（撮影者 木村昭彦）
★★★

旅へのお誘い ★★★

長い冬が終わり、待ちかねた春を迎えるにあたり、東大寺二月堂の修二会（お水取り）は、関西圏の
人々にとっては欠かせない大切な行事です。 二月堂へ練行衆を送った童子が松明をかざして舞台を
進む勇壮な有様は、テレビなどでご覧になった方も多いかと存じます。 でもこれはお水取りのほんの
一部にすぎません。本当の『修二会』は 2 月 20 日から 3 月 15 日未明までの約一か月間に及ぶ仏教
法会であり、二月堂に籠った僧侶が自他の日頃の罪過をご本尊に懺悔して五穀豊穣など、除災招福を
祈る「悔過（けか）」という儀式なのです。 752 年から今日に至るまで度々の戦乱や天災などの危
機にあったとしても一度として絶えたことのないいわば日本で唯一の行事です。
関

美子先生

このツアーでは、

風物詩として有名なお松明はもちろん深夜に行われる神聖なお水取りも拝観し「修二会」の本質に迫
る楽しくも意義ある旅をめざしたいと考えております。

【講師紹介】
早稲田大学卒業後

日本文学風土学会会員 古典文学朗読家

大学大学院国文科入学

日本航空勤務 平成８年

円満退職

関

美子先生

平成９年早稲田大学大二文学部社会人入学平成 11 年二松学舎

平成 13 年同校修士課程終了 国文学修士号取得 この間二松学舎元学長雨海先生に師事

ＮＨＫ文化センター千葉教室

並びにユーカリが丘教室にて『源氏物語を読む』の講師として活躍中

【募集要項】
◆旅行期間：平成 30 年 03 月 12 日（月）～13 日（火）1 泊 2 日
◆旅行代金：お一人様 41,000 円（2 人 1 部屋） ◆お一人部屋追加料金：3,000 円
◆発着地 ：日航奈良ホテル 集合・解散
◆最少催行人員 15 名 （定員 20 名）
◆募集締切：平成 30 年 02 月 09 日（金）
◆添 乗 員：同行いたします。
◆宿泊
：日航奈良ホテル 【電話】0742₋35₋8831 ＊2 名様１部屋利用
◆含まれるもの：①宿泊代（2 人１部屋）②食事代－朝食１回・昼食 0 回・夕食 1 回
③入場料（・奈良国立博物館)
④貸切バス代金及びタクシー費用＜日程表表記部分＞ ⑤添乗員費用
◆利用バス/タクシー会社：奈良近鉄タクシー株式会社
企画監修：ＮＨＫ文化センター

現在

月日

1

スケジュール

13:00
日航奈良ホテル集合
13:15-14:30
日航奈良ホテルにて関美子先生による『お水取り』に関する講義
2018 年
14:30
ホテルチェックイン
3 月 12 日
14:45
タクシーにて奈良国立博物館へ移動
（月）
15:00-16:30
奈良国立博物館 見学
16:45-17:30
市内レストランにて早目の夕食
集合および解散の場所は、出雲空港/ＪＲ松江駅
17:45
夕食後 ご都合に応じてお選び頂けます。
東大寺大鐘広場へ移動して列に並びます
出発から到着まで、すべて移動は同ツアー専用の貸し切りバスになります。
19:30-20:30
「お松明」見学
交通状況や天候、現地事情などにより行程や時間が一部変更になる場合がございます。
21:00 頃
見学終了後 タクシーにてホテルへ戻り仮眠
見学や移動時間ではトイレ時間を留意したご案内をいたします。
＜日航奈良ホテル泊＞

□
□
□
□
□ お一人参加でもご安心下さい。１人部屋対応が可能です。お早目にお申し込み下さい。
東大寺二月堂へ移動 （＊小型またはマイクロバス利用）
《斐乃上温泉 斐乃上荘》 00:30 頃
01:00-02:30
「お水取り」見学
“斐乃上温泉”は、古くから薬効高い温泉と知られ、栃木県「喜連川温泉」・佐賀県「嬉野温泉」と並んで【日本三大
3 月 13 日
03:00 頃
ホテルへ移動（＊小型またはマイクロバス利用）
美肌の湯】と言われています。肌触りが柔らかく、癖のない良質な温泉で、美肌・美白効果が期待できるアルカリ性
2

（火）

09:30

ホテルにて朝食

そして

チェックアウト後、解散

☆チェックアウト後は、自由行動となりますが、希望者は関美子先生同行で
春日大社、 猿沢池などをご案内します。

（撮影者 木村 昭彦）

＜
①お申込書を下記まで郵送ま
たはＦＡＸでお送り下さい。
日放ツーリスト
ＦＡＸ（03）３４８１-７６６４

（撮影者

お申し込み手順一覧表

峯 明日香）

＞

②旅行代金をお支払い下さい。
＜お支払方法＞
みずほ銀行東京営業部（普）2717288
宛先 （株）日放ツーリスト
お申込み後数日内にお振込み下さい。

③参加申し込み手続き完了
＊お申込書及び旅行代金全
額の双方を受領した後に正
式な参加申込となります。

御申込みの方へのご案内（お申し込み前にこの頁と旅行条件書＜全文＞を事前にご確認のうえお申し込み下さい。）
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社日放ツーリスト(東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ビル、観光庁長官
登録旅行業第 665 号、以下当社という)が企画･実施する旅行であり、この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行条件は下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）出発前にお渡しする最終旅行日程表及び、当社募集
型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申込み
いただきます。お申込金は旅行代金残金ご請求の際差し引かせていただきます。
(2)電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、電話による予約申込みの翌日から起算して 3 日以
内に申込書と申込金を提出しない場合は当社は申込みがなかったものとして取り扱いま
す。
(3)旅行締結は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。
(4)申込金
このたびのご旅行では、一括払いにてお願い致します。
後日ご都合にて旅行の取り消しをされた場合は、所定の取消料を除く金額をご返金させてい
ただきます。
●取消料
お客様のご都合でお取消になる場合は、下記の取消料をお支払い頂きます。
旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以前の解
無料
除（日帰りに当たっては11日目）
20日目にあたる日から8日目までの解除
旅行代金の２０％
（日帰りに当たっては10日目）
7日目から2日目までの解除
旅行代金の３０％
前日の解除
旅行代金の４０％
出発日当日の解除
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％

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、
見学料及び消費税諸税※上記費用はお客様の都合で一部ご利用にならない場合も払戻する事
は出来ません。
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に関らず、募集型企画
旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来
の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲
において、保証金または見舞金を支払います。死亡保証金：1,500 万円 ・入院見舞金 2～20 万
円 ・通院見舞金 1～5 万円 ・携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15 万円（但し、補償対象
品 1 個あたり 10 万円を限度とします。）
●国内旅行保険の加入について
ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の場合加害者へ
の損害請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらを担保するためお客様個人で充分な
額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
●事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、現地係員等旅行サービス提供機関、弊社へ
通知ください。
●個人情報の取り扱いについて
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連
絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で
利用させていただきます。このほか当社では①商品やキャンペーンのご案内②旅行参加後のアン
ケート③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2016 年 7 月 1 日を基準としています。また、旅行代金は 2016 年 7 月 1 日現在有
効な運賃・規則を基準に算出しています。

旅行企画・実施 株式会社日放ツーリスト
観光庁長官登録旅行業６６５号 社団法人日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 小林 勲
〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル 担当：三重野・前野 営業時間 月曜～金曜０９時３０分～１８時１５分 土曜・日曜・祝日休

TEL（０３）３４８１－７６６６

FAX（０３）３４８１－７６６４

