
※旅行代金はいずれも、お 1 人さまあたり、税込となります。　※いずれのツアーもこどものみでのご参加はできません。
※店頭でのお申し込みはできません。

7/28( 金 )
新宿駅 (11:00 発 )<　　 専用車 > 途中サービスエリアで休憩 ( 自由昼食 )　　  富士山世界遺産
センター北館 ( 旧 富士ビジターセンター )　　  船津胎内樹型　　  奥庭駐車場……徒歩で宿泊先
に移動 (15:15 頃 着予定 ) ※宿泊施設を拠点に「雲・夕日・星空観察」
7/29( 土 )
奥庭荘 (3:30 頃 )　　  富士山五合目にて日の出観察　　  移動中の車内にておにぎり弁当の朝食
　　富士山溶岩の湯 泉水にて朝風呂　　  新宿駅 (10:00 頃着・解散 )

教育の森（フジの森） (10:00 集合 )、竹工作、流しそうめんの昼食、プチ忍者修行体験、解散（15:00）

北千住駅 (9:15 集合 )　　（小田急線ロマンスカー）　　町田駅（乗換・普通列車）　　片瀬江ノ島駅
…江の島弁天橋～＜遊覧船べんてん丸にて江の島へ＞～岩屋洞窟に向けて出発…江の島岩屋探検…
昼食…サムエル・コッキング苑を目指して江の島探検…片瀬江ノ島駅　　（小田急線・普通列車）　　
町田駅　　（乗換・ロマンスカー）　　北千住駅（16:55 解散）

ひのはら村で忍者になろう！

◆出発日：8月4日（金）　日帰り
◆最少催行人員：10 名
◆旅行代金：4,000円（おとな・こども同額）
※小学生以上対象
※親子でお申し込みください。
　（保護者 1 人につき小学生は 2 名まで）
　未就学児は弟妹に限り参加可能ですが、1 名につき
　保護者は別途 1 名同行ください。
◆食事：昼食 1 回
◆添乗員：同行します

親子でわくわく自然体験 in 西多摩

自然豊かな檜原村で、親子で 1 日たっぷり遊びましょう。午前中は竹を使って食器を作って
みよう。昼食はみんなで流しそうめんです。自分で作った食器で食べられるかも。うまくとれ
るかな？！午後はプチ忍者修行体験。礼法、手裏剣や剣術などで忍者の心技を身につけよう。

雲海・夕焼け・星空・ご来光を見よう
世界遺産・富士山の五合目で
絶景の空に出会う旅
富士山五合目は澄んだ空気が広がり富士山特有の笠雲やつるし雲が出たり、彩雲などの光
の現象や夜には満点の星に流星も頻繁に現れます。夜明けには眼下に雲海が広がり、空の
フルコースが目で見て楽しめます（天気によって変わります）。空の探検家・武田康男先生
が同行しますので、宿題対策もばっちりです。

夏の日帰り江の島ツアー岩屋洞窟探検

◆出発日：7月 26日（水）　日帰り
◆最少催行人員：10 名
◆旅行代金：
　おとな（中学生以上）7,500円
　こども（小学生）5,500円
※親子でお申し込みください。
◆食事：昼食 1 回
◆添乗員：同行します

北千住からロマンスカーで行く
江の島

遊覧船で江の島に上陸します。入り口でお渡しするろうそ
くの明かりをたよりに、洞窟の奥に進んでいきます。冷
たい風が吹いてきたらそれは…。君は洞窟の奥の龍にた
どりつけるか！？龍に願い事をして太鼓をたたいてみよ
う！2 回たたいて龍神が光ると…!!

江の島

岩屋洞窟

左 佃島の路地裏　右上 もんじゃ焼き　右下 屋形船

小江戸とちぎ蔵の街散策日帰りツアー

北千住駅 (8:40 集合 )　　（東武線・新型特急リバティ利用）　　栃木駅
＜蔵の街とちぎ散策＞
岩下の新生姜ミュージアム［見学］ … カフェニュージンジャー［各自昼食］ …蔵の街散策
遊覧船にて蔵の街観光…旧栃木県庁跡［見学］…蔵の街散策
栃木駅（15:07 発）　　（東武線・新型特急リバティ利用）　　北千住駅（16:10 頃解散）

東武鉄道 新型特急リバティでいく

◆出発日：7 月 28 日（金）　日帰り
◆最少催行人員：10 名
◆旅行代金：
　おとな（中学生以上）6,900円
　こども（小学生）  5,400円
※小学生は保護者の同行が必要です。
◆食事：なし（昼食は各自払いとなります）
◆添乗員：同行します

栃木

富士山五合目

「とちぎ」のルーツを知る、蔵の街散策ツアー。
遊覧船から蔵の街を眺めると、そこはまるで江戸時代に
タイムスリップしたかのよう！普段とは違った風情を感じ
させてくれます。夏の思い出に、絵日記にもオススメの
日帰り旅です。

JR 青梅駅改札前（11:00 集合）…宿場町青梅の街を散策…（金剛寺～青梅赤塚富士夫会館）…
寿々喜家にてうな重の昼食…JR 青梅線　　沢井駅…徒歩にて小澤酒造へ… 小澤酒造の見学

（約 30 分間）※お酒の試飲ご希望の方は、敷地内にある唎酒（ききさけ）処をご利用ください
（各自払い）…徒歩にて沢井駅へ…JR 青梅線 沢井駅（14:45 頃解散）

夏の青梅散策と、明治 34 年創業の
寿々喜家のうな重を味わう日帰り旅

◆出発日：8 月 3 日（木）　日帰り
◆最少催行人員：10 名
◆旅行代金：おとな（中学生以上）5,000円
※青梅駅～沢井駅の交通費を含みます。
※日本酒の試飲は 20 才以上の方のみとなります。
◆食事：昼食 1 回
○昼食は青梅の名店、寿々喜家でうな重をいただく予定です。
　国産のうなぎを使用し、全工程を店内で行ったうなぎを是非ご賞味下さい。
◆添乗員：同行します

青梅

宿場町として栄えた青梅の街を散策したあと、創業 116
年の寿々喜家のうな重を味わいます。昼食後は小澤酒造
を見学。庭園を散策した後は試飲コーナーをご案内しま
す。青梅の夏を楽しむ旅にぜひあなたも参加してみませ
んか？

◆出発日：7 月 28 日（金）1 泊 2 日
◆最少催行人員：22 名
◆旅行代金：29,800 円（おとな・こども同額）
　※お部屋は大部屋での相部屋のみ（男女別）
◆食事：朝食 ( お弁当 )1 回、夕食１回
◆添乗員：同行します
※二日間とも登山はしませんが、10 分程度の
　徒歩移動が数回あります。
※空、夕日、星空、日の出、流星は自然現象の
　ため、天候や気象条件によりご覧いただけな
　い場合がございます。
※小学生以上対象。15 歳未満の方は保護者の同行
　が必要です。

親子親子親子親子

池袋（8:00 発）＜　　 専用車＞えのぐ工場見学…絵具作り体験　　　あけぼの子どもの森公園
　　池袋（16:00 頃着）

えのぐ作り工場見学（体験）と
　フィンランド童話の世界をスケッチ

◆出発日：8 月 3 日（木）　日帰り
◆最少催行人員：16 名
◆旅行代金：おとな 7,480 円
　こども（小学生～中学生）9,720 円

手ぶらで OK ！専用バスでらくらく！親子で遊んで宿題対策
飯能

夏休みの宿題をかねて、えのぐ工場の見学と水
彩絵具作りを体験！その後は、作った絵具を持っ
て、通称 “ムーミン谷”（あけぼの子どもの森公
園）へ！お弁当を食べながら絵描きの先生とス
ケッチしたり遊んだり、たっぷり 2 時間滞在し
ます。水彩道具は用意しますので手ぶらでご参
加ください！
描いた作品は、同行の先生が手直しをしてお渡
しします。（希望者）作った絵具はチューブに詰め
てお持ち帰りいただけます。

あけぼの子どもの森公園

遊覧船

青梅駅 駅名標

うな重 イメージ

富士山五合目のつるし雲

上 プチ忍者修行体験 下左 流しそうめん 下右 竹工作

撮影：武田康男

親子親子親子親子

檜原村

◆食事：昼食 1 回（お弁当）
◆添乗員：同行します
※小学生以上対象。
※親子でお申し込みください。

案内 / 講師：赤木 美日
岡山大学教育学部特美卒、東京芸術大学美術教育研究会会
員。明治美術学会会員。1981年より画家 石原靖夫氏に師事。
個展・グループ展多数（東京・大阪・イタリア・中国にて）。

案内 / 講師：齊藤 浩一 ＮＰＯ日本養殖振興会代表

案内 / 講師：高橋 達郎 江戸散策家

JR 立川駅（10:00 集合）…多摩都市モノレール立川北駅―　モノレール―甲州街道駅…日野宿本陣
…日野宿交流館…佐藤彦五郎新選組資料館…甲州街道駅―　―万願寺駅…土方歳三資料館…石田寺…
とうかん森…万願寺駅―　―高幡不動駅…金剛寺（高幡不動尊）…土方歳三像前（14:30 頃解散）

（大日堂・奥殿は自由見学）
※佐藤資料館、土方資料館ともに個人が運営する資料館のため、臨時休館が発生した場合は別の新選組関
　連施設の見学等にかえさせていただきます。

多摩都市モノレールで訪れる
～新選組 土方歳三ゆかりの地～

◆出発日：8 月 20 日（日）　日帰り
◆最少催行人員：7 名
◆旅行代金：おとな（中学生以上）4,150 円
※モノレール運賃（410 円）は各自払いとなります

日野宿

TV ドラマや司馬遼太郎の歴史小説で描かれた土
方歳三の生誕地は石田村。また六番隊隊長井上源
三郎は日野宿北原。加えて近藤勇、沖田総司らが
剣術の腕を磨いた天然理心流佐藤道場など、日野
は新選組のふるさとです。土方家に伝わる遺品を
公開する「土方歳三資料館」はもとより、新選組
ゆかりの地を、西武、JR、京王、小田急の各線に
アクセスする多摩都市モノレールを使って訪れま
す。近藤や土方など新選組の面々が若き日々を過
ごした武州多摩に想いを馳せながらの散策をお楽
しみください。

◆食事：昼食 1 回
　（蕎麦またはカレーを予定）
◆添乗員：同行します

☆高尾山☆親子わんぱくハイキング☆

京王線高尾山口駅（10:00 集合）…清滝駅…稲荷山コース（3.1㎞）の尾根道を歩く…高尾山山頂
（昼食）1 号路で下山…さる園・野草園…高尾山駅―　ケーブルカー―清滝駅前（15:00 解散）

山デビューしよう！自然に触れよう！【年長〜小学生】

◆出発日：8 月 8 日（火）　日帰り
　※雨天の場合は 8 月 10 日（木）に延期
◆最少催行人員：10 名
◆旅行代金：おとな（中学生以上）　  2,760 円
　　　　　　 こども（年長～小学生）2,220 円
※親子でお申し込みください。
※おにぎり代、ケーブルカー運賃（片道）
　さる園・野草園の入館料が含まれます。

高尾山

年間の登山者 260 万人。ミシュラン三ツ星の高尾山は、登
山デビューにうってつけの山です。小さなお子さまのために
見通し良く山に登った達成感が味わえて緑に包まれる尾根
道の稲荷山コースでゆっくり山頂をめざします。お弁当を
食べた後はさる園なども楽しみながら斜角が日本一のケー
ブルカーで下山。解散後に元気が残っていれば博物館や、
子供に人気のトリックアート美術館、温泉まで近くにあり
ますので１日まるごと楽しめます。高尾山に行って大自然
の中に身を置いてみてください。高尾山はこども達の成長
にかかせないたくさんの発見が詰まっている宝箱です。

左上 タカアシガニ　左下 相模湾試験場
右 透明骨格標本の封入体験 イメージ

清滝駅

多摩都市モノレール

親子親子親子親子

親子親子親子親子

◆食事：昼食 1 回（おにぎり）
◆添乗員：同行します

おとな

おとな

おとな

※教育の森（フジの森）へのアクセス（各自でお越しください）
＜電車・バス＞東京駅から JR 武蔵五日市駅までは JR 中央線・青梅線・五日市線を乗り継いで約 90 分。
　武蔵五日市駅 9:00 発の路線バス（西東京バス）にご乗車いただき約 40 分、「南郷」バス停より徒歩約 5 分です。
＜車＞八王子 IC より約 1 時間。日の出 IC より約 40 分。敷地内に駐車可。

※雨天時は屋内で行います。荒天時は中止となりますが、
　その場合は前日にご連絡いたします。
※公共交通機関をご利用の場合バス本数にご注意下さい。
※竹工作はノコギリ・なた・小刃などを使用します。
※忍者装束のレンタルはございません。

親子親子親子親子

親子親子親子親子

有楽町線・大江戸線「月島駅」 （13:00 集合）…路地裏散策をしながら佃公園へ…「佃堀」「子育
地蔵」見学…「大幟埋設地」見学　住吉神社…石川島灯台跡…江戸時代から続く佃煮屋の見学…
屋形船 ( 貸し切り ) に乗りながら江戸のお話を楽しみましょう…地元の駄菓子屋など立寄りながら
月島へ…もんじゃストリートを散策…もんじゃ焼き店で食事…月島駅（18:30 解散）

夏休み自由研究対策ツアー！
大江戸の秘密を探れ！
　佃島探検と屋形船クルーズ体験

江戸時代、人々の食を支えた “佃島” を江戸散策家の先生と共に巡ります。「江戸時代の人は
何を食べていたの？」「佃島って、どんな島 ?」「江戸の人々はどんな遊びをしていたの？」など
江戸時代のお話を聞きながら、佃島を街歩き！タイムスリップしたような古い路地裏を歩いたあ
とは、屋形船のクルーズ体験やもんじゃ焼きなど楽しみもいっぱい！自由研究用の資料もお持
ち帰りいただけます。

佃島

◆出発日：8 月 10 日（木）　日帰り
◆最少催行人員：20 名
◆旅行代金：6,800 円（おとな・こども同額）
◆食事：夕食１回（もんじゃ焼き）
◆添乗員：同行します
※小学生以上対象
※親子でお申し込みください。

掲載ツアーのお申し込み・会員特典のお申し込み・お問い合わせ

受付時間 月～土曜日 10:00 ～ 18:00　日曜・祝祭日 10:00 ～ 17:00
（株）セブンカルチャーネットワーク　西新宿営業所
※お申し込みの際に、くわしい旅行条件と個人情報の取り扱いを説明したご案内をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。
※各掲載商品は、池袋コミュニティ・カレッジ会員およびセブンカルチャークラブ会員の特典（ツアー割引）の対象外とさせていただきます。

旅行企画・実施　㈱セブンカルチャーネットワーク　東京都千代田区二番町 8 番地 8
観光庁長官登録旅行業 第 1870 号　　一般社団法人 日本旅行業協会正会員　　　旅行業公正取引協議会会員

東京都新宿区西新宿 8ｰ14ｰ24 西新宿KFビル6F

親子親子親子親子

行程

【理科・社会科】ためになるまるごと水産ツアー

東海道本線早川駅〈小田原市〉（10:30 集合）…水産試験場――施設見学…水産レクチャー・体験
…魚市場（市場の食堂にて昼食）…箱根板橋駅　　風祭駅…かまぼこ博物館でちくわ作り…館内
散策…風祭駅　　小田原駅（16:30 解散予定）

水産試験場で学んで、魚市場で食べ、ちくわを作る

◆出発日：8 月 9 日（水）　日帰り
◆最少催行人員：14 名
◆旅行代金：
　おとな　　　　　　　2,860 円
　こども（小 4 ～中学生）3,860 円

◆食事：なし（昼食は各自払いとなります）
◆添乗員：同行します

※親子でお申し込みください。

漁港があり水産業の盛んな小田原にある水産技
術センター相模湾試験場を訪れます。場内の回
流水槽での実験や模型、展示品の見学、職員や
講師による漁業や養殖のお話と透明骨格標本の
封入体験を行ないます。お昼は魚市場食堂で新
鮮な魚を。その後は、かまぼこ博物館に移り、
ちくわ作りを親子で楽しみます。
※標本の封入体験はこどものみ。完成した透明
骨格標本はお持ち帰りいただきます。

行程

行程

行程

行程

行程

行程

行程

行程

行程

小田原

総合旅行業務取扱管理者：松田 広幸

※旅行代金はいずれも、お 1人さまあたり、税込となります。　※いずれのツアーもこどものみでのご参加はできません。
※店頭でのお申し込みはできません。

案内 / 講師：武田 康男 気象予報士･空の写真家

親子親子親子親子

おとな

2017 年 夏休みツアー
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