2021/09/30 付 聖所から流れ出る水ミッション

2021 年 11 月 1 日（月）～11 月 10 日（水）イスラエルチームのお知らせ
＊今回のチームは、ツアーではなく、派遣となります。 又、今回のイスラエルチームでは、今のところ、ツ
アーは出来ない可能性があります。その場合は、エルサレムのオリーブ山での祈り込み、ガリラヤ湖畔で
の祈り込みのみになりますので、ご了承ください。
今回、イスラエル観光省のパイロットプログラムに、インマヌエルツアーを通して申し込み、イスラエル政
府の入国許可を得て、イスラエルに入ります。
パイロットプログラムの申込の流れ：
インマヌエルツアーが、出発 3 週間前までに、観光省に、このチームの申込をします。
出発の 2 週間前までに、チームの入国許可が、インマヌエルツアーに届くとのことですが、プログラム申し
込みが混んでいるときは、出発の数日前になることもあるそうです。
＊英語のワクチン証明書の提出について
イスラエルを出る日（11/9 火）から起算して、6 ヵ月以内に、二度目のワクチン接種をしている必要があり、
英語のワクチン証明書（自分で、各地方自治体に申し込んで入手する）を、遅くとも 10/10（日）までに、ミッ
ションに提出していただく必要があります。それ以降ですと、手続きの規定上、今回のチームに参加出来
ませんのでご了承ください。ただ、どうしても、１～2 日遅れるという場合は、ミッションまでご相談ください。
＊羽田出発 72 時間前の PCR 検査について
イスラエルチームに参加する方は、羽田出発 72 時間前に、各自で、海外渡航向けの英語の陰性証明を
出してくれる医療機関で、PCR 検査を受け、英語の陰性証明書（紙の原本）をもらって、チームに持ってき
てください。（PCR 検査は唾液ではなく鼻咽頭ぬぐい液による検査に限ります）
＊帰国時の隔離について
イスラエルから帰国する日（11/10）の翌日から数えて、14 日間の隔離となります。
羽田到着日に PCR 検査を受けて陰性なら、そのまま（公共交通機関は使わずに）自宅に戻り、14 日間の
自宅隔離となります。 地方の方で、公共交通機関を使わずに、自宅に戻れない方は、空港近くのホテル
等を自費でとり、14 日間の隔離となります。
↑ 上記の隔離期間についてですが、ちょうど新しい情報が厚生労働省のサイトに載り、隔離期間を短
縮出来る方法があるようです。それによると、こうあります。
「条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後 14 日間の自宅等での待機期間中、
入国後 10 日目以降に自主的に受けた検査（PCR 検査又は抗原定量検査）の陰性の結果を厚生労働省
（入国者健康管理センター）に届け出ることにより、残りの短期期間が短縮されます。
上記の措置は、10/1 以降に、日本に入国・帰国される方に対して実施します。」
この件については、確認し、最新情報を、またお伝えします。
厚生労働省 サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
飛行機代について
飛行機はルフトハンザ航空で、20 人集まったときで、1 人税込み 18 万 9,460 円です。人数が変わると、金
額が変更する可能性があります。今回は、チームに「確実」でお申込みされると同時に、航空券を発券し
ます。発券後にキャンセルすると、キャンセル料が飛行機代全額となりますので、ご了承ください。
この飛行機代は、各自で、フレックス・インターナショナルに振り込んでいただきます。（振込手数料は各
自で負担。）また、後述の、現地ツアー代の日本円分も、同様に、フレックス・インターナショナルに振り込
んでいただきます。
*今回、フレックスでは、割引はないので、日本の国内線は、各自でご手配・ご購入ください。

出発日の羽田集合時間 10/31（日）羽田空港に 21:50PM 集合 (場所の詳細は後程決まります)
フライトスケジュール
＜フライトスケジュール＞
11/1（月）羽田発 00:50AM (LH4921) →フランクフルト着 05:20AM
フランクフルト発 10:10AM(LH686)→テルアビブ着 15:15 (11/1 月です)
11/9（火）テルアビブ発 05:20AM(LH691)→フランクフルト着 09:00AM
フランクフルト発 11:30AM→
11/10（水）羽田着 06:55AM (LH4948)
現地滞在ホテル
11/1（月）～11/4（木）Dan Jerusalem (on Mount Scopus) ダン・エルサレム（エルサレムのスコープス山）
11/4（木）～11/7（日）Ron Beach Tiberias ロン・ビーチ（ガリラヤ湖のあるティべリア）
11/7（日）～11/9（火）Daniel Hotel (Herzliya) ダニエルホテル（テルアビブに近いヘルツェリア）
イスラエル現地ツアー代について
現地ツアー代は、下記の通りです。
＊今回も、この現地ツアー代も、飛行機代の振込先である、フレックス・インターナショナルの銀行口座へ
日本円で振り込んでいただきます。換算レートが決まり、日本円でいくらになるか、又、振込期限が、決ま
り次第チームメンバーにお伝えします。
53 人乗りバス 1 台使用、ホテルは 2 人 1 部屋の場合の金額：
チームの人数が 10～14 人のとき：1 人 2,630 ドル
15～20 人のとき：1 人 2,305 ドル
21～25 人のとき：1 人 2,145 ドル
26～30 人のとき：1 人 2,035 ドル
＊シングルルームの場合は、プラス 850 ドル（全行程で）
＊この現地ツアー代に入っていないもの：
・ガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして、1 人 US128 ドル。(ドル現金で現地で徴収)
・11/6 のランチ代（どこで食べるか決まっていないため）しかし、この日以外のランチは含まれています。
・ランチと夕食のときの飲み物（ご自分で注文し、その場で支払ってください）
・水代、ご自分で食べるお菓子代、飲み物代、お土産代等。
＊なお、出発 2 週間前以降のキャンセルの場合、現地ツアー代のキャンセル料が発生するので、ご了承
ください。
海外旅行保険についてこの保険料は、申込金と一緒に、ミッションにご送金ください
全員、ミッションを通しての下記の海外旅行保険に入っていただきます。
期間は 10/31(日）～11/10（水）です。＊告知義務があります：現在病気にかかっている方は、申込書の
該当欄にご記入ください。派遣ご参加に際しては、かかりつけの医師に十分ご相談の上お決めください。

補償項目
傷害死亡
傷害後遺障害
疾病死亡
治療・救援費用
緊急歯科治療費用
応急治療・救援費用

69 歳以下の方：保険料 9,100 円
保険金額
1,000 万円
1,000 万円
1,000 万円
3,000 万円
なし
300 万円

70 歳以上の方：保険料 14,900 円
保険金額
5,000 万円
5,000 万円
500 万円
無制限
なし
300 万円

賠償責任
携行品

1 億円
1 億円
10 万円
30 万円
テロ等対応費用
なし
なし
旅行中事故緊急費用
なし
なし
航空機寄託手荷物遅延費用
3 万円
3 万円
航空機遅延費用
付帯あり
付帯あり
弁護士費用
なし
なし
*70 歳以上の方には、保険の申込書にサインをしていただく必要がありますので、別途、書類を郵送いた
します。又、69 歳以下の方で、保険料が高くても、70 歳以上の方と同等の補償の 保険に入りたいという
方は、まず、ミッションまでご連絡ください。（保険料が変わります）
日本で入る、上記の保険に付帯して、イスラエル現地で入る保険について
なお、上記の日本の保険では、イスラエルでコロナ陽性になり、隔離（1 週間隔離され、PCR 検査を受けて
陰性なら隔離終了）する場合の、隔離期間の費用（イスラエル保健省が指定する隔離ホテルに滞在する
ための費用等）は、カバーされません。（コロナで現地の病院で受ける治療代、救援費はカバーされま
す。）そこで、隔離費用等もカバーされる、イスラエル現地の付帯保険にも入ります。この付帯保険の保険
代（全行程で 1 人 US7 ドル）は、現地ツアー代に含まれます。
■ イスラエルチーム申し込み方法：
申込金大人 1 万円、中高生・大学生 3,000 円を以下の、ミッションのゆうちょ銀行口座にお振込になるか、
ミッション・イスラエル部門スタッフ（小林りょう子、藤井アヤ）に直接手渡しでお支払いの上、申込書に正
確に記入し、パスポートの写真のページの PDF ファイル、ワクチン接種証明書の PDF ファイルとともに、
イスラエル部門へメールか、手渡しで御提出下さい。申込金のお支払いと、これらのご提出が確認された
時点で、申込み受け付けとなります。申込金は、「信仰」の方も含め、チーム参加をキャンセルの場合も、
お返ししませんので御注意下さい。ただし、他の人に移行することは出来ます。
＜申込金と保険料の振込み先＞＊参加確実の方は、保険料も一緒にお振込みください。
ゆうちょ銀行 ぱるる口座 記号 10050 番号 90954361 聖所から流れ出る水ミッション
（他金融機関から振り込みの場合：店名００八（ゼロゼロハチ） 店番 008 （普） 9095436）
■派遣参加にあたっての注意事項
＊派遣前に、9 食の断食祈祷をもって祈り備えて下さい。
＊パスポートの有効期間は半年以上必要です。お手持ちのパスポートの有効期限をお確かめください。
■その他重要なお知らせ：
イスラエルチーム 羽田出発 24 時間前に各自でするオンラインフォーム送信について
羽田出発 24 時間前以内に、チームメンバーは、各自、自分のスマホで、イスラエル保健省のサイトを開き、
エントリーステートメントと健康宣言オンラインフォームに必要事項を入力し、送信します。
その際登録した自分のメールアドレスに、確認メールが返ってきます。その後、続けてオンラインでイスラ
エル到着時の PCR 検査申し込みと、クレジットカード決済をしていただく予定でしたが、しなくて済むことに
なりました。これらは、インマヌエルツアーが前もって、代行してくれます。PCR 検査代は現地ツアー代に
含まれます。そこで、今回の派遣で、クレジットカード支払いをお願いする必要はなくなりました。
ただ、24 時間以内に、エントリーステートメントと健康宣言オンラインフォーム送信をしないと、イスラエル
に入国出来ませんので、これは必ずしていただきます。必ず、スマホとメールアドレスを用意しておいてく
ださい。
■お申込み・お問い合わせは：聖所から流れ出る水ミッション・イスラエル部門 担当：小林、藤井まで。
オフィスアウア：日、木、祝日を除く、平日の 10AM-6PM
〒 166-0002 東 京 都 杉 並 区 高 円 寺 北 2-15-1 金 田 ビ ル 402 号 室 TEL:03-3339-0588
FAX:03-3339-0587 イスラエル部門メールアドレス wfsm_israel@msn.com
聖所から流れ出る水ミッションホームページ http://wfsmission.info/

