
出発日 旅行代金
大人

２１，０００円
（税込）

行程（予定時間）

アル・プラザ水口（8：00発 ） ＝＝ 夕日ヶ浦温泉 海花亭 花御前 (昼食・入浴１５０分) ＝＝
かに一番(お買い物) ＝＝ 日本三景・天橋立（自由散策）＝＝ アル・プラザ水口（19:30頃）

※当日の交通・気象状況などにより、時間・行程が大きく変更になる場合があります。

利用予定バス会社：滋賀観光バス

●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）

最少催行人員

２０名
アル・プラザ駐車場

利用OK

【旅行企画実施】 ご相談・お申込は下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 平和堂旅行センター アル・プラザ水口営業所

☎０７４８－６２－１２３６
滋賀県知事登録旅行業第2-109号

〒５２８－００３７ 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６－１

新型コロナウィルスに関するお願い

・当日、ご自宅での検温、集合時の検温、手指消毒にご協力を
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く場合が
ございます。
・ツアー参加時はマスクの着用及び咳エチケットにご協力ください。
・国内またはツアー開催地域での感染拡大状況により、主催者判断で
ツアーを中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
・催行決定後お渡しします健康チェックシートを参加時にご提出ください。

・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２０名に満たず旅行を中止させていただく場合、出発の３日前までにご連絡させていただきます。
・平和堂係員、またはバスガイド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。
・散策する時間がありますので、歩きやすい履き物でご参加ください。
・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。
・アル・プラザ水口の駐車場・駐輪場をご利用できます。
・アル・プラザ水口の駐車場・駐輪場での事故・盗難については、一切責任を負えません。

総合旅行業務取扱管理者 山本 理江

２月２２日（水）

旅行代金に含まれるもの：貸切バス代、有料道路料金、添乗員またはガイド諸費用、昼食代

夕日ヶ浦温泉『海花亭花御前』で食す
かに満喫プラン！

花御前露天風呂（イメージ）

昼食（イメージ）

２０２３年



滋賀県大津市

『石と木々の恵みを辿る』日帰りバスツアー

学びと体験の両方を楽しめる
旅行センターの旅するカルチャー教室
ビワのWA！！滋賀

＊「歴史文化遺産ガイド」は
歴史文化遺産ガイド育成講座
の終了者を、公益財団法人
滋賀県文化財保護協会が
認定しています。

歴史文化遺産ガイドさんと歩く
湖国歴史散歩

【ポイント】

実施日 ２月２５日（土）
交通の要衝であった滋賀県（近江）は歴史・文化財の宝庫です。
「歴史文化遺産ガイド」が一歩深い視点から歴史解説を行います。

一緒に歴史学び旅に出ましょう。

※諸事情により一部コース・時間が変更になる場合がございます。行程中には、多少のアップダウンがございます。
散策が多いコースとなります。歩きやすい服装・靴でご参加くださいませ。予定行程

今から半世紀前、随筆家白洲正子は「近江は日本の楽屋裏」と称した近江の地を度々訪れ、『かくれ里』『近江山河抄』
『西国巡礼』などの名著を残しました。近江の何がこれ程白洲正子を引き付けたのでしょうか。
白洲正子を魅了してやまなかった近江の、水と石と山の恵みを学んで再発見する、安らぎと潤いの旅のシリーズです。

■募集人数：２０名様（最少催行人員：１４名様）
■昼食：湖舟の元祖志じみ釜めし（うなぎ付き）

■旅行代金に含まれるもの
貸切バス代、ガイド/添乗諸費用、駐車場代、昼食代、拝観諸費用

旅行代金（おひとり様）

（税込）

・利用予定バス会社：滋賀中央観光バス

・お申込み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。

・集合場所までの交通費はお客様ご負担となります。

・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。

・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。

・このツアーには、添乗員又は係員と歴史文化遺産ガイドさんが同行いたします。

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

・寺社の急な法要や工事等、および予定見学施設の都合により、時間、コースの前後、

変更又は見学できない場合があります。

・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。

※朝7時に該当地区に気象警報が出されている場合は中止

・最少催行人員14名に満たず旅行を中止させていただく場合、出発の10日前までにご連絡させていただきます。

・当日検温の結果、37,5℃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。）

・歩きやすい服装・靴でお越しください。

【旅行企画実施】株式会社平和堂（旅行センター）
■ご相談・お申込は下記の平和堂旅行センター営業所をご利用下さい。
〒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 （一社）日本旅行業協会正会員

スマホから予約できます☞

歴史文化遺産ガイド＊ 岡本光夫

【お申込みのご案内（日帰りバスツアー）】

再発見！白洲正子の見つめた近江⑫

写真：（公社）びわこビジターズビューロー 複製禁止

写真：（公社）びわこビジターズビューロー

【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 内田 俊明
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 ☎０７７４－６４－１２２２ 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

＝ 岩間寺（『西国巡礼』掲載） ＝ 石山寺観光駐車場… 湖舟（昼食）

… 石山寺（『近江山河抄』掲載） ＝ 幻住庵（ 『近江山河抄』掲載）＝ 石山駅前
【凡例：＝貸切バス、・・・徒歩】 ※当日の交通・気象状況により、行程・お時間が大きく変更になる場合がございます。

※山道を往復30分ほど歩きます。

石山駅前 ＝ 富川摩崖仏（耳だれ不動）（『かくれ里』掲載）
※

（東レグラウンド横

8:40頃集合）

（東レグラウンド横

15:30頃解散）



スマホから予約できます☞

出発日 旅行代金
３月１６日（木）

大人 ８,５００円
（税込）

行程（予定時間）

ＪＲ大垣駅（11：50集合） ・・・ 樽見鉄道大垣駅 ++ 薬草列車へ乗車（列車内で昼食 約70分）
++ 樽見駅（折返し列車へ乗車）+++ 本巣駅 ・・・つみつみいちごファーム（いちご狩り 約30分）・・・
本巣駅 +++ 大垣駅（16：10頃着） ※当日の交通・気象状況などにより、時間・行程が大きく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）

最少催行人員

８名

【旅行企画実施】
ご相談・お申込は下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

樽見鉄道 車両（イメージ）

新型コロナウィルスに関するお願い
・当日、ご自宅での検温、集合時の検温、手指消毒にご協力を
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く場合が
ございます。
・ツアー参加時はマスクの着用及び咳エチケットにご協力ください。
・国内またはツアー開催地域での感染拡大状況により、主催者判断で
ツアーを中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
・催行決定後お渡しします健康チェックシートを参加時にご提出ください。

・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８名に満たず旅行を中止させていただく場合、出発の３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。
・散策する時間がありますので、歩きやすい履き物でご参加ください。
・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。

旅行代金に含まれるもの：樽見鉄道薬草列車運賃（昼食付）、いちご狩り代金、添乗員またはガイド諸費用

来店予約はこちら☞

２０２３年

【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 内田 俊明

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 ☎０７７４－６４－１２２２ 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

昼食：薬草列車内にてお弁当

大垣駅から出発！

樽見鉄道薬草列車といちご狩り

昼食（イメージ）

小人 ８,０００円


