
  

関空発着 2013 年 5 月 7 日（火）～5 月 15 日（水）  

旅行代金 2 名様 1 室ご利用 お一人様あたり  ￥316,000  
                 

※別途、空港諸税、燃油付加料等(2013 年 1 月現在 約 54,000 円)、また現地ガイド、

ドライバー等のチップとして、お一人様 約 10,000 円前後が必要です。 

※1 名様 1 室ご利用追加代金 63,000 円 
 

第二次募集 2013 年 2 月 28 日（木）締切 

最少催行人員 10 名様 （定員 12～15 名様予定） 

※1/25 現在 9 名様申込有。定員になり次第締め切り、キャンセル待ちとなり

ます。お早目にお申込み下さい。 

 

 
ア ク ツ 

〒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  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 

 

●お申込・お問い合わせ先（旅行手配） 

各所ゆかりの地で、メッセージ！ 
 

団  長  本田 右一師 （加古川キリスト教会牧師） 
 

チャプレン 五島  勝 師 
（米国フィニックス フリーメソジスト教会日本語部教会牧師） 

 

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、主イエスの足跡を辿りながら、ともに聖書を読

み、祈りあえる聖地旅行は、格別なものです。これからの

信仰生活を、より豊かなものにしてくれるに違いありませ

ん。ぜひ、ご一緒に聖書の世界を旅してみませんか！ 

 

・想像を超えた荒野の世界を体験 

・ガリラヤ湖畔での礼拝のひと時 

・イエスの足跡を辿り、聖都エルサレムへ 

・現地ガイドは、日本人ガイドが担当します。 
※添乗員は同行しませんが、現地ガイドがご案内いたします。 

 

 

Q.イスラエルの情勢は大丈夫？ 
現在、ガザ地区を中心に限られた場所では危険度が高くなって

おりますが、基本的に観光で周る地域は大きな心配はありません。 

ただ今後の現地情勢によって、先生方と旅行会社の判断で行程

の内容を一部変更する場合もございますので、ご了承ください。 

 

ことばは人となり、私たちの間に住まわれた… 

リアルな聖書の世界に触れる旅 

●ビア・ドロローサ（エルサレム） 

クリスチャンにとって、エルサレム

でメインといえば十字架の道―ヴィ

ア・ドロローサでしょう。 

実際に通ってみると、思いにふけ

る余裕もないくらいに、狭く、騒然とし

ています。実際の十字架の道行きを

実感してみましょう。 

 

●ガリラヤ湖周辺 
 

主イエスの宣教の舞台となったの

が、このガリラヤ湖とその周辺です。 

各ゆかりの地で、ガリラヤの風を肌

で感じながら、聖書を味わっていきま

しょう。湖を眺めながらの祈祷会、主

日礼拝も予定しております。 

●荒野の世界（死海周辺） 
 

死海周辺は文字通り「荒野」です。 

まさに水のない地、日本では想像し

がたい不毛地帯に見えるこの地にも、

実は動植物たちが生息しています。こ

の「荒野」を体感することで、旧約から

新約への聖書理解をも深めてくれるで

しょう。 

写真: 夜明けのガリラヤ湖 

※この旅行は、五島勝先生、本田右一先生

からのご依頼に基づく受注型企画旅行です。 

行程の内容は、先生方のご意向、また現地

情勢等により、一部変更になる場合がござい

ますので、ご了承ください。 



 

■利用航空会社 大韓航空・ソウル経由（予定） 

またはエールフランス、アリタリア航空などの経由便 

エコノミークラス利用 
 

■利用予定ホテル 
・到着時/ヤッドハシュモネ クリスチャン経営ログハウス 

・死海/ レオナルドクラブ・デッドシー (4～5ツ星相当) 

・ガリラヤ/リモニム・ミネラル・ティベリア (3ツ星相当) 

・エルサレム/ダン・エルサレム (4～5ツ星相当) 
 

■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 同行しませんが、現地ガイドがご案内します。     

■旅行代金 ２名様１室ご利用・お一人様 

 関西空港発着 333316161616,000,000,000,000円円円円    ＋空港諸税・燃油料等    
 お一人部屋利用追加代金 ¥63,000 
 

※別途、関西空港使用料、海外各空港税、航空保険料、燃

油付加料等 (2013年1月現在 約\54,,000)が必要です。 

利用航空会社、為替レート、原油価格により変動します。 

※現地ガイド、ドライバー、レストラン等のチップとして、お一

人様 約10,000円前後が必要です。 

※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、バス代金が含まれております。 
 

■最少催行人員 10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10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 

旅行催行決定後、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2013年11月7日以上です。) 

※海外旅行保険には、必ずご加入ください。 
 

■■■■お申込方法お申込方法お申込方法お申込方法 …第2次締切 2013年2月28日（木） 

（1/25現在9名様申込有。定員12～15名様予定）   
 

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（お名前/写真掲載面・後日でも

可）とご一緒に、右記旅行会社までFAXまたはご郵送ください。 
 

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。(残金は2013年3月末頃の予定です) 
 

※①お申込書と②お申込金の両方の受領で、お申込受付となります。定員になり次第、締切（キャンセル待ち）となります。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 ・ 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。 

関空での宿泊手配  出発前日に希望 ・ 日本到着日に希望 ・ 希望しない  （ご自身で手配されても構いません。） 

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。 

 

 

 

■主イエスのみ跡を辿る イスラエル聖地巡礼の旅 ９日間 
 

※先生方のご意向、また現地情勢等により、行程は変更になる場合がございます 
2013 年  スケジュール 食事 

① 
5/7 

(火) 

【昼】 関西空港発（12:10 予定）、経由地を経て、イスラエル・テルアビブヘ。 

【深夜】テルアビブ着（21：25 予定）後、専用車でホテルへ。<エルサレム郊外泊> 

[機内] 

[機内] 

② 
5/8 

(水) 

【終日】 世界遺産テル・ベエルシェバ(ダビデ王時代の街など)を観光。荒野にある

レストランで、ベドウィン天幕での昼食。モーセたちも放浪した「荒野」をドライブしな

がら、死海のホテルへ。死海浮遊もお楽しみください。           <死海泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

③ 
5/9 

(木) 

【終日】ユダヤ最後の砦となった世界遺産・マサダ要塞と、死海写本で有名なクム

ラン遺跡の見学。世界最古の町エリコにて、誘惑の山を観光。ヨルダン渓谷を一路

北上し、ガリラヤ湖畔へ。                       <ガリラヤ湖畔泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

④ 
5/10 

(金) 

【終日】ガリラヤ湖周辺を観光（※滞在中、順番は前後します）。 

ガリラヤ湖遊覧。カぺナウム遺跡見学、山上の垂訓教会など。ペテロが信仰告白し

た、ヘルモン山麓のピリポ･カイザリアの遺跡も見学。      <ガリラヤ湖畔泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑤ 
5/11 

(土) 

【終日】引き続き、ガリラヤ湖周辺を観光（※滞在中、順番は前後します）。 

二匹の魚と五つのパンの教会、ペテロ再召命教会、お昼には聖ペテロの魚を。ナザ

レ受胎告知教会、大工ヨセフの教会、カナ婚礼教会を見学。  <ガリラヤ湖畔泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑥ 
5/12 

(日) 

【終日】朝、出発前に主日礼拝を。 

エズレル平原を横断し、地中海沿岸へ。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

導水橋などをご覧いただきます。 

聖誕の地、ベツレヘムを観光後、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 

⑦ 
5/13 

(月) 

【終日】エルサレム市外観光 （※滞在中、見学順は変動します。） 

オリーブ山にて眺望後、主イエスの十字架の足跡を辿ります。涙の教会、ゲッセマ

ネの園、最後の晩餐の家、鶏鳴教会（カヤバ官邸跡）、ビアドロローサ、聖墳墓教

会。最後に園の墓を見学。                       <エルサレム泊> 

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑧ 
5/14 

(火) 

【終日】ホテルはチェックアウト。神殿の丘、嘆きの壁、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）、イスラエル博物館などを見学。 

エンカレムのマリヤ訪問教会を見学。 

復活の主が弟子たちと食事をしたエマオ近辺にて最後の夕食を。 

【夜】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。 

【深夜】テルアビブを出発予定。                        <機内泊>    

朝:ホテル  

昼:○ 

夕:ホテル 

⑨ 
5/15 

(水) 

経由地で乗り継ぎ、夜、関西空港着（20:55 予定）。 

 

[機内] 

[機内] 

 

●お申込・お問い合わせ（旅行企画・実施） 
 

（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。 


