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出発日 旅行代金７月２９日(金) 大人 １１,５００円
（税込）

行程（予定時間）

JR大津駅 (9:00）＝ 天平キムチづくり体験・試食とお買い物 ＝ ・・・ 針江生水のさと散歩 ・・・

ラシーヌホーム針江(昼食)・アレルノン食品(試食) ・・・ 川島酒造(見学・試飲) ＝

淡海酢(ドレッシングづくり体験とお買い物) ・・・ 喜多品老舗(見学・試食) ＝

道の駅藤樹の里あどがわ(お買い物) ＝ JR大津駅 (17:40頃)
※当日の状況などにより、時間・行程が変更になる場合があります。

お申込みのご案内（お申込いただく前にこちらのご案内を必ずお読みください）

・お申込みの際には詳しい旅行条件書（全文）を必ずお受け取りいただき、事前にご確認の上
お申込みください。
・最少催行人員10名に満たず旅行を中止させていただく場合、出発の14日前までにご連絡させ
ていただきます。
・添乗員または平和堂係員が同行させていただきます。
・バス・食事のお席はご一任ください。バス・食事は相席となる場合がございます。
・雨天決行です。ただし、ツアーの実施が危険と判断される場合を除きます。
・安心してご旅行をお楽しみいただくため、国内旅行傷害保険へのご加入をおすすめします。

昼食：発酵のまち高島御膳

【旅行企画実施】

お問い合わせは右記の販売店をご利用ください

株式会社平和堂（旅行センター）

総合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。この契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

（一社）日本旅行業協会正会員

〒522-8511 滋賀県彦根市西今町１番地

滋賀県知事登録旅行業第2-109号

このツアーはスマホから予約できます☞

４，２００４，２００
（税込）（税込）

・添乗員または平和堂係員と、じもとガイドさんが同行いたします。

・当日の交通・気象状況により行程・時間が変更になることがございます。

・安心してご参加いただく為、お客様ご自身で旅行傷害保険にご加入いただくことをお薦めいたします。　

・ツアー当日の集合場所に別途お渡しいたします行程表をご持参ください。

・ガイドさんが急遽同行出来なくなった場合は、実施日の変更をお願いする場合がございます。

・歩きやすい服装・靴でご参加ください。

・出発７日前までにお申込がない場合、ツアーの実施を中止させていただく場合がございます。

・雨天決行です。（但し実施が危険と判断される場合を除きます　※朝 7 時に該当地区に気象警報が発表されている場合は中止。）

・最少催行人員に満たず、ツアーの実施を中止させていただく場合、実施日の３日前までにお知らせさせていただきます。

滋賀県栗東市

実施日      ４月７日 （木）　　５月２５日 （水）

ＪＲ手原駅 （９ ： ４５）　 ・ ・ ・ 　椿山古墳　 ・ ・ ・ 　安養寺 （写経体験）　 ・ ・ ・

自然観察の森　 ・ ・ ・ 　茶ノ木カフェ （昼食）　 ・ ・ ・ 　萬年寺　 ・ ・ ・

旧和中散本舗 ・ ・ ・ 　ＪＲ手原駅 （１５ ： ４０頃）

予定行程 歩行距離 ： 約９ｋｍ

※諸状況により一部コース ・ 時間が変更になる場合がございます

旅行代金

お申し込みのご案内（お申込いただく前にこちらのご案内を必ずお読みください）　

・集合場所までの交通費は、お客様ご負担となります。　

・旅行代金に含まれるもの　

写経体験代（拝観料含む）添乗 / ガイド諸経費、

・お申込の際には詳しい旅行条件書（全文）をお渡しいたします。内容をご確認ください。　

・出発当日、ご自宅での検温、集合時の非接触体温計による検温にご協力をお願いいたします。

・検温の結果、３７．５度以上の場合は参加をご遠慮いただきます。（該当のお客様の旅行代金はご返金いたします）

萬年寺 （イメージ）

２０２２年

■募集人数 ： １０名様 （最少催行人員 ： ５名）

■ご昼食　 ： 茶ノ木カフェ　黒カレーランチセット

■お土産 ： お楽しみ♪

安養寺　写経風景 （イメージ）

茶ノ木カフェ （イメージ）

入館料、昼食代、お土産代

※写経体験内容はお寺事情により急遽変更となる場合がございます

たやまさこ先生はキムチづくり体験から喜多品老舗までの同行となります。
ツアーに含まれるもの：バス代・体験料・昼食代・添乗諸経費
最少催行人員：10名 利用予定バス会社：近江鉄道バス
体験で作ったキムチとドレッシングはお持ち帰りいただけます。

小人の昼食は「とんちゃんから揚げ定食」となります。

小人 １０,７００円 幼児（バスのみ）２,０００円

【営業所】 【電話番号】 【取扱管理者】 【営業所】 【電話番号】 【取扱管理者】 【営業所】 【電話番号】 【取扱管理者】

VC平和堂 ☎０７４９－２７－５５７０ 山口 千夏 AP城陽 ☎０７７４－５６－２６４５ 吉川 愉香 AP敦賀 ☎０７７０－２３－９３０３ 和家 修平

AP長浜 ☎０７４９－６５－７７２２ 丸山 幸 AP亀岡 ☎０７７１－２２－９９０２ 大釜 昌美 AP鯖江 ☎０７７８－５４－８１８４ 堀川 邦道

あどがわ店 ☎０７４０－３２－１１５９ 山田 麻由美 AP宇治東 ☎０７７４－３１－２５５３ 鳥生 浩子 AP小松 ☎０７６１－２３－１８７８ 高鍋 佐知子

AP水口 ☎０７４８－６２－１２３６ 山本 理江 AP京田辺 ☎０７７１－６４－１２２２ 江本 豊繁 AP金沢 ☎０７６－２６０－１３８８ 前田 千晴

AP八日市 ☎０７４８－２４－５７７３ 津田 優子 AP木津 ☎０７７４－７１－５７８０ 横野 洋子 AP津幡 ☎０７６－２８９－０８５５ 平床 千鶴

AP近江八幡☎０７４８－３１－２９０２ 山本 由美子 AP醍醐 ☎０７５－５７５－６１３０ 原 貴子 AP富山 ☎０７６－４６６－１８２６ 川島 幹也

AP草津 ☎０７７－５６１－６３６３ 原田 幸栄 AP枚方 ☎０７２－８９６－１１３８ 中川 智美 AP鶴見 ☎０５８４－８５－００１７ 吉田 香

AP野洲 ☎０７７－５８８－５５２５ 植田 雅美 AP香里園 ☎０７２－８３５－６７３０ 星野 綾 江南店 ☎０５８７－８８－００２３ 中山 友和

AP堅田 ☎０７７－５７３－２５２１ 水谷 健一 AP茨木 ☎０７２－６４０－５００７ 島田 潤子

平和堂石山 ☎０７７－５３１－２８２８ 山下 裕平 APつかしん ☎０６－６４２０－８４２０ 竹村 直人 VC:ビバシティの略 AP:アル・プラザの略

４，２００４，２００
（税込）（税込）
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※写経体験内容はお寺事情により急遽変更となる場合がございます

滋賀県

発酵料理家たやまさこ先生とめぐる

「発酵するまち高島」
たやまさこ先生プロフィール

滋賀県・高島育ち。家業を継ぐため、21歳で
「松下電器商学院女子部」にて、経営、礼
儀作法、商人としての精神を習得。卒業後、
土井勝料理教室やベターホーム本科・師範
を習得。1995年予約制総菜店「美食俱楽
部」開業。2019年発酵舎mammaを主宰。
「発酵は生きる力」をテーマにワークショップや
料理教室などを通じて、発酵の素晴らしさを
発信。武庫川女子大学生活美学研究所ス
マートライフフォーラム講演、熊本県阿蘇郡
南小国町発酵料理提案、カテナ株式会社
ひしお教室開催、その他講演多数実施。

写真提供 (株)天平写真提供 喜多品老舗

2022年


