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第１２回日本ジオパーク全国大会 白山手取川大会 

ジオツアー募集要項 

１. 期間・会場 

プレジオツアーは、１０月２０日（木）から各集合地点よりスタートし、１０月２１日（金）に白山手取

川ジオパークもしくは、同ジオパークへのアクセスが容易な公共交通機関を終着とします。 

ポストジオツアーは、１０月２３日（日）閉会セレモニー終了後、順次バス移動となります。 

解散場所は、コース毎に付近の公共交通機関の施設を経由し、終着が松任駅となります。 

※コースにより解散場所が複数ある場合もありますので、コース別のご案内をご覧ください。 

※最少催行人員に達しない場合は、事前にお申込みいただいた連絡先にご案内いたします。 

２. 申込方法 

大会公式 HP（https://taikai.geopark.jp/2022/）にて大会登録手続きを行い、参加を希望する

ジオツアーにお申込みください。プレジオツアーは以下３つからご希望の１つをお選びください。ポ

ストジオツアーは以下９つを実施します。第１希望～第３希望までお選びください。 

希望順に抽選を行います。 

第１希望のみの選択も可能ですが、抽選に外れた場合は参加できません。 

申し込み多数の場合は、第３希望であってもご参加いただけない可能性がございます。 

３. 申込締切 

令和４年８月３１日（水）まで 

４. 支払方法 

詳細は開催要項をご確認ください。 

支払期日は 令和４年９月３０日（金）１７：００までにお願い致します。 

それ以降のお支払いはできませんのでご注意ください。  

５. 予約の確認・変更・取り消しについて 

お申し込み後、お客様のご都合でキャンセルされる場合は、取消日より１名につき次の率により

キャンセル料を申し受けます。また返金につきましては、送金手数料を差し引き、大会終了後に

返金させて頂きます。 

●当社の営業時間外に頂戴したキャンセル、変更については翌営業日での取扱とさせて頂きま

す。 

●当日の大会会場でのご返金、受領はいたしかねますのでご了承下さい。 

【取消料】1名１件ごと（宿泊） 

２０日～８日前 ２０％ ,７～２日前 ３０％ ,前日 ４０％, 

旅行開始日の当日（旅行開始前） ５０％、 旅行開始後の取消又は無連絡不参加 １００％ 

６. 新型コロナウイルス感染症対策について 

ジオツアーの参加者はツアー当日に新型コロナウイルス感染症ワクチンの３回接種証明書もしく

は３日以内の PCR 検査陰性証明書または前日の抗原検査の陰性証明書の提示をお願い致し

ます。 

提示されない場合は、お客様都合によるキャンセルとさせていただきます。 
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７. ご旅行条件 

今回ご案内の旅行参加にあたり、募集会社である北國観光株式会社はパンフレット等は発行せ

ず、すべて大会公式ホームページ上でご案内申し上げます。この旅行に関する旅行条件は北國

観光株式会社の旅行業約款に準じます。内容については次項「お問合せ先」の北國観光株式

会社宛にお尋ね下さい。また旅行代金につきましては令和４年７月２９日(金)現在有効なものと

して公示されている宿泊費、規則を基準に算出されております。  

８. お申込み・お問い合わせ先 

旅行企画・実施/北國観光株式会社 （観光庁長官登録旅行業第５１７号、一般社団法人日

本旅行業協会正会員、国際航空運送協会公認、旅行業公正取引協議会会員） 

第１２回日本ジオパーク全国大会 白山手取川大会 申込受付係 

〒９２０－０９１９石川県金沢市南町２番１号北國新聞会館１２階 

【e-mail】 office@hokkokukanko.co.jp 

【TEL】 076-263-1864 【FAX】 076-260-3448 

営業時間：平日９：３０～１８：００ 土曜・日曜・祝日は休み 

総合旅行業務取扱管理者/丸山 守 

総合旅行業務管理者とは、お客様の旅行を扱う営業所での取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関してご不明な点があればご遠慮なく総合旅行業取扱管理者にお尋ね下さい。 
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９．プレジオツアー概要 

【プレジオツアー①】 

タイトル 
 地球と旅するジオツアー 

 ここが東西日本の境界線！～糸魚川-静岡構造線をブラリ旅～ 

内 容 

 

 ＮＨＫの人気番組で紹介された「糸魚川のすごいところ」を中心にめぐるツアー。 

フォッサマグナの西縁を走る糸魚川-静岡構造線をはじめ、断層のうえにある酒蔵や 

国内随一のヒスイ産地の見学、石の標本づくりなどを通して糸魚川ジオパークの魅力に

せまります。 

 人と大地の関りを探りながら、日本列島の誕生を学ぶ旅に出かけましょう！ 

 

行 程 

10月 20日(木） 

13:00 糸魚川駅集合⇒ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅﾐｭｰｼﾞｱﾑ⇒ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅﾊﾟｰｸ⇒ 

根知山寺の砂岩泥岩互層⇒渡辺酒造店⇒ 

ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅ糸魚川温泉 ﾎﾃﾙ國富ｱﾈｯｸｽ（宿泊） 

10月 21日（金） 

明星山展望台⇒小滝川ﾋｽｲ峡⇒高浪の池（昼食）⇒ 

糸魚川駅南口（13：15頃）⇒ﾋｽｲ海岸（青海）⇒ 

15:00 糸魚川駅南口 

ご旅行代金 1名 ２９，４００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員２５名 最少催行２０名 

宿泊場所 フォッサマグナ糸魚川温泉 ホテル國富アネックス 

ツアーホテル 

客室の様式 
和室１０畳（相部屋） 

必要なもの 歩きやすい服装、靴をご用意ください。 

注意事項 天候によっては雨具（傘、レインコート）のご用意をお願いいたします。 

備考 
※添乗員は同行いたしません。 

※白山手取川ジオパークへの新幹線切符等は参加者様各自で手配お願い致します。 
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【プレジオツアー②】 

タイトル 高低差 4000ｍロマン 富山の中の地球へ行こう。 

内 容 

立山黒部ジオパークは、県東部の 9市町村と富山湾の一部をエリアとして大変広域

にわたっており、わずか 50kmの距離に高低差 4000mの地形があります。 

初日は絶景の地を訪ねます。7万年の地球史といえる４段で構成される落差日本一

（350m）を誇る「称名滝」と人を寄せ付けないほど険しく聳え立つ高さ 500m総延長 2km

に及ぶ断崖絶壁「悪城の壁」です。そして立山カルデラにおける日本屈指の砂防工事や

立山の自然、歴史を紹介している立山カルデラ砂防博物館を訪れます。 

2日目は、特徴的な地形や史跡などを探索し、神通川の水害対策と共に発展してき

た富山市の大地と人の営みについて学びます。そして、富山を代表する食「鱒ずし」の加

工工場で昼食を頂きます。その後、哀愁漂う八尾の「おわら風の盆」をツアー限定の貸

切公演にて鑑賞し、風情のある石畳の街並みの散策もしていただきます。 

このツアーでは新型コロナウイルス感染防止対策としてワイヤレスイヤホンガイドを使用

し、ソーシャルディスタンスを保ちながら、快適なツアーを進めさせて頂きます。 

行 程 

10月 20日(木) 貸切バス利用 

12:30 富山駅北口⇒称名滝⇒立山カルデラ砂防博物館⇒ 

コンフォートホテル富山駅前（宿泊）⇒ごんべい舎・富山の味覚膳（夕食） 

10月 21日(金) 公共交通・貸切バス利用 

8:30 コンフォートホテル富山駅前・・路面電車(環状線)利用⇒ 

富山城址公園付近～呉羽山を散策⇒源ますのすしミュージアム（ご昼食）⇒ 

越中八尾観光会館（おわらオンステージ鑑賞・街並み散策）⇒ 

17:15 松任文化会館ピーノ到着（JR松任駅徒歩 3分） 

ご旅行代金 １名 ３３，６００円(税込) 

食事条件 夕食１回(フリードリンク９０分含む) 朝食１回 昼食１回 

募集人員 定員３０名 最少催行２０名 

宿泊場所 コンフォートホテル富山駅前 

ツアーホテル 

客室の様式 
洋室シングルルーム 全室禁煙 

必要なもの 筆記用具、雨天時雨具(カッパ) 

注意事項 出発時に検温、ならびに健康チェックシート記入のご協力をお願い致します。 

備考 
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【プレジオツアー③】 

タイトル 恐竜ほって、芋ほって、勝山深堀り満喫ツアー 

内 容 

大地に降る雨や雪は、時に川となり恐竜化石が眠る地層を露出させ、時に人々の営みを

支えて食を豊かにし、時に湿潤な大気となり産業の発展に寄与しました。大地が動き、大

陸から勝山へやってきた恐竜たち。当ツアーでは日本列島形成による大地の動きと、そ

の恩恵をうけた勝山の人々の暮らしをめぐります。特筆すべきは、通常は入場できない恐

竜化石の発掘現場を間近で見学できることです。化石発掘体験はもちろんのこと、特産

の里芋掘り体験（お土産付き）もあります。食事には、雪室で貯蔵された食材を使用した

ランチや郷土料理をご用意。大地の動きで形成された勝山の暮らしを満喫することがで

きるツアーをお楽しみ下さい。 

行 程 

10月 20日（木） 

9:00 JR福井駅⇒勝山まちなか散策ツアー⇒福彩り食堂のむら屋（昼食）⇒ 

福井県立恐竜博物館内研究員による講義及び案内⇒ 

福井県立恐竜博物館・どきどき恐竜発掘ランド⇒あまごの宿（宿泊） 

10月 21日（金） 

8:30 あまごの宿⇒本多農園（里芋堀り体験・お土産）⇒ゆめおーれ勝山⇒ 

    ふるさと茶屋 縄文の里（昼食）⇒大矢谷白山神社⇒平泉寺白山神社⇒ 

    道の駅「恐竜渓谷かつやま」⇒ 

16:45 松任文化会館ピーノ（JR松任駅徒歩 3分） 

ご旅行代金 1名 ４０，９５０円（税込） 

食事条件 昼食 2回 夕食 1回 朝食 1回 

募集人員 定員２５名 最少催行１６名 

宿泊場所 あまごの宿 

ツアーホテル 

客室の様式 
和室（２～４名 １部屋） 

必要なもの 
里芋掘り体験用の動きやすい服装、履物。 

※簡易手袋と簡易シューズカバーは運営側で用意があります。 

注意事項 
1日目昼食で蕎麦を提供予定です。 

そばアレルギーやその他アレルギーをお持ちの方はご連絡ください。 

備考 里芋のお土産は発送対応可能（送料など追加料金がかかります） 
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１０. ポストジオツアー概要 

【ポストジオツアー①】 

タイトル 
ぐるっと白山麓！ ２４時間で４県７市村を巡るよくばり旅    

～ジオパーク＆エコパークと白山信仰三馬場を訪ねて～    

内 容 

日本三霊山の一つに数えられる「白山」には、かつて「馬場」と呼ばれる登山の拠点があ

りました。加賀（石川県）の馬場は現在の白山比咩神社、越前（福井県）の馬場は現在

の平泉寺白山神社、美濃（岐阜県）の馬場は現在の長滝白山神社にあたります。1 泊 2

日でかつての白山信仰の拠点である三馬場を巡るよくばりバス旅行です。同時に、このコ

ースは、「白山手取川」「恐竜渓谷ふくい勝山」の二つのジオパークと「白山ユネスコエコ

パーク」を巡る大地と自然を直に体感するコースです！ 

行 程 

10月 23日（日） 

15:00 松任文化会館ピーノ⇒白山比咩神社（加賀馬場）・昇殿参拝⇒ 

勝山ニューホテル（宿泊） 

10月 24日（月） 

8:00 勝山ニューホテル⇒平泉寺白山神社（越前馬場）⇒＜大野、和泉 通過＞⇒ 

長滝白山神社（美濃馬場）⇒道の駅 白山文化の里長滝（昼食）⇒ 

白山文化博物館（自由入館）⇒＜車窓から庄川峡＞⇒世界遺産 白川郷⇒ 

五箇山＜車窓から合掌造り集落＞⇒金沢駅（17：00）⇒ 

17:30 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ３２，８００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員３０名 最少催行２０名 

宿泊場所 勝山ニューホテル 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、洋室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 山道が多いため必要があれば酔い止め薬。 

注意事項  

備考  
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【ポストジオツアー②】 

タイトル 
秘湯の宿で１泊 ＆ 国立公園で手ぶらキャンプ    

～秋の越前禅定道を歩きながら自然の聖地を楽しむ～     

内 容 

1 日目は、白山の登山口にある 1 軒宿・白山温泉永井旅館で秘湯を満喫。2 日目は、

越前禅定道をトレッキング（約 4.6 ㎞）し、白山国立公園内の市ノ瀬野営場で手ぶらキャ

ンプ！キャンプ飯と白山麓から眺める満天の星空に心と体が満たされます。最終日は、

重要伝統的建造物群保存地区・白峰の散策と、白山本宮・白山比咩神社の参拝。2 泊

3 日で「大自然」と「人々の暮らし」を体感し、「ジオ」「エコ」「ヒト」の持続可能性に思いを

馳せる特別感満載のジオツアーです。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:30 松任文化会館ピーノ⇒永井旅館（宿泊） 

10月 24日（月） 

7:00 永井旅館⇒トレッキング⇒わさび園⇒市ノ瀬野営場（宿泊） 

10月 25日（火） 

9:00 市ノ瀬野営場⇒白山ろく民俗資料館⇒白峰散策⇒雪だるまカフェ（昼食）⇒ 

道の駅 瀬女⇒白山比咩神社⇒ 

14:30 JR松任駅 

ご旅行代金 １名 ４９，５００円（税込） 

食事条件 夕食２回 朝食２回 昼食２回 

募集人員 定員１５名 最少催行１５名 

宿泊場所 白山温泉永井旅館 テント泊 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、和室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの トレッキングシューズ、その他各自トレッキングに必要なもの。 

注意事項 初心者向けではありますが、坂道もある登山道を歩きます。 

備考 ２泊３日 雨天時コースの変更有。 
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【ポストジオツアー③】 

タイトル 
ここは日本地質学発祥の地 ～化石と対話するジオ旅へ～    

「白峰」と「勝山」で恐竜時代にタイムトラベル！    

内 容 

明治時代の初めに、プロシア（現ドイツ）の地理学者ライン博士が白山登山の際に植物化

石を採集したことがきっかけとなり、日本での地質学研究が大きく前進することとなりまし

た。その採集地が、現在の白峰にある桑島化石壁付近であり、その後恐竜の化石が発

見されたことが契機となって白山や勝山で化石調査活動が本格化しました。このコース

では、化石でつながる「白峰」と「勝山」の両地を訪れ、白山手取川ジオパークのテーマで

ある「水の旅、石の旅」を 1億 3千万年という時の流れを感じながら旅します。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:30 松任文化会館ピーノ⇒桑島化石壁⇒白山苑（宿泊） 

10月 24日（月） 

8:15 白山苑⇒緑の村 河原⇒白山恐竜パーク白峰⇒菜さい⇒花月楼（昼食）⇒ 

福井県立恐竜博物館⇒福井駅（16：25）⇒小松駅（17：20）⇒ 

17:50 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ３０，０００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員３０名 最少催行２０名 

宿泊場所 白峰温泉白山苑 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、和室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 野外活動に適切な服装及びシューズ。 

注意事項  

備考 雨天時内容を一部変更する可能性があります。 
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【ポストジオツアー④】 

タイトル 
白山白川郷ホワイトロードから五箇山合掌造り集落へ    

一里野の宿で交流会、ガイド付きドライブ＆散策で絶景を満喫。    

内 容 

霊峰白山を横断する自動車専用道路「白山白川郷ホワイトロード」で晩秋の絶景を堪

能！ 1 日目はホワイトロード手前の一里野高原で森林浴さながらのトレッキングを楽し

み、木立に囲まれた山荘で宿泊。2 日目はホワイトロードへ。「日本の滝 100 選」の姥ヶ

滝は目前に広がる圧巻の風景に感動必至！ 昼食は一里野おかみの会特製の「白山

ジオ弁」を、世界遺産・白川郷を遠望する展望台で満喫。ホワイトロードをぬけ、五箇山で

は世界文化遺産である「菅沼合掌造り集落」を現地のガイドさんとともに散策し、まるでタ

イムスリップしたかのような景色に思いを馳せましょう。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:00 松任文化会館ピーノ⇒道の駅瀬女⇒一里野高原⇒ケリエ山荘（宿泊） 

10月 24日（月） 

9:00 ケリエ山荘⇒中宮展示館⇒蛇谷園地駐車場⇒ふくべの大滝⇒ 

栂の木台駐車場⇒白川郷展望台⇒五箇山 菅沼合掌造り集落⇒ 

金沢駅(16:45)⇒ 

17:15 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ２８，２００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員３０名 最少催行２０名 

宿泊場所 ケリエ山荘 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 野外活動に適した服装及びシューズ、山道が多いため必要があれば酔い止め薬。 

注意事項 往復３０分程度のトレッキングがあります。 

備考 荒天によりホワイトロードが封鎖が予想される場合、事前にツアーを中止の可能性有。 
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【ポストジオツアー⑤】 

タイトル 
ダム、砂防、構造物マニアならこのツアー！    

時に荒ぶる白山と手取川 ～ 百年続く「白山砂防」を探求 ～    

内 容 

100 年を超える、日本でも有数の歴史ある砂防現場へ潜入！見て良し登って良しの優

しい山容の白山。しかし、「別当大崩れ」や「百万貫の岩」が物語る、土砂崩れや洪水な

ど大自然の圧倒的驚異！「白山砂防科学館」では、白山の過去の災害や、その災害か

ら地域を守る砂防事業について学びます。その後、通常は立ち入り禁止地区である甚之

助砂防堰堤群や瀬戸砂防堰堤を見学し、砂防のメカニズムを直に体験。次に、急流手

取川をなだめる手取川ダムへ。ここでは手取川ダムの役割と、本来通行できない堤体の

上を特別に散策します。美しい自然と共存する構造物の美しさと人々の英知の結晶に驚

く旅が皆様をお待ちしております。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:00 松任文化会館ピーノ⇒不老橋⇒車窓から手取川ダム⇒白山砂防科学館⇒ 

望岳苑（宿泊） 

10月 24日（月） 

8:00 望岳苑⇒百万貫の岩⇒別当出合⇒中飯場⇒市ノ瀬ビジターセンター⇒ 

菜さい（昼食）⇒手取川ダム管理センター⇒道の駅瀬女⇒瀬戸砂防堰堤⇒ 

旧濁澄橋上⇒ 

16:15 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ４１，８００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員１５名 最少催行１２名 

宿泊場所 望岳苑 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、和室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 野外活動に適した服装及びシューズ、山道が多いため必要があれば酔い止め薬。 

注意事項 砂防現場はぬかるみなどがある場合があります。 

備考 荒天時などには一部コースの変更有。 
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【ポストジオツアー⑥】 

タイトル 
中世の山城好きなら要参加！ 白山 5城制覇の旅    

一向一揆 vs織田信長軍、天然の要害での攻守を探る！5城缶バッジ付  

内 容 

戦国時代にあって百年もの長い間、加賀の国は一向宗によって治められた「百姓の持ち

たる国」といわれる、日本史史上でも稀有な国でした。戦国という動乱の時代に一向一

揆の拠点であった山城跡を巡ります。松任（まっとう）城を出発し、舟岡山（ふなおかや

ま）城、槻橋（つきはし）城、二曲（ふとげ）城、鳥越（とりごえ）城とまわりながら、何故そこ

に城が築かれたのか、織田軍を相手にどのようにして戦い抜いたかを探求しましょう。同

時に開催中の「はくさん城跡めぐりデジタルスタンプラリー」に参加して 5 城の缶バッジも

GET！ 

行 程 

10月 23日（日） 

15:00 松任城址公園⇒舟岡山城登り口⇒舟岡山城跡⇒獅子吼荘（宿泊） 

10月 24日（月） 

8:30 獅子吼荘⇒白山比咩神社⇒槻橋城跡⇒鳥越一向一揆歴史館⇒ 

一揆そば長助（昼食）⇒二曲城跡⇒鳥越城跡⇒道の駅めぐみ白山⇒ 

16:00 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ２８，９００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員１５名 最少催行１２名 

宿泊場所 獅子吼荘 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、和室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 野外活動に適した服装及びシューズ。 

注意事項 

山城跡のため、軽登山に近い移動があります。 

２４日の昼食はそばを予定しています。 

アレルギーをお持ちの方は事前にご連絡ください。 

備考 雨天時コース変更する可能性があります。 
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【ポストジオツアー⑦】 

タイトル 
水との闘いと恵みを体感する旅   

～手取川が織り成す美景を堪能～   

内 容 

日本有数の急流河川である手取川では、水と石が織り成す数々の美景があなたを待っ

ています。急流が削り、生み出した「手取峡谷・綿ヶ滝」と、悠久の年月が作り上げた扇状

地を一望できる「獅子吼高原」を訪れ、白山より始まる水の旅を満喫。また、停水中の手

取川七ヶ用水のトンネル内を特別に歩くことで、水の流れを身をもって体験します。さら

に、語り部から手取川大水害のお話を聞き、先人たちが水と闘い共存してきた足跡をた

どります。また、笹寿司づくり体験や酒蔵見学、扇央地にあって発展してきた松任地域の

まち歩きなどを通じて、水の恵みを体感します。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:00 松任文化会館ピーノ⇒綿ヶ滝⇒手取川第 3ダム⇒旅館かのや（宿泊） 

10月 24日（月） 

8:20 旅館かのや⇒横町うらら館（笹寿司づくり体験）⇒旧加賀一の宮駅⇒ 

七ヶ用水トンネル見学⇒獅子吼高原⇒御料理 喜太（昼食）⇒ 

道の駅めぐみ白山⇒吉田酒造店⇒松任まち歩き⇒ 

16:30 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ２７，８００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員３０名 最少催行２０名 

宿泊場所 旅館かのや 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、和室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの  

注意事項 多少濡れてもよい服装を推奨。 

備考 
七ヶ用水トンネル歩行時は長靴を貸し出します。 

雨天時内容を変更する可能性があります。 
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【ポストジオツアー⑧】 

タイトル 
世界でここだけ！ フグの卵巣の糠漬けを食す地を探訪    

～北前船と伏流水の美川地域めぐり～    

内 容 

フグの卵巣を発酵熟成させた「ふぐの子糠漬」の製造が特別に許されている美川地域。

手取川の河口部分に位置し、日本海と白山を遠望することができる土地です。白山と手

取川が生み出す豊富な伏流水により様々な食品の加工が発展してきました。日本海の

幸、手取川の幸、それらを長い年月をかけ技術を積み重ねてきた料理はどれも格別。そ

の中でも「ふぐのおやこ料理」はここでしか味わえない珠玉の一品です。そのほか、北前

船で築いた財で開設した私設図書館「呉竹文庫」や、フグ糠漬け工場見学、県指定無

形民俗文化財おかえり祭りの豪華絢爛な台車が納められている「高浜お旅所」への立ち

寄り等、美川を味わい尽くす旅がお待ちしております。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:00 松任文化会館⇒石川ルーツ交流館⇒手取川河口と海岸⇒ 

Ｂ＆Ｂ ＭＩＫＡＷＡ（宿泊）⇒美川３７Cafe（夕食 仕出：割烹 五展） 

10月 24日（月） 

8:30 Ｂ＆Ｂ ＭＩＫＡＷＡ⇒呉竹文庫⇒サケの遡上見学⇒トミヨ増殖池⇒お台場の水⇒ 

あら与加工場⇒あら与本店⇒徳證寺⇒正寿寺⇒御料理こめや⇒ 

高浜お旅所⇒佐渡屋⇒美川 37cafe 美川駅（14：50）⇒ 

15:25 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ３４，９００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員３５名 最少催行２０名 

宿泊場所 Ｂ＆Ｂ ＭＩＫＡＷＡ 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの  

注意事項 鮭の遡上はタイミングによって見学できない場合があります。 

備考  
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【ポストジオツアー⑨】 

タイトル 
サイクリング DE ジオツアー !    

秘湯の宿で宿泊、手取峡谷、獅子吼高原、鶴来まち歩きも！    

内 容 

鉄道の廃線跡を活用した自転車専用道路「手取キャニオンロード」を利用し、旧白山下

駅から鶴来駅付近までサイクリング！手取峡谷の綿ヶ滝や不老橋などのビュースポット

に立ち寄り、自然を最も身近に体感できます。サイクリングの後は、ゴンドラで獅子吼高原

に上り、圧巻の手取川扇状地を一望します。続いて鶴来を散策し、横町うらら館では地

域の伝統工芸である「ひのき細工」を体験します。白山比咩神社の昇殿参拝と、秘湯の

宿・中宮温泉にしやま旅館での宿泊が付いた充実のアクティブツアーです。 

行 程 

10月 23日（日） 

15:30 松任文化会館ピーノ⇒白山比咩神社・昇殿参拝⇒ 

一里野高原ホテルろあん（宿泊） 

10月 24日（月） 

8:15 中一里野高原ホテルろあん⇒白山下サイクルステーション（自転車スタート）⇒ 

綿ヶ滝⇒不老橋⇒弘法池⇒バードハミング鳥越⇒雲竜橋⇒江津橋⇒ 

白山市観光連盟（自転車終了）⇒もく遊りん（昼食）⇒獅子吼高原⇒ 

横町うらら館（ひのき細工体験）⇒鶴来まち歩き⇒道の駅めぐみ白山⇒ 

16:00 JR松任駅 

ご旅行代金 1名 ４６，８００円（税込） 

食事条件 夕食 1回 朝食 1回 昼食 1回 

募集人員 定員１５名 最少催行１２名 

宿泊場所 一里野高原ホテルろあん 

ツアーホテル 

客室の様式 
客室は、和室相部屋となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 野外活動に適した服装及びシューズ。 

注意事項 最低限自転車に乗れること（レンタル自転車を使用します。） 

備考 雨天時内容を変更する可能性があります。 

 


