
タビーズは上質な旅をお届けします の旅

日 滞在地 時間 スケジュール ※現地事情によりスケジュールが変更となる場合があります。

1

東京
長崎

夕刻
もし
くは

夜

■羽田空港に出発１時間前集合、羽田発、空路長崎空港へ（夕刻もしくは夜便）

※仕事等で羽田空港発の最終便（19時台）を希望される方には手配します。

長崎空港着後、空港近くのホテルへ
＜長崎泊（空港周辺）＞ 夕×

2

小値賀島
野崎島

午前

午後

■車にて佐世保港へ ※約１時間

■九州商船高速船シークイーンにて小値賀島へ ※9:20発、乗船時間１時間25分

■小値賀島着後、港周辺及び小値賀町歴史民俗博物館など見学
◆昼食：古民家レストラン藤松にて島幸（しまさち）コース

前方漁港より海上タクシーにて無人になった島、旧野首教会（世界遺産候補）のある野崎島へ。
■旧野首教会及び野崎島ガイドツアー ※野崎島自然学塾村塾長前田氏（予定）による島の散策ツアーです。

◆夕食：野崎島自然学塾村にてバーベキュー ※満天の夜空をお楽しみ下さい。

※自然学塾村は廃校になった小・中学校の木造校舎を再利用した宿泊施設です。

＜野崎島自然学塾村（野崎島）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

3

中通島
若松島

午前

午後

■自然学塾村にて朝食、海上タクシーにて中通島最北端津和崎港へ。※船中より旧舟森集落見学

■終日中通島教会めぐり（専用バス）

江袋教会、あご製造見学、青砂ヶ浦天主堂、冷水教会、丸尾教会など。
◆昼食：割烹 扇寿にて名物五島うどんの地獄炊き定食
■頭ヶ島天主堂（世界遺産候補）、中ノ浦教会、桐教会など。
◆夕食：えび屋にて ※魚が美味しいと有名な宿。五島のうまいものを集めた料理です。

＜えび屋（若松島）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

4

若松島
奈留島
久賀島
福江島

午前

午後

えび屋にて朝食後、海上タクシーにて奈留島へ。
■奈留島観光：江上天主堂（世界遺産候補）、三兄弟工房、隠れキリシタンの里 ※柿森和年氏にお話を伺います。

◆昼食：多賀真珠にて見学と奈留島魚膳（ナルシマイヨゼン）の昼食
海上タクシーにて久賀島へ

■久賀島観光：旧五輪教会（世界遺産候補）、折紙展望台、牢屋の笮殉教記念教会
海上タクシーにて福江島へ

◆ホテルにて夕食 ※五島の海・山の幸を揃えたコースです。

※ご希望の方には夕食後、鬼岳天文台のスターウオッチングにご案内します（車で10分、実費要）。

＜五島コンカナ王国（福江島）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

5

福江島

羽田

午前

午後
夜

ホテルにて朝食後、福江島を巡ります。
■井持浦教会とルルド、大瀬崎灯台展望所、高浜ビーチなど
◆昼食：遣唐使ふるさと館にて
■五島福江空港発、空路羽田へ（長崎もしくは福岡乗り継ぎ）

羽田空港着解散 朝〇 昼〇 夕×

五島列島に鉄川与助の教会群を訪ねて
～島の人に出会う旅～

長崎の西90kmに浮かぶ島々、五島列島。
250年の長きにわたり、弾圧と迫害に耐え、信仰を守り続けてきた人たちがい

ました。明治に入り、迫害の時代が終わり、堰を切ったように多くの教会が建て
られました。

中通島丸尾郷の大工の棟梁の息子として生まれた鉄川与助は、教会建造に関わ
り国の重要文化財４棟を含む28棟の教会群を五島と長崎周辺に建て、教会建築
の先駆者といわれるまでになりました。

美しい海と島々、美味しい魚料理、教会群と島に暮らす人たちを訪ねます。
多くのツアーでは入らないことが多い小値賀島と世界遺産候補・旧野首教会の

ある野崎島を入れることにこだわりました。

写真：世界遺産候補、旧野首教会。無人になった
島・野崎島にひっそりとたたずんでいます。

GOTO islands

●教会建築の先駆者「鉄川与助」......................

鉄川与助は、1879年（明治12）上五島の中通島丸
尾郷の大工の棟梁の長男として生まれました。1901年
（明治34）頃、パリ外国宣教会のペルー神父が設計・
指導した旧曽根教会の建設に大工として参加、西洋建築
について学びました。

1907年（明治40年）冷水教会を棟梁として初めて
設計・施工。明治から昭和にかけて長崎県内を中心とし
た九州各地に、木造、煉瓦造り、石造り、コンクリート
造りの教会を次々とつくりました。

1976年（昭和51年）97歳で没しています。彼自身
は生涯仏教徒でした。手がけた教会群は日本近代建築史
においても高い評価を受けています。

旅行期間

出発空港

２０１８年５月１１日(金)～１５日(火)
※その他の空港発着についてはお問い合わせ下さい。羽田

表示時間の目安：早朝=4:00～6:00 / 朝=6:.00～8:00 / 午前=8:00～12:00 / 昼=12:00～13:00 / 午後=13:00～16:00 / 夕刻=16:00～18:00 / 夜=18:00～23:00 / 深夜=23:00～4:00



［協力］

※参加中の万一のアクシデントに備え、国内旅行傷害保険のご加入をおすすめし
ます。

※ながさき「しまとく通貨」とタイアップしています。「しまとく通貨」８枚分
を食事代金・宿泊代金等に充当します。

【食事】 朝４回・昼４回・夕３回
【最少催行人数】 ８名
【募集定員】 １２名
【利用予定航空会社】 全日本空輸
【添乗員】 羽田より同行します

【１人部屋追加代金】（２泊） ￥9,000 （２泊目は相部屋のみ）

※１人部屋利用は数に限りがありますので要望に添えない場合もあります。
※２泊目に１人部屋を希望される方はご相談下さい。
※東京以外の発着を希望される方はご相談下さい。

出発地 金額（2名1室）

5/11(金)羽田発着 ¥185,000

宿泊 （写真はイメージです）

区 分 申込金（お一人様）

旅行代金が３０万円以上 5万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円以上３０万円未満 3万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円未満 2万円以上旅行代金まで

旅行契約の解約期日 取消料（お一人様）

１）旅行開始日の前日より起算して遡って、２０日目（日帰り旅
行にあっては１０日目）にあたる日以降８日目にあたる日まで

旅行代金の 20％

２）旅行開始日の前日より起算して遡って、７日目にあたる日以
降２日目にあたる日まで

旅行代金の 30%

３）旅行開始日の前日 旅行代金の 40％

４）旅行開始当日 旅行代金の 50％

５）無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

この旅行は、株式会社タビーズ(以下「当社」という)が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。

当社は電話などの通信手段による募集型企画旅行契約の予約の申込を受付けます。この予約の
時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から３日以内に、当社に申
込書と申込金を提出していただきこれを受理した時に成立します。この期間内に提出されない時は、
予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代金残金は旅行開始の前日のから起算してさ
かのぼって２１日に当たる日より前にお支払いいただきます。

◆ご旅行代金に含まれているもの(一部例示) 往復国内航空（航路）運賃、日程表記載の移動車

両の運賃・料金、日程表に記載されている宿泊料金および諸税・サービス料、日程表に記載されて
いる観光の料金、日程表に記載されている食事代および諸税・サービス料、日程表記載の観光の
料金及び伴う場合のガイド料金、団体行動中のチップ、添乗員の同行費用

◆旅行代金に含まれないもの（一部例示） 前後泊時の宿泊費・移動交通費、運送機関が課す付
加運賃料金（燃油サーチャージ）、空港税、空港施設使用料、超過手荷物料金、任意の旅行傷害
保険、オプショナルツアー代金、日程表記載の内容以外に行動される場合の諸経費、個人的性質
の費用、傷害・疾病に関する治療費、パスポート取得費用

＊旅行開始日は当日の午前０時となります。
◆特別補償

当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の
上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
◆旅行条件要旨基準日
この旅行条件は2018年1月15日を基準としています。旅行代金は2018年1月15日現在有効なものと
して公示されている航空運賃、適用規則に基づいて算出しています。

◆旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより
旅行契約を解除できます。◆旅行契約の申込と旅行契約成立時点

01_20180301

長崎県五島市東京事務所

五島列島の教会群に関心を持ったのは数年前、「鉄川与助の教会建
築-五島列島を訪ねて-」(LIXIL出版)という本を手にした時からです。

ツアーの下見でやっと行くことができた五島列島は、魚が素晴らし
く美味しいこと、海と島々が美しいこと、そしてひっそりとたたずむ
教会群が美しかったというのが感想です。下見では島で暮らす多くの
人たちと出会いました。

島間の移動も多く、個人で旅するにはとても不便なところです。
教会群を訪ねるというだけではなく、島で暮らす人たちに出会う旅

というのもサブテーマにしました。
（ツアーコーディネーター 相葉康之）

※お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

◆ 野崎島自然学塾村（２泊目 野崎島）
おぢかアイランドツーリズムが管理・運営

する、昭和60年廃校になった小・中学校の木
造校舎を再利用した宿泊施設です。

旧野首教会、野首海岸まで約１分というロ
ケーションです。教室を和室に改造した部屋
に男女別の相部屋となります。

無人の島なので夜は自然学塾村の管理人と
宿泊者のみになります。 ▲旧野首教会と自然学塾村

◆ えび屋（３泊目 若松島）

元々、まき網船の網元から開業した老舗民宿。その後拡張し現在の日
本旅館のようなたたずまいになりました。

地元の魚を使った料理が評判の人
気の宿です。
「田舎のおばあちゃんの
家に来たみたい！」とよ
くお客様に言われるとの
こと。

鬼岳の中腹に建つリゾートホテル。自然に包まれた広い敷地内には島
で作られたぶどうを使ったワイナリーや天然の鬼岳温泉もあります。

五島の海・山の幸を集めた夕食もお薦めです。
車で10分の所にある鬼岳天文台では、九州でも有数の口径60センチ

メートルのニュートン式反射望遠鏡で迫力ある星空が楽しめます。御希
望の方にはご案内します（実費要）。

◆ 五島コンカナ王国ワイナリー＆リゾート （４泊目 福江島）

小値賀島の伝統製法で鰹の生ぶしを作り続ける橋元さん。古民家レ
ストランを始めた板長と女将。真珠が良く育つ海を求めて奈留島まで
たどり着いた多賀真珠の清水さん、消えつつある「隠れキリシタン」
を記録にとどめたいと奈留島の阿古木で隠れキリシタンの里を運営す
る柿森さん。その他、何人もの方々とお会いしお話しをうかがいます
（ご本人の都合や行程上の事情で会えない場合もあります）。

●島の人に出会う旅..............................

●企画者から..............................

旅行条件（要旨） お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

お問い合わせ・お申込み

［取り扱い］

株式会社 TABi'Z （タビーズ）
〒108-0014 東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル９Ｆ
TEL03-6809-5672 FAX 03-6435-4834観光庁長官登録旅行業第1906号) 

03-6809-5672
【受付時間】平日10:00～18:00/土・日・祝 休業

FAX 03-6435-4834       info@tabiz.net
HP   http://www.tabiz.net/

【旅行企画・実施】㈱TABi’Z（タビーズ） タビーズの旅 予約受付デスク日本旅行業協会(JATA)正会員 ボンド保証会員

◆ 1泊目（長崎県大村市）

1泊目は長崎空港近くのホテルを予定。
大村セントラルホテル、大村マリーナホテル等。
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