の旅

タビーズは上質な旅をお届けします

【島旅】 ～フクギ並木と赤瓦の家並みが残る島～
「渡名喜島 海神祭(ハーリー)を訪ねる旅」４日間
旅行期間
出発空港

２０１８年６月１５日（金）～１８日（月）
羽田 ※その他の空港発着については お問い合わせ下さい。

伝 統 的な赤瓦の家並みが残っている島

夜にはフットライトが灯ります

海神祭

と な き

周囲12.5kmという小さな島、渡名喜島は那覇から北西の海上約60kmの所に位置しています。
北に粟国島、南東に慶良間列島、西に久米島とこれらの島々に囲まれています。
那覇から久米島に行く大型フェリーが１日１便この島に立ち寄ります。約２時間で着きます。
2015年の統計では 村民は452人、246世帯、沖縄県では最小、日本で２番目に小さな自治体
です。
フクギ並木と赤瓦の民家による沖縄らしい風景が今も残る、まだ観光化もされていない貴重な島
です。集落は重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。夕方から夜にかけて、集落の道沿
いにフットライトが灯り、幻想的な風景を楽しむことができます。また、この島では赤瓦の伝統的家屋に泊まることができます。
毎年旧暦の5月4日、漁の安全と大漁を祈願するお祭り「海神祭」が開かれます。96年の歴史をもつ伝統行事です。海神祭一番
のイベントは字（あざ）対抗の爬竜船競争。今回はこの「海神祭」に日程を合わせました。
日

滞在地

時間

スケジュール

1

東京
那覇

午後

■羽田発、空路那覇へ ※午後便13時～15時台を予定。他便を御希望の方はご相談下さい。
久米島商船▶
那覇空港着後、那覇泊港近くのホテルへ
●ホテル着後フリー ※御希望の方には那覇での夕食にご案内（沖縄料理「うりずん」を予定、実費要）
＜那覇泊＞ 昼× 夕×

2

那覇
渡名喜島

朝
午後
夜

3

渡名喜島

早朝
午前
午後

■久米島商船フェリー那覇港発 ※ 8時30分発
渡名喜島着 ※10時15分～10時45分着予定
■集落の散策とオリエンテーション ◆昼食：ふくぎ食堂にて
■海神祭準備のお手伝い、集落散策と海亀観察
◆夕食：ふくぎ食堂にて伝統お祝い料理
■夕食後、ヤシガニと星空観察
＜赤瓦の宿ふくぎ屋泊＞ 朝○ 昼○ 夕〇

4

羽田

午前
午後

▲ヤシガニ

▲日の出

▲海神祭

●早朝、御希望の方にはあがり浜での日の出鑑賞にご案内
■海神祭（ハーリー）見学 ※ 海神祭は8時～10時半までです
◆昼食：海神祭参加の字での昼食会に参加
●フリータイム

※御希望の方には海岸でのはまぐり拾いにご案内、浜で泳ぐこともできます。

■周辺の島を一望できる大本田展望台にて夕日観賞
◆夕食：島内の食堂にて
＜赤瓦の宿ふくぎ屋泊＞ 朝〇 昼〇夕〇
渡名喜島
那覇

▲海亀

■久米島商船フェリー渡名喜島発 ※ 10時05分～10時15分発
那覇港着 ※ 11時50分～12時30分着
●出発までフリー ※御希望にあわせ昼食と那覇国際通り周辺をご案内します
■那覇発、空路羽田へ 羽田空港着(19:00～21:00頃)
朝〇 昼× 夕×

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

写真提供：渡名喜村役場

※現地事情によりスケジュールが入れ替えとなる場合があります。

出発地

金額（2名1室）

6/15(金)羽田発着

¥ 98,000

●フクギ並木と赤瓦の家並みが残る島
この島の魅力はゆったりと流れる静かな時間。
美しい海と赤瓦・白砂・ふくぎ並木という沖縄の原風
景が残っている数少ない島です。都会の喧騒を忘れて過
ごすことができます。
平成12年には伝統的家並みが重要伝統的
建造物群保存地区に選定されています。
また、観光客がもっとも少ない島のひとつ
です。島は集落が一つだけで、集落の西側に
あるフェリーターミナルから、集落の中を約
10分歩けば東側のあがり浜に着きます。
▲あがり浜
日常的に海亀やヤシガニを見ることができます。
夕方から夜にかけて、集落の道沿いにフットライトが灯り昼とはま
た違った幻想的な風景を楽しむことができる島です。
●赤瓦の伝統的家屋に泊まる

集落内のふくぎ並木▼

ここでは沖縄の伝統的家屋に泊まること
ができます。
住む人がいなくなった赤瓦の家をまるご
と村が借り上げり、住めるよう修復してあ
ります。現在、6棟あり「赤瓦の宿ふくぎ屋」
として観光客などに宿泊施設として提供して
います。渡名喜島到着日の夕食には、沖縄の
伝統的なお祝い料理も用意してもらうことにしました。
●海神祭(ハーリー)

ツアーの日程を海神祭(ハーリー)に合わせ
ました。ハーリーは元来、航海の安全や豊漁
を祈願し、サバニと呼ばれる伝統船（爬竜船）
で競漕を行う行事です。
旧暦の5月4日（ユッカヌヒー）に行われる
ことが多く沖縄各地で開かれます。本島南部
※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。
の糸満ハーレーが有名です。那覇のように市民祭り的に変わってきて
いるところもあり、観光的要素がどこも強くなっています。
渡名喜島の海神祭は観光客はほとんど来ず、島の人たち中心のお祭
りです。
そのこともあり、前日の海神祭準備のお手伝いに参加し、海神祭当
日は終了後の各字の昼食会に参加させていただくことになりました。
●参加しやすい日程と那覇観光
渡名喜島への船は朝出航のため、前日に那覇に入る必要があります。
金曜日に仕事などがある方は夜便の那覇行きに変更することも可能。
月曜日が休めない方は１日早く戻ることも可能です。海神祭は、朝
8:00～10:30 、フェリーターミナルと同じ場所ですので海神祭を少
し早めに切り上げれば１日早く戻ることもできます。
初日は、那覇での夕食、最終日は那覇で観光できる時間も取りまし
た。

旅行条件（要旨）

【１人部屋追加代金】（３泊） ￥9,000
※東京以外の発着を希望される方、羽田発の夜便を希望される方、１泊早く
帰ることを希望される方は対応しますのでご相談下さい。

【食事】 朝３回・昼２回・夕２回
【最少催行人数】 ６名
【募集定員】
１２名
【利用予定航空会社】 日本航空、全日本空輸
【添乗員】 羽田より同行します
※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。

宿泊

（写真はイメージです）

●渡名喜島：赤瓦の宿ふくぎ屋（２連泊）
全6棟の赤瓦の家が泊まれるよう、修復さ
れています。元々個人の家のため、それぞれ
防風林を兼ねたふくぎと石垣に囲まれ、庭も
あります。
5棟は泊まれる部屋は和室が各２部屋。１棟
は和室が３部屋あります。
布団、シーツ、枕、テレビ、冷暖房などの
設備が用意されています。家屋保存のため、
一部を除き外にシャワー、トイレ、台所が新
たに作られています。
朝食などの食事は、赤瓦の家を修復したふ
くぎ食堂で食べます。分宿します。
※１泊目の那覇は、那覇港（泊港）に近いホテルを予定しています。
宿泊予定ホテル：アーバンリゾート那覇等

●企画者から..............................
この島を知ったのは、沖縄の離島に行く飛行機で
読んだ機内誌でした。
沖縄の古い家並みが残る島は石垣島の隣にある竹
富島が有名です。渡名喜島を紹介した記事には「竹
富島から観光を除いた島」ということが書かれてい
ました。
沖縄の原風景が残っていながらも観光化されていない島という意味
でした。実際に行ってみて企画することにしました。
（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。
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。

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。
◆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
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

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％

＊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5月1日を基準としています。旅行代金は2018年5月1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。

お問い合わせ・お申込み
【旅行企画・実施】㈱TABi’Z（タビーズ）

観光庁長官登録旅行業第1906号)

［取り扱い］

日本旅行業協会(JATA)正会員

ボンド保証会員

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

タビーズの旅 予約受付デスク

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/
01_20180508

