
「地 旅」 お旅まつりと粟津温泉コース  見学２日＋旅館１泊 
設定日 平成２１年 ５月１６日（土）～１７日（日） 

 月日 行   程        

5／16 
（土） 

＊ マイカーの方は当日指定の駐車場にお停め下さい。 
 

         
小松駅・・（徒歩）・・露天商（散策）と菟橋神社（参拝）と・・曳山の展示町内八つの町より曳山巡行・・

           龍助町＜曳山子供歌舞伎＞（鑑賞）  14：30ごろ九龍橋にて橋渡り式 
             11：00より「仏御前物語」 
 
          --18：00ごろ 
・（徒歩）・小松市役所前広場 ・（徒歩）・小松駅～（各自 路線バス又はタクシーにて）～粟津温泉

＜曳山八基曳揃え＞・ライトアップ              遅くても19：00には 
＜子供役者お練り＞                      ﾁｪﾂｸｲﾝして下さい。 
イベント広場にて物産・グルメコーナーもお楽しみ          

    （＊時間の都合上夜の曳山子供歌舞伎はご覧いただけません。昼の部をご覧くだい。） 
 

  昼食は各会場にて各自お楽しみくだい。 

 
 

 
《宿泊場所》   粟津温泉 （１泊２食付）和室利用４名様設定 
 Ａ 法    師   開湯１３００年ギネスにも認定 日本最古の老舗旅館 
 Ｂ 辻のや花乃庄   花の心のおもてなし、きめ細やかな旅館 
 Ｃ の と や    純生の湯でおなじみの旅館 
 Ｄ 喜 多 八    心に残る宿、落ち着いた雰囲気の旅館 

   Ｅ 露天の湯金閣   回廊式苔庭園・御殿風の旅館 
 
     ＊各施設にてお一人様にお酒又はｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ１本ｻｰﾋﾞｽ 

5／17 
（日） 

 

     
・・・小松芸術劇場うらら・・・・・・・・・（徒歩）・・・・・・・・・小松駅 解散 

＜第１１回 全国子供歌舞伎フェスティバル IN小松＞鑑賞＊注意 
11：00開場 12：00より大阪松尾子供歌舞伎「浮気聟」 
       13：35より小松市子供歌舞伎「勧進帳」 終演15：00ごろ 
 
  昼食は各会場にて各自お楽しみくだい。 

ＯＰ．観光タクシー１台（2.5Ｈ）を１０，０００円にてご用意致します 
＊マイカーの方は お付けした入場券で下記コースをお回り下さい 

8：30    8：45--                         --9：50 
粟津温泉～安宅住吉神社（参拝）・安宅の関（見学）・勧進帳ものがたり館（見学）～ 
   10：05--10：45    10：55       
～～本陣美術館（見学）～～小松芸術劇場うらら   ＊２箇所の入場券付はツアー費に込み   

＊ 注意：平成２１年２月現在料金設定（出入り自由の２階自由席）となっています。 
 
＜勧進帳ものがたり館＞「義経・弁慶発見ゾーン」「シアターゾーン」「安宅 発見ゾーン」の3つのゾーンにて、

安宅の関をご案内しております。シアターゾーンでは、県立こまつ芸術劇場うららの杮落としで市川 團十郎さ

ん（弁慶）、坂東 三津五郎さん（富樫）、中村 芝雀さん（義経）が演じた「歌舞伎十八番の内 勧進帳」を

12分間のダイジェストでご覧になれます。 

＜本陣美術館＞収蔵されている美術品は，小松市出身の元北国銀行頭取本陣甚一氏が４０年近くにわたり収集さ

れたもので，郷土の皆様に鑑賞していただきたいと，小松市に寄贈されました。平成２年１０月に開館して以来，

市内の方はもとより，多くの方から親しまれている美術館です。本陣甚一氏は平成20年１月に104歳の天寿を全

うされ逝去されました。 

 

＊ツアーの諸条件は標準旅行業約款に依ります＊ 



 

地 旅  ＜Ａ＞ お旅まつり 欲ばりコース  見学１日＋ホテル１泊 

設定日  平成２１年 ５月１６日（土） 

 月日 行   程        

5／16 
（土） 

＊ マイカーの方は当日指定の駐車場にお停め下さい。 
 

         11：00--15：00      
小松駅前・・（徒歩）・・小松芸術劇場うらら・・・・・・・・・（徒歩）・・・・ 

＜第１１回 全国子供歌舞伎フェスティバル IN小松＞鑑賞＊注意 
  11：00開場 12：00より大阪松尾子供歌舞伎「浮気聟」 

                    13：35より小松市子供歌舞伎「勧進帳」 終演15：00ごろ

 
 
                             18：00--20：00 

・・露天商（散策）と菟橋神社（参拝）・・（徒歩）・・小松市役所前広場 ・・（徒歩）・・ 
曳山八基曳揃え・ライトアップ 
＜子供役者お練り・曳山子供歌舞伎＞鑑賞

龍助町「仏御前物語」 
イベント広場にて  

                            物産・グルメコーナーもお楽しみ！ 
・ ・・市内ホテル（泊まり） 
 

《食事場所》  昼食・夕食は 各会場にて各自お楽しみくだい。 

 

 
 
《宿泊場所》    （１泊朝食付）ツイン利用２名様ベース 

小松駅周辺  小松グランドホテル（温泉大浴場有り） 
               又は ホテルサンルート小松  クラス 
翌朝朝食後 解散 

 
＊注意：平成２１年２月現在料金設定（出入り自由の２階自由席）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

地 旅  ＜Ｂ＞ お旅まつり ゆったりコース  見学２日＋ホテル１泊 

設定日  平成２１年 ５月１６日（土）～１７日（日） 

 月日 行   程        

5／16 
（土） 

＊ マイカーの方は当日指定の駐車場にお停め下さい。 
 

        13：30ごろ----- 
小松駅・・（徒歩）・・露天商（散策）と菟橋神社（参拝）・・曳山の展示町内八つの町より曳山巡行・・

                                九龍橋にて橋渡り式 
                --20：00ごろ 

・・（徒歩）・・小松市役所前広場 ・・（徒歩）・・・・・市内ホテル（泊まり） 
曳山八基曳揃え・ライトアップ 
＜子供役者お練り・曳山子供歌舞伎＞鑑賞 
     龍助町「仏御前物語」 
イベント広場にて  

          物産・グルメコーナーもお楽しみ！ 
 

《食事場所》  昼食・夕食は 各会場にて各自お楽しみくだい。 

 
 

 
《宿泊場所》    （１泊朝食付）ツイン利用２名様ベース 

小松駅周辺  Ａ  小松グランドホテル（温泉大浴場有り） 
               又は ホテルサンルート小松  クラス 
                

 

5／17 
（日） 

 
            11：00---15：00 

市内ホテル・・（徒歩）・・小松芸術劇場うらら・・・・・・・・・（徒歩）・・・・小松駅 解散 
＜第１１回 全国子供歌舞伎フェスティバル IN小松＞鑑賞＊注意 

  11：00開場 12：00より大阪松尾子供歌舞伎「浮気聟」 
                    13：35より小松市子供歌舞伎「勧進帳」 終演15：00ごろ

 
          《食事場所》  昼食・夕食は 各会場にて各自お楽しみくだい。 

＊注意：平成２１年２月現在料金設定（出入り自由の２階自由席）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



地 旅  ＜Ｄ＞ お旅まつりと温泉 満喫コース  見学３日＋旅館１泊＋ホテル１泊 

設定日  平成２１年 ５月１５日（金）～１７日（日） 

  
月日 

行   程        

5／15 
（金） 

＊マイカーの方は当日指定の駐車場にお停め下さい。 
                            11：00---約１時間 
小松駅・・（徒歩）・・露天商（散策）と菟橋神社（参拝）・龍助町＜曳山子供歌舞伎＞（鑑賞）・

＊上演は当番町の龍助町 
                              龍助町「仏御前物語」 
 
・・曳山を有する材木町・山上福寿堂にて（お菓子のお話）＊要予約・・ 
   ＜小松銘菓ふるさと小松城と曳山サブレ付＞お茶券をお付けします。 
 
 
・・（徒歩）・・小松駅～～～（各自 路線バス又はタクシーにて）～～粟津温泉（泊まり） 
               （所要約２０分） 

 
《食事場所》  昼食・夕食は 各会場にて各自お楽しみくだい。 

 

 
《宿泊場所》   粟津温泉 （１泊２食付）和室利用４名様以上 
 Ａ 法    師   開湯１３００年ギネスにも認定 日本最古の老舗旅館 
 Ｂ 辻のや花乃庄   花の心のおもてなし、きめ細やかな旅館 
 Ｃ の と や    純生の湯でおなじみの旅館 
 Ｄ 喜 多 八    心に残る宿、落ち着いた雰囲気の旅館 
 Ｅ 露天の湯金閣   回廊式苔庭園・御殿風の旅館 

＊各施設にてお一人様にお酒又はｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ１本ｻｰﾋﾞｽ 

5／16 
（土） 

 
             13：30ごろ----- 

旅館・・徒歩にて粟津温泉（散策）と各自昼食～（各自路線ﾊﾞｽ又はﾀｸｼｰ）～曳山の展示町内 
恋人の聖地めぐり                     八つの町より曳山巡行 

                                    九龍橋にて橋渡り式 
                --20：00ごろ 

・・（徒歩）・・小松市役所前広場 ・・（徒歩）・・・・・市内ホテル（泊まり） 
曳山八基曳揃え・ライトアップ 
＜子供役者お練り・曳山子供歌舞伎＞鑑賞 
イベント広場にて  

          物産・グルメコーナーもお楽しみ！ 
 

《食事場所》  昼食・夕食は 各会場にて各自お楽しみくだい。 

 
 

 
《宿泊場所》    （１泊朝食付）ツイン利用２名様べース 

小松駅周辺  小松グランドホテル（温泉大浴場有り） 
               又は ホテルサンルート小松  クラス 
 

5／17 
（日） 

 
            11：00---15：00 

市内ホテル・・（徒歩）・・小松芸術劇場うらら・・・・・・・・・（徒歩）・・・・小松駅 解散 
＜第１１回 全国子供歌舞伎フェスティバル IN小松＞鑑賞＊注意 

  11：00開場 12：00より大阪松尾子供歌舞伎「浮気聟」 
        13：35より小松市子供歌舞伎「勧進帳」 終演15：00ごろ

 
               《食事場所》  昼食・夕食は 各会場にて各自お楽しみくだい。 
 

＊ 注意：平成２１年２月現在料金設定（出入り自由の２階自由席）となっています。 



設定日  平成２１年 ５月１６日（土） 

地 旅 ＜Ａ＞ お旅まつり 欲ばりコース  見学１日＋ホテル１泊 

宿泊場所・参加人数 ツアー料金 

小松グランドホテル ツイン 11,300 

  トリプル 11,300 

ホテルサンルート小松 ツイン 11,300 

  トリプル 11,300 

＊ お子様の参加は、各施設・定員により異なりますのでお問い合わせ下さい。 

＊宿泊費（1泊朝食）・子供歌舞伎フェステイバル入場券・各消費税はツアー費に含まれています。 
＊各会場移動は原則徒歩の為、交通費はツアー費に含まれておりません 

＊ツアーの諸条件は標準旅行業約款に依ります＊ 
設定日  平成２１年 ５月１６日（土）～１７日（日） 

地 旅 ＜Ｂ＞ お旅まつり ゆったりコース  見学２日＋ホテル１泊 

宿泊場所・参加人数 ツアー料金 

小松グランドホテル ツイン 11,300 

  トリプル 11,300 

ホテルサンルート小松 ツイン 11,300 

  トリプル 11,300 
＊お子様の参加は、各施設・定員により異なりますのでお問い合わせ下さい。 
＊宿泊費（1泊朝食）・子供歌舞伎フェステイバル入場券・各消費税はツアー費に含まれています。 
＊各会場移動は原則徒歩の為、交通費はツアー費に含まれておりません 
＊ツアーの諸条件は標準旅行業約款に依ります＊ 
設定日  平成２１年 ５月１５日（金）～１７日（日） 

地 旅  ＜Ｄ＞ お旅まつりと温泉 満喫コース  見学３日＋旅館１泊＋ホテル１泊 

宿泊場所・参加人数 ツアー料金 

  大人 ２名１室 29,800 

法師 大人 ３名１室 27,700 

  大人 ４名以上１室 25,600 

  大人 ２名１室 26,700 

辻のや花乃庄 大人 ３名１室 23,500 

  大人 ４名以上１室 23,500 

  大人 ２名１室 25,600 

のとや 大人 ３名１室 23,500 

  大人 ４名以上１室 22,500 

  大人 ２名１室 27,700 

喜多八 大人 ３名１室 24,600 

  大人 ４名以上１室 22,500 

  大人 ２名１室 25,600 

金閣 大人 ３名１室 22,500 

  大人 ４名以上１室 22,500 

＊お子様の参加は、各施設・定員により異なりますのでお問い合わせ下さい。 
＊宿泊費（ホテル1泊朝食・旅館1泊2食）・子供歌舞伎フェステイバル入場券・各消費税はツアー

費に含まれています。 
＊小松市内各会場移動は原則徒歩の為、交通費もツアー費に含まれておりません。 
また、市内～粟津温泉往復の交通費もツアー費に含まれておりません。 

＊ツアーの諸条件は標準旅行業約款に依ります＊ 



旅行参加のご案内 
「地旅」（着地型旅行） 

社団法人 全国旅行業協会では、旅行を通じて日本の地域をより深く楽しんでいただくために、新し

い旅のスタイル「地旅」づくりを推進しています。※「地旅」は、株式会社全旅の登録商標です 

地旅とは、 

1.地域住民が主体となった体験交流型の旅であり、地域社会への貢献を明らかにしていること  

2.自然景観、生活文化、歴史遺産とのふれあいを大切にし、地域資源の保全に取り組んでいること  

3.地元の食材や伝統工芸品など、地域の物産を生かした旅行日程、食事、土産等が配慮されていること  

4.地域と密接に関係したテーマが設定され、地旅ガイド（地域学芸員）による解説が適切に行われること  

5.体験交流型のプログラム（観光モジュール）が地域住民によって企画運営されていること  

みなさま、どうぞ地旅による日本の地域応援、宜しくお願いいたします。 

 ＊＊＊お旅まつりコース予約最終 受付日4月30日まで 以降は調整してご連絡いたします＊＊＊ 
お申込・お問い合わせは 
    ＜旅行企画＞（株）石川県旅行業協会社員 石川県知事登録第３－１１９号 
       （株）加賀観光トラベル  総合旅行取扱主任者 嶋田 俊一郎 
        〒923-0313 石川県小松市津波倉町ヲ11番地 
         ＴＥＬ ０７６１－４４－１１９９  ＦＡＸ ０７６１－４３－３３３５ 

ＨＰ http://www12.plala.or.jp/kkt-co/ 
    ＜企画協賛＞小松市観光協会 

 
設定日 平成２１年 ５月１６日（土）～１７日（日） 

地 旅 お旅まつりと粟津温泉コース  見学２日＋旅館１泊 

宿泊場所・参加人数 ツアー料金 

  大人 ２名１室 24,500 

法師 大人 ３名１室 22,400 

  大人 ４名以上１室 20,300 

  大人 ２名１室 22,400 

辻のや花乃庄 大人 ３名１室 19,300 

  大人 ４名以上１室 19,300 

  大人 ２名１室 22,400 

のとや 大人 ３名１室 19,300 

  大人 ４名以上１室 19,300 

  大人 ２名１室 22,400 

喜多八 大人 ３名１室 19,300 

  大人 ４名以上１室 19,300 

  大人 ２名１室 22,400 

金閣 大人 ３名１室 19,300 

  大人 ４名以上１室 19,300 

＊ お子様の参加は、各施設・定員により異なりますのでお問い合わせ下さい。  


