天然寺の由来

稚児練り行列・厄除
善光寺大本願「鷹司誓玉尼公上人」御親修
※写真は平成24年御開帳の庭儀式の様子です。

大悲殿「木島北向厄除観音」の歴史
本堂とは別に境内には北向山大悲殿と呼ばれる観音堂
があり、ニ体の観世音菩薩像が奉置されております。
一体は秘仏とされており、上田市別所温泉常楽寺の北
向観世音菩薩さまの分身仏で、江戸期に当山にお迎えし
ました。天長3年(824)慈覚大師作と伝えられ、庶民の苦し
みを救済してくださる慈悲深き菩薩として信仰されてお
ります。古例に則り七年ごとに御開扉大法要が行われ、
その期間のみ御開帳されます。
もう一体は秘仏の前に奉置されていることから前立千
手観音像と呼ばれ、徳川家康公幼少の頃の護持仏と言わ
れております。こちらは大本山増上寺の中興開山観智国
師より浅草貞源寺に寄進され、その後所縁により当山大
悲殿に遷座されました。
前立千手観音像は各御祈願の折にご参拝いただけます。
【旅行企画・実施・お申込・お問合せ】
長野県知事登録

旅行業

第2-599号

木島平観光(株)旅行センター 道の駅ファームス木島平営業所
〒389-2303
TEL/FAX

長野県下高井郡木島平村大字上木島38番地1

0269-62-2201（TEL受付

9:00-17:30/水曜定休）

インターネットによるお申込みはこちら→
https://ws.formzu.net/sfgen/S75418331/
メールアドレス：kijimadairaorg@gmail.com
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天然寺の宗旨は浄土宗、京都総本山知恩院の直末寺であり、阿弥
陀如来を本尊とします。
寺の草創は今から千二百年をさかのぼる大同年間（806～809）、坂
上田村麻呂が東征の際、当地上木島山崎地籍に堂宇を建立、念持仏
の地蔵尊を安置したのが寺の始まりとされています。
当初は真言宗でしたが、その後天正元年（1573）縁誉秀傅和尚が西町
地籍に堂宇を移し、宗旨を今の浄土宗に改宗し中興開山としました。
その頃、この地方の豪族市河筑前守信房の帰依を受けて寺領を寄
進され、寺は隆盛をきわめ末寺十二ヵ寺を擁したと伝えられています。
しかし、その後寛永3年（1626）堂宇を焼失、これを契機に現在の地に
移転再建されました。ところが寛延2年（1749）、寛政9年（1796）と三度
の火災に遭遇、現在の本堂は文政7年（1824）に再建落慶されたもので
す。
天正の浄土宗改宗からおよそ430年、法系は連綿として絶えることな
く現在の精譽定善上人は中興開山より数えて37世にあたります。

実施日／４月３０日(月･祝)～５月１日(火)
旅行代金／お一人様１７，４００円
（1室2名様以上※1室1名様2,150円増）
観音堂に参拝される方は、別途 御開帳参拝冥加金（御守・厄除札
付）3,000円がかかります。※ツアー特別価格 通常は5,000円
お支払い／現地(１日目の集合場所)で現金でお願い致します。
募集人員／20名（最少催行人員10名)
募集締切日／４月２０日(金)
お申込／電話・E-mail・インターネット申込フォーム
（名前・ふりがな・住所・性別・生年月日・電話番号・e-mailア
ドレス・交通機関など）左記の連絡先までご連絡下さい。
添乗員／飯山駅から長野駅まで同行

コース
10:00 飯山駅集合＝＝10:15 天然寺（稚児練り行列と北向厄除観音御開帳を見学）＝＝12:20
菜の花公園（お花見とお花見弁当の昼食）＝＝15:00 馬曲温泉＝＝17:00 ホテル（パノラマラ
ンド木島平ホテル宿泊）※天気が良ければ、希望者には星空観察を行います。
8:30 ホテル出発＝＝9:00 高社山山頂リフト乗車＝＝9:30 高社山山頂（平成の名水100選「龍
興寺清水」で入れたコーヒーを味わい、景色を堪能）＝＝10:00 リフトで下山＝＝10:30 かや
ぶき屋根の古民家「郷の家」で郷土料理づくりを体験し、かまど炊きごはんを味わう＝＝13:15
村内土産店（商店・直売所等で買い物）＝＝＝15:00 善光寺（お参り・土産品など購入）＝＝
16:20 長野駅で解散
※移動手段：専用バス
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【備考】
・申込締め切り後、最少催
行人員10名に満たなかった
場合は、ツアー中止とさせ
て頂きます。その場合、中
止確定次第、ご連絡いたし
ます。
・ツアー催行決定後、出発
日までにツアー詳細と旅行
条件書をお送りいたします。
・集合場所までの交通費は
お客様自身でご負担をお願
いいたします。

募集型企画旅行取引条件説明書面（国内用）
お申し込み
（1）お申し込みは、電話又はインターネットの専用フォームで承ります。
（2）旅行代金は、現地(１日目の集合場所)で現金で集金いたします。その時
点で契約が成立いたします。
（3） a.旅行開始日に 20歳以上の方、b.身体に傷害をお持ちの方、c.健康を 害
している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要と
する方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内にこれに 応じます。
なお、旅行者からのお申出に基づき、当社が旅行者のために 講じた特別な措
置に要する費用は旅行者の負担とします。
（4） お申込み時に 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
旅行代金
（5） 子供代金は旅行開始時に満3歳以上12歳未満のお子様に適用します。 1
人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
追加代金
（6） 追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級
の選択、④宿泊ホテル・旅館の指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊によ
る宿泊代金、⑦平日・休前日の選択により追加する代金をいいま す。⑧出
発・帰着曜日の選択
基準旅行代金
（7）申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅
行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
（8） ①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の
中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供 その他
の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがありま
す。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情
勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運
賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の
場合は旅行開始の前日から起算してさかの ぼって15日目にあたる日より前に
お知らせします。
②奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加
代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様 の一方が契
約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、 契約を解除した
お客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部
屋追加代金を申し受けます。
取消料がかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
（9） お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができま
す。 ①取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた
合計額です。
取消日

取消料

旅行開始の前日から起算して21日前まで

無料

旅行開始の前日から起算して20日前まで
（日帰り旅行にあっては10日目）

旅行代金の20%

旅行開始の前日から起算して7日前まで

旅行代金の30%

旅行開始の前日

旅行代金の40%

旅行開始当日

旅行代金の50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の100%

取消料がかからない場合（お客様による旅行契約の解除）
（10）下記の場合は取消料はいただきません（一部例示）
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 への変更
f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
g.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額された場合
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能 と
なったとき
当社による旅行契約の解除
（11）次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。（一部例示）
・旅行代金を期日までお支払いいただけないとき。
・申込条件の不適合 ・病気・団体行動への支障その他により旅行の円滑な実
施が不可能な とき。
当社の責任
（12）当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠
償 いたします。お荷物に関係する賠償限度額は15万円（ただし、当社に故意
又 は重大な過失がある場合はこの限りではありません。）また次のような場
合 は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、
宿泊機関等の旅行サービス提供の中止官公署の命令その他の当社また は手配
代行者の関与し得ない事由により損害を破ったとき。

特別補償
（13）当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によ
り生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特
別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金と
して入院日数により国内旅行2万円～20万円、通院見舞金として通院日
数により国内旅行1万円～5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を
限度）（ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円）を支払い
ます。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供
が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被っ
た損害について 補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「旅行
参加中」とはいたしません。
旅程保証
（14）旅行日程に下表に揚げる変更が行われた場合は、旅行業約款（募
集型企画旅行契約の部）の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金
に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅
行契約について支払 われる変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度と
します。また一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合
は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金
とは、表記の旅行代金に（６） の追加代金を加えた合計額です。
別表

変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率
（％）
旅行
旅行
開始前 開始後

1．契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2．契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストラ
ンを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3．契約書面に記載した運送期間の等級又は設備のより低い料金
のものへの変更

1.0

2.0

4．契約書面に記載した運送期間の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

6．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観そ
の他の客室の条件の変更

1.0

2.0

7．契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更

1.0

2.0

8．契約書面に記載した本邦外への直行便又は本邦内への直行便
から乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

9．前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に
記載があった事項の変更

2.5

5.0

お客様の責任
（15）お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お
客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供され
る情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画
旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 お客
様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記
載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行
サービス 提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
（16）お客様は当社が承諾した場合、１人あたり 0円の手数料をお支払
いいただくこと により交替することができます。
事故等のお申出について
（17）旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知ら
せする連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合
は、その事情がある場合 は、その事情がなくなり次第ご通知くださ
い。）
個人情報の取り扱いについて
（18）当社は、旅行申込み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、 旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅
行者がお申込みいただ 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きに必要な範
囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社は①会社及び会社と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アン ケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に旅
行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
（19）当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番
号、又はメール アドレスなどのお客様のご連絡にあたり必要となる小限
の範囲のものについ て、利用させていただきます。当社は、営業案内、
催し物内容等のご案内、ご購 入いただいた商品発送のために（※利用目
的を具体的に記載）これを利用させていただくことがあります。
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
募集型企画旅行契約約款について
（20）この条件に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契
約の部）に よります。 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求
ください。

