
喜びあふれる楽しい旅をつくります

春の花を愛でる季節が来ました。
花には不思議な力があって、
花の咲くところでは、私たちは自然とより優しくなり喜びを感じます。

ことし５月出発まで旅行をお申込みの
小グループの方全員に花の咲くところでは、私たちは自然とより優しくなり喜びを感じます。

旅の中で「花を愛でて」みませんか。

これらおすすめモデルコースはほんの一例です。
お客様のご希望などに沿ったご提案ができますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 有限会社大幸ツアー(タイコウツアー)　担当　大江 克幸
電話 0584-81-8863　FAX 0584-81-6328　Email info@bighappy.co.jp

小グループの方全員に
心ばかりの手づくり小物を

プレゼントをさせていただきます

光前寺のしだれ桜・・・仁王門から
大講堂付近を中心に、およそ70
本程のしだれ桜が植えられてお
り、満開の時期を迎えますと境内
がえも言われぬ桜色に彩られま
す。4月中旬～4月下旬

「信州伊那梅苑」は、伊那地方にある
観光梅林です。2万坪の広大な敷地に
38種7000本の梅があり、日本一とも言
われます。標高850mほどの高地にあ
るため、梅もその他の花も平地より遅
い時期に楽しめます。梅の見頃は3月

1 高遠城址公園の桜４月中旬・光前寺・しだれ桜　早太郎温泉

信州伊那梅園

かんてんぱぱガーデン

各地 早太郎温泉（泊）

ホテル 高遠城址公園 各地

光前寺・しだれ桜

す。4月中旬～4月下旬い時期に楽しめます。梅の見頃は3月
下旬～4月下旬

明治８年、荒れたままに
なっていた高遠城址を何

かんてんぱぱガーデンの庭園イメージ

恵那峡遊覧船

なっていた高遠城址を何
とかしようと、旧藩士達が
馬場の桜を城址に移植
したのが公園の桜の始
まりです。

2 なぎそミツバツツジ祭り（4月6日～21日）・南木曽温泉
恵那峡遊覧船

大江戸温泉物語・ホテル木曽路

高速ジェット船で、品の字岩まで、 両岸にそそりたつ軍艦
岩・獅子岩・屏風岩・品の字岩など奇岩・怪石がご覧いただ
けます。　　往復２０Km。乗船時間は３０分です。

各地 恵那峡クルーズ 恵那（昼食） 日本大正村散策

南木曽温泉（泊）岩村城下散策

各地

　なぎそミツバツツジ祭り旅館

2019年4月6日～21日　なぎそミツ
バツツジ祭り・・・天白公園の高台
に群生する６種類約４００株のミツ
バツツジが鮮やかなピンク色の花
を咲かせます。祭り期間中には茶
店や地元の農産物、ツツジ苗など

桃介橋・福沢桃介記念館・山の歴史館

大江戸温泉物語・ホテル木曽路・露天風呂
店や地元の農産物、ツツジ苗など
の販売がおこなわれ賑わいます。
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3 花桃の里　花桃まつり　4月下旬～5月上旬　昼神温泉

花桃街道（清内路峠） ヘブンスそのはらの水芭蕉4月中旬

花桃まつり

妻籠宿散策

昼神温泉（泊）

天竜ライン下り

馬籠宿（散策と昼食）

杵原学校 そばの城（昼食）

ヘブンスそのはら

旅館

各地

天竜ライン下り

花桃まつり・4月下旬～5月上旬・・・赤
白ピンクの三色に咲き分ける花桃は、
電力会社社長であった福沢桃介（福
沢諭吉の娘婿）が、ドイツのミュンヘン
で華麗に咲く三色の花桃を見かけ、そ
の美しさに魅せられ３本の苗を購入し
帰国、木曽の発電所庭に植えたのが
始まりとされています。

各地

天竜峡から唐笠港ま
で約50分の船旅。春
は新緑、岩間つつ
じ、山桜が楽しめま
す

稲取温泉 雛のつるし飾りま
つり　1月20日～3月31日、古
く江戸時代後期の頃より、娘
の成長を願う母や祖母手作り
の「つるし飾り」が飾られる風
習がありました。

す

4 河津桜まつり２月上旬～３月上旬・熱海梅園の梅まつり１月中旬～３月中旬

第７５回熱海梅園梅まつり1月5日
～3月3日・・・日本で最も早咲きの
梅園。明治19年開園した熱海梅
園、樹齢百年を越える梅の古木を
含め、59品種：472本の梅が咲き
誇ります。 習がありました。

河津桜まつり2月10日から3月10日・・・河津桜
の原木を、河津町田中の飯田勝美氏(故人）が

稲取温泉（泊）

ホテル 河津桜まつり２月１０日～３月１０日

各地 三島（昼食） 熱海梅園の梅まつり１月５日～３月３日

浄蓮の滝（昼食） 各地

誇ります。

の原木を、河津町田中の飯田勝美氏(故人）が
1955年(昭和30年)頃、偶然発見したさくらの苗
を、現在地に植えたものです。1966年(昭和41
年)から開花が見られ、1月下旬頃から淡紅色
の花が約1ヶ月にわたって咲き続けました

5 昇竜しだれ梅２月下旬～３月下旬・渥美半島・菜の花まつり１月１２日～３月３１日
大草山しだれ梅まつり２月下旬～３月下旬・・・5000㎡に植栽されて

浜名湖花フェスタ

チューリップ3月下旬～4月中旬

大草山しだれ梅まつり２月下旬～３月下旬・・・5000㎡に植栽されて
いる梅は10品種以上あり、すべてしだれ梅です。当園独自の仕立て
方で、樹姿は竜が雲をつかみ、天に昇る姿を想像させる昇竜仕立て
です。350本が林立し、中でも竜の体内をイメージした花のシャワー
の中を通り抜けるトンネルは人気があります。

各地

舘山寺温泉（泊）

昇竜しだれ梅・２月下旬～３月下旬

はままつフラワーパーク・浜名湖花フェスタ・３月２１日～６月３０日

各地渥美半島『菜の花まつり』1月12日～3
月31日・・・渥美半島のいたるところに
黄色い菜の花畑が！中でも、メイン会
場となる「伊良湖菜の花ガーデン」は

渥美半島・菜の花まつり ラグーナフェスティバルマーケット旅館

場となる「伊良湖菜の花ガーデン」は
圧巻です！一面の菜の花畑とそこで
開催される《見て・食べて・遊んで楽し
い》イベントの数々。
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茶臼山高原・天空花回廊「芝桜の丘」・・・標高1,358
メートル。萩太郎山の頂上付近に広がる色鮮やか

6 茶臼山高原・天空花回廊「芝桜の丘」　5月中旬～6月上旬

メートル。萩太郎山の頂上付近に広がる色鮮やか
な芝桜の絨毯。平成19年度から植栽をはじめ、現
在では22,000平方メートルの広大な敷地に40万株
の芝桜が咲き誇っています。ピンク、白、淡青、青
紫など、色と形が違う6種類の芝桜が織りなす天空
の花回廊をお楽しみください。

各地 下條温泉（泊）茶臼山高原・天空花回廊「芝桜の丘」

下栗の里は、南アルプスを望む東面傾斜面にある標高
800m〜1,000mの地区です。最大傾斜38度の傾斜面に
点在する耕地や家屋は、遠山郷を代表する景観を作り
あげています。景観の美しさ、自然と暮らしの調和、こう
した姿がオーストリア・チロル地方に似ていることから、

ココロ・ファーム・ビレッジ旅館 各地遠山郷・下栗の里

リストランテ・ココリズム

した姿がオーストリア・チロル地方に似ていることから、
下栗を「日本のチロル」と命名しました。

7 荘川桜４月下旬～５月上旬・西ヶ洞さくら公園・芝桜４月中旬～５月上旬頃
御母衣ダムによってつくられた御母衣湖畔の展望台に立っている２本の
巨桜は、樹齢５００余年といわれるアズマヒガンザクラです。いまは湖底
に沈む照蓮寺と光輪寺の境内にあったもので、世界の植樹史上例のな
い巨桜の大移植により、現在もいにしえと変わらず壮大に咲き誇っていま
す。
飛騨・美濃さくら33選にも選ばれ、毎年見事な桜を咲かせます。

荘川桜

古い町並・朝市など散策見学旅館

各地

西ヶ洞さくら公園・・芝桜4
月中旬〜5月上旬頃

西ヶ洞さくら公園

桂昌寺・牡丹鑑賞 各地

高山温泉（泊）

飛騨・美濃さくら33選にも選ばれ、毎年見事な桜を咲かせます。
（見頃：４月下旬～５月上旬）

白鳥（昼食）

高山・宮川堤の桜４月中旬 桂昌寺（牡丹４月下旬～５月上旬・郡上市美並町）

吉野山には古来桜が多く、シロヤマザクラ 明治22年（1889）、明治

8 吉野山　桜まつり３月下旬～４月中旬

吉野神宮

吉野山には古来桜が多く、シロヤマザクラ
を中心に約200種3万本の桜が密集してい
ます。中千本の桜 下千本の桜夜桜ライト
アップシロヤマザクラは下・中・上・奥の4箇
所に密集、”一目に千本見える豪華さ”とい
う意味で「一目千本」とも言われます。

明治22年（1889）、明治
天皇により創建。祭神は
後醍醐天皇。社殿は昭
和7年（1932）の改築で、
本殿、拝殿などは全て檜
造り。

各地 吉野（泊）

金峯山寺の本堂は、秘仏本
尊蔵王権現三体のほか、多く
の尊像を安置しています。重
層入母屋造り、桧皮葺き、高
さ34メートル、四方36メート
ル。檜皮葺き（ひわだぶき）

ホテル 花の郷　滝谷 各地

花の郷滝谷のしだれ桜3月下旬～4月中旬

金峯山寺の本堂「蔵王堂」

ル。檜皮葺き（ひわだぶき）
の、東大寺大仏殿に次ぐ木
造大建築
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9 如意寺・ミツバツツジ ４月中旬頃　城崎温泉
福知山城は、 天正７年
（1579） ごろ、丹波平定

城崎温泉のまちなみ

外湯めぐり

（1579） ごろ、丹波平定
に成功した明智光秀が
丹波の拠点として新たに
城を築いたのが始まりと
されています。

福知山城各地 福知山（昼食） 城崎温泉（泊）

ホテル 如意寺・関西花の寺・ミツバツツジ 豪商稲葉本家 天橋立（昼食） 各地

豪商稲葉本家のぼたもち

ホテル 如意寺・関西花の寺・ミツバツツジ 豪商稲葉本家 天橋立（昼食）

如意寺のミツバツツジ４月中旬ご
ろ・・・当寺は天平時代）の頃、行基菩
薩が開基された、「行基ゆかりの寺」で
す。 鎌倉時代、伏見天皇は如意寺に
深く帰依され、「如意寺」の墨書の勅
額を下賜されています。「花の寺巡り」
など、年間約10万人の参拝で賑わい

各地

10 淡路島　奇跡の星の植物館・国営明石海峡公園　あわじ花さじき

など、年間約10万人の参拝で賑わい
ます。

「奇跡の星の植物館」特別展 淡
路夢舞台ラン展暖かな温室で驚
きの体験を！華麗で不思議なラン
の世界開幕、その多くが美しく独
特の形の花を咲かせるランは世
界で25000種も存在する。 国営明石海峡公園

各地あわじ花さじき

淡路（昼食）

界で25000種も存在する。

奇跡の星の植物館・国営明石海峡公園

北淡震災記念公園 淡路（昼食） 明石魚の棚商店街

各地 洲本温泉（泊）

ホテル

北淡震災記念公園内・神戸の壁 あわじ花さじきの菜の花3月上旬～4月中旬

とっとり花回廊・・・一年中楽しめる大

明石魚の棚商店街・・・鮮魚店を中心とした100
軒以上の店が全長350mにもわたり連なる。

11 とっとり花回廊　鳥取砂丘　三朝温泉

各地 智頭（昼食） 三朝温泉（泊）とっとり花回廊 白兎海岸

とっとり花回廊・・・一年中楽しめる大
温室や展示館があるほか、1周1kmの
屋根付き展望回廊があります。「花の
丘」は、なだらかに広がる10.000m2の
広大な花畑で春はビオラやポピーが
見ごろになります。4月下旬から5月中
旬

智頭宿「石谷家住宅」・・・敷地面積3000坪、部屋数
なんと40以上！江戸時代からの和風建築の粋。

ホテル 各地燕趙園 鳥取砂丘・砂の美術館 賀露港

燕趙園・中国雑技公演 鳥取砂丘 砂の美術館　4月13日～
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