5/28 緊急事態宣言・延長発令に伴う、5月出発ツアー催行状況の一覧（速報版・6月3日現在）
●5月

出発 【シリーズ系のみ抜粋】

No.

コース名

ルート

出発日

状況

大阪→竹田

2021/5/7(金)

中止

未定。パンフレット等で次回募集までお待ち下さい。

ＪＲ

2021/5/9(日)

延期

12/12に延期

現地

2021/5/11(火)

中止

未定。パンフレット等で次回（10月出発を予定）募集までお待ち下さい。

現地

2021/5/12(水)

中止

秋から再募集予定。

大阪→神戸

2021/5/12(水)

延期

9/8に延期。

210208 第5回 西国四十九薬師巡礼の旅〔浪花・伏尾の西国薬師巡礼〕

大阪市内

2021/5/12(水)

延期

7/14に延期。

210555 第2回

大阪市内

2021/5/13(木)

延期

7/22に延期。

大阪→竹田

2021/5/13(木)

中止

未定。次回募集までお待ち下さい。

大阪市内

2021/5/13(木)

延期

7/8に延期。

大阪→神戸

2021/5/14(金)

延期

7/9に延期。

神戸→大阪

2021/5/15(土)

中止

秋に再募集予定。

現地

2021/5/15(土)

延期

6/5に延期

大阪→竹田

2021/5/15(土)

延期

7/17に延期。

大阪→竹田

2021/5/15(土)

延期

7/17に延期。

大阪市内

2021/5/15(土)

延期

6/26に延期

210541 第26回

中山道を歩く

松井田宿～新町宿（2泊3日）

210512 第24回

一の宮めぐり

壱岐・対馬（2泊3日）

210530 中央区コース
210505 第２回
210550 第6回

大阪２４区ウォー区

大和街道を歩く

布施屋～紀伊長田

撫養街道を歩く

山陰海岸ジオパークウォーク

210557 金勝山をめぐって

白洲正子「かくれ里」を訪ね歩く

210207 第10回 古都の西国<西国三十三ヵ所
210217 第16回

巡礼の旅>

歩き遍路の旅【清滝寺下～横浪】

210533 Aコース

ぐるり琵琶湖一周ウォーク

210539 第４回

中山道を歩く

210536 第６回

京都一周トレイルハイク

210548 第7回

才の神明神～切浜

山陰道を歩く

野洲～武佐宿
山幸橋氷室口～清滝・金鈴橋

福知山三和～福知山城

210218 第5回 播磨灘ｺｰｽ ぐるり淡路島一周ｳｫｰｸ

内容

210538 第２回

六甲全山縦走

菊水山・鍋蓋山・再度山

現地

2021/5/16(日)

中止

秋に再募集する予定。

210551 第２回

中高野街道編

黒姫山古墳～河内長野

現地

2021/5/17(月)

延期

6/21に延期

大阪市内

2021/5/17(月)

延期

9/27に延期。6/21の③、7/19の④は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

大阪市内

2021/5/18(火)

延期

7/6に延期。

ＪＲ

2021/5/18(火)

延期

6/22（火）に延期

大阪→竹田

2021/5/19(水)

延期

8/4に延期。

大阪市内

2021/5/19(水)

延期

7/14に延期。

現地

2021/5/22(土)

延期

7/24に延期。6/26の④は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

大阪市内

2021/5/22(土)

延期

7/17に延期。6/26の⑥は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

大阪→神戸

2021/5/22(土)

延期

6/26に延期。⑪の6/26は7/17に順延

神戸

2021/5/23(日)

中止

8/4の大阪・竹田発の同回をご検討ください。

大阪→竹田

2021/5/23(日)

延期

6/27（日）に延期

神戸→大阪

2021/5/23(日)

延期

7/18に延期。

ＪＲ

2021/5/24(月)

延期

9/6に延期。

大阪市内

2021/5/24(月)

延期

8/2に延期。6/21の④は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

現地

2021/5/25(火)

中止

秋に再募集予定。

奈良→京都

2021/5/25(火)

延期

7/20に延期。6/22のMコースは予定通り催行し、順序が入れ替わります。

210553 第2回

熊野古道・小辺路を歩く（1泊2日）

210523 第６回
210546 第1回

釈迦三十二禅刹〔若狭国〕
西国街道ウォーク

山陽道＜安芸国編＞

210503 第11回

東海道を歩く

210217 第16回

歩き遍路の旅【清滝寺下～横浪】

210504 第３回

聖徳太子の道を歩く

210513 第5回

（1泊2日）

境橋～岡崎

三郷～大和小泉

仏塔古寺十八尊霊場めぐり

210303 第10回

衛門三郎の逆打ち四国お遍路

210503 第11回

東海道を歩く

210501 青葉山＜693ｍ＞
210534 Lコース

土佐・阿波（1泊2日）

境橋～岡崎

*関西トレッキングバスツアー

ぐるり琵琶湖一周ウォーク

高木浜～今津港

210521 肥前筑紫国一の宮５社と神宿る島「宗像大島」＆宗像三女神まいり
210517 第3回

近畿三十六不動尊【浪速・北摂の不動尊】

210542 第1回

東海道を歩く

210534 Lコース

三条大橋～大津宿

ぐるり琵琶湖一周ウォーク

高木浜～今津港

210543 第2回

塩の道＜伊那街道編＞を歩く

210216 第9回

逆打ち歩き遍路の旅【73番・出釈迦寺～観音寺】

210534 Lコース

ぐるり琵琶湖一周ウォーク

210303 第10回

衛門三郎の逆打ち四国お遍路

210316 第３回

熊野古道・伊勢路

210540 第22回

中山道を歩く

210224 熊野古道伊勢路

宮木宿～伊那部宿（1泊2日）

高木浜～今津港
土佐・阿波（1泊2日）

柳原～三瀬谷

下諏訪宿～ドライブイン和田宿（1泊2日）

本宮道を歩く（2泊3日）

210542 第1回

東海道を歩く

三条大橋～大津宿

210547 第6回

島原・薩摩街道ウォーク

野田郷～蔵乃仲見世（2泊3日）

210230 Ｊｺｰｽ ぐるり京の都一周ｳｫｰｸ 【二条から京都御所を歩く】
210216 第9回

逆打ち歩き遍路の旅【73番・出釈迦寺～観音寺】

大阪→竹田

2021/5/25(火)

延期

6/29に延期。③の6/29は7/20に、④の7/20は8/24に順延

大阪市内

2021/5/25(火)

延期

7/20に延期。6/27・29の⑩は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

大阪市内

2021/5/26(水)

中止

7/18の神戸大阪発の同コースをご検討ください。

大阪市内

2021/5/26(水)

延期

6/23に延期。⑪の6/23は7/14に順延

大阪→竹田

2021/5/26(水)

延期

6/23に延期

大阪→竹田

2021/5/28(金)

延期

6/25に延期。㉓の6/25は7/30に順延

大阪市内

2021/5/28(金)

延期

9/3出発に延期

現地

2021/5/29(土)

中止

秋に再募集予定。

伊丹

2021/5/30(日)

延期

6/27に延期

現地

2021/5/30(日)

延期

8/22に延期。6/27のLｺｰｽは予定通り催行し、順序が入れ替わります。

大阪→神戸

2021/5/30(日)

延期

7/25に延期。6/27・29の⑩は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

●６月

出発

No.

コース名

210623 高知北川村モネの庭マルモッタンと高知県立美術館
210639 第27回

中山道を歩く

新町宿～熊谷宿（2泊3日）

210559 しまなみ海道サイクリングツアー

しまなみ走破プラン

210625 しあわせアイランド家島諸島
210608 【梅田発】6月
210539 第４回

水無月コース

中山道を歩く

播州の花寺

野洲～武佐宿

210657 薩摩川内・甑島ウォーク
210524 名古屋市美術館と岡崎市美術博物館（日帰り）
210608 【なんば・天王寺発】6月
210225 第２回
210304 第9回

水無月コース

伊勢本街道ウォーク

旧松原宿～暗峠を越え南生駒

ゆったり逆打ち四国お遍路

210222 第11回

紀州街道ｳｫｰｸ

越後スペシャル

210654 北区コース

大阪２４区ウォー区

撫養街道を歩く

210225 第２回

４日間
救民の旗を揚げた「大塩平八郎」を歩く

貞光の町並みと、道の駅みまの里～三野

伊勢本街道ウォーク

210621 第１１回

土佐（1泊2日）

紀三井寺～和歌山港

210629 古代史紀行

210647 第7回

西国三十三ヵ所

旧松原宿～暗峠を越え南生駒
近江・揖斐の西国

210652 第3回

山陰海岸ジオパークウォーク

210545 第2回

奥州街道を歩く

210310 第17回
210502 第7回

播州の花寺

柴山～香住

喜連川宿～芦野宿（2泊3日）

歩き遍路の旅【横浪～七子峠】
すずかけの道を歩く

210621 第１１回

西国三十三ヵ所

青根ヶ峰～吉野神宮
近江・揖斐の西国

210650 第3回

熊野古道・小辺路を歩く

五百瀬～三浦峠～西中

210651 第1回

ぐるり淡路島一周ウォーク＜大阪湾コース＞

210468 しまなみ海道サイクリングツアー

道の駅あわじ～仮屋漁港

お試ししまなみプラン

210549 第12回

北国街道ウォーク

210203 第22回

一の宮めぐり【日向・大隅・薩摩（1泊2日）】

210620 第７回

釈迦三十二禅刹〔若狭国〕

210637 第５回

中山道を歩く

210622 第13回

近江・叡山西国薬師巡礼

210648 第7回

金沢～石動（1泊2日）

武佐宿～五個荘

熊野古道・紀伊路を歩く

切目～三鍋王子

岡崎～藤川宿～御油宿（1泊2日）

ルート

出発日

状況

内容

大阪→神戸

2021/6/4(金)

延期

9/3（金）出発に延期

ＪＲ

2021/6/4(金)

中止

延期日未定＿前回の中止分と含めて秋号から再開検討中（９月～？）。

ＪＲ

2021/6/4(金)

中止

延期日未定＿秋号にて再募集の予定。

現地

2021/6/5(土)

中止

中止。次回募集は未定です。

大阪市内

2021/6/5(土)

中止

延期日なし。

現地

2021/6/5(土)

中止

春号P.11に掲載の中山道は④⑤を中止。7月の⑥から再開予定。抜けた④⑤は秋に再募集の予定。

ＪＲ

2021/6/5(土)

延期

9/11（土）出発に延期

大阪→竹田

2021/6/6(日)

延期

7/3（土）に再延期。一部内容に変更あり⇒

大阪市内

2021/6/6(日)

中止

延期日なし。

現地

2021/6/6(日)

延期

6/27（日）に再延期

大阪市内

2021/6/7(月)

延期

6/28（月）に延期。旧⑩の日、以降順延。

現地

2021/6/7(月)

延期

7/5（月）に再延期

伊丹

2021/6/8(火)

延期

10/12（火）出発に延期

現地

2021/6/8(火)

中止

パンフレット等で次回（11月出発を予定）募集までお待ち下さい。

大阪→神戸

2021/6/9(水)

延期

6/23（水）に延期

現地

2021/6/9(水)

延期

6/23（水）に再延期

大阪市内

2021/6/10(木)

延期

6/24（木）に延期

大阪市内

2021/6/10(木)

延期

6/24（木）に延期

ＪＲ

2021/6/11(金)

延期

7/16（金）に再延期。③の7/16は8/27に順延

大阪→神戸

2021/6/11(金)

延期

9/10（金）に延期。

大阪市内

2021/6/12(土)

延期

7/10（土）に再延期

大阪市内

2021/6/12(土)

延期

6/26（土）に延期

大阪市内

2021/6/12(土)

延期

6/21（月）は催行予定です。

大阪市内

2021/6/12(土)

中止

7/10の②と併せて今回設定分はキャンセルし、秋号から再募集

ＪＲ

2021/6/12(土)

中止

延期日未定＿秋号にて再募集の予定

大阪→竹田

2021/6/13(日)

延期

8/22（日）に再延期。7/18⑬は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

伊丹

2021/6/13(日)

延期

9/26（日）に延期。7/11㉕、8/29㉓は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

大阪市内

2021/6/15(火)

延期

8/10（火）に延期。

神戸→大阪

2021/6/15(火)

中止

春号P.11に掲載の中山道は④⑤を中止。7月の⑥から再開予定。抜けた④⑤は秋に再募集の予定

大阪市内

2021/6/16(水)

延期

6/30（水）に延期。7/14⑤・8/18⑥は夏号募集のとおり出発予定

大阪市内

2021/6/16(水)

中止

中止です。秋に再度募集予定

大阪→竹田

2021/6/16(水)

延期

9/8（水）に延期。7/14⑬は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

5月から延期の7/9⑯と、順序が元に戻ります

5月から延期の7/6⑥と、順序が元に戻ります

210715 第12回

東海道を歩く

210516 第３回

伊勢神宮125社めぐり

大阪市内

2021/6/16(水)

延期

9/8（水）に再延期。7/14④、8/18⑤は予定通り催行し、順序が入れ替わります。

210310 第17回

歩き遍路の旅【横浪～七子峠】

大阪市内

2021/6/16(水)

延期

9/15（水）に延期。

5月から延期の7/14⑯と、順序が元に戻ります

210525 美しい城下町・高梁と備中松山城・鬼ノ城・備中高松城（1泊2日）

ＪＲ

2021/6/17(木)

延期

10/2（土）に延期

210556 第３回

ＪＲ

2021/6/17(木)

延期

7/1（木）に再延期

210663 乙津寺【重要文化財３体】と岐阜県の美術館めぐり

大阪→竹田

2021/6/17(木)

中止

秋に再度募集予定

210662 木地師の村

大阪→竹田

2021/6/17(木)

中止

秋に再度募集予定

京都

2021/6/19(土)

中止

春号P.11に掲載の中山道は④⑤を中止。7月の⑥から再開予定。抜けた④⑤は秋に再募集の予定

大阪市内

2021/6/19(土)

中止

秋に再度募集予定

大阪→竹田

2021/6/19(土)

延期

9/18に延期。

5月から延期の7/17⑥と、順序が元に戻ります

大阪→竹田

2021/6/19(土)

延期

9/18に延期。

5月から延期の7/17⑦と、順序が元に戻ります

神戸→竹田

2021/6/20(日)

延期

6/27（日）に延期

神戸→大阪

2021/6/20(日)

延期

9/12（日）に延期。

現地

2021/6/20(日)

中止

延期日なし。7/11⑦は予定通り催行。⑤⑥はパンフレット等で次回募集までお待ち下さい。

大阪→竹田

2021/6/20(日)

延期

7/11（日）に延期。旧④の日、以降順延

現地

2021/6/22(火)

延期

先月の①と一緒に秋まで延期案内済＿10/19へ

奈良→京都

2021/6/22(火)

延期

9/14（火）に延期。

210610 比叡山無動寺明王堂「一日萬拝法要」不動明王御開帳とかるたの殿堂

大阪市内

2021/6/23(水)

中止

210634 Mコース

大阪市内

2021/6/23(水)

中止

9/12の神戸大阪発の同コースをご検討下さい。

現地

2021/6/26(土)

延期

先月の①と一緒に秋まで延期案内済＿10/19へ

210611 高野山・南院「波切不動」御開帳と高野山奥社「立里荒神社」

大阪市内

2021/6/28(月)

中止

210618 第10回

大阪市内

2021/6/28(月)

延期

7/19に延期。旧⑪の日、7/19⑪は8/30に順延

伊丹

2021/6/28(月)

中止

秋号にて10/22～24で再募集の予定

しまなみ海道ウォーク

210637 第５回
210648 第7回

白洲正子「かくれ里」を訪ね歩く

中山道を歩く

武佐宿～五個荘

熊野古道・紀伊路を歩く

210635 第７回
210645 第8回

京都一周トレイルハイク
山陰道を歩く

210644 第１回

210655 第６回

切目～三鍋王子
清滝・金鈴橋～嵐山・苔寺

福知山城～夜久野

伊勢参宮街道を歩く

210634 Mコース

日永の追分～玉垣

ぐるり琵琶湖一周ウォーク
大和まほろばうきうきハイク

210544 第2回

甲州街道を歩く

210640 第2回

東海道を歩く

210634 Mコース

210640 第2回

大三島～今治（糸山公園）（1泊2日）

パート１

北・山辺の道を歩く

富士見～武川（1泊2日）
大津宿～南草津

ぐるり琵琶湖一周ウォーク

ぐるり琵琶湖一周ウォーク

東海道を歩く

今津港～萩の浜水泳場

今津港～萩の浜水泳場

今津港～萩の浜水泳場

大津宿～南草津

ゆったり土佐・阿波の国

衛門三郎逆打ち四国八十八か所

210631 日本百名山「岩木山」・「八甲田山」と白神山地・十二湖

5月から延期の7/18Lｺｰｽと、順序が元に戻ります

5月から延期の7/20Lｺｰｽと、順序が元に戻ります

