きます。午後はデザートハイウェイを北上。マダバ村にてビザンチン

時代の巡礼モザイク地図を見学。モーセ終焉の地ネボ山から約束の地カナンを展望

後、アンマン空港近くのホテルへ。                            <アンマン泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

 

⑨ 
3/4(金) 

【早朝】未明、アンマン国際空港へ。早朝便にて、帰国の途へ。 

 TK813 アンマン 06:35 発 /イスタンブール 09:35 着（予定）  

 TK050 イスタンブール 14:15 発 /成田 翌日 08:55 着（予定）   <機内泊> 

朝:× 

［機内］ 

［機内］ 

⑩ 3/5(土) 【朝】 成田空港に到着。 ［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。 

※①お申込書と②お申込金の両方の受領で、お申込受付（先着順）となります。ご希望の方は、なるべくお早目にお申込み下さい。 

■お申込書 （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 
生年月日 年    月    日 

（ローマ字スペル）  

ご住所 
〒 

TEL FAX 携帯 

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

出席教会名 教団名                 教会名                        牧師/伝道師 ・ 神学生 ・ 信徒 ・未信者  

渡航中の 

緊急連絡先 

お名前                             続柄・関係（        ） 

ご住所 

TEL FAX 携帯 

お１人部屋／ 

相部屋のご希望 
お１人部屋を希望(お１人部屋追加代金¥68,000) ・ 相部屋を希望 （同室希望者                    ） 

 

 

※組み合わせ上、相部屋ができない場合には、お１人部屋追加代金が発生します。 

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。 

 

 

 

AC0925 


