
 

 

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 東京都知事登録旅行業 3-3609号  
 

 

主宰・団長 三森春生師 
元インマヌエル王子キリスト教会牧師 

現地ガイド  柿内ルツ師  
イスラエル政府公認ガイド （共に成田から同行、ご案内いたします） 

 
 
 ご旅行代金  成田発着 お一人様 428,000円 （空港・燃油等別） 

        ※空港・燃油料 (2018年 6月現在約 29,000円)他、必要な費用があります。裏面をご確認ください。 

申込締切    2018年 8月 15日(水)予定 それ以前に満席・満室となった場合はキャンセル待ちになります。 

 

 

イスラエル建国 70周年記念  

聖書の背景と現代イスラエルを訪ねる 11日間 

成田発着 2018年 11月 20日（火）～11月 30日（金） 
※札幌・名古屋・関空・福岡ご出発（ソウルの空港で合流）ご希望の方は、お問い合わせください。 

 

 
          

※この旅行は、三森春生先生のご依頼に基づく、受注型企画旅行（団体旅行）です。 

行程は、先生のご意向、また現地情勢等により、変更になる場合がございます。 

2018 年  スケジュール 食事 

①  
11/20 

（火） 

大韓航空（予定）にてテルアビブへ。 

KE706成田 0910 / ソウル（仁川） 1150  

KE957 ソウル（仁川）1500 /テルアビブ 2020 

テルアビブ空港着後、ホテルへ。           <テルアビブ泊> 

[機内] 

[機内] 

[機内] 

夕:×  

②  
11/21 

（水） 

イスラエル建国 70周年の独立宣言記念館（聖書館）の見学 

テルアビブ大学のディアスポラ博物館見学と昼食（各自でお支払）。 

ヤッフォ(ヨッパ)旧市街からテルアビブの街展望。 <テルアビブ泊> 

朝:ホテル  

昼:× 

夕:ホテル 

③  
11/22 

（木） 

ヘロデ大王が建設したカイザリア湾港都市遺跡。 

地中海を眺める遺跡内のカフェでランチタイム（各自でお支払）。 

ナザレの受胎告知教会と大工ヨセフの教会。     <ガリラヤ泊> 

朝:ホテル  

昼:× 

夕:ホテル 

④  
11/23 

（金） 

ガリラヤ湖を遊覧。ペテロの再召命教会など湖畔の教会。 

カペナウム遺跡。昼食には、聖ペテロの魚料理を。 

山上の垂訓の丘（天気が良ければ付近も散策。）   <ガリラヤ泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑤  
11/24 

（土） 

ヨルダン渓谷を通って、南下。 

デカポリスの一つスキトボリス（古代ベトシェアン）遺跡。 

荒野にあるイエス様のヨルダン川洗礼場。死海写本が発見されたク

ムラン遺跡。良きサマリア人の宿モザイク博物館。 エルサレム泊>   

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑥  
11/25 

（日） 

聖日礼拝。ベタニア村のラザロの蘇りの墓見学。死海方面へ。 

エンゲディ国立公園でダビデの滝ハイキング。 

（希望者は死海ビーチで浮遊体験もできます）   <エルサレム泊>  

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑦  
11/26 

（月） 

終日、ベツレヘム・ヘロディオン観光へ 

ヘロディオンにあるヘロデ大王の要塞遺跡見学 

ベツレヘムの聖誕教会、羊飼いの野を見学。   <エルサレム泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑧  
11/27 

（火） 

終日、エルサレムを観光。神殿の丘と嘆きの壁。イエス様が裁判を

受けたエッケホモ教会から、十字架の道「ヴィアドロローサ」を通り、

聖墳墓教会へ。シオンの丘にある伝承の最後の晩餐の部屋やダビ

デ王の墓。カヤパの官邸跡に建つペテロの鶏鳴教会。新市街で、マ

ハネイェフダ市場やベンイェフダ通りなどを散策。 <エルサレム泊> 

朝:ホテル  

昼:× 

夕:ホテル 

⑨  
11/28 

（水） 

オリーブ山、主の涙の教会、ゲッセマネの園（万国民の教会） 

旧市街の南側に位置する古代「ダビデの街」の遺跡を上から眺望。

ヤドバシェムのホロコースト記念館を見学。 

建国７０周年ツアー記念植樹を行います。     <エルサレム泊> 

朝:ホテル  

昼:× 

夕:ホテル 

⑩  
11/29 

（木） 

朝はゆっくり目の出発。エルサレムの歴史が分かるダビデの塔博物

館。イスラエル博物館にて、2000年前の旧市街 1/50模型や死海

写本館など。ヤッドハシュモネ研修施設の聖書公園見学。 

KE958 テルアビブ 2210 /ソウル翌日 1525     <機内泊> 

朝:ホテル  

昼:× 

夕:○ 

[機内] 

⑪  
11/30 

（金） 

KE 001 ソウル・仁川 1740 / 成田 2000着（予定）   [機内] 

[機内] 

 

第１８回 聖書の背景を知る研修旅行 
 

 

イスラエル独立宣言（1948年）の現場へ 

 
 

主イエス宣教の地ガリラヤ 

 
 

憧れの聖なる都エルサレム 

 

 

聖地旅行の定番スポットはもちろん、昨今、話題に上る「現代イスラエル」についても学びます。 

荒野に緑を！記念の「植樹」も。全行程 4～5つ星の高級ホテル利用。ゆったり・充実の聖地旅行です。 

 

お申込は 

お早めに！ 

 

２名様１室ご利用 



 

①まず、ご予約・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2019年5月20日以上です。未取得、更

新が必要な方は、お手続きの上、後日、ご提出ください。   

②締切期日までに、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。(残金お支払は2018年10月頃の予定です) 

 

  

●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。 

■利用航空会社 大韓航空予定  
もしくはトルコ航空、アリタリア航空、スイス航空 

■利用予定ホテル 
・テルアビブ: ダンパノラマ、レオナルド・プラザなど 

・ガリラヤ湖畔: スコッティス、マアガン・エデン、ノフ・ギノサレなど 

・エルサレム: ダン、オリエント、レオナルド・プラザ、クラウンプラザ 
 

■食事 朝 9回 昼 4回 夕 9回 
(機内食は除く。機内では、機内食があります。) 

 

■添乗員 成田空港から添乗員資格も持った現地ガイド

が同行します。 
 

■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 
この旅行は受注型企画旅行（団体旅行）となります。 

※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…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、旅行会社よ

り、AIG保険パンフレットもお送りいたします。 

①ご予約・お申込書はなるべくお早目にご提出ください。後日、②お申込金のお支払にて、お申込完了となります。 

ご予約・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¥115,000) ・ 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。 

成田以外の出発 

その他の連絡事項 

札幌・名古屋・関空・福岡ご出発（ソウル空港での合流）ご希望の方、その他、持病や、特別な配慮の必要な方はご記入ください。 

 

 

 

 

団長 三森春生師 

Qイスラエルの情勢は大丈夫？ 

現在、安心して聖地旅行を行うことができるレベルで治安が保たれております。なお、万が一、危険度が高くなった場合には、主

宰者ならびに旅行会社側の判断で行程を変更・中止する場合もございますが、何卒、ご了承ください。 

 

今回で最後!? 団長からのお誘いの言葉 

■旅行代金  

成田発着 ２名様１室ご利用・お一人様 428,000円 （空港料・燃油料等別） 
※札幌・名古屋・関空・福岡ご出発（ソウル空港で合流）ご希望の方は、ご相談ください。 

 

●別途、必要な費用 

・空港料、燃油付加料、航空保安料(2018年 6月現在約 29,000円。変動あり。) 
 

・団体で渡すチップ 15名様参加の場合・お一人様あたり約US$100（約11,500円） 

ウェイター・ガイド・ドライバー・ポーターなど。（お部屋のチップは別途、各自でご負担ください。) 
 

・お一人部屋ご利用の場合、追加代金 115,000円 
 

・その他、個別の費用（飲み物代、行程表に含まれていない昼食代5回分、お土産代、 

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） 

※旅行代金には、行程表記載の航空券（空港・燃油料等は除く）、食事、宿泊、日本語ガイド代、バ

ス、観光料等が含まれております。 

※この旅行代金は、2018年2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。 
 

■ご予約・お申込方法 …締切 2018年８月１５日(水)予定 

ただし、それ以前に満席・満室となった場合はキャンセル待ちになります。 

お申込書はお早めにお願いいたします。 

 

 

３０年前に始めた研修ツアーですが、今回で実質１６回となります。企画・引率のすべてを

実施するには私も高齢すぎるので、これが最後になると思います。 

これまで以上の充実した内容のツアーを準備しますから、期待をもってご参加ください。 

現地ガイドとして、また聖書地理・歴史の教師として定評のある柿内ルツさんには、今回も

お願いすることができました。今回は成田から同乗していただくので、事前のオリエンテーシ

ョンにも役立ちます。建国７０周年記念の年にあたるため、それにちなんだ見学先や行事など

も予定しています。リピーターも歓迎です。 

WB1807 


