新千歳空港発

199,800円～226,800円
2名様1室利用

1名様1室利用

※空港諸税、ロシアビザ取得代行手数料、日ロ協会年会費が別途必要となります。

2019年8月26日(月)～8月29日(木) 3泊4日

懐かしいふるさとサハリン(樺太)へ
ユジノサハリンスク(旧豊原)、熊笹峠、ホルムスク(旧真岡)、
コルサコフ（旧大泊)を巡る 慰霊・視察訪問の旅
◆お申込み・お問い合わせ◆

NPO法人 北海道日本ロシア協会
〒060-0003

札幌市中央区北3条西7丁目1番地

緑苑ビル601号室

TEL：011-261-8887 FAX：011-261-0177
Eメール：druzhba@do-nichiro.org
第52回 平和の翼参加者

◆第53回「平和の翼」による慰霊祭へのお誘い◆
九人の乙女の眠る旧真岡(ホルムスク)
熊笹峠激戦地の犠牲者の慰霊
旧大泊(コルサコフ)での追悼式
ＮＰＯ法人 北海道日本ロシア協会
会長

大久保 慧

当協会が派遣した「サハリン平和の船」は、船から翼に変わり
ましたが、発足以来、本年は第53回のサハリン訪問となります。
この間に約5,600名の訪問団を派遣してきました。
これも会員皆様をはじめ関係者各位のご支援とご協力の賜物と
感謝しお礼申し上げます。
本年「日ロ交流年」のこの年、サハリン州との平和、親善、
友好と旧樺太の地に眠る日本人死没者の慰霊を計画し
多くの日本人の追悼と両国間の「平和・友好」の想いを
より確かなものとする為、皆様多数の参加を心から
お待ち致しております。

◆日露の架け橋◆
～平和観音像～
樺戸山金剛寺住職
米田 弘明
ユジノサハリンスク市・日本人墓地に建立された「平和観音像」は
4周年(2016年9月30日建立)を迎えました。
お力添えを頂きました日・ロ関係者の皆様に感謝致します。
特に、昨年、日本政府関係者(外務省)のお力添えで、
墓地全体が新装され、新たな日本人墓地として誕生しました。
お蔭様で、観音様は現地ロシア人の慈しみを受け、参拝者の数も
増えて、大切に保護されています。
本年は、第53回「平和の翼」に参加し、旧真岡、旧熊笹峠、
旧大泊での供養と「平和観音像・新装4周年記念」式典を
開催致しますので、多数の皆様のご参加をお待ちしております。
国や人種、宗教を越えて人と人とが理解し合い、親しくなって
いく事、これが本当の平和、親善、友好であると確信しています。

サハリン(旧樺太)地図

第53回 サハリン平和の翼 3泊4日
◆コースのご案内◆

旅行代金(お一人様) 199,800円/2名様1室利用
新千歳空港税1,030円、ロシアビザ取得代行手数料5,000円

1

日程

時間

8月26日

午後

（月曜日）

15:00

行程内容

食事

【利用予定ホテル】

オーロラ航空にて

ガガーリンホテル
（ユジノサハリンスク）

ユジノサハリンスク到着後、ホテルへ
ホテルにて夕食

●主な設備
ユジノサハリンスク泊

2

8月27日
（火曜日）

午後
午後

夕刻

8月28日

午前

（水曜日）
午後
夕刻

4

午前

（木曜日）

真岡鎮魂の碑追悼式典

バスタブ、シャワー、アイロン、

ホルムスク市内にて昼食

ドライヤー、冷蔵庫、ミニバー

昼食後、ユジノサハリンスクへ

※3名様1室不可

ユジノサハリンスク市内観光

※1名様でご参加の場合、

(郷土博物館、レーニン広場、ロシア正教会)

相部屋のご希望承りますが、

終了後、ホテルへ

ご希望にお応え出来ない場合、

ホテルにて夕食

一人部屋追加代金を頂きます。
朝○昼○夕○

13:00

一人部屋追加代金

朝食後、コルサコフヘ

27,000円(3泊)

日本人慰霊碑追悼式典

【食事回数】

トナイチャ湖畔で昼食

朝食3回、昼食2回、夕食3回
【添乗員/通訳】

昼食後、ユジノサハリンスクへ
平和観音像建立4周年式典

協会職員及び通訳が同行します。

終了後、ホテルへ

又、サハリン到着後は、現地の

ホテルにてお別れ夕食会

日本語ガイドも同行します。
朝○昼○夕○

【最少催行人員】
20名

朝食後、ホテルをチェックアウト

【査証/ビザ】

ユジノサハリンスク市内にてショッピング

13:30

テレビ、電話、エアコン、
石鹸/シャンプー、歯ブラシ

ユジノサハリンスク泊
8月29日

朝×昼×夕○

朝食後、熊笹峠を経由してホルムスクへ

ユジノサハリンスク泊

3

オーロラ航空
エコノミークラス利用

新千歳空港集合
ユジノサハリンスクへ

18:30

【日本発着時航空会社】

(シティモール等)

ロシアビザが必要となります。

昼食を召し上がる方は各自にて

旅行代金とは別に、ロシアビザ

オーロラ航空にて

取得代行手数料として以下の

帰国の途へ

料金を請求させて頂きます。

ロシアビザ取得代行手数料

新千歳空港到着
解散～お疲れ様でした

朝○昼×夕×

5,000円

★★お申込みからご出発までのご案内★★
1.お問い合わせ
お電話、ＦＡＸ、Ｅメールでお問い合わせ下さい。
2.お申込み
以下の必要書類を「書留郵便」で申込み締切日までにお送り下さい。
①参加申込書 ②パスポート ③証明写真2枚(3.5㎝×4.5㎝)
※ロシア入国の際、ロシア出国時にパスポートの残存期間が6ヶ月以上必要となります。
又、パスポートの余白は見開き2ページ以上必要となります。
上記条件に満たない場合は、新しいパスポートの取得が必要となります。
※ご旅行に参加されるお客様は、北海道日本ロシア協会の会員になって頂きます。(年会費3,000円)
3.旅行代金のお支払い
催行の可否につきましては、ご出発50日前までに確定致します。
催行確定後、ご出発40日前までに請求書をお送り致しますので、期日までにお支払いをお願い致します。
4.ご出発当日
新千歳空港国際線ターミナルにご集合下さい。(集合場所、時間につきましては最終日程表でご案内)
お預かりしたパスポートは、空港でお返し致します。

ご旅行条件（要約）

お申込みの際には、旅行条件書(全文)をお受け取り頂き、必ず内容をご確認の上お申し込み下さい。
当パンフレットと共に、契約書面の一部となります。

■手配旅行契約

■旅行代金のお支払い及び取消料

この旅行はNPO法人北海道日本ロシア協会が会員を対象に企画する事業

旅行代金は、旅行出発日の前日より起算して、40日目にあたる日よりも

です。この旅行に参加される方は、北海道日本ロシア協会に入会して頂

前にお支払い頂きます。又、旅行契約成立後、お客様の都合により契約

きます(年会費3,000円)。旅行の手配は、株式会社ノマドが行います。

を解除される時は、下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人

旅行の内容は、パンフレット、旅行手配条件書及び株式会社ノマドの旅

様）

行業約款(手配旅行契約)によります。

契約の解除日

取消料

■旅行代金に含まれるもの

旅行開始日の前日の前日から起算して

旅行日程に明示した運送機関の運賃(航空機の場合はエコノミークラ

45日目から21日目

ス)、宿泊費、食事代、消費全等の諸税及び特に明示したその他の費用。

旅行開始日の前日の前日から起算して

尚、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

20日目から5日目
旅行開始日の前日の前日から起算して

い戻しは致しません。

4日目から前日

■旅行代金に含まれないもの
旅行日程に含まれない交通費、宿泊費、オプション等の諸費用及び追加
飲食、クリーニング代等の個人的な費用。
ロシア査証取得代行手数料：5,000円

出発日当日又は無連絡不参加

旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■海外危険情報について
渡航先によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する

新千歳空港空港使用料：1,030円
北海道日本ロシア協会年会費：3,000円

■添乗員、協会職員同行
添乗員が同行する旅行においては、添乗員が旅行を円滑に実施する為
に、必要な業務を行います。又、添乗員が同行しない旅行においては、
当社の手配を代行させる者(以下「手配代行者」と言います)によって派
遣される現地係員がご参加者の皆様の世話にあたり、旅行を円滑に実施
される為の努力を致します。

情報が発出されている場合があります。ご出発までの間に、該当の国・
地域に危険情報が出された場合、極力、お客様にはその旨ご案内致しま
すが、都合によりご案内出来ない場合に備えまして、お客様ご自身にて
ご確認頂くことをお勧め致します。
「外務省安全ホームページ」https://www.anzen.mofa.go.jp /

◆海外旅行保険へのご加入について◆
より安心してご旅行頂く為に、ご旅行中の病気や事故・盗難等に備えて、海外旅行保険

■旅行条件・旅行代金の基準

にご加入されることをお勧め致します。保険会社により、日本語による緊急時の相談等

この旅行条件は2019年4月15日を基準としています。又、この旅行代金

のサービスも受けられます。外国での治療費用やご自身の責任による賠償金等は高額と

は2019年4月15日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則、
又は2019年4月15日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として

なります。又、賠償義務者が外国の運輸機関や宿泊機関である場合、賠償を取り付ける
のは容易ではない場合もあります。更に国情により賠償額が非常に低く、十分な補償を
受けられない場合もあります。

算出しております。

ご案内とご注意

お申込み頂く前に、下記事項、コースの掲載内容及びお申込前にお渡しする旅行条件書をご確認下さい。
尚、旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社及び手配代行者にお申し出下さい。

●旅券(パスポート)・ビザ(査証)について

●移動について

・パスポートの残存期間は、ロシア出国時に6ヶ月以上、余白は見開き

・運送機関(航空機含む)の遅延、欠航、スケジュール変更、経路変

2頁以上必要です。又、入国にあたり査証の取得が必要となります。

更等で、旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮、観光箇所の変

●ホテルについて

更又は割愛させて頂く場合がございます。

・ユジノサハリンスクのホテルは2名様1室利用となります。

このような場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初の旅程

3名様1室はお受け出来ません。
・お1人様でご参加で相部屋をご希望の場合、他に相部屋を希望され
るお客様がいる場合に限り、相部屋としてご予約をお受け致します。
但し、相部屋希望の方がいらっしゃらない場合、一人部屋追加代
金がかかりますので、予めご了承下さい。

●市内観光、オプショナルツアー、自由行動について
・施設の休館、その他の現地事情や天候により、観光箇所の変更又は、

の旅程に従った旅行サービスが受けられるよう手配努力します。

●ご出発前のご案内について
・宿泊ホテル及び航空会社等のスケジュールは、ご出発の10日～
7日前までにお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認下さい。
＜催行中止のご連絡について＞
催行中止の場合、ご出発の50日前までにご連絡致します。

●その他

実施日が変更になる場合があります。その場合、自由行動時間に

・ご参加者が個人的な案内、買い物等を添乗員又は当協会職員に依

影響が出る場合もございますので、ご了承下さい。又、一般的に

頼された場合、それに伴う諸費用、ご参加者の病気・怪我等の発

商店は、日曜日、祝祭日には休みとなり、買い物が出来ない場合も

生に伴う諸費用、お客様の荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用

ございますので、ご注意下さい。

別行動に要した諸費用が発生した場合は、その費用をお客様にご

・地域によっては、空港・駅・ホテルにポーターがいない場合がご

負担頂きます。

ざいます。その際は、お客様ご自身でお荷物を運んで頂きます。

・お客様の便宜を図る為に、土産物店等にご案内させて頂くことが

・現地でのオプショナルツアーは、現地会社の主催となります。参

ありますが、お買い物に関しましては、お客様の責任で購入して

加中に生じた事故に関しまして、当社はその責任を負いません。
又、明示した料金は、ご参加前に必ずご確認下さい。

頂きます。
・当社はいかなる場合でも、旅行の再実施は致しません。

◆お申込み・お問い合わせ◆

NPO法人 北海道日本ロシア協会
〒060-0003

札幌市中央区北3条西7丁目1番地 緑苑ビル601号室

TEL 011-261-8887 FAX 011-261-0177
Eメール druzhba@do-nichiro.org

◆旅行企画・実施◆

株式会社ノマド
〒060-0062

観光庁長官登録旅行業 第1668号

札幌市中央区南2条西6丁目 一閤ビル1・2階

TEL 011-200-8840 FAX 011-200-5288
総合旅行業務取扱主任者

早坂

悟

