
[ 令和２年２月発行]　　　　

参加者の評価 (５段階評価)（アンケート回答率８１．６％）

参 加 者 の 感 想

★日常を忘れ、リフレッシュできた旅行でした。明日への活力になりました。（５０代）

☞

★天気がよくあたたかくて、冬とは思えない生活をすることが出来てよかったです。

Ｈコース：「イルカと遊ぶドルフィンスイム」

★個人ではなかなか行けない離島に行けてよかったです。波照間島のニシ浜は今まで見た海の中でも最高でした！

（Ａコース：「日本最南端の島、波照間島と秘境西表島観光コース」参加者 ６０代）

★イルカにふれあい、一緒に泳ぎとてもよかった。

三線ライブ

次回の夏のチャレンジは沖縄本島で開催です。会員の皆さまのご参加をお待ちしております！

ご参加いただきました皆様、たくさんのご意見ありがとうございました！

朝食バイキング 朝食バイキング 朝食バイキング

新千歳空港集合 各コース出発 各自チェックアウト

新千歳空港発 ホテル出発

羽田空港着 貸切バスで移動

　※昼食（お弁当）配付

羽田空港発               各コース帰着

石垣空港着 　昼食（バイキング）

　　　貸切バスで移動 石垣空港到着

石垣空港発

17:20 ホテル到着 羽田空港着

18:00 夕食（バイキング） 羽田空港発

新千歳空港着

各自解散

   18:30

コース内容（Ａ・Ｂは１日コース、Ｃ～Ｉは半日コース） 

Ａ：日本最南端の島、波照間島と秘境西表島観光 B：秘境西表島でサンガラの滝カヌー＆トレッキング

Ｃ：体験！ダイビング Ｄ：体験！シュノーケリング Ｅ：地元船長と行く 体験！フィッシング

Ｆ：宮良川マングローブ林カヌー体験 Ｇ：バンナの森セグウェイツアー 　Ｈ：イルカと遊ぶ！ドルフィンスイム

Ｉ：島コンシェルジュと行く石垣島散策

18:30

19:00

20:35

 午後は夕食を含め自由行動

14:45

16:00 川 平 湾 16:00

 唐人墓（見学）

11:25  やいま村（見学･昼食･体験）

14:50

8:40  9:30

10:10

１月６日（月） １月７日（火） １月８日（水） １月９日（木）

7:30 8:15

半日コース

下記コースから１つ選択

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、G、Ｈ、I

　夕食をとりながら

　三線ライブを鑑賞

各コース出発

半日コース（午後）

              各コースホテル帰着
　昼食（バイキング）

13:00～  各コース出発

各コースホテル帰着
17:30～  夕食（各自バイキング）

下記コースから１つ選択
Ｃ、Ｄ、Ｆ、G、Ｈ、I

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ

半日コース（午後）

下記コースから１つ選択
Ａ、B

下記コースから１つ選択

７:５0～

１日コース（昼食付き）

★とても充実した楽しい４日間で北海道に帰るのが少しいやなくらいとても楽しかったのでまた今度は違う場所にいって旅行をしたい

★近くて短時間だがサンゴの苗植えつけまで体験できてよかった。

期間限定で

「サンゴの養殖苗プレゼント」企画が

が行われており、みんなで参加しました！

★全身で沖縄の自然を満喫した気分です。

ガイドさん手作りのお弁当にも感動！！小３でも体験できる内容でよい経験をさせて頂きました。

（Ｂコース：「秘境西表島でサンガラの滝カヌー＆トレッキングコース」参加者 ３０代）

★水の冷たいのを忘れてしまうぐらい楽しくてイルカと目が合ってうれしかった。（１０代 ）

★初体験でした。とても充実しました。石垣にいる魚をもっと知ってからこのコースに参加すればよかったと思いました。

最高です！！（Ｄコース：「体験！シュノーケリング」参加者 ３０代）

★すてきなガイドの話に子供２人とても勉強させていただいた。温かい人柄と博識

Ｆコース：「宮良川マングローブ林カヌー体験ツアー」

★初心者だったが問題なく楽しめた。ガイドさんがとても良い方で、時間は半日で

★おじさんに色々と面白おかしく教えてもらって最後にお姉ちゃんと競争して勝てたし

サ
ン
ゴ
の
苗

シーサー色付け体験

イルカのジャンプショーを間近で見られたので良かった。（５０代）

分厚いウェットスーツで温かった。（４０代 ）

なかなか出会えないすてきなおじさんとゆったりカヤック楽しめました。（４０代 ）

短かったが、充実していた。（４０代 ）

マングローブという木はないなどを覚えられたので友達とかに説明したいです。（１０代 ）

です。（１０代）

★日常を忘れ、リフレッシュできた旅行でした。明日への活力になりました。（５０代）

★すばらしい企画でした。こんなに楽しめると思っていなかったので、次回もどんなツアーが企画されるかとても楽しみです。個人で

予約すると価格も高かったり、手間だったりするところをすべてスタッフの方々にして頂き、大変ありがたかったです。（３０代）

川平湾

唐人墓

参加された皆様のアンケートを、次回以降のチャレンジ！アウトドアの企画の参考とさせていただいております！

★ 各参加コース

A 日本最南端の島、波照間島と秘境西表島観光コース 4.7 4.7

B 秘境西表島でサンガラの滝カヌー＆トレッキングコース 5 4

C 体験！シュノーケリング 4.7 4.7

D 釣り船フィッシングツアー 4.8

E 地元船長と行く！体験フィッシング 4.3 部　屋 3.8

F 宮良川マングローブ林カヌー体験ツアー 4.6 食　事 4.2

G バンナの森セグウェイツアー － サービス等 4.2

H イルカと遊ぶ！ドルフィンスイム 4.7 ★参加費用（２名１室）

I
八重山コンシェルジュと行く

石　　　　　　　石垣島散策ツアー
4.3

川　　平　　湾

唐　　人　　墓

や　い　ま　村

★宿泊施設

会員とその被扶養者 ９３，０００円～

会員の被扶養者（小学生） ７７，０００円～

被扶養者ではない配偶者・子 １１３，０００円～

被扶養者ではない子（小学生） ９３，０００円～

安い 普通 高い 未記入

61% 32% 0% 6%
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