真田幸村公14世 真田徹氏と行く
ゆったりバスツアー

団体旅行 日帰り旅行

Ｃ23121209-00

※添乗員は同行しませんが現
地係員がご案内いたします

蔵王の麓に伝わる
幸村公ゆかりの地を訪ねて

※裏面もご覧下さい

歴史講演会・史跡めぐり

【旅行日】2012 年

﹃上田真田まつり﹄で︑幸村公の父︑真
田昌幸公役を演じる真田徹氏︵イメー
ジ︒当日は甲冑を着用しません︶

12月 2日（日）
清林寺（イメージ）

当信寺（イメージ）

真田幸村公 14 世 真田徹氏

我妻佐渡墓碑（イメージ）

日本一の兵と讃えられた名将、真田幸村公。大坂夏の陣で討死し、絶えたと思われて
きたその血脈…。しかし、その次男大八は伊達政宗、片倉小十郎によって密かに守られ、
やがて伊達家臣となり、宮城県白石・蔵王の地に幸村公の血脈を伝えたのです。
幸村公より 14 代目にあたる子孫、真田徹氏の講演を聴いた後、真田氏の解説でゆか
りの史跡を巡ります。歴史ファン、真田ファンの皆さま、この機会をお見逃しなく！

※全行程貸切バスでの移動となります。
※史跡めぐりは真田徹氏が解説（コメント）を、
現地係員が司会と説明を受け持ちます。

旅行業第 2−2743 号

東京都渋谷区代々木 2-2-2

一般社団法人日本旅行業協会

協力会員

（土・日・祝日は休業）国内旅行業取扱管理者 蓬田 美男

ございんホール

JR
東京都知事登録

白石蔵王駅びゅう旅センター ℡0224-26-3631

【東北新幹線上り】
白石蔵王（17：09 発）
⇒
（19：04 着）東京
【東北新幹線下り】
白石蔵王（17：03 発）
⇒
（17：17 着）仙台

貸切バス

旅行企画・
実施

〒989-0213 宮城県白石市大鷹沢三沢字桜田 11-1

白 石 駅

（1）当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さま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の手続に
必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者は【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させて
いただくことがあります。
（2）当社は当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、
それぞれの企業の営業案内、催し物等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。

貸切バス

旅 行 契 約 の 解 除 日
取 消 料
無 料
旅行開始日の前日 ①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目）
（③〜⑥を除く） 旅行代金の 20％
から起算してさか ②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
のぼって
③7 日目にあたる日以降の解除（④〜⑥を除く）
旅行代金の 30％
④旅行開始日の前日の解除
旅行代金の 40％
⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く）
旅行代金の 50％
⑥旅行開始日後の解除または無連絡不参加
旅行代金の 100％
６．旅行代金の基準
この旅行条件は 2012 年 10 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2012 年 10 月 1 日現在の有効な運賃・規則を
基準としています。
７．詳しい旅行条件は係員におたずねください。

白石蔵王駅

３．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、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。
なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
４．添乗員等
添乗員同行商品には、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定め
られた日程を円滑に実施するため必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に
従っていただきます。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。
５．取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、
ご参加のお客様からは１室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

（16：40 着）（16：50 着）
（17：20 着）

貸切バス

真田阿梅・片倉守信墓碑

︵真田阿梅菩提寺︶

２．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始前の前日から起算してさかのぼって 14 日前に当たる日より前にお支払いいただきます。
旅行開始日の前日からさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始前の当社が定める期
日までお支払いいただきます。

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

当信寺

このご旅行は、
東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。
1．旅行のお申し込み及び契約成立
（１）当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）を添えてお申し込みいただき
ます。お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取り扱います。
（２）当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受付します。この際、ご予約の
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翌日から起算して 3 日以内（当社の定めた期
間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が
なかったものとして取り扱います。
（３）企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。
（４）ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及び
クーポン券の宅配を希望される場合は前（１）〜（３）によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書
に記載する通信契約の条件によります。
（５）お申込金（お一人様）
旅行代金
お申込金
1 万円未満
3,000 円
1 万円以上 3 万円未満
6,000 円
3 万円以上 6 万円未満
12,000 円
6 万円以上 10 万円未満
20,000 円
10 万円以上
旅行代金の 20%

【イベント企画】
蔵王町教育委員会

貸切バス

ゆかりの寺︶

︵幸村公の旧臣

※旅行代金には、旅行行程に明示された貸切バス代のみ含まれています。
※標記日程については 2012 年 10 月 1 日現在のスケジュールです。列車ダイヤ改正等に伴い旅行行程の変更が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※募集定員となり次第締め切りとさせていただきます。

おとな１名様（こども同一料金）

2,500円

※昼食は各自ご用意いただくか、会場近くのレストラン・
お店等をご利用下さい（休憩会場はご用意いたします）

ご旅行条件（要旨） お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり、充分にお読み下さい（このパンフレットは旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部になります）

個人情報の
取扱について

三井家墓碑

清林寺

講演会は 10：20 〜 12：10
講演会後、各自で昼食（休憩場所はご用意します）

※どの発着場所のご利用でも同一料金

事：付いておりません

貸切バス

『郷土に伝えられた
真田幸村公の血脈』

真田幸村公墓碑

（蔵王町ふるさとの歴史講演会）

貸切バス

真田徹氏講演会

我妻佐渡墓碑

（蔵王町ふるさと文化会館）

貸切バス

必ずお読みください

（13：00 出発）

ございんホール

真田幸清筆子塚
真田豊治墓碑・

【東北本線上り】
仙台（8：23 発）
⇒
（9：10 着）白石
【東北本線下り】
福島（8：07 発）
⇒
（8：39 着）白石

（10：00 着）

貸切バス

貸切バス

貸切バス

【東北新幹線上り】
仙台（8：46 発）
⇒
（8：59 着）白石蔵王
【東北新幹線下り】
東京（7：12 発）
⇒
（9：07 着）白石蔵王

ございんホール

集合時間

10 時 00 分

白 石 駅

集合時間

9 時 25 分

白石蔵王駅

集合時間

白石蔵王駅・白石駅・ございんホール発着

（最少催行人員 27 名様）

■食

旅 行 行 程 【集合場所・時間】白石蔵王駅：午前 9 時 15 分 白石駅：午前 9 時 25 分 ございんホール：午前 10 時 00 分
9 時 15 分

【旅行代金】

■旅 行 日： １２／２（日）
■日
程：日帰り
■募集人員：43 名様

【東北本線上り】
白石（17：48 発）
⇒
（18：22 着）福島
【東北本線下り】
白石（17：04 発）
⇒
（17：52 着）仙台

お問合せ・お申し込み
Ｃ23121209-00

お近くの

びゅうプラザ・びゅう予約センターへ
旅行代金については、宮城・福島・山形県の JR の主な駅にある『びゅう
プラザ』または白石蔵王駅・白石駅にて、事前にお支払いのうえ、会員
券をお受け取り下さい。

お申し込みは出発日の前日（12 月 1 日）まで承ります

☎お電話でのお申し込み☎
仙台・福島・郡山・山形

【受付時間】

びゅう予約センター

平 日 10：00 〜 20：00
土休日 10：00 〜 18：00

０５７０−０４−８９５０
一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

携帯・PHS・IP 電話・ひかり電話からは

０２２−２２２−９７２０

東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社 仙台市青葉区五橋 1-1-1 総合旅行業務取扱管理者 小野 雅弘

12 月 2 日催行の旅行プランのご案内
です。条件等は表面をご覧下さい。

From 宮城県白石市・蔵王町…みちのくの六文銭

私たちの郷土は、真田幸村公ゆかりの郷です。
戦国最後の戦 大坂夏の陣で、豊臣方の武将として目覚ましい活躍の末討
ひのもといち

つわもの

死した真田幸村公。その見事な戦ぶりから、人々は彼を『日本一の兵』
とたたえました。
大坂落城とともに滅亡したとされた幸村公の血脈…しかし、幸村公の次男
真田大八は戦火をかいくぐり、ひそかに伊達政宗公のもとに身を寄せ、伊達家臣
白石城主片倉小十郎重綱によって養育されていたのです。大八
か った

や づき

まがたけ

は後に伊達家の家臣となり、刈田郡矢附村 曲竹村（現在の宮
城県蔵王町矢附 曲竹地区）に領地を得て暮らしました。日本
一の兵の血脈は『仙台真田氏』として郷土に深く根をおろし
たのです。
今なお、白石・蔵王地域には、幸村公とその子孫たちにま
つわる数多くの史跡が残されています。
真田幸村公から数えること 14 代目の真田徹氏による、歴史講演とゆかりの史跡めぐり。
魅力あふれる歴史秘話『仙台真田氏』について知るこれ以上ない機会です！

ございんホール

白 石 駅

貸切バス

貸切バス

真田阿梅墓碑
片倉守信墓碑

白石蔵王駅

（16：40 着）（16：50 着）
（17：20 着）
貸切バス

当信寺

幸村公三女︑阿梅の菩提寺

三井家墓碑

貸切バス

清林寺

幸村遺臣︑三井氏ゆかりの寺

貸切バス

真田幸村公墓碑

幸村公七女︑阿菖蒲建立の墓

講演会は 10：20 〜 12：10
講演会後、各自で昼食（休憩場所はご用意します）

貸切バス

『郷土に伝えられた
真田幸村公の血脈』

我妻佐渡墓碑

（蔵王町ふるさとの歴史講演会）

貸切バス

真田徹氏講演会

幕末期の真田家当主の碑

（蔵王町ふるさと文化会館）
貸切バス

貸切バス

貸切バス

ございんホール

集合時間

10 時 00 分

白 石 駅

集合時間

9 時 25 分

白石蔵王駅

集合時間

9 時 15 分

（13：00 出発）

ございんホール

幸村公の子らを護った侍の墓

（10：00 着）

真田幸清筆子塚
真田豊治墓碑・

コース案内

ワンポイント歴史秘話

メインイベントは真田家ご当主の講演会！

真田と片倉のかけ橋、阿梅の方
伊達政宗公の下に託された幸村公の遺子は全員で
５人（１男４女）
。中でも、はじめに託された三女

真田幸村公 14 世

阿梅は、幸村公と片倉重綱公とが大坂道明寺口で激

真田徹氏講演会（蔵王町ふるさとの歴史講演会）

戦を繰り広げたその晩、ひそかに重綱公の陣中に送

演題『郷土に伝えられた真田幸村公の血脈』

の菩提を弔いつつ、大八ら４人の弟妹の行く末を支

り届けられたと伝えられています。
後に阿梅は片倉重綱公の後妻となり、亡き幸村公

戦国の世に生きた希代の武将・真田幸村公。歴史の分岐点で
ある大坂の陣において、彼はどのように考え、そして行動した
か…

広く語られる『死に花を咲かせるため』というヒロイズ

ム論とは異なる視点から、幸村公の人物像に迫ります。
さらに、敵方である伊達政宗公・片倉重綱公に次男大八らを
託したことに始まる仙台真田氏誕生の歴史秘話について、ご当
主である真田徹氏自らが、楽しく、わかりやすく講演します。
会場：蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
※本講演会は、蔵王町教育委員会の主催行事です。

えました。阿梅の菩提寺である当信寺をはじめ、こ
の地に真田氏のゆかりが数多く伝わっているのは阿
梅の存在あってこそなのです。

Ｃ23121209-00

お問合せ・ご予約はこちらへ！

びゅう予約センター

TEL ０５７０−０４−８９５０
（平日 10：00 〜 20：00

土休日 10：00 〜 18：00）

携帯・PHS・IP 電話・ひかり電話からは

０２２−２２２−９７２０
ね〜

加して

参
みんな

イベントのこと、仙台真田氏のことなら

蔵王町歴史と文化財公式 HP

『どきたんドットコム』
http://www.dokitan.com/

本イベントは、蔵王町教育委員会が気合を入れて応援しています！

蔵王町歴史と文化財公式マスコットキャラクター『どきたん』

