
●約１時間で気軽に参加。僧侶よりご案
内いただける本格的なお遍路体験！

●見て聞いて触って味わって香る五
感を刺激する、愛媛・俳都松山を
ご案内！

●村上海賊ゆかりの能島水軍城跡周遊や
歴史航路を貸切クルージングで体験！

Point！
ご旅行のポイント

愛媛県／松山城

香川県／栗林公園

独自の歴史と文化の四国

香川・愛媛
旅行期間：2019年11月2日（土）～11月4日（月）　

香川県／善通寺 松山はいく事務局提供 吟行体験イメージ しまなみ海道

３日間



栗林公園

■スケジュール（所要時間：170分）
簡単な俳句レクチャー ➡
［場所/伊月庵］家藤正人氏が、俳句を詠む方法を楽しくお伝えします。
吟行（ぎんこう）俳句のタネを拾いながら散策 ➡
［場所/道後］『松山はいく』専属ガイドが、伊月庵周辺をご案内します。
家藤正人氏より、作句のコツを学びつつ歩きましょう。
句会 ➡
［場所/伊月庵］自作の俳句で観賞会

善通寺

松山はいく事務局提供 吟行体験イメージ

たらいうどん定食

松山城
松山城は、松山市の中心部である標高132mの城山（勝山）山頂に本丸があ
り、裾野に二之丸（二之丸史跡庭園）、三之丸（堀之内）がある、広大な平山城
です。わが国最後の完全な城郭建築と言われている大天守の最上階からは、
360度眺望がひらけ、松山平野や瀬戸内海などを見渡すことができます。

栗林公園
寛永初年約370年前に讃岐
の藩主生駒高俊公が造園し、
寛永の末に入封した松平家
に引き継がれました。南庭と
北庭に別れ6つの池と13の
丘があり、南庭は江戸時代初
期に見られる回遊式大名庭
園の姿を残します。北庭は明
治末～大正初期にかけて近
代的に整備改修されました。

俳都松山大使・夏井いつき先生のご長男・
家藤正人氏と共に、吟行＋句会を楽しみましょう
俳句ブームと言われる昨今、テレビのバラエティ番組でも俳句コーナーが大人気で
す。「ちょっと俳句をやってみたい。」「でも、なんだか難しそう。私にできるかしら？」と
おっしゃる方に朗報です！ 気軽に俳句に触れ、実際に一句詠み、句会も楽しめる、とい
う理想のプランが誕生しました。道後を吟行（ぎんこう）する際に、同行するのはプロ
の俳人です。松山市を中心として活動する俳人・夏井いつき先生の長男・家藤正人さ
んは、夏井先生の傍らで俳句イベントにも
数多く携わってきました。個人でも、俳句の
カルチャー教室や、夏休みなどには小中学
生向けに多くの講座を開いており、俳句へ
のトビラを開くお手伝いをするプロです。

松山城

外観

郷土料理 「五志喜」

2日目
俳都松山大使・夏井いつき先生のご長男・
道後を吟行（ぎんこう）して句会を楽しもう
特別プラン

■スケジュール（所要時間：75分）
遍照閣 ➡ お砂踏み（遍照閣内） ➡ 五重塔 ➡金堂 ➡ 大楠 ➡ 御影堂 ➡ 御影内部
※希望者は戒壇めぐり可能。

四国ならでは！ 四国霊場でお遍路体験！
四国八十八ヶ所霊場・７５番札所の善通寺にて、僧侶から特別に境内をご案内頂けるお遍路
体験プラン。八十八ヶ所霊場をすべて巡ったご利益があるとされるお砂踏みを体験し、金堂
のご本尊様と御影堂のお大師様に勤めをあげ、ご希望の方は御影堂での戒壇めぐりも体験
頂けます（教本付き）。善通寺は真言宗にとって、高野山、東寺とともに弘法大師三大霊跡で
あり弘法大師空海の誕生の地です。宗派を問わず多くの方からお参り頂いております。

1日目

四国ならでは！ 四国霊場でお遍路体験！

紅梅亭・桜の抄宿泊者限定

弘法大師空海の御誕生の地 
善通寺の特別拝観プラン

特別プラン

松山名物五色そうめん、四季
おりおりの瀬戸内の幸をもりつ
けた個性豊かな「五志喜」の郷
土料理をお召し上がりくださ
い。そのほか、鯛めしや地酒も
多く取り揃えております。

花園亭
心暖まるサービスで定評のある
老舗。茶室もあり栗林公園の美し
い景観をながめながらお食事が
楽しめます。瀬戸内の素材を多く
使った四季折々旬を感じる和食
に名物さぬきうどんの付いたお
食事をお召し上がりください。  

善通寺



甘崎城 海割れ

能島 伯方・大島大橋

3日目

■スケジュール（所要時間：80分）

3日目
三島（大三島・伯方島・大島）・三橋巡り　
日本遺産登録「村上海賊」ゆかりの
能島水軍城跡クルージング

多々羅
しまなみ公園　
多々羅大橋が一望でき
るレストランで、個室を
ご用意できます。

多々羅しまなみ公園活海御膳

日　　　程日付日
次

11/2
 （土）

1

 11/3
 （日）2

 11/4
 （月）3

q羽田空港
09:45

高松空港
11:05 11:45

花園亭（昼食／60分）
12:20 13:20

栗林公園（80分）
13:25 14:45

総本山善通寺（75分）
15:45 17:00

こんぴら温泉郷（泊）
17:15

ANA533 徒歩
（５分）

貸切バス
（３５分）

湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭
08:30

松山城（60分）
11:10 12:10

郷土料理五志喜（昼食／60分）
12:20 13:30

貸切バス
（160分）

道後舘
09:00

下田水港
10:35 10:50

井口港
12:35

能島水軍城跡クルージング（90分）貸切バス
（95分）

貸切バス
（5分）

貸切バス
（10分）

貸切バス
（10分）

多々羅しまなみ公園（昼食／80分）
12:40 14:00

松山空港
16:00 17:20

羽田空港
18:45

貸切バス
（120分）

貸切バス
（60分）

貸切バス
（15分）

四国ならでは！ 四国霊場でお遍路体験！

道後地区周辺（180分）
13:40 16:40

道後（泊）
16:50

徒歩
（10分）

道後を吟行して句会を楽しもうプラン! 

三島（大三島・伯方島・大島）・三橋巡りと日本遺産登録「村上海賊」ゆかりの

00昼食事: 夕

00朝食事: 昼

000昼朝食事: 夕

（ご宿泊）湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

（ご宿泊）道後舘

12:20

q ANA596

しまなみ海道を海から望むことができるため、特別感があります。
村上海賊ゆかりの能島水軍城跡周遊や歴史航路を旅行会の貸
切クルージングで体験できます。

しまなみ海道周辺の港 ➡ 能島水軍城跡 ➡ 伯方・大島大橋 ➡
しまなみ造船 ➡ 甘崎城跡 ➡ 多々羅大橋 ➡ ひょうたん島等

※善通寺での特別行事が発生した場合、時間が変更となる可能性がございます。



ご旅行条件

■ 旅 行 期 間 :
■ 旅 行 代 金 :

■ 募 集 人 員：
■ 添 乗 員 ：
■ 食 事 条 件：
■ 申 込 締 切：
■ 照 会 先 :

■ 取 消 料 ：

2019年11月2日（土）～11月4日（月）　2泊3日
182,900円（2名1室利用の場合）　170,800円（3名1室利用の場合）
161,900円（4名1室利用の場合）　222,300円（1名1室利用の場合）
30名（お申込先着順・定員になり次第締め切りとなります）
羽田空港出発から羽田空港帰着まで2名同行いたします
朝食2回・昼食3回・夕食2回
2019年7月31日（水）
東京医師歯科医師協同組合　企画部　北原・野川
［TEL］03-3256-2104　［E-mail］kikaku@ishikyo.or.jp
お申込み後に取消しを希望される場合は、以下の表で定める取消料を申し受けます。
なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が事務局の営業日・営業時間内に
解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
60日目にあたる日よりも前①

②

無料

1,080円

旅行契約の解除期日 取消料（一人あたり）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
60日目にあたる日以降（③から⑦を除く）

③ 旅行代金の10％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降（④から⑦を除く）

④ 旅行代金の20％旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目にあたる日以降（⑤から⑦を除く）

⑤ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目にあたる日以降（⑥⑦を除く） 旅行代金の30％

⑥ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
1日目にあたる日以降（⑦を除く） 旅行代金の50％

⑦ 旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

旅行契約の解除期日 取消料（お一人様）

※写真は全てイメージです。季節・天候等により異なる場合がございますのでご了承ください。

湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭

客室の一例（和室10畳）湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭外観

こんぴらさんの麓にある温泉旅館。2種類の泉質と多彩なお風呂があります。特
に女性地下露天風呂にある「華風呂」は人気があります。厚生労働大臣賞受賞
の調理長が腕を振るう夕食の会席料理と朝食バイキングは好評です。

1泊目／香川県

道後舘

客室の一例 大浴場お出迎え

道後温泉は、聖徳太子から夏目漱石、正岡子規など数多くの文人墨客が訪れた日
本最古の温泉です。道後温泉本館(坊ちゃん 湯)・新入浴施設道後温泉別館『飛鳥
乃湯泉』・道後商店街から、徒歩5分圏内の好立地。黒川紀章設計の宿のおもてな
し ロビーは吹き抜け2階からゆるやかに流れる滝が、旅人の疲れを癒します。

2泊目／愛媛県

ご宿泊ホテル

※旅行取扱：株式会社JTB　東京中央支店


