国土交通省主催「水のめぐみ」
とふれあう

水の里の旅
コンテスト2012
優秀賞
受賞

水がもたらす食文化体験
〜食卓の脇役が主役になった記念日〜
POINT

地域資源として活用されてきた「水」が育んだ地場産業と
地域の歴史的背景を学ぶとともに、普段は脇役として使用
される
「わさび」
と
「麩」が食べ方一つで主役となる食文化
を体験できます。
名水百選「小見川」
と古くから

料金

地域資源として活用されてきた
「六田水」が育んだ食文化を
体験。
食物をつくることから、収穫、加
工、食するまでの一連の体験
を通して食育について考え、
そ
の原点である
「水」
について考
えることができます。
血液改善作用や抗酸化作用
があるとされる
「わさび」、老化
防止や脳に良いとされる
「麩」、
良質な扇状地が生んだ
「くだも
の」
など、脇役の食材が主役と
なる料理レシピを発見すること
ができます。

実施地域／山形県東根市
実施期間／10月14日

〜15日
10月21日 〜22日

催行人員／40名（最少催行人員：15名）

大 人 ￥22,500（3名様1室）
子ども ￥16,500〈小学生以下〉
（3名様1室）
1室 3〜6人

（お1人様）
旅行代金
1室 2人

1室 1人

22,500円

23,550円

24,600円

行

1日目

程

仙台駅【9：00】‖‖ JRさくらんぼ東根駅 ‖‖ 大富公民館（オリエン
テーション、小見川についての学習）‖‖ 大富農産わさび畑
（見学、収
穫体験）‖‖ 昼食
（そば打ち体験・収穫わさび）‖‖ 葉わさび漬け加工
体験 ‖‖小見川
（イバラトミヨ生態観察）‖‖さくらんぼ東根温泉旅館
【16：30】
（自由時間・周辺散策、温泉入浴、
夕食）
（白水川ダム公園）、
星空観察‖‖さくらん
※希望者／レークピア白水
ぼ東根温泉【20：45】

東根六田地区【9：30】‖‖ 六田水の歴史と食育についての学習・焼
き麩づくり体験、試食 ‖‖ 大滝見学（パワースポットⅠ）‖‖ 昼食（みそ
2日目 焼きおにぎり、山形芋煮（麩入り））‖‖ 国指定特別天然記念物 東根
の大ケヤキ見学（パワースポットⅡ）‖‖ 観光果樹園（くだもの狩り）‖
‖ JRさくらんぼ東根駅‖‖ 仙台駅【17：20】

□お申込・旅行企画実施

□お問い合わせ

㈳東根市観光物産協会

1泊2
日

℡.0237-41-1200
℻.0237-41-1550

〒999−3720 山形県東根市さくらんぼ駅前一丁目1番1号 さくらんぼ東根駅・さくらんぼタント館3F

山交観光㈱東根案内所 ℡.0237-43-8200
℻.0237-43-8176
〒999−3711 山形県東根市中央3−2−30

総合旅行業務取扱管理者 渡邊英宏

「水のめぐみ」
とふれあう水の里の旅コンテスト2012 優秀賞受賞

水がもたらす食文化体験
〜食卓の脇役が主役になった記念日〜

きて
果樹 けらっしゃい
王国
ひがし
（和室）又は同等クラス
□旅行代金／3〜6名様1室利用 大人 22,500円「よし田川別館」
ねへ
わさび花

□実施期間／平成24年10月14日㈰〜15日㈪・21日㈰〜22日㈪
（仙台駅発着）

2名様1室利用
1名様1室利用

（和室）又は同等クラス
大人 23,550円「よし田川別館」
大人 24,600円「東根グランドホテル」
又は同等クラス

※最少催行人員 15名（但し、提示しております人員に達してない場合でも、集合場所、対象車両を変更し、実施させていただく場合もございます）
□旅行日程
日次

1日目

行

程

食事

集合・出発地
仙台駅西口バスプール（9：00）―― JRさくらんぼ東根駅（10：30）［移動は、
バス又は、
タクシーとなります］
小見川についての学習
○大富地区
大富農産わさび畑の見学、収穫体験
山形田舎そば打ち体験と収穫わさびで山形田舎そばの昼食
葉わさび漬け加工体験
小見川の
「イバラトミヨ」生態観察
○さくらんぼ東根温泉旅館 到着（16：30頃）
自由散策、温泉入浴、
夕食は18：00より〜就寝
オプションプラン／レークピア白水（白水川ダム公園にて星空観察）

昼
夕

（19：30〜20：30※希望者のみ。
晴天時のみ催行します。
）

2日目

さくらんぼ東根温泉（朝食後、9：20頃出発）
○東根六田地区
〈六田水の歴史と食育についての学習・焼き麩づくり体験、試食〉
○東根パワースポットめぐり〈大滝見学とみそ焼きおにぎり、山形芋煮（麩入り）
で昼食〉
○東根パワースポットめぐり〈国指定特別天然記念物「東根の大ケヤキ」見学〉
○東根市内観光果樹園 〈くだもの狩り
（季節に応じて
「さくらんぼ」
・
「もも」
・
「ぶどう」
・
「りんご」）〉
解散場所
JRさくらんぼ東根駅（16：00）―― 仙台駅西口バスプール（17：20）

朝
昼

※現地の気象・道路状況により、安全確保のため行程を一部変更・中止する場合もあります。
予めご了承下さい。

□締切り／9月21日㈮【定員になり次第締切ります】
（お申込の際は、
お申込事項をご確認いただきます様、
お願い申し上げます）
詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申込下さい。
ご旅行条件（要旨）
1.この旅行は、山交観光株式会社（以下「当社」
といいます）
が旅行企画・募集する旅行であり、
この旅行に参加するお客様は当社と
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。
2.お申し込みは当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
申込金は旅行代金
又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。旅行契約は、当社が予約の承諾をし、
申込金を受領したときに成立するもの
とします。
お申込金は、
旅行代金
申 込 金

2万円未満
5,000円

5万円未満
10,000円

10万円未満
20,000円

15万円未満
30,000円

15万円以上
旅行代金の20％

3. 当社は、電話、郵便、
ファクシミリ等による旅行契約の予約を受け付けることがあります。
この場合、予約の時点では契約は成立して
おらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日以内に、2に定める金額の申込金と申込書を提出していただきます。当
該期間内に申込金と申込書の提出がなされない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
4.20歳未満の方が単独で参加の場合は、親権者の同意書が必要です。
5.旅行代金は、旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。
6. 参加されるお客様のうち特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人旅行代金、満6歳以上（航空機利用コースは満3歳以上）
12歳未満の方は、
こども旅行代金（注釈のないかぎり航空機利用は大人旅行代金80％、全行程バス利用は大人旅行代金70％）
となります。
7.お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
8. 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面（確定旅行日程表）
を遅くとも旅行開始日の前日までお渡
しします。
（原則として旅行出発日の7日前〜5日前にはお届けするよう努力しますが、6月〜8月の多数催行時期出発及び特定時期
出発のコースでは旅行開始日の前日までお渡しすることもあります。）

9.旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行代金には旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）
・送迎バス料金・宿泊料金・食
事料金・施設入場料金・添乗サービス料（添乗員が同行する場合）
・団体行動のチップ・旅行取扱料及び消費税等諸税を含みます
が、
日程に含まれない交通費・飲食費及び個人的性質の諸費用は含まれておりません。
10. 取消料はお申込みの後、
お客様のご都合により旅行を取消される場合、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料又は
取消料と同額の金額の違約料を申し受けます。
旅行の 旅行開始日の21日前まで 旅行開始日の20日前から8日前まで 旅行開始日の7日前 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後の解除また
解除期日（日帰り旅行に当たっては11日目）（日帰り旅行に当たっては10日目） から2日前まで
は無連絡不参加の場合
取消料

無

料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％ 旅行代金の100％

お客様がご旅行中にその生命、
身体または手荷
11. 当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規定の定めるところにより、
物の被られた一定の補償について、補償金および見舞金をお支払いします。
12. 当社は契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に所定の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内
に支払います。
（お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
この場合は変更補償金はお
支払いできません）
13. 当パンフレットの旅行には、注釈のない限り、合流地点より添乗員が同行致します。同行しない区間においては、当社の社員が旅行を
円滑に実施する為の必要な措置を講じます。
14.当パンフレットの旅行代金算出基準日は2012年6月1日現在のものです。
15.当パンフレットの最少催行人員は15名です。
（特記商品は除く）
16.ここに記載のない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約約款）
によります。
※現地の道路状況により、時間・コースが変更になる場合がありますのでご了承下さい。
※詳しい旅行条件を説明した書面（所定申込書裏面記載）
を用意していますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

お問い合わせ・お申込みは下記までどうぞ

㈳東根市観光物産協会 ℡.0237-41-1200
℻.0237-41-1550
〒999−3720 山形県東根市さくらんぼ駅前一丁目1番1号さくらんぼ東根駅・さくらんぼタント館3F

山交観光㈱東根案内所 ℡.0237-43-8200
℻.0237-43-8176
〒999−3711 山形県東根市中央3−2−30

総合旅行業務取扱管理者 渡邊英宏

