
団長 ： 斎藤　亘師 (日本イエス・キリスト教団委員長)
ガイド ： 柿内ルツ師 (イスラエル政府観光省公認ガイド)

旅行手配 ： にこまるツアー  Acts企画 (海外観光株式会社)
成田空港より、添乗員が同行いたします。

日本イエス・キリスト教団　聖地旅行企画

ガリラヤ湖畔・ペテロの召命教会

成田発着  335,000円
(2名様1室ご利用・お一人様)

     大阪発着(日本国内線乗継) 25,000円増
※別途、空港諸税(約35,000円前後)が必要となります。

にこまるツアー アクツ企画 (海外観光株式会社) 
国土交通大臣登録旅行業第1832号　日本旅行業協会会員

TEL.03-5812-7078　FAX.03-3831-4285　E-mail: tour@nikomaru.jp
担当：竹下・笹岡まで　ホームページ　http://www.nikomaru.jp/ 
〒110-0016 東京都台東区台東4-30-8 宮地ビル本館7階

私たちの教団は創立 50 周年を記
念して 2001 年に聖地旅行を計画
しましたが、その時は中東情勢が思
わしくなく残念ながら中止となりま
した。その間この計画は頓挫してい
ましたが、このたび再度取り上げることになりました。
クリスチャンならだれでも「一度は聖地に行ってみたい」と
いう願いがあります。しかし時間、経費、体力、中東情勢など
のことを思うと簡単ではないことも事実です。
このたび不思議な主のお導きにより、日程、スケジュール、旅
行代金において、だれでもが参加しやすい素晴らしい旅行
計画が実現しました。
「百聞は一見に如かず」という言葉がありますが、この聖地
旅行から新しい信仰と奉仕の生涯が始まることを信じます。
あなたもこの良い機会にぜひ聖地旅行にご参加下さい。

団長

斎藤　亘 師
日本イエス・キリスト教団委員長

絶景のシナイ山頂、風かおるガリラヤ湖畔…、そして主
の十字架の足跡をたどるエルサレム。
本企画はシナイ山登山が入っていますが、その代わり死
海でニ泊し、温泉気分でゆっくりと体を休めることがで
きます。死海、ガリラヤ湖畔、エルサレムのホテルは連
泊になっており、全体として、ご年配の方や体の弱い方
にも、優しいスケジュールになっています。
この壮大な聖書の世界を、是非、日本の皆様に、満喫
していただきたいです。

ガイド

柿内ルツ 師 
(イスラエル政府観光省公認ガイド)　

旧約の出エジプトの世界から、新約のイエス様の足跡、そして世界宣教へ旅をしていきます。

シナイ山頂からの眺め　 エルサレム・神殿の丘

シナイ山と
イスラエルの旅
 2008年 4月7日  　  ～4月18日  　  12日間

ハイキングやオリエンテーションを通じて、聖書時代を体験するプログラムが沢山！

募集締切 ： 2007年12月26日(水)
最少催行人員 ： 20名様

 (定員35名様  先着順)



シナイ山とイスラエルの旅　成田発 2008 年 4月 7日（月）～ 4月 18 日（金）着 12 日間
※行程、見学場所は、情勢により、現地にて変更になる場合があります。

　【朝】大阪伊丹より、東京・成田または羽田空港へ ( 大阪出発の方 )
【午前】成田空港に全員集合。成田空港を出発。途中、経由地を経て、イスラエルへ。

【深夜】イスラエル・テルアビブ空港へ到着｡空港近くのクリスチャン経営ペンション
「ヤッドハシュモネ」にて､仮眠｡渡航の疲れをおとりください。

【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･ベ
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
世界最大級のクレーター､ミツペ･ラモンヘ。 

【終日】一路、ネゲブ砂漠を南下、途中、ティムナ銅山にある原寸大の幕屋の模型な
どを見学。その後、エジプト・シナイ半島へ入ります｡聖カテリーナ修道院見学。
登山に備え､早目に就寝しましょう。 

【深夜】夜中に起こされて､いよいよシナイ山登山開始。山頂での日出は､一生の思い
出になるでしょう。

　【朝】頂上で日出を見た後、下山。
【終日】下山後､タバの国境からイスラエルへ戻り､アラバー地溝帯を北上。夜には、

死海ほとりのリゾートホテルヘチェックイン。

【午前】ユダヤ民族最後の砦マサダ要塞見学へ。
【午後】死海浮遊体験などをお楽しみいただきながら、ゆっくりと旅の疲れをお癒し

ください。

【終日】10:30 ころ、ホテルを出発。エンゲディのダビデの滝展望。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見学。世界最古の町エ
リコにて昼食。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、ガリラヤ湖畔へ。 

【終日】聖日礼拝。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。
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
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
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。

【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
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。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。

【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
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。

【深夜】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。
【早朝】テルアビブ発、経由地を経て、空路、成田へ。

成田空港到着後、解散。( 大阪帰着の方は国内線にて、大阪伊丹空港へ )
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●受注型企画旅行契約
このご旅行は、ご契約責任者日本イエス・キリスト教団様のご依頼に基づき、海外観光㈱ にこまるツアーが
旅行企画・実施するもので、当社とは受注型企画旅行契約を締結することになります。ご旅行の条件は、別途
お渡しするご旅行条件書､最終日程表及び当社の旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。
●申込方法と契約の成立時期
申込書とパスポートのコピー ( 写真のページ ) を FAX または郵送にてお送りください。申込金 50,000 円を
指定の口座までお振込みください。申込書と申込金の受理をもって成立するものとします。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に記載された ①航空運賃（エコノミークラス）、利用交通機関の運賃、送迎バス等の料金、宿泊料金、
食事料金。 ② お１人様スーツケース等１個の手荷物運搬料金。 ③団体行動中の心付、税金、サービス料。④企
画料金 ¥30,000
●旅行代金に含まれないもの（その一部を明示）
超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税金・サービス料。傷害・
疾病に関する医療費、渡航手続費用（旅券印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金、査証料）、お１人部屋を使
用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー代金、日本国内外の空港施設使用料・空港
税・燃油付加料・出国税およびそれに類する諸税など。

●ご契約解除と取消料
お申込の後、次ぎに定める取消料をお支払いただくことで、いつでもご契約を解除することができます。

●ご旅行内容の変更、中止
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止など弊社が関与しない事由により、旅行
内容・代金の変更、またはご旅行を中止する場合がございます。運送機関の大幅な運賃改定により、代金を変
更する場合があります。お客様の人数が、最少催行人員に満たない時、中止になる場合がございます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件、旅行代金の算出は、2007 年 9 月 15 日を基準としております。

■旅行代金　２名様１室ご利用・お一人様
　成田発着　¥335,000
　大阪発着 ( 国内線乗継便利用 ) 　¥25,000 増
　お一人部屋利用追加代金　¥60,000
※別途、成田空港使用料、利用する国内・海外各空港税、航空保
険料、燃油付加料 ( 約 35,000 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。
※大阪発着でお申込の方には、大阪 -東京間の国内線乗継便の利
用になります。

■最少催行人員　20 名様 ( 定員 35 名様 )
※申込順の受付になります。定員を超えた場合には、お受けでき
ない場合がございます。
※参加人数が最小催行人員 20 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。

■募集締切　2007 年 12 月 26 日 ( 水 )

■ご注意
※本ツアーは渡航便の予約条件により、ご出発の 2ヶ
月前より、取消料が発生いたします。
※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 2008 年 10 月 10 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　①別紙、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）とご一緒にお送りください。
　　　　　　　②お申込金として50,000円を、下記口座にお振込みください。※申込書と申込金の受領をもって、お申し込み受付となります。

　　　　　　　　お振込先　三井住友銀行  上野支店  普通口座  7924032　口座名: 海外観光（株）ハンドメイドツアー

■お申込先　(旅行に関するお問い合わせ)　

日次 スケジュール 食事 宿泊

申込締切
2007 年

まで
12/26（水）

ご旅行契約解除の日 ………………………………………………………………………………………… 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 31 日目以前 ………………………………………………¥30,000
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30 日目にあたる日以降３日目にあたる日まで ………………………………………………… 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％
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合　 …………………………………………… 旅行代金の 100％

■利用航空会社　未定
 ( エアーフランス航空、オーストリア航空、ルフトハン
ザ航空、または KLMオランダ航空の経由便・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　
・ミツペラモン /ラモンイン　　
・シナイ山 /聖カテリーナツーリストヴィレッジ
・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 /オリーブツリー、またはグランドコート

■食事　朝 9回　昼 9回　夕 9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

にこまるツアー　アクツ企画　担当: 竹下・笹岡　(海外観光株式会社)
TEL.03-5812-7078　FAX.03-3831-4285　E-mail: tour@nikomaru.jp
〒110-0016　東京都台東区台東4-30-8 宮地ビル本館7階　
国土交通大臣登録旅行業第1832号　日本旅行業協会会員　総合旅行業取扱管理者　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。

■旅行条件書（要旨）　※お申込みの際には、旅行条件書 ( 全文 ) をお渡しいたしますので、ご確認ください。


