★期間：2019 年 9 月 18 日(水)～24 日(火)
★参加費
（現地 5 泊）
Ａ）キッチン付きホテルお一人様：298,000 円(2 名 1 室利用)
Ｂ）ホームステイ滞在 お一人様：298,000 円（申請料含む）
★ 航空代金も含みます。（エコノミークラス。）★含まれないもの：各地空港
税、成田 2,610 円、カナダ 7,000 円、燃油 21,000 円＜2019 年 5 月現在＞）

★募集人員：20 名（最少催行 15 名） ※締め切り 7 月 17 日
★ホテルシングル料金：￥48,000 円（お一人様）
★ホームステイ 1 名滞在指定の場合：￥18 ,000 円
★宿泊は全日程ビクトリアになります。★食事：ホームステイは全
食付き。ホテルは 20 日の夕食以外は自前となります。
「市民の、市民による、市民のための社会教育」を目指し、日野市との合意のもと日本で初めての、自治体と民間の社会教育団体が共同で運営
する社会教育施設、『ひの社会教育センター』が開設されたのが昭和 44 年（1969 年）、今年は開館 50 周年になります。幼児からシルバー世代の
方まで年間 10 万人をこえる市民の皆さんが“学びと生きがい”の場を求めて集い、人生を楽しんでいらっしゃいます。
さて、このたび、ひの社会教育センター開館 50 周年を記念するとともに（株）ヴィエック・インターナショナル(VIEC)との交流 20 年を記念して、標
記のような事業を実施することになりました。さらに VIEC からは特別なご協力をいただき、参加しやすい料金でご案内できることになりました。こ
のような機会に、お誘い合わせの上お一人も多くの皆様に、是非、ご参加いただき、初秋のカナダを楽しんでいただければ幸いです。
（公益財団法人社会教育協会 理事長：黑水恒男）
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食事

9 月 18 日
（水）

成田空発、エア―カナダ直行便にてバンクーバーへ出発
・・・＜日付変更線通過＞・・・バンクーバー空港到着
入国審査の後、国内線にてビクトリア空港へ。空港到着後の活
動は申し込みをされた方にご案内いたします。
A）コース：ホテルにご案内します
B）コース：ホストと対面、各ステイ先へ

9 月 19 日
（木）

A） コース ：AM ：ダウンタウンウｵーキングツアー
PM ：州議事堂見学/＊夕食の希望者は VIEC スタッフ同行
B） コース： ホストの送迎
AM ：英会話レッスン（2 時間／初級／１クラス最大８名）
PM ：自由行動／OP（オプショナルツアー）

9 月 20 日
（金）
9 月 21 日
（土）

5

9 月 22 日
（日）

6

9 月 23 日
（月）

7

スケジュール

9 月 24 日
（火）

A）コース：終日：自由行動／OP（オプショナルツアー）
B）コース：ホストの送迎
AM：英会話レッスン PM：自由行動
＊50 周年記念夕食会／中華
A）コース：終日：自由行動／ OP（オプショナルツアー）
＊夕食の希望者は VIEC スタッフ同行
B）コース：終日：ホストと滞在
A）コース：終日：自由行動／ OP（オプショナルツアー）
＊夕食の希望者は VIEC スタッフ同行
B）コース：終日：ホストと滞在
Ｂ）コースはホストとの送りで VIEC へ集合
専用車（又はシャトルバス）にてビクトリア空港へ
空路、国内線にてバンクーバー空港へ。
国際線に乗り継ぎ、成田空港へ向け出発
＜機中泊＞・・・・・＜日付変更線通過＞・・・・・

機

夕

ブッチャートガーデン

機
機

成田空港到着
通関後解散

お問合せ先・・・・

公益財団法人 社会教育協会
TEL：042-586-6221

機

ＦＡＸ：042-589-3626

〒191-0062 東京都日野市多摩平 1-2-26-3 階

担当：中能孝則（Nakayoku）
協力：（株）ヴィエック・インターナショナル(VIEC)

●交通機関や現地の事情により実施日や活
動内容が変更になる場合がありますので、
あらかじめご了解ください。
●20 日の夜は参加者による夕食交流会を計
画しています。
●公益財団法人社会教育協会理事が同行
いたします

コロンビア州の州都ビクトリアは、1 年を通し温
暖な気候に恵まれ、街中に美しい花々が見られる
ことから「ガーデンシティ」と言われるこの街は、そ
の穏やかな雰囲気からカナダ人が「いつか住んで
みたい場所」1 位です。 そして、ブッチャートガー
デン世界各地より四季と通じて約 100 万人が訪れ
ます。また、この時期には、秋の花々が訪れる
人々の目と心を楽しませてくれます。
さらに、この庭園はバリアフリーに設計されてい
て、車椅子をはじめどなたでも安心して楽しむこと
ができるます。さまざまなところに工夫を凝らした
秋のブッチャートガーデンを,心行くまでお楽しみい
ただきます。

※お申し込みは 3 万円を添えて下記旅行社へお申し込みください。

【旅行実施】
株式会社 iｓｍ（イズム）担当：板倉
観光庁長官登録旅行業１７４９号 JATA 正会員
東京都千代田区九段南３丁目４－５フタバ九段ビル２階
Tel：０３－５２１４－００６１
FAX：０３－５２１４－００６２
旅行業務取扱管理者：板倉知一

＜この事業にご参加していただくにあたって＞
今回のプログラム上指定されている活動以外は、基本的にフリータイム（自由行動）となりますので、オプションプログラム等を
ご自由にお選び下さい。お仲間の皆さんと自由な計画を立てられて行動されるのも楽しいと思います。（ご希望により現地スタッ
フがお手伝いいたします）また、オプションの内容につきましてはツアーお申し込み後に一覧表をお渡し致します。特に現地の
皆様と交流を希望される場合は事前の打ち合わせが必要となります。また、希望される方には通訳の準備もできますので、どう
ぞ安心してご参加下さい（但し、内容によってはご希望に添えない場合がありますので予めご了承下さい）
オプショナルツアー（一例）参加は自由です（天候不順等により実施できないときもあります）
ブッチャートガーデン観光
(約 4 時間)最小催行人員２名

世界的に有名なブッチャートガーデンにご案内しま
す。市バス利用／日本人ｱｼｽﾀﾝﾄ同行

ソルトスプリングアイランドツアー
（約 6 時間）最小催行人員６名

芸術家等が暮らすソルトスプリング島にご案内します
専用車／日本人ｱｼｽﾀﾝﾄ同行
例年５月～モスマーケット（朝市）にご案内します
市バス利用／日本人ｱｼｽﾀﾝﾄ同行
ビクトリアのインナーハーバー、ビーコンヒルパーク
等とても美しい景観を楽しみます／日本人ｱｼｽﾀﾝﾄ同行
パブにご案内し（ビール１杯付）、音楽（ジャズ等）の
聞けるお店にもご案内します／日本人ｱｼｽﾀﾝﾄ同行

土曜日の朝市・モスマーケット
（約２時間）最小催行人員２名
ビクトリア近郊ウオーキングツアー
（約２時間）最小催行人員２名
パブナイト巡り（2 軒）
（約２時間）最小催行人員２名

＜ビクトリア

Victoria＞

ブリティッシュ・コロンビア州（BC 州）の州都ビクトリアは、カナダでも
特に温暖な気候に恵まれて、1 年を通して過ごしやすい街です。歴史
的な背景から英国の影響が色濃く残る街並みには花が溢れ、別名ガ
ーデンシティとも呼ばれています。その穏やかな気候と、ガーデニン
グなどにいそしむ優雅なライフスタイルに憧れて、カナダ人にとっても
「いつか住んでみたい場所」として 1 位の人気を誇ります。ダウンタウ
ンには、港を囲むように美しい遊歩道が整い、多くのヘリテージビル
を活かした店が立ち並ぶなど、風情ある街並みが広がります。南に
は雪を頂くオリンピック山脈、目の前には穏やかなインナーハーバー
の海を望み、風光明媚なロケーション。ゴルフ、ハイキング、サイクリ
ング、釣りなどのアウトドア派にも、ショッピング、食事などの街歩き派
にも、のんびりと時間を過ごしていただきたい街です。

ＲＢＣ博物館
展示の仕方で
も世界的に有名
なこの博物館は、
カナダ 西海岸の
歴史と文化を知
るためにも一見
の価値ありといい
たところで、時間
のたつのも忘れ
るほど楽しむこと
ができます。

（BC 州観光局のご案内より抜粋）

ご旅行条件(要約)
お申し込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください
●募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱ ism (以下「当社」と言います)が旅行企画・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、条件は募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件
書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型
企画旅行契約の部によります
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（1）お申し込みの手続きは当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添
えてお申し込みください。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または
全額として取り扱います。「電話、郵便、FAX、その他通信手段」によるお申し込みの場合は、
当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込
金の支払いをしていただきます
（2）)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受託した時に成立する
ものとします。
（3）旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって 21 日にあたる日(以下「基準日」といい
ます)よりも前にお支払いいただきます
（4）お申込金（おひとり）30,000 円
●お客様による契約の解除
お客様は、いつでも下記の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約
を解除することができます。なお、表でいう「契約解除の日」とは、お客様が当社の営業日、
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
契約解除の日
取消料
出発日の 30 日～７日目前
旅行代金の２０％
出発日の 06 日～03 日目前
旅行代金の３０％
旅行開始日の前々日～前日
旅行代金の５０％
当日又は無連絡不参加
旅行代金の 100％
●旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃･料金(エコノミークラス)
＊旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(原則 2 名さま 1 室利用)・ＯＰ以外
の観光料金(バス料金・ガイド料金・入場料金)＊旅行日程に明示した引率者の同行費用
＊ﾎｰﾑｽﾃｲは（株）ｳﾞｨｴｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙの条件書の内容によります。申請料を含みます
＊旅行日程に明示した食事/A）ｺｰｽ：夕食 1 回、B）ｺｰｽ：到着日の夕食～6 日目の朝食迄
＊航空機による手荷物運搬料金
＊空港～ホテル間の往復送迎費用／＊英会話ﾚｯｽﾝは参加者だけのｸﾗｽとなります
＊現地での手荷物運搬料金(一部含まれないコースがあります。また、一部の空港･ホテル
ではお客様自身で運搬していただく場合があります)。これらの費用は、お客様の都合に
より一部利用されても原則として払い戻しいたしません

●旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません・その一部を例示します。
＊超過手荷物料金。＊クリーニング代、電話電報料、その他追加飲食など個人的性質の諸
費用及びそれに伴う税・サービス料金。＊渡航手続き関係費用。
＊オプショナルツアー料金。＊成田空港施設使用料。＊日本国におけるご自宅から発着空
港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費。海外空港税等
＊任意の海外旅行保険。＊運送機関が課す付加運賃・料金・〔例：燃油サーチャージは変
更になることもございます〕
●特別補償
お客様から募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体
または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び入院
見舞金を支払います。
【海外旅行傷害保険のおすすめ】
安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をおかけすることをお勧めします。
●旅程保証に関する事項
旅行日程にご旅行条件書２２項の重要な変更が行われた場合は、その約款規定によりそ
の変更の内容に応じて旅行代金の 1%～5%に相当する額の変更補償金をお支払いします。
変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、1 旅行契約についての変更補
償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は、2019 年 5 月 01 日を基準としています。旅行代金は、2019 日 5 月 01 日
現在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則または 2019 年 5 月 01 日現在国土
交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準としております。
●個人情報の取り扱いについて
(1)当社及び企画会社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報に
ついて、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただ
いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
領のために手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
(2)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人
情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び
登場される航空便名等に係る個人情報を予め電子的方法等で送付することによって提供い
たします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望刺される場合は、お申込店に出発
前までにお申し出ください。
※旅行業務取り扱い管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく下記
の旅行業務取り扱い管理者にご質問ください
（2019 年 5 月 3 日作成）

