
初演280周年を初演の地ダブリンで祝おう

ヘンデル・メサイア初演280周年記念
コンサートツアー

指揮 藤岡幸夫
ヘンデル

「メサイア」HWV.56
（全曲演奏）

合唱団員・鑑賞者募集

メサイア in ダブリン2022
聖パトリック大聖堂で歌う

ダブリンコース 2022.11.17木 ▶11.22火 ¥478,000
7泊9日間

4泊6日間

アイルランド延泊コース

¥598,000
6泊8日間ロンドン延泊コース

¥531,000

©青柳 聡

詳しくは中面、
またはQRコードで

www.fs-international.jp



ダブリンコース

2022.11.17木 ▶11.22火

4泊6日間

7泊9日間
アイルランド延泊コース

¥478,000

1

2 午前

夜

東京(成田or羽田)発
ダブリン着

航空機にてヨーロッパの都市経由でダブリンへ
着後、専用車にてホテルへ
ホテルにて軽食

航空機にてヨーロッパの都市経由でダブリンへ
着後、専用車にてホテルへ
ホテルにて軽食

ダブリン ホテルにて朝食
別会場にてオケ合わせリハーサル
専用バスにて半日市内観光
(リッフィ川、中央郵便局、オコンネル通り等)
終了後、ホテルにて夕食

ホテルにて朝食
専用バスにて半日市内観光
(トリニティカレッジでケルズの書見学)
ホテルに戻り、合唱団と合流
専用バスにて半日市内観光
(リッフィ川、中央郵便局、オコンネル通り等)
終了後、ホテルにて夕食

機内

夕食

朝食

月　  日 時 間 都市名 食事 合唱団コース

合唱団 / 鑑賞コース

¥598,000
合唱団 / 鑑賞コース

¥531,000
合唱団 / 鑑賞コース

鑑賞コース

聖パトリック大聖堂にてヘンデル作曲「メサイア」HWV.56（全曲演奏）
ジョナサン・スウィフト・フェスティバル　メインコンサート

ダブリン泊 ダブリン泊

ダブリン泊 ダブリン泊

ダブリン泊 ダブリン泊

ダブリン泊 ダブリン泊

機内泊 機内泊

11月17日（木）

合唱団の方も練習、本番以外の時間で観光の時間を設定しています。
限られた時間の中、鑑賞の方とご一緒にダブリンを満喫して下さい。

アイルランドを横断し、素晴らしい自然
が魅力の港町ゴールウェイへ。モハー
の断崖、バレン高原等、圧巻の景観が
あなたを待っています。

18日（金）

19日（土）

20日（日）

21日（月）

22日（火）

21日（月）

22日（火）

23日（水）

24日（木）

25日（金）

3 午前

午後

午後

18:00

午前

夜

ダブリン ホテルにて朝食
半日市内観光
（グラスネヴィン墓地、オコンネルタワー等）
本番まで自由行動
ホテルにて夕食

終了後、ホテルへ

ホテルにて朝食
半日市内観光
（グラスネヴィン墓地、オコンネルタワー等）
本番まで自由行動
ホテルにて夕食

終了後、ホテルへ

演奏 鑑賞

朝食

夕食

夕食

4 ダブリン ホテルにて朝食
専用車にて終日観光
（アイリッシュ移民博物館、アイリッシュ・ウイスキー博物館等)
途中、市内レストランにて昼食
老舗パブ「ドヘニー＆ネスビット」にて
アイルランド民謡を聴きながら夕食

ホテルにて朝食
専用車にて終日観光
（アイリッシュ移民博物館、アイリッシュ・ウイスキー博物館等)
途中、市内レストランにて昼食
老舗パブ「ドヘニー＆ネスビット」にて
アイルランド民謡を聴きながら夕食

朝食

昼食

夕食

5 ダブリン ホテルにて朝食
専用車にて空港へ
航空機にてヨーロッパの都市経由で東京へ

ホテルにて朝食
専用車にて空港へ
航空機にてヨーロッパの都市経由で東京へ

朝食

機内

6 東京(成田or羽田)着 着後、解散 着後、解散

本番

聖パトリック大聖堂にてリハーサル

A

B

¥42,000
1人部屋追加代金

¥72,000
1人部屋追加代金

¥56,000
1人部屋追加代金

5
朝

昼

ダブリン
ダブリン発
クロンマクノイズ

ゴールウェイ

ホテルにて朝食
専用車にてゴールウェイへ
途中、クロンマクノイズにて大聖堂、墓石等見学
市内レストランで昼食
着後、徒歩にて簡単な市内観光
終了後、ホテルへ
市内レストランにて夕食

朝食

昼食

昼食

月　  日 時 間 都市名 食事アイルランド延泊コース

ゴールウェイ泊

機内泊

6 ゴールウェイ ホテルにて朝食
専用車にてモハーの断崖とバレン観光
珍しい植物や石灰岩が広がるバレンと
ヨーロッパで最も高い断崖絶壁で有名な「モハーの断崖」を見学
終了後、ホテルへ

朝食

朝食

夕食

夕食

8 ウェストミーズ
ダブリン発

ホテルにて朝食
着後、専用車にて空港へ
航空機にてヨーロッパの都市経由、東京へ

朝食

機内

9 東京(成田or羽田)着 着後、解散

7 ゴールウェイ
コネマラ山地
カイルモア

ウェストミーズ

ホテルにて朝食、チェックアウト
専用車にてコネマラ山地へ、雄大な自然の景観を車窓から
水辺に佇むゴシック様式のカイルモア修道院へ。
専用車にてウェストミーズへ。
着後、ホテルへ。ホテルにて夕食

4日目まではダブリンコースと同じ

ゴールウェイ泊

ウエストミーズ泊

21日（月）

22日（火）

23日（水）

24日（木）

5
朝

ダブリン
ダブリン発
ロンドン着

ホテルにて朝食
専用車にて空港へ　空路にてロンドンへ
着後、市内レストランにて昼食
ロンドン半日市内観光（ヘンデル博物館等）

朝食

昼食

月　  日 時 間 都市名 食事ロンドン延泊コース     

ロンドン泊

機内泊

6 ロンドン ホテルにて朝食
終日自由行動

朝食

朝食

8

ロンドン発 機内

東京(成田or羽田)着 着後、解散

7 ロンドン ホテルにて朝食
専用バスにて空港へ
航空機にてヨーロッパの都市経由、東京へ

4日目まではダブリンコースと同じ

ロンドン泊

6泊8日間
ロンドン延泊コース

ロンドンではヘンデルハウスミュージア
ムへ。「水上の音楽」等の傑作が生み
だされた偉大なる作曲家の住まいを
訪れます。また、ロイヤルオペラ等の公
演を鑑賞しましょう。

C

※公演情報は発表になり次第ご案内いたします。

お忙しい方向けの最短4泊6日間コースです

徹底した感染症対策の元、安全な旅行、公演をお楽しみください

まだまだアイルランドを楽しみたい方へ

とことんヘンデルを追求する旅

バレン



1742年4月13日、アイルランド・ダブリンで初演されたヘンデルのオラ
トリオ「メサイア」　アイルランド最大の聖パトリック大聖堂で、その初演
280周年を祝いメサイア全曲を歌うコンサートです。折しも、初演の時に
大聖堂の司祭を務めたガリバー旅行記の著者、ジョナサン・スウィフトの
ためのフェスティバルが行われ、その特別ゲストとして招聘されることと
なりました。初演時、ダブリン市民を熱狂させたというメサイアの合唱、
今私たちで再現しましょう。世界的指揮者、藤岡幸夫のタクトの元、生涯
忘れえぬ感動の瞬間に立ち会えるのはあなたです。

ヘンデルの魂に捧げるメサイア
あなたの声で届けよう 祈りの歌を 指揮 藤岡幸夫

conductor, Sachio FUJIOKA

関西フィルハーモニー管弦楽団 首席指揮者
Principal Conductor of the Kansai Philharmonic Orchestra

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 首席客演指揮者
Principal Guest Conductor of the Tokyo City Philharmonic Orchestra

公式ファンサイト http:/www.fujioka-sachio.com/

英国王立ノーザン音楽大学指揮科卒業。1994年｢プロムス｣にBBCフィ
ルを指揮してデビュー以降、数多くの海外オーケストラに客演。2016年に
はブリュッセルでA.デュメイ、V.アファナシエフと共演。2017年5月にはア
イルランド国立響にマーラーの第5交響曲で客演、聴衆総立ちの大成功を
収め、オペラでも2006年にブリテン｢ねじの回転｣、2009年にR.シュトラウ
ス｢ナクソス島のアリアドネ｣を指揮したスペイン国立オヴィエド歌劇場で
脚光を浴びた。マンチェスター室内管、日本フィルを経て、現在関西フィル
首席指揮者、東京シティ･フィル首席客演指揮者を務める。毎年40公演以
上を共演し2021年に22年目のシーズンを迎えた関西フィルとの一体感
溢れる演奏は常に高い評価を得、2019年4月の就任直後から展開してい
る東京シティ･フィルとの特徴ある活動には大きな期待が寄せられている。
テレビ、ラジオへの出演も多く、番組立ち上げに参画し、指揮･司会として関
西フィルと共に出演中のBSテレビ東京『エンター･ザ･ミュージック』（毎週
土曜朝8:30）は2021年10月で8年目に突入、放送350回を越える人気番
組。2002年渡邉曉雄音楽基金音楽賞受賞。2020年12月に敬文舎より 
『音楽はお好きですか？』 が出版。
公式ファンサイト http://www.fujioka-sachio.com/

©Shin Yamagishi

早稲田大学人間科学部卒業。東京藝術大学音楽学部
声楽科卒業。国技館5000人の第九等、数多くのプロ
ジェクトで合唱指揮を務める。2018年、2019年と2
年連続で12月24日のザルツブルク大聖堂のクリスマ
スミサに｢きよしこの夜合唱団｣を率いて参加、大聖堂
カペルマイスターのツィフラ氏からの絶賛を受ける。

合唱指導 泉 智之
Tomoyuki IZUMI

ジョナサン・スウィフト・
フェスティバルとは

毎年11月に聖パトリック大聖堂の主催
で行われるスウィフト愛好家によるお祭
りです。ジョージ王朝時代の文化に触
れるワークショップや、メサイアのハレ
ルヤコーラスを歌うイベント等、ダブリ
ン市民が楽しみにしている年中行事で、
2022年は我々日本からの合唱団によ
る「メサイア」がメインイベントのひとつ
になっています。

ダブリン　トリニティカレッジ

ダブリン
パブでの民族音楽の演奏

ロンドン　ヘンデル・ハウス

クロンマクノイズの僧院

＊現地事情でコンサート会場が変更になる場合がございます

ダブリン　グラスネヴィン・セメタリー

ダブリン　トリニティカレッジ図書館

ゴールウェイ　モハーの断崖

カイルモア修道院

ダブリン
ティーリングウイスキー工場



◎参加費用に含まれるもの
①日程表に明記されている下記の項目　a航空運賃(往復エコノミー
料金)、bホテル宿泊費(2名様1室利用)、b食事代、d観光費用(ガイド
代、バス台、入場料を含む)、e練習会場、演奏会会場との往復バス代　
②団体行動時のガイド、運転手、ポーターへのチップ　③利用航空会
社の規定による預入荷物の運搬運賃　④添乗員費用
◎参加費用に含まれないもの
①現地出入国税　②航空保険料　③燃油サーチャージ　④成田空港
等日本国内空港施設使用料　⑤コロナワクチン接種証明書取得費用、
PCR検査費用等、渡航時に必要な各種手続き費用　⑥ホテル1人部
屋追加料金　⑦海外旅行保険(任意ですが、加入されることを強くお勧
めします)　⑧日本国内における練習会費、国内壮行演奏会にかかる諸
費用、楽譜代、衣装代　⑨日本国内における交通費　⑩オプショナルツ
アー　⑪その他個人的性質の費用
◎旅行条件・旅行代金の基準
この旅行は2021年1月1日を基準にしています。また旅行代金は作成

日現在有効な普通航空運賃、適用規定に基づいて算出しています。
＊新型コロナウィルスの感染状況に伴い、ワクチン接種証明書の提出
等、出入国への制限等が設定される場合があります。渡航時の状況に
応じて、日本及びEU諸国の出入国管理法に準じ対応することをご了承
ください。
◎旅程補償
旅行日程に重要な変更が行われた場合には旅行業約款(募集型企画
旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて変更補償金を支払い
ます　＊一部の空港またはホテルなどでポーターの不足などにより十
分なサービスが提供出来ない場合。しかし大幅に時間がかかると予想
される場合にはお客様自身での手荷物の運搬をお願いすることがあり
ます。　＊当社は、お客様ご自身および身の廻り品に対して被られた損
害、損失が次の事由による場合には責任を負いかねますので予めご了
承下さい。天災、地変火災、戦乱暴動、ストライキ、陸海軍による不慮の
災難、交通事故、政府または公共団体の指令、空賊、詐欺、隔離(流行病
を含む)、疾病、税関規則、その他当社が管理不可能な事由による生じ

た損害など。　＊帰国に際しては、個人的な理由による単独帰国はでき
ません。万一の場合、個人で帰国する必要が生じた時には現地から日
本までの運賃は別途お支払いいただくことになります。また、団体行動
中は時間、規則を順守されるようお願いいたします。
◎取消料規定について
お客様は次の取消料をお支払い頂くことにより旅行をキャンセルするこ
とができます。　旅行開始日の前日から起算して60日目以前の取り消
しに関しては旅行費用を全額返金いたします。旅行開始日の59日前に
当たる日以降から41日前に当たる日までは旅行代金の20％。旅行開始
日の40日前に当たる日から28日前に当たる日までは旅行代金の40％、
旅行開始日の27日前に当たる日から14日前に当たる日までは60％、旅
行開始日の13日前に当たる日から2日前までは旅行代金の80％、前日
もしくは出発当日及び無連絡不参加の場合は旅行代金の100％を頂き
ます。また、特別な事情により予め告知の上で、当該取消料の他に所要
実費を別途申し受けることがあります。

◎航空機について　座席はエコノミークラスを利用します。プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスをご希望の方
は、弊社までお問い合わせください。ただし、差額が発生いたします。
◎ホテルについて　お部屋は原則としてベッドが2つあるツインベッドルームを利用します。　3名様で1部屋をご希望される(トリプル)場
合、通常の2人部屋に簡易ベッドかソファを搬入する形になりますので、手狭になってしまうことを予めご了承ください。
◎査証(ビザ)について　2021年10月現在、日本国籍の方はアイルランド、イギリスともにビザは不要です。日本籍以外の方は弊社までお
問い合わせください。
◎旅券(パスポート)について　ご旅行の際、旅券には規定の残存期間が必要になります。全コース共通で現地(シェンゲン条約国)を出国
する際に3か月以上の残存期間が必要になります。
◎ワクチン接種証明書について　2021年10月現在、アイルランド、イギリスともに「ワクチン接種証明書」の提示が必要となっています。
感染状況により各国の対応は変わりますので、ご参加者の皆様へは渡航前に再度必要手続き等についてご案内させて頂きます。
◎添乗員について　全コースに同行致します。基本的に1台のバス(最大40名)に1名同行いたします。

■利用予定航空会社
英国航空、日本航空、エールフランス航空、全日空、KLMオランダ航空

■利用予定ホテル
　ダブリン：リウプラザ グレシャム イン ダブリン、
　ゴールウェイ：ハーバーホテル、ハーディマン
　ウェストマース：ジョンスタウン、モイバレー、セルブリッジマナーホテル
　ロンドン：ホリディイン　ケンジントン　ハイストリート、ラディソンブル、
　　　　　ホリディイン　オックスフォードサーカス

ツアー募集から旅行出発までの流れ

お申し込みについて

合唱団として参加を希望される方は、別途お申込みが必要です

〒140-0014  東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルD-4F
営業時間 月～金9：30-17：30（土・日・祝・祭日休み） 担当：上月、村上、高山

フルスコア インターナショナル
●お申し込み・お問い合わせ

TEL:03-6303-8351
FAX:03-6303-8352

e-mail
info@fs-international.jp

＊最少催行人員　Aダブリンコース40名、B・Cコースそれぞれ15名
　　　　　　　  (合唱団員は全コース合計で40名)

「合唱団お申込みフォーム」よりお申込みください
※合唱団参加の方は、別途練習会参加費用が必要です

https://fs-international.jp/4814

ツアー代金より3,000円割引

ツアー代金より 3,000円 割引とも

1STEP
練習日程、インターネットからのご予約方法等、
詳細は左記合唱団登録ページをご確認下さい
会場練習会
雑司が谷地域文化創造館
千登世橋教育文化センター 「地階」音楽室、第2練習室等
2021年11月22日(月)18:30よりスタート
　　　　　　　　　　　　　　　  (時間変更の場合、別途ご案内いたします）
※ソーシャルディスタンス確保のため、完全予約制とさせていただきます。
　参加希望者はインターネットから予約をお願いいたします。
※会場の都合により練習会場が変更になる場合がありますので必ずホームページをご参照下さい。

オンライン練習会
ZOOMにてライブ配信し、ご自宅からご参加いただけます。
事前にインターネットからの予約が必要です。
※ご自身のスマホ、PCでZOOM(ズーム）を使っての練習となります。事前に各自ご準備をお願いいたします。

★後から配信！録画でレッスン♪
都合が悪くて参加できなくても大丈夫！
後日配信される録画をYouTubeで好きな時に観ることが出来ます！

2STEP 会場練習会参加あるいは
オンライン練習会から選べます♬

まずは合唱団登録♬　
お申込みはこちらから

▶

▶

弊社までメール、FAX
にてパンフレットをご
請求ください。

お友達紹介キャンペーン適用要件■・過去に弊社ツアーご参加頂いた方（合唱団、鑑賞者ともに）が、新規参
加の合唱団員をご紹介くださった場合のみ、キャンペーンの対象とさせていただきます。・新規参加者でキャ
ンペーン適用希望の方は、ツアー申込フォーム（WEB）の紹介者欄に紹介者の氏名をご記入ください。・過去
にご参加頂いた方が新規参加の合唱団員をご紹介くださった場合は、ツアー申込フォーム（WEB）のお友達
欄に氏名をご記入ください。申し込み後にお友達をお誘いくださった場合は、お手数ですがメールにてご連
絡ください。・ご紹介者、お友達の相互認識を確認後、キャンペーンの対象とさせていただきます。

旅行に関する
お問い合わせ

1/31まで
旅行早期割引特典

三菱UFJ銀行　大和王寺（ヤマトオウジ）支店（支店番号457）　普通0142666
ヴィガーK2株式会社（ヴィガーケイツーカブシキガイシャ）

▶
H Pのツアー申込
フォームからお申込
後、パスポートコピー
の送付をFAXあるい
はメールにてお送り
ください。尚、お申込
フォーム送信後、お申
込金（お一人様5万
円を右記指定口座に
お振込下さい。

正式申込み ▶
利用航空会社と国内
線お乗り継ぎ等のご
案内をいたします。

ご出発2か月前 ▶
ご出発の最終案内、残金のご請求書、旅のしおり、
ガイドブック、申請書類等を送付いたします。また、
海外旅行傷害保険をお申込みの方には保険契約
証を送付いたします。

ご出発約1か月前～1週間前まで
ご出発2週間前前後
に、ご集合や日程につ
いての詳細をお送りい
たします。（11月初旬）

ご出発

TEL 03-6303-8351
info@fs-international.jp

ご旅行条件 このご旅行はフルスコア・インターナショナル(株式会社ヴィガーK2)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。
旅行契約の内容、条件は本パンフレット、旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(旅行日程表)及び当社旅行約款になります。

※1月31日（月）までに正式申込み (申込フォーム（WEB）送信と申込金振込完了) の
　合唱団コース、鑑賞コースの方対象となります。

お友達紹介キャンペーン

下記要件をご確認頂き、ツアー申込フォーム（WEB）の所定欄にに必要項目をご記入ください。

1人でも多くの方と感動を分かち合うため、
お友達ご紹介キャンペーンを実施します。感動の瞬間をお友達と共に！

紹介者 新規参加者

現在テレワーク中の為、
お問い合わせはメール
にてお願い致します

　豊島区雑司が谷3-1-7(東京メトロ副都心線雑司が谷駅直結）

お振込
口座


