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5月12日(金)『いざ、カラブリアへ！』
成田13:15=(AZ785)=19:00ローマ
21:05=(AZ1163)=22:15ラメツィア・テルメ空港

☆Pizzoのアグリツーリズモ泊

5月13日(土)『まずはカラブリア州最大の観光地から』
カラブリア最大の観光地、ピッツォ＆トロペア散策
・Pizzoでは元祖ジェラート食べましょ♪
・トロペアならからの帰り道は海沿いの列車に乗る予定～♪

☆Pizzoのアグリツーリズモ泊
※オプションで世界遺産；エオリア諸島も行けるよ

5月14日(日)『カラブリア 特産食材の試食と至宝の見学』
特産サラミ「ンドゥイヤ」工房やチーズ工場見学
レッジョカラブリアへ移動して国立博物館へ
・カラブリア州の至宝を見学して
夜は《魚介ディナー》～♪

☆レッジョカラブリア泊

5月16日(火)『カラブリアマンマのお料理教室体験』
★イタリアの最も美しい村々：

フューメフレッド訪問
港町チェトラーロ村近郊でマンマの
郷土料理教室と自家製ワイン&昼食会
唐辛子の街 ディアマンテにも行きます
★イタリアで最も美しい村々：アイエーダ泊

5月17日(水)『カラブリア イタリアの最も美しい村々へ』
★イタリアの最も美しい村々：アイエータ、モラーノカラブロ、
「イタリア系アルバニア人」の住むチヴィタ村訪問

ディナーはチヴィタ村の《郷土料理》！
☆チヴィタ泊

5月19日(金)「伝説の眠る街コゼンツァと
誰も知らない地元ワイナリー」

日本未入荷のワイナリー訪問
あとはショッピング＆自由観光
ディナーはコゼンツァ《創作料理ディナー》
オプションで街歩きや、イタリア風朝食を

Barで食べれるよ♪
☆コゼンツァ泊

5月20日(土)『さようなら、カラブリア』
出発まで自由観光
ラメツィアテルメ空港へ 帰国の途へ
ラメツィアテルメ12:20=(AZ1166)=13:30ローマ
ローマ15:20=(AZ704)=

5月21日(日)
=10:30成田着 ごくろうさまでした！

5月15日(月)『カラブリア
秘境中の秘境をめぐる』

★イタリアの最も美しい村々：
秘境ボーバ、ジェラーチェ散策

☆陶器の村スクイラーチェ泊

★イタリア・カラブリア州★イタリア・カラブリア州 ガイドブックに載ってない南イタリア「ディープ」な旅ガイドブックに載ってない南イタリア「ディープ」な旅

イタリアで最も美しい村々とマンマのお料理教室体験ツア～♪イタリアで最も美しい村々とマンマのお料理教室体験ツア～♪
20172017年年 55月月1212日～日～2121日（８泊１０日）日（８泊１０日）

5月18日(木)『カラブリアの大自然を体感！』
カラブリア州特産・リクイリッツィア(甘草)製造工場と

世界最古の本を収蔵する美術館訪問
「ヨーロッパで一番空気がきれいな場所」
シッラ国立公園で天気がよければピクニック！

ディナーは地域特産品のみを使った
《こだわりディナー》の予定～♪

☆コゼンツァ泊

くま’s倶楽部 http://www.kuma-s.net
e-mail kumasan@kuma-s.net

：イタリアで最も美しい村

(2016.9.19版)



5月12日(金)『いざ、カラブリアへ！』
成田13:15=(AZ785)=19:00ローマ
ローマ21:05=(AZ1163)=22:15ラメツィア・テルメ空港

専用車にてPizzoへ ☆Pizzoのアグリツーリズモ泊
(アグリツーリズモ泊 専用車20分)

http://pizzo.info/

5月13日(土)『まずはカラブリア州最大の観光地へ！』
カラブリア州の観光名所・TropeaとPizzoを散策

http://www.lifeinitaly.com/tourism/calabria/tropea
http://www.lifeinitaly.com/tourism/calabria/pizzo

・カラブリア州特産ツナ缶工場見学
・トロペア名物《赤たまねぎ》を使ったランチはいかがですか
・Pizzoではナポレオン時代の遺跡めぐり
・またタルトゥーフォディピッツォ(元祖ジェラート)食べましょ♪

http://www.iltartufopenna.com/
・トロペアからの帰り道は海沿いの列車に乗る予定～♪
OP：世界遺産エオリア諸島１日ミニクルーズ
☆Pizzoのアグリツーリズモ泊 ※朝:○ 昼:フリー 夕:○

5月14日(日)『カラブリア 特産食材と至宝の見学』
午前：特産サラミ「ンドゥイヤ(Nduja)」工房やチーズ工場見学

・チーズ工場併設レストランで出来立てチーズとサラミなど
《郷土食ランチ》

午後：レッジョカラブリアへ移動後、国立博物館へ
http://www.rc.camcom.gov.it/

・カラブリア州の至宝、リアーチェのブロンズ像などを見学
http://www.bronziriace.it/la-storia/

・レッジョカラブリア市内レストランで《魚介ディナー》
☆レッジョカラブリア泊 ※朝:○ 昼:◎ 夕:○

5月15日(月)『カラブリア州 秘境中の秘境をめぐる』

出発までレッジョカラブリア自由観光
★イタリアの最も美しい村：ボーバ(Bova)

(レッジョカラブリア県の特徴をよく伝える村です)
http://www.comune.bova.rc.it/hh/index.php

★イタリアの最も美しい村：ジェラーチェ(Gerace)散策
(ビザンチン様式で東ローマ帝国時代の影響が見える村)
http://www.lifeinitaly.com/tourism/calabria/gerace

・散策と《自由にランチ》をお楽しみください♪
陶器の村・スクイラーチェ(Squillace)へ移動《ディナー》
☆スクイラーチェ近郊泊(アグリもしくはB&B)
※朝:○ 昼:フリー 夕:○

5月16日(火)『マンマのお料理教室体験』
★イタリアの最も美しい村：フューメフレッド(Fiume Freddo)散策

(海岸沿いの典型的な村の様子を見てください)
http://www.madeinsouthitalytoday.com/fiumefreddo-bruzio.php

港町チェトラーロ(Cetraro)村近郊に移動
http://portocetraro.it/

◎マンマの郷土料理教室＆《自家製ワインと昼食会》
・消え行くカラブリア州の郷土食・ローザマリーナ工房訪問

http://www.rossanoturismo.it/ita/11-ricetta.html
「唐辛子の街」ディアマンテ自由散策
★イタリアで最も美しい村：アイエーダ(Aieta)へ移動

(つい最近、リスト入りした、とってもレアな場所です)
http://www.comune.aieta.cs.it/
☆アイエーダ泊 ※朝:○ 昼:昼食会 夕:○

5月17日(水)『イタリアの最も美しい村々へ』
一万年前の洞窟遺跡・グロッタデルロミート(Grotta del Romito)へ

http://www.papasidero.info/la-grotta-del-romito/
★イタリアの最も美しい村：モラーノカラブロ(Molano Calabro)散策

(北部山岳地帯の厳しい生活を感じてください)
http://www.dagashi.org/citta/morano.html

★イタリアで最も美しい村：チヴィタ(Civita)へ
(アルバニア系のイタリア人の住む隠れ里のような村)
http://www.comune.civita.cs.it/

・アルバニア系イタリア人の《郷土料理ディナー》を
☆チヴィタ泊 ※朝:○ 昼:軽食 夕:◎

5月18日(木)『カラブリア州の大自然を体感！』

・チヴィタ村内の郷土博物館訪問が可能です
カラブリア州特産のリクイリッツィア(甘草)製造工場見学

http://www.amarelli.it/?lang=en
世界最古の本を収蔵する美術館訪問

http://www.museocodexrossano.it/
「ヨーロッパで一番空気がきれいな場所」に認定された
シッラ国立公園へ(Parconazionale della Sila)へ
・天候しだいでピクニック《パニーニランチ》と公園内の村を訪問

http://www.parcosila.it/en
・公園内の有名レストランLa Tavernettaにて地域特産品のみを使った

《こだわりディナー》を地元ワインと共にお上がりください！
☆コゼンツァ泊 ※朝:○ 昼:軽食 夕:◎

5月19日(金)「伝説の眠る街コゼンツァとワイナリー訪問」

地元ワイナリー見学と軽食付き試飲会（日本未入荷メーカー）
http://www.cantinespadafora.it/new/

午後からはショッピング＆自由観光
夜はコゼンツァ有名レストランにて

コゼンツァ県郷土料理ベースの《創作料理ディナー》
OP：ガイドと一緒で安心♪ Barへ突撃!イタリア風朝食体験

・カプチーノとブリオッシュ、イタリア風の朝食を体験しましょ♪
OP；ガイドと歩く、コゼンツァの街(1.5ｈ) 
・ドゥォーモ、青空美術館、街で一番古いカッフェなど

https://it.wikipedia.org/wiki/Cosenza
☆コゼンツァ泊 ※朝:○ 昼:軽食 夕:◎

5月20日(土)「さようなら、カラブリア」

出発まで自由観光
ラメツィアテルメ空港へ 帰国の途へ
ラメツィアテルメ12:20=(AZ1166)=13:30ローマ
ローマ15:20=(AZ704)=

5月日21目(日)
=10:30成田着 ごくろうさまでした！

ガイドブックに載ってない？！南イタリアの
ディープな旅「イタリアで最も美しい村々」と
マンマのお料理教室体験ツアー『旅の詳細』

2017.5.12～21

【凡例】
★：イタリアで最も美しい村

http://www.borghipiubelliditalia.it/
☆：宿泊地
◎：マンマのお料理教室
OP：オプション

チヴィタ村

ジェラーチェ村

フューメフレッド村



ガイドブックに載ってない？！ガイドブックに載ってない？！南イタリア・カラブリア州のディープな旅南イタリア・カラブリア州のディープな旅
イタリアで最も美しい村々とマンマのお料理教室体験ツアーイタリアで最も美しい村々とマンマのお料理教室体験ツアー

旅⾏について
この旅は旅倶楽部「くまʼs倶楽部」とイタリア・カラブリア州「イタリア・カラブリア州文化協会」共同開催企画です。

●主催
・旅倶楽部『くまʼs倶楽部』

http://www.kuma-s.net
・カラブリア州の文化協会『La Terra del Sole』

http://www.laterradelsole.net/

●参加資格：主催団体どちらかの会員であることが必須条件です。
⼊会はどちらも無料です。

●旅の詳細
開 催 ⽇：２０１７年 ５月１２日(⾦)〜２１⽇(日) ８泊１０日
場 所：南イタリア・カラブリア州(ブーツのつま先)
最⼩催⾏⼈数：１０⼈
募集定員：２０人 今回は⺠泊もありますので⼈数制限ありです。

申し込みは早い者勝ちです！

●参加費用：一人210,000万円（⼆名⼀室利⽤）
シングル希望の場合は＋25,000円です。

参加費に含まれるもの：
・現地移動と宿泊（８泊）
・現地でのお食事(朝8回・昼5回・夕7回)
・試飲、試食代
・美術館等の⼊場料
・お料理教室代
・現地日本人（現地在住）ガイド

参加費に含まれないもの：
・日本からの航空券(※2016.8.7現在、

税込み12〜3万円でした)
・旅⾏傷害保険

●オプションツアー
①二日目『世界遺産：エオリア諸島ミニクルーズ(所要時間・10ｈ)』
・参加費：60ユーロ/お一人様

※ツアー申込み時に申込みが必要です。
※参加費は現地でいただきます。

・宿〜トロペア港までの送迎付き、⾷事はありません。
・ガイドは同⾏しません。
・悪天候での⽋航もあります。あらかじめご了承ください。

②八日目『ガイドと一緒で安心♪ Barへ突撃!イタリア風朝食体験』
カプチーノとブリオッシュ、イタリア風の朝食を体験

・参加費：実費
※実施前日までに申込みが必要です。

③八日目『ガイドと歩く、コゼンツァの街(1.5ｈ) 』
コゼンツァでの自由時間中用オプショナルツアーです。

・参加費：10ユーロ/お一人様
※実施前日までに申込みが必要です。
※参加費用は現地でいただきます。

・現地在住日本人ガイドが街をご案内します。
・ドゥォーモ、⻘空美術館、街で⼀番古いカッフェなどを⼀緒に

巡る予定です。

申込み・お問い合わせ
くま’s倶楽部 代表：小野 恒夫（くまさん）
E-mail： kumasan@kuma-s.net
URL： http://www.kuma-s.net


