
早稲田大学エクステンションセンター トラベルスタディプログラム 

■同行講師 ：菊池 徹夫 （早稲田大学名誉教授／縄文遺跡群世界遺産登録推進専門家委員会委員長／福島県文化財センター白河館(まほろん)館長） 

■旅行期間 ：2018年8月28日(火)～30日(木)  2泊3日 

■旅行代金 ：121,000円 

■申込締切日：2018年6月22日(金) ※定員（25名様）になり次第締切ります。 

■募集人員 ：25名様  【最少催行人員：15名様】 

■利用予定ホテル：１泊目：小樽朝里クラッセホテル 北海道小樽市朝里川温泉2-676 TEL:0134-52-3800 

             ２泊目：ホテルルートイン苫小牧駅前  北海道苫小牧市王子町3-2-15 TEL:0144-38-1110  

■利用バス会社：北都交通株式会社   

■食事条件：朝食２回、昼食2回、夕食１回        

■添乗員：全行程同行致します。             

～旅のお誘い～                                                  
今夏のトラベルスタディは、春学期の講座「文字の考古学―手宮洞穴『謎の古代文字』その後―」に合わせた企画です。先ずは余市町のフ
ゴッペと小樽市の手宮で洞穴刻画を見、石狩川河口を探索の後、石狩平野を南下、恵庭市の国指定史跡カリンバ遺跡で縄文時代のイメー
ジを覆すような驚くべき埋葬墓について学び、さらに石狩平野南部の厚真町で、近年の発掘調査により明らかにされつつある中・近世アイヌ
文化の実像に触れます。皆さんは北海道ならではの発掘調査の状況と成果を目の当たりにするでしょう。もちろん行く先々で専門家が懇切

な解説をし、皆さんの疑問に答えます。                                                                                 講師 菊池徹夫                       
                                          

アイヌの首飾りに使われた大陸産のガラス玉 
(写真提供：厚真町教育委員会) 

アイヌの楽器トンｺリ (写真提供：フリー素材) 手宮洞窟の刻画(写真提供：菊池徹夫先生) 

※両日、全室シングル利用 



※天候・交通事情・利用機関等の都合により、時程、利用施設等が変更になる場合がございます。 

※記号について  バス      ※食事の表記 朝･･･朝食／昼･･･昼食／夕･･･夕食  ※記号の表記 （入）・・・入場観光／（下）・・・下車観光／(車)・・・車窓観光 

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅行支店（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行で あり、この
旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約
の内容、条件は、当パンフレットの記載内容および別途お渡しする旅行条件書、確定書面（クーポン類または最終日程表）なら
びに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

１．お申し込み方法・条件と旅行契約の成立                                               
(1) 当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお申込金は指定の方法により当社の定める日までにお支払ください。申込
金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 (2) お申込みの時点では旅行契約は成立
しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。(3) 障がいのあるお客様、高齢
のお客様、妊娠中のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可
能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し出ください。 

２、お申込金(お1人様につき)      お申込金： 25,000円 

３．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの                                               
旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代等およびその消費税等諸税相当額が含まれています。これらの諸費用は、お客
様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。行程に含まれない交通費、飲食費等ならびに個人的性質の諸費
用は含まれていません。 

4、旅行契約の解除                                                               
(1) お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社また
はお申込店の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申し出いただいた日とします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお申込みになる場合、また、お申
込人数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお1人様につき上記の取消料の対象となりますので、あらかじめご
了承ください。 

５、このパンフレットは、平成30年5月31日現在を基準としております。  

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の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明
にご不明な点がございましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

取消日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっては10日目）
にあたる日以降  

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7日目にあたる日から2日目にあたる日まで  旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後、又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 

旅行条件＜要約＞ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部と 

                                       なります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。 

【企画協力】早稲田大学エクステンションセンター 

【旅行企画・実施／お申し込み・お問い合わせ】 

東京教育旅行支店 

観光庁長官登録旅行業第38号  一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員  総合旅行業務取扱管理者／古田 一寿  

〒102-0075 東京都千代田区三番町5－7 精糖会館4階  TEL:03-5212－7150／FAX:03-5212－7154  

営業時間  月～金曜日9：00～18：00/土曜日9：00～13：00 

承認番号 東18-101 

行    程 食事 

① 

        10:30     JAL511   12:05     12:25        14:00         14:20       14:30       15:00      

羽田空港  新千歳空港  忍路環状列石(下)  フゴッペ洞窟(入)  
 
 
                                                                    15:15            15:50        16:10                    17:00              18:00 

                                                  よいち水産博物館(入)  ニッカウヰスキー余市蒸留所(入)  ホテル 
 
                                                       

朝：× 
昼：× 
夕：〇 

② 

  9:20       9:30           10:10         10:20                   11:00        11:50             12:45 

ホテル  手宮洞窟保存館(入)  小樽市総合博物館運河館(入)  佐藤水産(昼食＆買物)      
 
                             
                 13:00                             14:40             

              いしかり砂丘の風資料館(入) ～ ミニ講演  石狩川河口地域見学(車)  
 
 
                                               15:50       16:00           16:10             17:00            18:00 

                                  カリンバ遺跡(下)  恵庭市郷土資料館(入)  ホテル 
     
                                                                            

朝：〇 
昼：〇 
夕：× 

③ 

  8:10      9:00                          10:00      10:20        10:40      11:10       11:35 

ホテル  厚真町軽舞遺跡調査整理事務所(入)  宇隆1遺跡(下)  桜丘チャシ跡(下)  
                                      
 
                  12:00                12:15                                     12:40    13:00             
             ドライブイン本郷(弁当積込)  松浦武四郎之碑(車)  厚幌ダム(下)  
 
 
                              13:10                   13:40            14:30    16:00    JAL516   17:35 

                         幌内8遺跡 発掘調査現場(下)  新千歳空港  羽田空港 
 

朝：〇 
昼：〇 
夕：× 

小樽から余市にかけて80基以上 
ある中で最大の環状列石。 

洞穴内の刻画。 
続縄文時代の堆積層から発見。 

弁財船をはじめ、当時の生活用品や 
アイヌ民族関連資料などが展示。 

工場内を自由見学、無料の試飲コーナーも！ 

約1.600年前に刻まれた洞穴刻画 
日本では手宮・フゴッペ以外に類例はない。 

忍路土場遺跡の出土品を展示。日本で
最初の火起こし棒が出土。 

(紅葉山49号遺跡)縄文中期の 
日本最古の鮭捕獲施設を展示。 

江戸・明治時代に鮭漁で賑わった 
街並みが残る地域。 

合葬墓から多数の副葬品が出土。 
縄文時代で最も豪華な墓。 

恵庭市の歴史と、カリンバ遺跡の 
出土品も展示。 

縄文～アイヌ文化期・シャクシャインの 
戦いまでの考古資料を展示。 

12世紀後葉の常滑焼の 
壺が出土した遺跡。 

15世紀の戦闘的チャシ跡。 

江戸末期から明治に活躍した 
探検家で、北海道の名付け親。 

縄文～アイヌ文化期の 
遺跡が沈む。 

縄文中期の遺跡を現在発掘中。 



旅行申込書  【菊池先生と行く 謎の洞穴刻画とアイヌ文化の故郷を訪ねて】 

東武トップツアーズ㈱ 御中                                                              担当：小原みなみ 

パンフレットに記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送･宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申
し込みます。早稲田大学エクステンションセンターにたいして情報共有のため、個人情報を提供することに同意します。 

ふりがな 性別 年齢 

名前 男・女 

自宅番号 （    ）     － 

携帯番号 （    ）     － 

現住所 

〒 
 
 
                   

〈 キリトリ 〉 

お申込のご案内 

１、お申込み  お申込用紙に必要事項をご記入の上、下記担当者宛に、FAX又はご郵送にてお申込みください。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
２、お申込金のお支払い    お申込金を下記口座にお振込みください。 

 銀行名     ： 三菱ＵＦＪ銀行 

 支店名     ： 千代田支店 

 口座番号   ： 普通  ６１８２３００ 

 名義      ： 東武トップツアーズ（株）東京教育旅行支店 

 お振込金額   ： お申込金 ２５，０００円  

 東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅行支店 担当：小原宛 

  〒102－0075 東京都千代田区三番町5-7 精糖会館４階 

  FAX： 03－5212－7154  
※催行の有無は、6月29日(金)までに、郵送又は電話又は 
  メールにてご連絡させていただきます。 

お申込期限：2018年6月22（金） 

 ※お振込手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。 
 ※お振込金受取書をもって当社の領収証に代えさせて頂きます。 
 ※残金のお支払いは、後日、請求書を郵送致します。 
 ※催行中止の際は、お申込金は返金致します。 

お支払期限：2018年6月22日（金） 

アンケートにご協力ください。 
◆早稲田大学エクステンションセンターの  □会員である    □会員ではない 
◆本ツアーを知ったきっかけ          □募集チラシ    □WEB        □友人・家族の紹介   
                           □講師の紹介   □その他（       ） 

申込日：2018年   月    日 

※お申込金をお支払いいただかないと“正式なお申込み(契約成立)”とはなりませんので、ご注意ください。 

メール 
アドレス 

                                                メールでのご連絡 □可 □不可 


