
清流ミナモ

旅行企画・実施
お問い合わせ先

名鉄観光サービス㈱ 岐阜支店　〒500-8833　岐阜市神田町7丁目1番地　MCビル内
TEL（058）265-8103　E-mail : seiryu2013@mwt.co.jp　　担当：中尾・河合
営業時間　平日／9：00～18：00〈土・日・祝休業〉

このツアーは岐阜県が「清流の国ぎふ 森林・環境税」を活用して実施しています。

観光庁長官登録旅行業第55号・一般社団法人日本旅行業協会正会員　総合旅行業務取扱管理者　今西　邦弘

清流の国ぎふ

親子「森・川・海」
体験ツアー

森　で

川　で

海　で※�太字の箇所はそのままご記入ください。　
※�宛先（住所・メールアドレス）の間違いにご注意ください。
※�抽選の結果は、電話または郵送、メールにて1週間以内に当社より通知します。
※�ご応募頂いた個人情報は、当ツアーにのみ使用し、その他の目的では使用致しません。
※�お申込の際には、必ず旅行条件書をお受取いただき、事前に内容をご確認の上お申込下さい。

抽選後、残席がある場合は随時受付します。

切手 〒500-8833

岐阜市神田町7丁目1番地
MCビル内

名鉄観光サービス株式会社
　　　　　　　  岐阜支店

清流の国ぎふ
　親子「森・川・海」
　　　 体験ツアー 係

コースNo.：夏- ○○
集合場所：○○○○○○

お申込者の郵便番号、住所、
電話番号をご記入ください

希
望
の
番
号
を
ご
記
入
く
だ
さ
い

郵便番号　〒
住　　所　○県○市～
電話番号　自宅＆携帯～

お申込者の郵便番号、住所、電話番号をご記入ください
郵便番号　〒
住　　所　○県○市～
電話番号　自宅＆携帯～

宛先 seiryu2013@mwt.co.jp

参加者全員の氏名（フリガナ）・
年齢・性別をご記入ください

参加者全員の氏名（フリガナ）・年齢・性別を
ご記入ください

氏名　岐阜 太郎（ギフ　タロウ）○才 男
岐阜 花子（ギフ　ハナコ）○才 女

氏名　岐阜 太郎（ギフ　タロウ）○才 男
岐阜 花子（ギフ　ハナコ）○才 女

件名

本文 希望の番号をご記入ください

コースNo.：夏- ○○
集合場所：○○○○○○

一次申込締切
（午後6時必着） 7/4木
抽 選 日 7/5金

宿泊は民宿（和室、バス・トイレなし）家族ごとに1室利用

7/20土 ▼9/1日

平成25年度

参加者
募集

●森の自然観察、森の保全活動

●沢登り、カヌー、川の生きもの観察

●干潟の生きもの観察、シーカヤック、ビーチクリーン

森川海の自然体験・活動を通じて
流域の環境について親子で考えるツアーです。

里山サイクリング

シーカヤック

川の生きもの観察

ビーチクリーン活動

Ｊ Ｒ 岐 阜 駅
Ｊ Ｒ 大 垣 駅
Ｊ Ｒ 高 山 駅
Ｊ Ｒ 一 宮 駅
ＪＲ名 古 屋 駅
道の駅日本昭和村
近鉄四日市駅

Ｊ Ｒ 津 駅
Ｊ Ｒ 桑 名 駅
岐 阜 県 庁
可児バロー広見店
県郡上総合庁舎
県中濃総合庁舎
名鉄豊田市駅

期間

夏の全13コース

各コースの詳細は中面をご参照ください

ハガキ又はEメール（seiryu2013@mwt.co.jp）に必要事項を明記し、名鉄観光サービス㈱岐阜支店
へお送りください。（大人のみ、お子様のみのグループは参加できません）応募者多数の場合は抽選の
うえ、当社よりご連絡します。

参　加
ご希望の方

集合解散場所

このご旅行は名鉄観光サービス株式会社（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、各コースごとに
記載されている条件のほか、下記条件および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●�旅行のお申し込みは所定の申込書にご記入のうえ、申込金を添えてお申し込みください。当社が契約の締結を承諾
し、申込金を受理した時に成立するものとします。
●申込金　お申し込みの際お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。
　旅行代金が10,000円未満………………………………………………………2,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が30,000円未満………………………………………………………5,000円以上旅行代金まで
●旅行代金に含まれるもの　行程に記載された、交通費、宿泊費、食事料金、観光料金、添乗員同行費及び消費税。
●�旅行内容の変更・取消　最少催行人員（各コースごとに設定）に満たないときは旅行の実施を取り止めることがあ
ります。この場合出発日の前日より起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行については3日目）にあたる日より前
に旅行の中止をご連絡します。
●お客様の責任　お客様の故意又は過失により当社が損害を被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し入れます。

●このパンフレットに記載された旅行代金は平成25年5月31日の運賃・料金を基準としています。
●0〜2歳未満のお子様はシートベルトの着用が困難な為、お申し込みはご遠慮ください。
●�取消料　お申し込みの後、お客様のお都合によりお取り消しになる場合及び旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断り
した場合、旅行代金に対して下記の料率で取消料あるいは違約料を申し受けます。
■日帰りプラン（2夜行3日及び夜行日帰りツアーを含む）
取消日 旅行開始後及び無連絡不参加 旅行開始日の当日 前　日 2〜7日前 8〜10日前 11日前迄
取消料率 旅行代金の100％ 旅行代金の50％ 旅行代金の40％ 旅行代金の30％ 旅行代金の20％ 無　料
※交通状況により、到着が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。　※販売状況によりバスルートが変更となる場合がございます。
※バスの座席希望はお受けできません。あらかじめご了承下さい。　※バス車内は全席禁煙です。
※�同グループで乗車地が異なる場合、同一バスにならない場合がございます。また同一バスであっても座席が近くにならない場合がありますので
　予めご了承ください。

　　お申し込みのご案内　　　

ハガキ記入例 メール記入例
宛名面記入方法▼ 裏面記入方法▼

夏泊-01（宿泊）
◦コース名／標高2,700mの自然を楽しみ守ろう！ 乗鞍岳畳平の環境ウォーキングと飛騨の郷土料理づくり
◦開催日／7月20日㈯〜21日㈰
　〜貴重な高山植物を外来植物から守るガイド達との活動と交流で、厳しくも豊かな乗鞍の自然環境を体感学習した後は、山里の食を味
わいます。〜
◦募集人員／36名（最少催行人員20名）　
◦集合・解散場所／岐阜県庁、JR岐阜駅、高山市丹生川町（現地）
◦参加費（1人当たり）／大人10,500円・小人9,000円
◦コース内容／
　〈1日目〉岐阜県庁（7：00）　JR岐阜駅　高山市丹生川町（現地）　乗鞍畳平環境ウォーキング（外来植物駆除、
お花畑散策）　丹生川町内民宿（泊）
　〈2日目〉丹生川町内（魚のつかみ獲り、朴葉寿司と五平もちづくり）　レールマウンテンバイク※（利用条件あり）
　JR岐阜駅　岐阜県庁（18：00頃）
◦昼食／地元食材を使ったお弁当、朴葉寿司と五平もち、獲った魚の塩焼き　◦対象年齢／小学3年生以上
※詳しくは、ホームページをご確認下さい。

名鉄観光 名鉄岐阜駅旅行センター

※「夏10」、「夏泊01」は身長も記入
※「夏02」、「夏11」は身長と靴のサイズも記入

※「夏10」、「夏泊01」は身長も記入
※「夏02」、「夏11」は身長と靴のサイズも記入

◦�参加条件/小、中学生と保護者（20歳以上）。各コースの対象年齢等にご注意下さい。
◦�食事条件/夏-01〜夏-12は昼1回、夏泊-01は朝1回、昼2回、夕1回
◦�この旅行代金は平成25年5月31日現在の運賃・料金を基準としております。
◦�旅行中、写真・動画等を撮影させていただきます。撮影した写真・動画等は岐阜県のウェブサイ
ト、その他広報資料等に使用させていただきますので、予めご了承下さい。

◦�参加費には、昼食代・体験料・保険料等が含まれております。
◦�中学生以下は小人料金となります。
◦�最少催行人員/各コース20名
◦�天候により、スケジュールが変更となる場合があります。
◦�添乗員は同行します。

詳しくは

http://www.mwt.co.jp/recommend/gifueki.shtml
をご覧下さい。

25-121

★雲上の楽園、乗鞍岳の貴重な自然環
境、農山村での田舎体験などを通じて
ぎふの豊かな自然や農山村を体感し
ましょう！� 〈ふるさと体験飛騨高山〉



夏-01（日帰り）

夏-06（日帰り）

夏-11（日帰り）

夏-02（日帰り）

夏-07（日帰り）

夏-12（日帰り）

夏-03（日帰り）

夏-08（日帰り）

夏-04（日帰り）

夏-09（日帰り）

夏-05（日帰り）

夏-10（日帰り）

◦コース名／御嶽山麓の森・水・命のつながり　200滝の
　　　　　守り人（もりびと）がいざなう「小坂の滝めぐり」
◦開催日／7月20日㈯
　〜森と水、生きもののつながり、自然の大切さを気づかせてくれる源
流域の滝めぐりで、御嶽山麓の自然環境に足を踏み入れます。〜
◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR岐阜駅、県中濃総合庁舎、下呂市小坂町（現地）
◦参加費（1人当たり）／大人2,900円・小人2,900円
◦コース内容／JR岐阜駅（7：50）　県中濃総合庁舎　小坂の滝めぐり
（覚明トレイルショートコース）　飛騨小坂ふれあいの森（魚のつか
み獲り）　県中濃総合庁舎　JR岐阜駅（18：30頃）
◦昼食／地元食材を使った円空修行弁当
　　　　（郷土和菓子：あねかえし付）
◦対象年齢／小学3年生以上

◦コース名／カツラ門を目指せ！ 高層湿原と原生林の
　　　　 巨木に出会う「天生県立自然公園」の楽習
◦開催日／8月4日㈰
　〜天生に迫る危機とは？森の案内人とともに天
生の自然を守り、楽しむ自然散策プログラムで
森の魅力と現状を学びます。〜

◦募集人員／24名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR一宮駅、JR岐阜駅、白川村（現地）
◦参加費（1人当たり）／大人2,200円・小人2,200円
◦コース内容／JR一宮駅（7：00）　JR岐阜駅　天生県立自然公園
（外来植物駆除…天生湿原…カラ谷原生林）　JR岐阜駅　JR一宮駅
（18：30頃）
◦昼食／地元食材を使ったお弁当
◦対象年齢／小学3年生以上

◦コース名／百年杉の森と“うなぎ伝説”の清流　　　

　　　　郡上・粥川のジャブジャブ沢登り①
◦開催日／7月21日㈰
　〜粥川の里の大切な清流。森の香り、水の勢い

、生きものの気配を思

いきり感じる沢登りです。〜

◦募集人員／40名（最少催行人員20名）

◦集合・解散場所／名鉄豊田市駅、

　可児バロー広見店、粥川の森（現地）

◦参加費（1人当たり）／

　大人3,900円・小人3,900円
◦コース内容／名鉄豊田市駅（7：30）　可児バ

ロー広見店　粥川バン

ガロー村（粥川の沢登り、魚のつかみ獲り、流
しそうめん、百年杉

の森の散策）　可児バロー広見店　名鉄豊田市
駅（18：00頃）

◦昼食／郡上みそのおにぎり、流しそうめん、獲
った魚の塩焼き

◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／チョキチョキ隊出動！ 南飛騨の森と川の
　　　　 自然観察と本格的そば打ち体験
◦開催日／8月11日㈰
　〜打ちたて蕎麦を味わった後は四美の森へ。緑とせせら
ぎを感じながら自然観察と森のお手入れで森の自然を
楽しみます。〜

◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR岐阜駅、道の駅日本昭和村、下呂市萩原町（現地）
◦参加費（1人当たり）／大人2,000円・小人2,000円
◦コース内容／JR岐阜駅（8：00）　道の駅日本昭和村　南ひだ健康道場
（そば打ち体験）　四美の森…森と川の自然観察（森の手入れ）　
道の駅日本昭和村　JR岐阜駅（18：30頃）
◦昼食／打ちたてのそば（おにぎり1個付）
◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／里山の風を感じ自然・暮らしをめぐる 
　　　　 飛騨里山サイクリング＆ワークショップ
◦開催日／8月25日㈰
　〜夏の飛騨古川。スローなサイクリングで里山の自然とひだ人の暮らし
に少しだけお邪魔し、里山と人との持続的な時の流れを体感します。〜
◦募集人員／24名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR一宮駅、JR岐阜駅、飛騨市古川町（現地）
◦参加費（1人当たり）／大人3,900円・小人2,900円
◦コース内容／JR一宮駅（6：30）　JR岐阜駅　飛騨里山サイクリング
　ワラ細工　JR岐阜駅　JR一宮駅（19：00頃）
※サイクリングとワラ細工は2班に分かれて交替で行います。
※自転車の利用条件はホームページでご確認ください。
◦昼食／地産地消ランチ（ねぎみそ天ぷら付）
◦対象年齢／小学3年生以上
　　　　　　（身長125cm以上）

◦コース名／淡水魚の楽園 河川環境楽園の生きもの探し
　　　　＆アクア・トトの生きもの裏側探検

◦開催日／7月27日㈯
　〜身近な水辺の生きものに直に触れる体験を
通して、人と自然との関わりを学ぶ第一歩を踏
み出します。〜
◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR津駅、近鉄四日市駅、
　河川環境楽園（現地）
◦参加費（1人当たり）／
　大人3,200円・小人2,500円
◦コース内容／JR津駅（7：30）　近鉄四日市駅　河川環境楽園（自然
発見館�川の生きもの探し）　アクア・トト（バックヤードツアー）　
近鉄四日市駅　JR津駅（18：00頃）
◦昼食／水中探索レストラン「Fish�On�Chips」
◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／揖斐川上流の森・川満喫！ 
　　　　 森の多様性学習と源流域のひんやり沢遊び
◦開催日／8月11日㈰
　〜森のクイズと木のワークショップで揖斐
の森林を学び、真夏でも冷たい沢遊びで
揖斐の清流を体感します。〜

◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR名古屋駅、JR大垣駅
◦参加費（1人当たり）／大人2,100円・小人2,000円
◦コース内容／JR名古屋駅（7：40）　JR大垣駅　春日森の文化博物館
（針葉樹と広葉樹の森を散策、木のスプーン作り）　揖斐川上流で沢
遊び　JR大垣駅　JR名古屋駅（18：00頃）

◦昼食／地元食材を使ったお弁当
◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／海へ漕ぎ出そう！ シーカヤック＆干潟遊び
 　　　　マリーナ河芸で海を楽しみ学ぶ夏休み①
◦開催日／8月3日㈯
　〜海や干潟の自然、川とのつながりを学ぶアクティ
ブな体験を満喫し、クリーン活動で海の環境にも目
を向けます。〜
◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／可児バロー広見店、JR名古屋駅
◦参加費（1人当たり）／大人4,100円・小人3,600円
◦コース内容／可児バロー広見店（7：30）　JR名古屋駅　マリーナ河芸
（干潟の生きもの観察、シーカヤック、海岸清掃、海水浴）　JR名古屋駅
　可児バロー広見店（18：30頃）

◦昼食／シーフードカレー
◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／生きものの宝庫 藤前干潟探検隊！
　　　　 小さな海の世界を覗こう in 名港水族館
◦開催日／8月20日㈫
　〜干潟の先生「藤前干潟」と海の先生「水族

館」で、多くの生きもの

が暮らす海の環境と人との共生を楽しみ学びま
す。〜

◦募集人員／40名（最少催行人員20名）

◦集合・解散場所／JR高山駅、県郡上総合庁舎

◦参加費（1人当たり）／大人3,100円・小人2,100円
◦コース内容／JR高山駅（7：30）　県郡上

総合庁舎　藤前干潟

（クリーン活動…干潟の生きもの観察）　名古
屋港水族館（プランク

トン観察等）　県郡上総合庁舎　JR高山駅（2
0：00頃）

◦昼食／お弁当と地元産のしじみ汁

◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／どっぷり長良川！ 清流長良川の水面を
　　　　 カヌーとローカル鉄道で感じる旅
◦開催日／9月1日㈰
　〜夏真っ盛りの長良川をカヌーと川遊びで満喫し、ローカル鉄道に
揺られながら清流との暮らしを学びます。〜

◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR大垣駅、JR岐阜駅
◦参加費（1人当たり）／大人3,600円・小人3,600円
◦コース内容／JR大垣駅（8：30）　JR岐阜駅　長良川上流（カヌー
体験、川遊び）　長良川鉄道（郡上八幡〜美濃間
乗車）　JR岐阜駅　JR大垣駅（17：30頃）
◦昼食／郡上市内「新橋亭」
◦対象年齢／小学1年生以上

平成25年度
清流の国ぎふ 親子「森・川・海」体験ツアー

◦コース名／海へ漕ぎ出そう！ シーカヤック＆干潟遊び 　　　　マリーナ河芸で海を楽しみ学ぶ夏休み②◦開催日／8月24日㈯
　〜海や干潟の自然、川とのつながりを学ぶアクティブな体験を満喫し、クリーン活動で海の環境にも目を向けます。〜
◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／JR岐阜駅、JR大垣駅
◦参加費（1人当たり）／大人4,100円・小人3,600円◦コース内容／JR岐阜駅（7：30）　JR大垣駅　マリーナ河芸（干潟の生きもの観察、シーカヤック、海岸清掃、海水浴）　JR大垣駅　JR岐阜駅（18：30頃）
◦昼食／シーフードカレー
◦対象年齢／小学1年生以上

◦コース名／百年杉の森と“うなぎ伝説”の清流　　　　　　　郡上・粥川のジャブジャブ沢登り②◦開催日／8月31日㈯
　〜粥川の里の大切な清流。森の香り、水の勢い、生きものの気配を思いきり感じる沢登りです。〜
◦募集人員／40名（最少催行人員20名）
◦集合・解散場所／近鉄四日市駅、
　JR桑名駅、粥川の森（現地）
◦参加費（1人当たり）／
　大人3,900円・小人3,900円
◦コース内容／近鉄四日市駅（7：30）　JR桑名駅　粥川バンガロー村�（粥川の沢登り、魚のつかみ獲り、流しそうめん、百年杉の森の散策）　JR桑名駅　近鉄四日市駅（18：00頃）
◦昼食／郡上みそのおにぎり、流しそうめん、獲った魚の塩焼き◦対象年齢／小学1年生以上

★藤前干潟をぜひ『体感』して
ください！みなさんが遊びに来る

のを待ってま〜す！
〈NPO法人藤前干潟を守る会〉

★大自然の中で目一杯
遊びましょう！

〈アースシップ〉

★私達と一緒に、海遊びと
環境学習を楽しみましょう！

〈マリーナ河芸〉　

★私達と一緒に、海遊びと
環境学習を楽しみましょう！

〈マリーナ河芸〉　

★うなぎ伝説が残り、うなぎを食べない

里と言われる粥川で、川と森の体験

を楽しみましょう！� 〈アースシップ〉
★木曽川中流域で川の生きもの探しをした後
は、どんな生きものが他に棲んでいるか水
族館で調べてみましょう。� 〈自然発見館〉

★揖斐の森と川でいろいろな体験を楽しみましょう！
〈NPO法人山菜の里いび、生命の水と森の活動センター〉

★8月の天生の森が一番力強さを感じさせる
時。エネルギッシュなブナ達に会いに来ませ
んか？（外来植物のミニ講座もあります）

〈NPO法人飛騨市・白川郷自然案内人協会〉

★小坂の滝めぐり覚明トレイルショート
コース。水の透明度に驚くはず。その水をはぐくむ
森とのつながりを滝めぐりを通じて体感してみて下

さい。〈NPO法人飛騨小坂200滝〉　

★森のめぐみ「そば」を味わい、花いっ
ぱいの森づくりを目指して「自然観
察＆柴刈り」をご体験いただきます。
〈森のなりわい研究所〉

★スローペースのサイクリングで、飛騨の
暮らしを旅するガイドツアーです。皆さんのご参加、

お待ちしています！〈美ら地球〉

★うなぎ伝説が残り、うなぎを食べない
里と言われる粥川で、川と森の体験
を楽しみましょう！� 〈アースシップ〉


