２０１７年

写真撮影の旅

「旅＋趣味＝はじめの一歩ツアー」
旅を通してもっと趣味を楽しみたい！この旅で
趣味をみつけたい！そんな皆様に贈る趣味の旅

写真撮影の旅・ここがポイント！
１・写真講師同行で初心者も安心
２・撮影を目的として滞在時間たっぷり
３・撮影に専念するためにお食事・弁当付

現在はたくさんの写真愛好家が増えてきて、各地の撮影地も大変混雑
する場面が増えて参りました。そんななかで、最近たびたびニュースに
もなるような、一部の心無い方のマナーが問題となり、残念ながら撮影
場所の規制や、撮影禁止の場所も出てきております。
ビィーフリーでは、いつまでも楽しい撮影ができるよう下記のマナー
を守ってご参加いただきますようお願い申し上げます。

①撮影地には一般の観光の方もいらっしゃいます。妨げや地元の方の
迷惑にならないように譲り合い、声を掛け合い、公衆マナーを守り、
気持ちの良い撮影ツアーになるように心掛けましょう。
②湿原や線路内など立ち入り禁止区域などには三脚の脚や荷物など
も置かないように気を付けましょう。
③フレーミングのために、むやみに草花を折らないようにしましょう。
④移動するときの三脚は脚をたたみ、バスではトランクへお預け下さい。
⑤お弁当、フィルムケースなどのゴミは残さないようにお願いします。
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旅してパチリ

デジタルカメラは気軽に撮れてとっても便利。でも
操作や用語がわからず、とりあえずオートで撮影とい
う方が多いはず。せっかくのデジカメ機能を生かして
きれいな写真を撮ってみませんか？全４回でデジカメ
撮影の基本を学びステップアップ！

デジタルカメラインストラクター
担当講師/片岡秀典先生
当社専属デジカメ講師歴１３年。
パソコン講師を本職としており
デジタルカメラに特化した知識と
サポートが強み。やさしく丁寧な
講座にﾌｧﾝも多く大好評です。

『持ち物』
・カメラ（機種問わず）
（デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、
コンパクトカメラ、最近のスマホ等）
・取扱説明書
・三脚（推奨）
＊ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗは講座ﾃｰﾏの設定ができない
機種もあります。ご了承下さい。

【第１回】
約５千本の桜に包まれる奇岩の風景

日帰り/群馬

妙義山さくらの里＆奇岩の前に咲く絵になるしだれ桜

デジタルカメラツアーのポイント！

①すべての撮影ツアーにデジカメインストラクターが同行してサポート！
②全４回で基本操作や用語などを毎回テーマに沿ってバス車内講座
③撮影中も講師が一緒に同行なのでわからない時にすぐサポート
④長年写真撮影ツアーを企画しているビィーフリーだからこそのスポットもご案内
⑤写真撮影ツアーはお１人参加の方多数！お気軽にご参加下さい
＊中級者以上の方にはステップアップの技術を可能な範囲でサポート

デジタルカメラで撮りたい！こんな写真・あんな写真も撮れちゃいます
背景をぼかして
幻想的な雰囲気に
撮ってみたい！
滝の流れを止めたり
糸のように流したり
想いのままに撮影！

【第２回】
5 月が新芽のベストシーズン！

新茶の芽吹きと残雪の富士山＆富士芝桜まつり

出発日 ４/１５（土）
料金 12,800 円
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝妙義さくらの里/奇岩・奇石の
妙義山と桜の競演/お昼弁当＝カメラマンに人気！
妙義の前に咲いて絵になる 2 本の古木シダレザクラ＝
＝水戸ＩＣ（18：30 頃）～各地
朝○・昼弁・夕×

【第３回】
全国名水百選に認定の湧水群

出発日 ５/１４（日）
料金 14,800 円
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝新茶が芽吹く
「大淵の茶畑」と白き富士を撮影！＝
＝ピンクの絨毯/富士芝桜まつり＝
＝水戸ＩＣ（19：30 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×

【第４回】
朝しか出会えない幻想的な古代蓮

日帰り/栃木

光芒差し込む幻想的な苔むした渓流「尚仁沢湧水」

日帰り/静岡

日帰り/埼玉

秩父の社寺に咲く古代蓮＆美の山あじさい

出発日 ６/４（日）
料金 9,800 円
各地～那珂市（7：00）＝尚仁沢湧水
ミニハイキング（往復約５ｋｍ/往復約 1 時間）
＝茅葺屋根の大雄寺と黒羽あじさい祭り
＝那珂市（18：15 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×

0120-317055

出発日 ７/１（土）
料金 12,800 円
各地～水戸ＩＣ（6：30）＝観音堂弁天池に咲く３００株の
妖艶な古代ハス/久昌寺＝美の山公園/たくさんの種類
のあじさいが眺望素晴らしい斜面を鮮やかに彩ります
＝水戸ＩＣ（18：45 頃）～各地
朝○・昼○・夕×

月～金 9：00～17：30／土・日・祝 休業
＊本パンフレットの写真は全てイメージです

Ｍ２８４

Ｓ１１６

いっせいに光舞い上がる幻想の世界！～比較明合成コンポジット撮影～

多い日は 3000～5000 匹のホタルが舞う！

桜舞う朝の弘前城＆角館武家屋敷
ＣＭで話題の連太鼓橋「鶴の舞橋」と秋田・増田の内蔵

日本一のホタル名所「辰野ほたる祭り」
長野最大規模レンゲツツジ大群落「五味池破風高原」

「美しき北東北さくら紀行」

出発日

２

出発日

４/２８（金）

３～４名 1 室

45,800 円

募集人員：38 名
最少催行：20 名
１名様：個室先着順

*１～２名１室 ひとり 3,000 円増
１ 各地～那珂ＩＣ（22：30）＝（車中泊）＝
食事： 朝×・昼×・夕×
＝人の少ない朝一番に！弘前公園（約 3 時間）＝桜咲く日本一の３連太鼓橋「鶴の舞橋」＝
２
昼食＝＜千畳敷/車窓＞＝五能線ローカル列車/深浦駅++十二湖駅＝
＜約１１ｋｍ続く桜＆菜の花ロード/ちょっぴり撮影＞＝秋田市内（泊）
朝弁・昼○・夕○
秋田＝角館/武家屋敷（約９０分）＝みそ蔵で昼食…中七日町通り
３
/増田の内蔵＝那珂ＩＣ（20：15 頃）～各地
朝○・昼○・夕×
宿泊：秋田市内 「ルートイングランティア秋田」 （和室又は洋室のおまかせ）
*↑当コースは観光コースとバス合同出発となります。
お 1 人様

38,800 円

料金

２～４名 1 室

お 1 人様

*１名様個室 1,000 円増

募集人員：１８名
最少催行：１０名
１名様：個室先着順

各地～水戸 IC（12：00）＝いっせいに光が舞う！辰野のホタル撮影会
（比較的多く飛ぶ２０時～２２時頃の撮影予定、夕食はお弁当になります）
＊自然現象のためホタルの出現の確約はできません＝辰野・エルボン辰野（泊）食事： 朝×・昼軽・夕弁
辰野町（ゆっくり 9：00 頃発）＝大型バスでは行けない「五味池破風高原」
長野最大規模！レンゲツツジ大群落＝水戸 IC（18：30 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×

１

料金

６/１８（日）

【ツアー終了後に室内講座開催！】
せっかく撮ったホタル写真、実は
パソコンで合成処理をしないと、
よく見る憧れの写真になりません。
是非室内講座で完成させましょう。
＊処理ソフトが
無い方も当日無料
の加工ソフトを
ご案内しますのでご安心を。
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撮ったホタル写真を作品にしよう！

パソコン講座「比較明合成」について
実施日 ６/２８（水）
場所：トップウェルネス水戸（予定）
時間：10：00～17：00（昼休憩有）
■参加費用：お１人様 5,000 円
■食事/無し ■持ち物：パソコン
■募集定員１０名（最少４名）
＊当日無料でダウンロードできる加工ソフトをご案内します

デジ・フォト旅
Ｓ１１８

【日帰り】

デジ・フォト旅のために「特別撮影許可エリア」の入場券付！

大迫力の甲冑競馬・神旗争奪戦を撮影「相馬野馬追まつり」
↓場内エリアに入れるので大迫力の撮影！

Ｓ１１９

【２日間】

２６２年の伝統・現代によみがえる歴史絵巻をたっぷり撮影

日本一の山車行列「新庄まつり～宵祭り＆本まつり～」

基本プラン ２名 1 室 38,800 円 最少催行：20 名
*１名様は基本相部屋受付
お 1 人様
１名様：個室不可
各地～那珂ＩＣ（8：30）＝瀬見温泉（14：00 頃早めの到着/早めの夕食後お祭りへ）朝×・昼弁・夕○
★新庄祭り選べるプラン ＊こちらの撮影ツアーでご参加の方は観覧桟敷無し（Ｍ３０４の観光ツアーは桟敷が有ります）
１
①基本プラン⇒夕食有りで、宿で先にゆっくり過ごし、夕食後にバスで新庄まつり撮影へ
②とことん撮影プラン⇒夕食無しで、昼から夜まで新庄滞在で自由撮影（お 1 人様 2,000 円引）
２ 宿＝新庄まつり/本まつり撮影（桟敷無し）＝天童フルーツ狩り＝那珂ＩＣ（18：20 頃）～各地 朝○・昼×・夕×
出発日

8/24（木）

料金

出発日 ７/３０（日）
料金 15,000 円
各地～那珂 IC（6：30）＝相馬野馬追まつり/
特別撮影許可エリアの入場券付（予定/６月頃
チケット確定）＝那珂 IC（18：00 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×
*特別撮影許可エリアは 6 月発売のためそれまでは仮予約
*通常の観覧桟敷で見学プランは次号で発表します。

Ｍ２８７

日本のふるさとがここにある…清流ながれる「遠野カッパ淵」

鈴の音と色鮮やかな装束行列「チャグチャグ馬コ」

募集人員：40 名

出発日

６/９（金）

料金

３～４名 1 室

38,800 円

募集人員：40 名
最少催行：20 名
１名様：個室不可

*２名１室 ひとり 1,000 円増 *１名様は基本相部屋
お 1 人様
各地～那珂 IC（7：00）＝遠野にて郷土料理の昼食＝遠野・伝承園…
１
カッパ淵・常堅寺で撮影＝つなぎ温泉・愛真館（泊） 食事：朝○・昼○・夕○
＊準備風景の早朝撮影に行きたい方は各自負担にてタクシーで行って昼に合流も可能です
２ つなぎ温泉＝「チャグチャグ馬コ」蒼前神社周辺＝盛岡城跡周辺/引き続き
お祭り見学＝わんこそばの昼食＝那珂ＩＣ（19：45 頃）～各地
朝○・昼○・夕軽

旅スケッチの魅力 ５大ポイント！
１・旅先でスケッチをするため、今までよりも更にゆっくりじっくりと 1 カ所に滞在
なるべく１つのツアーで 1 カ所の滞在、約 3 時間程度のスケッチ時間をとります。
２・画家 村田伊佐夫先生同行で、スケッチ経験者への次なるステップへの講座を開催
３・先生のアドバイスが行き届くように、少人数制で最大募集人数は１６名様まで
４・最初に村田先生のデモンストレーションを行いご覧いただきます
５・スケッチ終了後の先生からのアドバイスやサポートにより、次なるステップへ

Ｓ１２０

村田先生同行 たびスケ倶楽部/４月 【埼玉・日帰り】

日本洋画壇を代表する巨匠の絵画観賞
み す

ゆ う じ

「三栖右嗣記念館」（ヤオコー川越美術館）
何度でも描きたい！川越蔵の街スケッチ
▼単に写真のように対象を写し取るのではな
出発日 ４/２３（日）
料金 12,800 円
く、作家の優しい視点が反映された人間味の
各地～水戸ＩＣ（8：00）＝川越蔵の町
ある三栖右嗣作品が収蔵されています。

Ｓ１２１

村田先生同行 たびスケ倶楽部/６月 【千葉・日帰り】

これは写真？絵画？世界初の写実絵画専門館
美術館そのものがアート！「ホキ美術館」

水運と古い町並み残る 小江戸佐原スケッチ
▼写真でしょうか？いいえ！絵画です
作：島村信之「響き」2010 年ホキ美術館

並みスケッチ・たっぷり 3 時間滞在＝
川越/昼食＝ヤオコー川越美術館
「三栖右嗣記念館」村田先生の解説
とティータイム（飲み物付き）＝
＝水戸ＩＣ（17：20 頃）～各地
食事： 朝○・昼○・夕×

0120-317055

出発日 ６/２５（日）
料金 12,800 円
各地～水戸ＩＣ（7：30）＝水郷の町・
佐原の町並みスケッチ/たっぷり３時
間滞在＝昼食＝今や４００点以上に
増えたコレクション！写実絵画専門
の美術館「ホキ美術館」＝
＝水戸ＩＣ（17：45 頃）～各地
食事： 朝○・昼○・夕×

月～金 9：00～17：30／土・日・祝 休業
＊本パンフレットの写真は全てイメージです

同じ趣味を持った旅仲間と旅をして思い出を絵手紙にしましょう！
気軽に日帰りツアーを楽しんだら絵手紙を描き、旅先での感動
や気持ちを一言添えることで、また１つ思い出が深まります。
旅先では絵手紙にしたくなるような体験・旬の味覚を毎回ご用意。
絵手紙プラス旬な旅も楽しめる「はじめの一歩」にぴったりな旅。
『持ち物』
・絵手紙道具一式
顔彩絵の具、筆ペン又は
墨と筆、絵の具筆、
担当講師絵手紙作家 友部久美子先生
水バケツ など
現在多数のカルチャー教室で絵手紙
・新聞紙とティッシュ類
指導を務める人気の高い講師。
・絵手紙ハガキ
個展も数多く開催しています。
（ツアーで描く分２～３枚はご用意してあります）
多彩なカルチャー講座を行う
「トップウェルネス水戸」さんとの共催企画！

Ｓ１２２

絵手紙倶楽部・旅先から絵手紙

【千葉・日帰り】

「絵手紙倶楽部」ツアーの楽しみ方＆ポイント！

①人気講師「友部久美子先生」が絵手紙の基礎をレクチャー
②季節の花やおいしい食事などまずは純粋に旅を楽しみます
③未経験者大歓迎！道具貸出し付で気軽にご参加下さい
④旅の中で見たもの感じたものを１～２枚絵手紙にします
⑤絵手紙道具一式を当日貸出いたします。初めてでもお気軽に！

季節の花・ご当地グルメ・旬の味覚などわくわく体験
絵手紙で描いて
思い出にしたく
なるような旬の
体験を数多く
ご用意して
います。

Ｓ１２３

絵手紙倶楽部・旅先から絵手紙

【東京・日帰り】

灯台印で有名な「銚子キャベツ」刈取り体験
ランチバイキングでキャベツを食べて絵手紙
＆九十九里を一望の刑部岬大展望

＆新オープンで注目の「すみだ北斎美術館」

出発日 ４/８（土）
料金 1１,800 円
各地～水戸 IC（7:30）＝飯岡刑部岬展望館 /九十九里
の大パノラマが広がる絶景の景勝地＝春の銚子キャベ
ツ畑でキャベツ刈取り（１人２個予定*育成状況によって
は刈り取ったものをお持ち帰りの場合もございます）＝
キャベツ料理もご用意！ランチバイキング＝
＝【絵手紙】獲ったキャベツで絵手紙を描こう！＝
キャベツで絵手紙の一例（友部先生の作品ではありません）
＝水戸 IC（17：15 頃）～各地 食事： 朝○・昼○・夕×

各地～水戸 IC（7：30）＝新オープンで
注目のすみだ北斎美術館の観賞＝昼食
＝浅草寺ほおずき市散策…ほおずきや
風鈴を絵手紙でうちわに描いてみましょう！
＝水戸 IC（17：45 頃）～各地
食事： 朝○・昼○・夕×
ほおずき絵手紙の一例（友部先生の作品ではありません）

銚子から旭市にかけての海岸沿い
で生産される、やわらかくておいしい
春キャベツを刈取り体験しましょう。

旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

石塚サン・トラベル（株）
〒310-0012 茨城県水戸市城東 1-3-17 弓和ﾋﾞﾙ 3 階
総合旅行業務取扱管理者 綿引 薫
企画部 TEL029-303-7650 FAX029-224-0603
▼ツアーお申し込み・お問い合わせはこちら▼

フリーダイヤル ０１２０－３１７０５５
営業時間 ９：００～１７：３０（土・日・祝は休み）
（営業時間を過ぎてからの添乗員緊急電話やＦＡＸによるツアー
お取消し・変更は、翌営業日扱いとなりますのでご了承下さい）
＊詳しい旅行条件書をお渡しします。
事前にご確認の上お申し込み下さい。
＊最少催行人員２０名（特に記載の無い場合）

夏らしく「うちわ」に描く絵手紙

夏の風物詩・浅草ほおずき市
出発日

７/９（日）

料金

12,800 円

浅草寺の境内には約１００軒のほおずき
露店で賑わいます。カゴほおずきは一律
2500 円、竹ひごに１つだけついたものは
50 円で販売。今回はうちわで絵手紙。

●お申し込みはお電話で、ツアー番号・出発日と下記詳細をお知らせ下さい
●ツアー取消料はお一人様につき発生致します
お名前・住所・電話番号・生年月日・希望乗車地をお知らせ下さい。(会員様は会員番号でＯＫ) ↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
●出発確定しましたら、ツアー出発日の３日前までにご入金下さい
航空機
バス旅
日帰り
ご来店又は下記口座へお振込でご入金下さい。お振込み用紙は発送しておりません。
船・ＪＲ
宿泊
夜行
お手数料はお客様のご負担にてお願い致します。
２０～15日前 ２０％
―
―
14～8日前
２０％
―
【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
7～4日前
３０％
―
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
３～２日前
３０％
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
前日
４０％
●旅のしおりを発送します。当日のご参加お待ちしております
当日
出発１週間前を目安に最終日程表をご参加者全員に発送いたします。（遅くとも旅行開始日前）
５０％
旅行前
●下記乗車場所よりご希望乗車地をお選び下さい。（途中乗車不可・15 名以上は希望場所受付）
旅行開始後・
★印の乗車地はツアー専用駐車場有り。ツアー受付時同時予約願います。＜１日につき２００円＞
１００％
無連絡不参加
★那珂市
★水戸市
勝田駅
水戸駅
赤塚駅
●催行人員に満たない場合はツアー中止となります
菅谷専用
佐和駅
専用駐車場
西口
南口
南口
駐車場
（ﾊﾟｰﾗｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ様Ｐ内）
出発日の１４日前までにお電話かハガキでご連絡します

