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当社では、平日にご都合がつかない方のために、期間
限定で土曜日に個別の旅行相談コーナーを開設しており
ます。各方面の担当社員がご相談に応じます。必ず日時
をご予約（ご希望の予約日の２日前まで）の上、お越し
ください。

◆ 期 間 １月17日～３月28日の毎週土曜日
◆ 会 場 当社会議室（東京都新宿区）
◆ ご予約は、お電話またはメールでお申し込みください。

旅行相談コーナー
（グループ・個人・ツアー）

開設
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“アドリア海の真珠”ドブロヴニク（クロアチア）

“龍が舞い降りた伝説”のハロン湾（ベトナム）

ネパールの子どもたち
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明るい話題の少ない新年ですが、それだけに旅をつ

うじての交流、学び、体験などが未来への明るい架け

橋になるように思えてなりません。

ヨーロッパ諸国には、人権・雇用・教育・社会保

障・戦争の反省などの面で学ぶべきことが多くにあり

ます。経済「大国」日本は国内総生産GDPに占める教

育機関への公的支出の割合はOECD加盟３０カ国中で下

から二番目です。学力世界一のフィンランドに限らず、

EU先進諸国（英国などを除く）では大学まで授業料や

入学金は無料で、親の経済力に関わらず教育を受けら

れる「教育の機会均等」が保障されています。日本は

国連人権規約を批准してはいますが、そのA規約第十三

条の「中高等教育の無償化」を留保している３つの国

の一つです。

戦争への反省の面では、スペインやドイツでも戦後

６０年をすぎてもファシズムの戦争犯罪を告発し犠牲

者を追悼する記念碑、博物館、法律などがつくられて

います。戦争への反省を原点とし、国の上に立つ機関

として大きな役割を果たしているEUに学ぶことも少な

くないようです。

他方、アメリカの「裏庭」だった中南米では大きな

｢変化｣が起こっています。米国主導の軍事同盟ＯＡＳ

（米州機構）や経済協定による束縛や新自由主義を離れ

て、米国の干渉を廃した自主的な国造りや経済や外交

の地域同盟のいくつもの輪が広がっています。

米国の対キューバ経済封鎖の解除を求める国連の決

議には185カ国が賛成し、キューバは中南米諸国との結

びつきを強め、アメリカの支配力は弱まっています。

イラクの戦争を反省したアメリカ国民の「変化」に

ならい、日本も米国の戦争への協力を反省するとき。

アメリカを震源地とする世界的な恐慌を脱するには、

小手先の対応策ではなく、原点に立ち帰り、平和への

道を歩み、地域を基礎とした人間関係や経済活動をつ

くり、人の育つ健全な環境づくりから始める必要があ

るのではないでしょうか。

富士国際旅行社　社長　市原芳夫

あけましておめでとうございます。

必要なのは案外、発想のちょっとした転換だけなのか

も知れません。

私たちが当たり前に考えてきた“豊かさ”は、未来の

人間にとって豊かな結果を残さないのではないか。そう

いった疑問を感じ、実際に自分たちの行動を変えてきた

人たちがいたから、現在『環境首都』の称号を持ち、

人々がゆったりと暮らすことのできるフライブルクがあ

るのではないかと感

じました。

市の中心・旧市街

には自動車が入って

きません。自動車に

轢かれる心配がない、

騒音がしない、排気

ガスの臭いがしない、

それだけで心にゆと

りができ、心なしか街行く人々の顔も安心しているよう

に見えます。ドイツの西南部・スイスとフランスに程近

いフライブルクを訪れ、人間と自動車の新しい付き合い

方を垣間見ました。 （編集部・原沢）

パーク&ライド

『地域環境定期券』

と呼ばれる公共交通

機関用の定期は、安

価（1ヶ月４４ユー

ロ／約5,800円）で提

供されます。市街地

では、家から500メー

トル以内に路面電車

の駅がある家庭の割合がなんと７割というから驚きで

す。それ以外の人も郊外から路面電車乗り場まで、自動

車で来て乗り換えて市内へ移動します。駐車場は電車乗

り場に隣接されていて、しかも無料。路面電車は自動車

が同じ距離、同じ数の人間を運ぶのと比べるとCO2の排

出量が５分の１で済むという計算もあります。安く、便

利で環境に優しいのなら、利用しない手はありません。

しかも地元のフットボールクラブの試合がある日は、観

戦チケットが路面電車の切符に早変わりし、市外から来

る人も自動車を停めて路面電車でスタジアムへ。渋滞も

無く、スポーツ観戦も楽しめるというわけです。

カーシェアリング

キーワードは『所有から利用へ』。一人ひとりが所有

するという豊かさではなく、一人ひとりがいつでも利用

できるという新しい次元の豊かさが、『カーシェアリン

グ』のテーマです。近隣の方たちで自動車を協同保有し、

必要なときに必要なタイプの車を利用する。家族で使う

ときはワゴン車を、夫婦で買い物なら軽自動車で。使う

自動車によってコストも違いますし、路面電車で行った

方が得か自動車で行った方が安いか。コスト意識も高ま

っているようです。後述のヴォーバン団地では600人で

１６台を所有しているとのこと。

ヴォーバン住宅地

第二次世界大戦中

にナチス軍隊の駐留

地であったこの土地

は、戦後フランス軍

へと主を替えました

が1992年にドイツへ

返還。８０年代から

続いたフライブルク

での住宅不足を受け、学生たちが兵舎を改造し住み始め

たことがこの住宅地の始まりです。色とりどり、個性的

な形の家々の中心には必ず広場があります。広場の使い

方も、それぞれのコミュニティーが話し合いの上決定し

ます。ある広場はハリネズミなどの小動物が住める生垣

があり、別の広場にはロック・クライミングの壁が。パ

ンが焼ける窯やバー

ベキューコンロが設

置されている広場も

ありました。そして

ほとんどの家の屋根

はソーラー発電機や

温水器を備えていま

す。また敷地内はカ

ーポートフリー、す

なわち家の前に駐車

することが禁止され

ており、道路は子ど

もたちの「遊びの道

路」です。

決して我慢をする

のではなく、違う形

の“豊かさ”を追求

している姿をみるこ

とが出来ました。窮

屈でなく、無理をす

るのではなく、楽し

みながら自分たちの

生活を環境に負荷を

与えない形に変えて行く努力‥‥これならやってみたい

と思える生活が、フライブルクにはあると思います。

他にも自分の家で発電した電気を売って利益を得る仕

組み「ソーラー・プ

ラス・エネルギー」

や、環境教育施設

『エコステーション』

の存在、広大な市民

農園（クライン・ガ

ルテン）や地熱を利

用した温泉療養施設

など、楽しみながら

エコライフを過ごす

ヒントがフライブル

クにはいっぱいです。

もちろんゴミの分別

や不要になった衣類

の収集、近隣で採れ

た有機農産物を扱う

市場など、生活に密接する取り組みにもたくさんの工夫

がなされていました。

何よりも、“楽しく”、“無理をしない“。これが持続

可能な生活のキーワードかも知れません。

ドイツ　フライブルク
人が無理せず我慢せず、車が走らない街

◎学生　(二部学生歓迎) ◎30歳位までの方

◎週３日以上勤務できる方

９：30～18：00で実働５時間以上

時給：870円～(経験による) 交通費支給(規程による)

◆随時募集中です。お電話の上、履歴書をお送り下さい。

職種：旅行業務（事務・ＰＣ入力・デリバリー）

どなたでもできる簡単なお仕事です。未経験者可。

Peace

Green

Humanity 募
集

最寄駅：ＪＲ・新宿駅南口・中央東口より徒歩８分　　
東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線・副都心線　新宿三丁目駅より徒歩３分

担当：総務課　柳下　電話：03-3357-3377
e-mail：yagishita@fits-tyo.com

パート・アルバイト募集

①2010年３月卒業見込の方

②2010年４月から働ける方（25歳位までの既卒者・転職希望者）

◆第一次応募締切：2009年３月末

◆履歴書・自己紹介・志望動機（自筆800字位）をお送り下さい。

◆会社訪問：随時対応いたします。お気軽にお問合せください。

職種：海外国内旅行業務全般

平和・環境・福祉などの視察と交流の旅、自然・芸術・歴史にふれる
感動の旅など、ほんものの旅づくりにチャレンジしてみませんか？

正社員募集

富士国際旅行社
旅行業務スタッフ 環境と人間が共存する街づくりに触れる

ドイツ『環境首都』フライブルクとストラスブール ８日間

4月24日発 393,000円
成田5フライブルク③公共交通の利用や環境教育施設、市民農園や
エコ団地など、生活の中に見える環境政策を実感6ライン川を越え
てフランス・アルザス地方のストラスブール③シャトー訪問など5
①5成田

豊かさを保障する社会システムを学ぶ

フィンランド教育・福祉視察　７日間

3月23日発　345,000円　現地係員同行
成田/関空5エスポー③子どものデイケア施設・高齢者の介護施設訪
問、国立公園のハイキング6ヘルシンキ②青少年文化芸術センター
訪問など5①5成田/関空

北欧の福祉を学ぶ

デンマーク福祉視察　６日間

2月15日発　325,000円　現地係員同行
3月22日発　345,000円
成田5コペンハーゲン6ファルスター島④6コペンハーゲン
5①5成田

★デンマークの家庭に入り、食習慣など体験しながらの福祉研修
★福祉行政のレクチャーをはじめ、高齢者・障害者施設、介助器具セ
ンター介護職員養成学校を見学します。

クライン・ガルテン

ロック・クライミングの壁

ソーラー発電機

カーポートフリーの標識

分別用ゴミ箱

農産物市場

団地

添
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―昨年２月に「平和と音楽」の旅で訪れたドレスデンはいかがで

したか。

松原：ドレスデンのほかベルリン、ライプツィヒにも訪

れ、８日間で６回ものコンサートやオペラを聴き、盛り

だくさんの旅でした。
―ドレスデン市立博物館では爆撃で破壊された聖母教会の歴史を

お話いただいたようですね。

松原：館員のライチさんがいろいろと聖母教会の建築に

ついて詳しくお話してくれました。1743年の建立ですが、

その後1920年に修復されました。その時の図面が残され

ていたので爆撃後の再建にもすごく役立ったそうです。

瓦礫をできるだけ使おうっということで「史上最大のパ

ズル」といわれているとか。もともとのパーツもはめ込

んである。写真でも見える黒い点々は元々使われていた

石です。ドレスデンの建物は砂岩で作られていて酸化し

やすく黒ずむんだそうです。
―聖母教会は「和解の象徴」ともいわれていますが。

松原：聖母教会は

とにかく優美な

教会。泊まった

ホテルからエル

ベ川を挟んで見

える景色も素敵

です。東西統一

前は「警告の碑」

として残すとい

うこともあった

のですが、1990年の統一後に復元し

て欲しいという動きが起こり、また

世界的にもイギリスが自分たちが爆

撃したけど協力しますと多額の寄付

をしたんです。教会の上にある鐘を

寄付したのはイギリスです。そうい

う意味でも「和解の象徴」といわれ

るのかもしれない。
―大空襲では３度に渡る爆撃がされたそう

ですね。

松原：“エルベのフィレンツェ”と呼ばれるドレスデン

では自分たちの街は爆撃されないと思っていた。文化都

市であれ、なんであれナチを叩くということで攻撃の対

象になり、２日間のうちに３度にわたる空爆を受け、死

者も２万とも５万とも言われています。聖母教会の裏に

献火台が設けられ蝋燭がたくさん灯してあって、街全体

がやっぱり追悼しているんですね。聖母教会が修復され

る前には瓦礫の上に蝋燭を灯して追悼したようです。
―ドレスデン大空襲の追悼コンサートはいかがでしたか。

松原：13日にベートーヴェンの交響曲第九番、14日にヴ

ェルディとフォーレのレクイエムが演奏されましたが、

この二曲を一度に聞けるなんてなかなかない、さすがと

思いました。街の人たちの思いが込められたしっとりし

たコンサートでした。
―他に印象的だったコンサートはありますか。

松原：何といってもベルリンで聴いたサイモンラトル指

揮のベルリン・フィルはもう最高でしたよ。それからシ

ェック作曲の『ペンテジレア』というオペラも、日本で

はまず観られないもので面白かったです。現地ならでは

のものを観られるのはいいですね。ライプツィヒではゲ

ヴァントハウスで聴きました。
―ケストナー博物館はいかがでしたか。

松原：ケストナーの大好きなおじさんの別荘を東西ドイ

ツが統一された後に市が買い取って2000年に開館されま

した。彼はナチスに弾圧され、ヘルマン・ヘッセやトー

マス・マンのように亡命を薦められましたが、ドイツが

どういうふうに壊れていくかを見届けるのが物書きの仕

事だと留まりました。終戦の時に

はチロルの山の中に隠れていたよ

うです。『1945年を忘れるな』と

いう、ヒトラーが死にドイツが降

伏していく経緯を綴っているもの

など社会的内容の文章は、日本で

はあまり紹介されていないんで

す。私は小学生の頃に読んだ『飛

ぶ教室』などが大好きです。戦後

西ドイツの初代ペンクラブ会長で

もありました。
―ヴァンゼーやポツダムはいかがでし

たか。

松原：ヴァンゼー博物館は静かな

湖の畔にある館でユダヤ人ホロコ

ースト計画を決定したところです

が、あんな

に綺麗なと

ころでむご

い相談をす

る な ん て

ね。学生が

たくさん見

学していた

のには感心

しました。ツェツィリエーンホフ宮殿はポツダム会談が

開かれたところですがスターリン、チャーチル、ルーズ

ベルトの部屋を見学でき、それぞれの個性が出ていて興

味深かったです。
―今年の追悼コンサートは聖母教会でヴェルディの「レクイエム」

が演奏されるそうです。

松原：あら？　そうなの。もしそうだったら聴きに行き

たいわねぇ。
―どうもありがとうございました。

平和と音楽の旅
～ドレスデン大空襲追悼コンサート～

BOOK GUIDE

『20世紀　世界の「負の遺産」を旅して
・・・戦争の惨禍から見えてきたもの』
根津茂著　明石書店　2,800円+税　
著者は12年の会社勤めを経て、真言大谷派の僧侶となり、

あわせて高校と中学で「平和学習」の教壇に立っています。
「自己のために他人を害してはならない」というブッダの
「不殺生の平和思想」に立って、1994年から世界各地の戦
争の跡を訪ね歩く平和行脚を続け、この320ページの大作は、
「戦争や暴力支配によって命を奪われた世界の無数の死者た

ちの促しによって書かれた」としてい
ます。
アジアとヨーロッパは各８カ国、他

にイスラエルとパレスチナの史跡を訪
問し、中国やドイツでは訪問都市も多
く詳しい旅行記となっています。
共に旅した仲間として、平和への熱

情を多くの人に感じてほしいと願って
います。（Y.I）

空襲で爆撃を受けた聖母教会

復元された聖母教会

1945年2月13日、14日に渡って爆撃を受けたドイツのドレスデンでは毎年追
悼コンサートが行なわれます。追悼コンサートを聴き、平和について考える
旅にご参加いただいた松原三枝子さんにお話を伺いました。（営業部・遠藤）

爆撃の標的にされたドレスデン中央駅

2月9日発　388,000円
成田5ベルリン③戦争史跡や博物館の見学、希望者はベルリンフィ
ルハーモニーコンサートへ6ドレスデン④追悼コンサートを復元さ
れた聖母教会で聴く5①5成田

3月13日発　398,000円　8月5日発　
6名様以上でご希望の出発日で手配可能
成田/関空5古都クラクフ②アウシュビッツ強制収容所跡7ワル
シャワ①蜂起記念碑など5ベルリン②ホロコースト記念碑など見学
5①5成田/関空

5月24日発　430,000円
成田5ベルファスト①6デリー②6ジャイアンツコーズウェイ
の見学6スライゴー①コマネラ国立公園のハイキング6ゴールウ
ェイ①6モハーの断崖6ダブリン②タラの丘など5①5成田

5月28日発　398,000円
成田5世界遺産都市ポルト②1.5日のスケッチタイム6漁港の町
ナザレ②1日のスケッチタイム6リスボン③2日間のスケッチタイ
ム5①5成田

5月13日～22日　418,000円
募集15名様（最少催行10名）
関西・成田5ローマ5ナポリ近郊①6アマルフィー海岸②6

カサルヴェリーノ②6マテーラ①6セルヴァ・ディ・ファッツサ
ーノ②6バーリ5①5成田・関西

◇世界遺産アマルフィー海岸散策
◇ギリシャ・ローマの遺跡見学
◇チレント国定自然地域を探索
◇マテーラの洞窟住居、アルベロベッロ
のとんがり帽子の家を見学

4月22日～4月29日　447,000円
5月20日～5月27日　445,000円
募集12名（最少催行8名）
成田5フィレンツェ②6シエナ①6トスカーナ農園③6フィ
レンツェ5（ヨーロッパ都市経由）①5成田

◇イタリア中部都市見学と　キャンティ・ワインの故郷（農園）での
んびりヨーロッパ型休日とイタリア料理作り体験等

6月7日～6月14日　455,000円
募集15名（最少催行10名）
成田5ヘルシンキ5ヨエンスー①w6コリ①86ヘッラ
ンニエミ②75ヘルシンキ②5①5成田

◇フィンランドの原風景。湖畔の村でカレリア建築の宿泊施設「ヘッ
ランニエミ」にのんびり2泊

5月27日(水)～6月5日(金) 462,000
定員20名限定（最低実施15名）
成田・関空5ベルリン②6ライプチッヒ～ワイマール～ドレス
デン～ライプチッヒ③6プラハ③機中①5成田・関空

★プラハの春音楽祭は毎年、新緑の美しい季節に開かれます。 今年
は最後のクロージングコンサートでチェコフィルの「新世界」の調
べを。世界的オーケストラと指揮者の演奏でお楽しみいただきます。
★クラシック音楽の本場、ドイツのベルリン、ライプチッヒ、ドレス
デンへ。ベルリンフィルのコンサート付き。ご希望の方には他にコ
ンサートやオペラを手配いたします。
★各都市連泊中心、ゆったりとした日程です。郊外の歴史や文化あふ

れる街を訪問　

8月25日（火）～9月1日（火）
料金・詳細は4月中旬発表　15名限定
成田・関空5ウィーン①～ザルツブルグ⑤～機中①5成田・関空

★ザルツブルグ音楽祭は世界一流の指揮者や演奏家達が集まります。
ウィーンフィルとベルリンフィルのふたつのオーケストラ演奏をお
楽しみいただきます。

★連日催されるオペラや室内楽
をご希望の方へ別途手配いた
します。
★自由時間で映画「サウンドオ
ブミュージック」の舞台とな
った旧市街散策、湖水地方へ。

ザルツブルグ音楽祭の旅　８日間

音楽祭「プラハの春」とベルリンフィル　

プラハとドイツの古都　音楽の旅　１０日間

フィンランド　森と湖をめぐる　８日間

トスカーナ・ワイン農園体験　８日間

南イタリア

世界遺産とチレント海岸・文化歴史の旅１０日間

日本美術会協賛　スケッチと美を訪ねる旅

ポルトガル　１０日間

豊かな自然とケルト文化を訪ねる

エメラルドの島　アイルランド　９日間

ポーランドとドイツの戦争史跡(博物館)見学

アウシュビッツとベルリン　７日間

平和と音楽の旅

ドレスデン大空襲のレクイエム　９日間

ガ 添

ガ

添

添

予告版

添

添

添
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ベトナムに象が生息していることをご存知ですか。

私は偶然、ベトナムの少数民族、エデ族の人々の村で、

村の少女の写真を撮っている時、ファインダーの中に突

然象が現れたのに驚き、その象を追っているうちに、象

と暮らす人々の村や野生象の生息地に足を踏み入れるこ

とになりました。

私が足繁く訪れているヨックドン国立公園のトン・ガ

ン、トン・カムという２頭の子象の話をしましょう。こ

の２頭はヨックドンの森の生まれではありません。

400kmほど離れたスオイキェトの森タイリン山で生まれ、

９頭の群れで暮らしていました。

2001年、数回にわたって村人の畑を荒らしたこの９頭

の野生象に、畑を守ろうと立ち向かった村人２１人が犠

牲になるという大事件が起こりました。そこで野生象の

捕獲作戦が始まりました。発見された９頭のうち、１頭

は隣の山に逃げました。７頭の大人象は皆ベトナム戦争

を生き抜いた象たちです。人知れず生き抜き、２頭の子

象を出産していたのでした。象は餌を求めて一生歩き続

ける動物ですから、広大な森がなくては生き残れません。

もうここでは象は生き残れないのです。ヨックドンの森

へ移送することになりました。

この捕獲作戦で２頭の大人象が死にました。おそらく

トン・ガンとトン・カムのそれぞれの母親だったと思わ

れます。ヨックドンの森へ移送された４頭の大人象はす

ぐに野生に戻りましたが、２頭の子象がどうしても野生

に戻ることができませんでした。仕方なく調教して家象

（いえぞう）とすることになりました。私が出会った２

頭の子象は、まだ調教の始まらない野生象の状態の時だ

ったのです。（調教の過程は、新村洋子著、写真絵本

『象と生きる』ポプラ社刊　に詳しい）

今ベトナム各地で野生象が発見されていますが、この

ときの教訓によるのか、捕獲して移送するのでなく、野

生象の発見された森一帯を保護区として、人間の立ち入

りを禁止する方向で野生象の保護をはかっています。

とはいってもベトナムは、ベトナム戦争の犠牲があま

りにも悲惨で、人々が生きていくのに精一杯の国です。

そして、大きな流れとしてアジア象全体は、絶滅の一歩

手前まで来ています。いうまでもなく「象を守ることは、

森を守ること、森を守ることは、様々な動植物と人間の

命を守ること」につながります。

先進国といわれる国や国民がもっと関心を持ち、支援

していかなくてはならないと思います。

ベトナム戦争を生き抜いた
象たちの物語 新村洋子

ベトナムの中部高原、ヨックドン国立公園・ドン村の
象と人間の関わりが美しい写真とともに紹介されていま
す。野性の象を調教して「家象（いえぞう）」に育ててい
く過程が温かいまなざしで描かれている一方、戦争や開
発など人間の行いによって野生の象の暮らしが追いつめ
られることなどが丁寧な取材に基づいて書かれています。
（ポプラ社・2006年４月発行）定価：本体1,300円（税別）

新村洋子（にいむらようこ）プロフィール
1940年、長野県生まれ。東京都内で小学校、中学校の教員を長年
務める。ライフワークとして1997年からベトナムの写真を撮りつ
づけている。

ベトナムのアジア象保護「ヨックドンの森の会」
代表：新村洋子

住所：〒167－0034 東京都杉並区桃井1－29－15

ベトナムで象と暮らす　新村洋子・写真展のご案内
○開催日：2009年1月28日（水）～2月3日（火）

○開催場所：浅草松屋デパート　3階ギャラリー

2009年3月26日～4月1日　
221,000円（その他諸税約20,000円）150,000円（12歳未満）

募集20名様（最少催行15名）

①成田5ホーチミン市（泊）
②ホーチミン市5バンメトート6ヨックドン国立公園（泊）
③象トレッキング及び少数民族の村　ヨックドン国立公園（泊）
④ヨックドン国立公園6ラック湖（泊）
⑤ラック湖6ダラット（泊）
⑥ダラット市内6ダラット5ホーチミン市5

⑦5成田

◇象と暮らす少数民族の村を訪問し、現地の方々と交流します。
◇象使いの長老の話を聞きます。
◇象に乗ってラック湖周辺を周遊
◇ヨックドン国立公園の自然保護と森林教室

『象と生きる』の著者・新村洋子さん同行

ベトナム中部高原に象と少数民族を訪ねる旅
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皆さん、こんにちは、中国・南京で中国語を学んでい

る荒川幸子です。

「音楽を通じて日中の文化をもっと知り合いたい」
私には中国で実現したい夢がありました。それは“果

てしない大草原で二胡の調べを堪能し、降りそそぐ星の

下でパオ（テント型家屋）に泊まり、草原を馬で疾走す

る“こと。それが私の友人の協力で実現しようとしてい

ます。中国はもとよりヨーロッパ・カナダ等で活躍する

二胡奏者のドン・ジンミンさんが私の夢に協力してくだ

さることになりました。そして“内豪古の旅”は’０９年

８月に計画しています。

私は、定年で仕事を終えたあと、市場経済原理を導入

した中国では人々はどんな生活をし、どんな気持ちで暮

らしているのか、どのような社会主義国をつくろうとし

ているのかを自分の目と耳で確かめたいと、中国の古都

南京に来ました。

かつて日本の軍隊が行った南京大虐殺事件を思うと、

日本人として申し訳ないという気持ちで来たのですが、

わたしの付き合っている中国人はみんなとても親切で大

らかでエネルギッシュな人達ばかりです。私は、考えて

いた不安はなくなり、とても心地よく暮らせています。

中国では日本の映画、漫画、流行歌が多くの人々に親

しまれています。日本では、どうでしょうか、日本と

中国と交流の歴史は長いのですが、中国にいて日本を

見ると、以外と、中国文化は知らないのではと思うの

です。日本では中国文化を知り深める機会が少ないか

らでしょうか。

「ドン・ジンミンさんの二胡に驚愕」

私はドン先生に二胡を教えていただいています。馬

の尻尾の毛で作られた弦と二本の錦糸が奏でる二胡の

音色に私はすっかり魅了されています。ドン先生は大

変著名な方ですが、とても気さくな方で私も家族ぐる

みでお付き合いしています。

昨年１月には日本の各地でドン・ジンミン先生の演

奏会をひらきました。演奏を聴いた千葉の小学生１５６

人からドン先生のもとに感想文が送られてきました。子

供達は初めて聴く隣国のこの単純な楽器から発する妙な

る音色にすっかり魅了され「こんな楽器を作り、こんな

素晴らしい演奏をする人がいる中国ってどんな国だろ

う」と想いを馳せています。

今年の４月にはドン先生が再来日します。ドン先生は

音楽を通じて日中の文化交流を深めたいと熱望していま

す。先生の繊細で卓越した演奏をご期待ください。そし

て内豪古の大草原に響く二胡の音色をぜひご一緒に堪能

しませんか。

内豪古への誘い
～大草原で二胡を聴き、満天の星の下でパオに泊まり、草原を馬で疾走する旅～

南京在住４年・南京大学留学生　荒川幸子

○日時：４月11日（土）13時半～16時
○内容：春～秋のハイキング、トレッキング、ウォーキング

今年のツアーをビデオや写真を通して説明いたします。
◎詳細や参加ご希望の方は事前に担当：小関・鈴木へ

秋の東京での写真交換会では、ご参加の皆様の審査で下
記の方々の写真が入賞となりました。
ご入賞の皆様おめでとうございます。

☆1等賞 篠崎 修之様（フラワーハイキング参加）

☆2等賞 竹折 冨美子様（フラワーハイキング参加）

☆3等賞 青柳 壯利様（オートルート東部トレッキング参加）

☆4等賞 小関 勝様（イタリア側のツール・ド・モンブラン参加）

☆5等賞 比地原 正子様（利尻富士登山と礼文島参加）

1等賞「マッターホルンに向かって…」

2等賞
「マッターホルンと旅とも」

4等賞
「ボナティ小屋前からフェレの谷へ」

3等賞
「新雪・行き先を？」

5等賞
「利尻島夕日ヶ丘展望台からの日没」

「世界の山々をあるく」あるく」 
集いとティーパーティーのお知らせ

写真コンテスト受賞作品 
発表！ 
受賞作品 
発表！ 

「世界の山々をあるく」 

①バケットにヴァージンオリーヴオイルをふってトーストし、ニンニ

クの切り口をこすりつけて香りをつける。

②トマトは皮を湯むきし、輪切りにして種を取り除き、小さい角切り

にする。バジリコを細かくちぎってトマトに加え、塩、こしょうで

味を調え、ヴァージンオリーヴオイルを混ぜ合わせる。

③wをqのバケットにのせて供する。

材料（４人分）
バケット（2cm厚さ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4枚

完熟トマト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2個

ニンニク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60cc

バジリコ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2～3枚

ヴァージンオリーヴオイル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60cc

塩、こしょう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥各少々

○今号からリストランテ文流さんに美味しいイタリア料理を紹介していただ
きます。（株）文流は日本とイタリアの文化の架け橋役を担って35年、イタ
リア図書の紹介、イタリア語の普及、イタリア料理コックさんの養成、イ
タリア料理の提供などの活動をされています。

連載１ Buono!

バジリコとトマトがのったブルスケッタ
Bruschetta alla Checca

リストランテ文流の
スローフードへのこだわりをのこす

イタリア料理

薫 金明（ドン・ジンミン）さん紹介

1962年、中国江蘇省南京生まれ。子どもの時から伝
統楽器であるニ胡に触れ、10歳から正式トレーニング
を受けながら「南京リトルレッドフラワーアートアン
サンブル」、「エレメンタリーアートアンサンブル」で
演奏活動、その後教師を務めた。1983年以降、南京芸
術専門学校（現在の南京芸術大学）で二胡の演奏技術
と中国民俗音楽を体系的に学び、江蘇省のコンクール
で多くの賞を受賞した。1985年から南京大学で二胡を
教える傍ら、ドイツ、ベルギー、その他のヨーロッパ
の国々で演奏巡業を行い、最近はピアノやバイオリン、
ジャズグループとのセッション、カナダ、韓国、日本
などで招待演奏会を行っている。

大草原と二胡を満喫する中国　
内蒙古への旅（仮称）

日時：2009年8月20日（木）～29日（土）10日間
予定費用：27万円　最低実施人数10名　定員25名
コース：成田→北京又は上海経由→内モンゴルのハイラル→パオ泊
→大草原でのニ胡コンサート→ロシアとの国境の街・満州里→ハル
ピン→瀋陽→北京→（直行便又は上海経由）→成田
◎内容は若干の変更もあります。詳細は3月中旬発表

予告版

2009年4月10日（金）18：30～21：00

会場：門仲天井ホール　東京都江東区門前仲町1-20-3

東京建設自労会館8階　03-3641-8275

連絡先：関　保　TEL：03-3373-2822

2009年4月18日（土）14：00～16：00

会場：鎌倉芸術館　鎌倉市大船6-1-2 0467-48-5500

（ＪＲ大船駅から徒歩約10分）

連絡先：辻村定次　TEL・FAX：045-864-4177

プログラム：中国の名曲、日本のお馴染みの曲、交流

このほかにも開催する予定です。お問い合わせください。

企画：日中の草の根交流を進める会

連絡先：辻村定次　TEL・FAX：045-864-4177

深山和男　TEL：0467-33-0125

ドン・ジンミン 日本国内 二胡コンサート ドン・ジンミン 日本国内 二胡コンサート 
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巨大な石造建築、クメールの伝統文化に触れる　

アンコール遺跡とカンボジア　歴史と文化の旅　７日間

2月12日～19日　3月12日～19日　205,000円
募集15名（最低催行10名）
東京・大阪・福岡5ホーチミン経由5プノンペン②5シェムレ
アップ③5ホーチミン経由5機中①5東京･大阪･福岡着

★シェムアップに3泊し、アンコール遺跡群をじっくり見学。

★ポルポト時代の蛮行を告発するツールスレン刑務所見学。

★クメール絣を復元させた森本喜久男氏の「伝統の森研究所」を訪ね、養

蚕から製品までカンボジアの人々との歩みについて伺います。

「旧満州」を訪問し、中国侵略の実相に触れる

中国東北部を訪ねる平和の旅　６日間

4月25日（土）～4月30日（木） 198,000円
8月23日（日）～8月28日（金） 後日発表
定員20名（最低実施10名）
成田空港発着　瀋陽（平頂山）②→ハルビン（731部隊）②→車中①

南京大虐殺の実相に触れる証言

南京・上海　平和の旅　５日間

5月14日（木）～5月18日（月） 193,000円
8月23日（日）～8月27日（木） 後日発表
定員20名（最低実施10名）
成田空港発着　
南京②→上海②

お二人以上で行ける・ベトナム自由自在旅行
戦跡と歴史・文化・景勝地を巡ります

＜日本語ガイドと専用車付＞（2009年3月31日出発まで）

南部コース：5日間　160,000円～　ホーチミン市コース
中部コース：6日間　196,000円～　古都フエとホイアンコース
南北コース：8日間　244,000円～　ホーチミン・ハノイコース
北部コース：6日間　194,000円～　首都ハノイコース

◇人数が増えますと割安になります。２名以上グループで１専用車です。

◇６名様以上になりますと、視察・交流も日程に組み込めます。

◇お客様の声から：「ガイドさんと相談しながら旅行が出来て良かった。」

「自分たちの都合で日程の時間を調整できる。」

横井久美子さんと行く”歌のある旅”

ベトナムで歌う　子どもたちと未来のために

3月25日～30日　6日間　252,000円
成田5フエ②日本語
を学ぶ生徒たちと一緒
に古都フエの王宮など
を見学5ホーチミン
市②戦争証跡博物館や
統一会堂を見学、メコ
ンデルタの町・ベンチ
ェ省立障害児学校へ訪
問・交流5①5成田

北緯１７度戦を挟む激戦の地と
３つの世界遺産を訪ねて

5月18日～25日　8日間　212,000円
募集人員15名（最少催行10名）
成田・関空5ダナン6日本人街があった交易街ホイアン②ホイア
ン市内見学・6フエ②フエ市内見学（王宮・ティエンムー寺・文
廟）・非武装地帯見学6ドンホイ②・6８Kmもある大鍾乳洞フォ
ンニャ・ケバン6フエ5ホーチミン5機中泊①成田・関空

◇ジュネーブ協定

で分断された北

緯17度線の非武

装地帯の戦跡を

見学

◇ダナン作戦に参

加した元解放戦

線の方々と交流

“ベトナムの原風景と山岳少数民族の村を訪ねて”

ニンビン・マイチャウ・ハノイ　６日間

6月9日 ～ 6月14日　１88,000円
10月6日 ～ 10月11日　182,000円
募集人員20名（最少催行6名）
成田・関空5ハノイ
6ニンビン②8タ
ムコック6古都ホア
ルー・クックフォン国
立公園6山岳少数民
族白ターイ族の村・マ
イチャウ①周辺の村散
策6ヴァンフック・
シルク村6ハノイ①
ハノイ市内見学5機
中泊①成田・関空

NZ 名峰と氷河展望ハイキング　９日間

3月5日～13日　518,000円
募集20名（最少催行10名）
成田空港5オークランド5クィーンズ
タウン②6ワナカ②6マウントクック
②6クライストチャーチ5オークラン
ド①5①5成田

◇マウントアスパイアリング国立公園のロブロイ氷河への日帰りトレッキ

ング。迫力ある氷河の景観、谷歩きと深い森のなどコース。

エベレスト・カンチェンジュンガ眺望 １１日間

3月18日～28日　435,000円
募集15名（最少催行8名）
成田5デリー①5バグドグラ6ダージ
リン②67トゥムリン山小屋①7カリ
ポカリ山小屋①7サンダクプー山小屋②
7シリコーラ山小屋①76ダージリン
①6バグドグラ5デリー5①5成田

◇咲き乱れるシャクナゲ・名峰の朝/夕焼けを眺める。美味しいトレッキ

ング食事と個室ロッジ泊

スイス東部エンガディン周遊　１０日間
7月6日発　522,000円(予価) 8月11日発（後日発表）
◇ハイジ　画家カリジェ　セガンティーニの世界

モンブランとマッターホルン展望　９日間
7月14日発　498,000円（予価） 8月4日発（後日発表）
◇シャモニ４泊、ツェルマット３泊

パノラマハイキング　９日間
7月14日発　517,000円（予価）
7月21日・7月28日・8月4日発（後日発表）
◇マッターホルン、アイガー展望と高所のお花畑

真夏の高山の名花に出会う　１０日間
7月23日発　519,000円（予価)
8月11日発（後日発表）
◇アニヴィエ谷、サースフェー、ツェルマット

山上のホテルに泊まるトレッキング　１０日間
7月21日発　501,000円(予価) 8月18日発（後日発表）
◇ツェルマット、サースフェー、グリンデルワルト

イタリア側のツール・ド・モンブラン　１１日間
7月14日発　517,000円(予価) 7月31日発（後日発表）
◇モンブランを南側から眺め　快適な４つの山小屋泊

オートルート　西部コース　１１日間
8月19日発　529,000円(予価)
◇モンブラン～エラン谷～アニヴィエ谷へ峠越え

オートルート　東部コース　１１日間
8月28日発　514,000円(予価)
◇アニヴィエ谷～トゥルトゥマン谷～ツェルマット

オートルート　２０日間
8月19日発　798,000円(予価)
◇モンブラン～ツェルマット　オートルート西･東合体コース

アルプス・いちめんの花を訪ねる　９日間

6月 7日～15日　 457,000円
6月14日～22日　 479,000円
6月23日～7月1日　484,000円
募集15名（最少催行6名）
成田5チューリッヒ7カンダーシュテーク
①7レッチェンタール②67ミューレン
③7ルツェルン①7チューリッヒ5①
5成田

◇アルプ（山上の牧草地）に牛が登っていない6月こそが一面の花を楽しめ

るベスト・シーズン。花畑のベストスポットのレッチェンタールを散策

フラワーハイキング　９日間

6月16日～24日　 472,000円
6月23日～7月1日　484,000円
6月30日～7月8日　498,000円
7月7日～15日　510,000円（予価）

募集15名（最少催行6名）
成田5チューリッヒ7ベルン①ツェルマット③7ミューレン③
7チューリッヒ5①5成田

◇広がる緑の牧草地、雪や峰と真っ青な空、マッターホルンやアイガーの

眺望を展望台から楽しめる。

海外＜山と自然の旅＞

アンナプルナ・ゴラパニ街道
石楠花
し ゃ く な げ

トレッキング

3月11日（水）～ 17日（火）7日間　
321,000円（ロッジ泊）
3月16日（月）～ 26日（木）11日間　
351,000円（テント泊）

○石楠花の季節初めてのヒマラヤにおすす
め人気一番のコース

○アンナプルナ・ダゥラギリ・マチャプチ
ャレ等を眺望する大パノラマトレック

エベレスト大パノラマ、タンボチェと
ターメトレッキング

4月10日（金）～ 21日（火） 12日間　
362,000円（ロッジ泊）

○シェルパの故郷を訪ね、エベレスト・ローツ
ェ・タムセルク・アマダブラム等を眺望する
クーンブ地域人気のエベレスト大パノラマト
レック

エベレスト大パノラマ、
ナムチェ、シャンボチェトレッキング

5月1日（金）～ 9日（土） 9日間　379,000円（ロッジ泊）
○シャンボチェの高級山岳ロッジに宿泊し、エベレスト大パノラマを眺望
するＧＷを中心にした日程を設定

ランタン谷ヘリトレッキング

4月27日（月）～ 5月7日（木）11日間　
379,000円（ロッジ泊）

○英国の探検家ティルマンが世界で最も美しい
谷の一つとたたえたランタン谷。谷の三方に
はランタンリルン、ドルジェラクパ、ガンチ
ェンポなどの高峰が連なり下山はヘリを使用
しますので安心です

ネパール・チベット・シルクロード編

自然を相手にアクティブな観光ツア

ーからヒマラヤを中心にして初心者・

健脚・エキスパート向きのトレッキン

グや登頂プランを満載しています。

富士国際のネパール室はゆっくり。

のんびり、50才からのトレッキングを

応援しますのコンセプトで、皆様のご

相談をお待ちしております。

トレッキング説明会

1/24,1/31,2/14,2/28,3/7 石井スポーツ登山

本店で開催。詳しくはお問合せ下さい。

（担当：中野）

2009年9月までのシーズン　

海外トレッキング
総合パンフレット

○各コース最少催行人数10名（定員15名）
○関西・名古屋からの出発ご希望は問合せ下さい
○旅行代金には航空燃料付加運賃、航空割増保険料
が含まれています
○お申込は満員次第又は出発日の1ヶ月前に締切ります

2009年 石楠花咲く春とＧＷの添乗員同行特選
ヒマラヤ・トレッキング

＜健脚度の表示目安＞　１日あたり　
初級w：1～3時間歩行　（標高差約300ｍの往復程度）
中級ww：3～6時間歩行　（標高差約500ｍの往復程度）
健脚www：6時間以上歩行（標高差約1000ｍの往復程度）

w～

w～

w～

w

w～

ww～

ww

＜世界・自然をあるく＞
w

ww

www

www

www

＜スイス・アルプス＞　春 夏
募集中募集中!!

保存版
無料進呈

ガ

添

添

添

添

添

「ヨーロッパ・アルプス 2009」
2月上旬発表！！

＊スイス・アルプスのパンフレット及び料金の発表は2月
上旬を予定しております。パンフレットをご希望の方
は弊社までご連絡ください。（担当：小関・鈴木）



琉球泡盛古酒のロマン

琉球探訪　３日間　
泡盛の歴史にふれながら、ゆったりした沖縄ならではの

空間と平和を考える旅

2月18日～20日 89,000円
3月 8日～10日 89,000円
4月 5日～ 7日 85,000円
募集15名（最少催行10名）
各地空港5沖縄③5各地空港

◇地元の方による講演会（泡盛の歴史

について）

◇古層の村、兼箇段で焼き物体験（泡盛グラスなど作成）

◇泡盛酒造所を巡り工程などを見学。

◇長寿の村大宜味村で築50年以上の民家を訪問。

◇ジュゴンが来る海に皆様がお好きな泡盛を沈め１年間熟成させます。

知覧・鹿屋・都井岬　特攻隊の足跡を追う

南九州　平和の旅　３日間

5月17日～19日 84,000円
6月21日～23日 81,000円
8月30日～9月1日93,000円
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5鹿児島5宮崎空港
5羽田空港

◇知覧・鹿屋で特攻隊について学び、元

人間魚雷特攻隊長、眞戸原氏のお話。

◇指宿市山川にひっそり立つ疎開船慰霊の像「水底のうた」を見学。

◇野生馬がいる都井岬で、レーダー基地跡、人間魚雷訓練地跡などを見学。

◇宮崎平和台公園にある「八紘一宇の塔」を検証します。

ゆらしぃ島　～食と安全を考える～

徳之島　スローフード　３日間

2月15日～17日
3月22日～24日　5月17日～19日 99,800円
募集20名（最少催行10名）
東京5徳之島5東京

◇島の食事作り体験。島唄を唄いながら黒糖焼酎を楽しむ。

原爆の灯　

九州星野村と諫早湾を訪ねて　３日間

6月7日～9日 92,000円
募集20名（最少催行10名）
①各地空港5福岡空港6星野村平和の灯　山本拓道さんと交流。
星野村泊
②柳川見学6諫早湾干拓問題見学6嬉野温泉泊
③万里・唐津見学6福岡空港5各地空港

2009年１月１日（７） いい旅いい仲間 第38号　

樹齢7000年以上といわれる巨木に出会う

屋久島・自然体験　４日間

3月25日～28日 141,000円
4月12日～15日 139,000円
5月31日発　7月12日発（後日発表）
8月24日発　9月27日発（後日発表）
①各地空港5鹿児島8屋久島　屋久島
環境文化村センター②縄文杉登山③自由行
動（オプショナルツアー）④屋久島8鹿
児島5各地空港

◇洋上のアルプスといわれる屋久島。縄文杉

登山、宮之浦岳登山（オプション）他にも

多彩なコースがあります。珍味・飛び魚を

ご賞味いただきます。

九州の名花・ミヤマキリシマ　キリシマミズキ・・

花の霧島連山と開聞岳　４日間

4月19日～22日 98,000円
5月10日～13日 102,000円　
6月 1日～ 4日 105,000円
①各地空港5鹿児島空港6池田湖散策6指宿温泉②開聞岳登山
③韓国岳登山・大浪池周遊6霧島温泉④高千穂峰登山6鹿児島空
港5各地空港

◇南九州の名湯　指宿温泉と霧島温泉に宿泊します。

◇九州の一足早い花の開花にあわせ霧島連山と最南端の開聞岳に登頂します。

熊野の宿坊に泊まり、名湯に癒される

高野山と熊野古道を巡る旅　４日間

4月19日～22日 108,000円
5月17日～20日 108,000円
①各地空港5関西空港6高野山見学6宿坊②高野山6中辺路
散策・熊野本宮大社見学6川湯温泉③選択・小雲取越コース、熊野
川観光コース6那智勝浦④6熊野那智大社・吉野熊野国立公園見
学6南紀白浜6南紀白浜空港5各地空港

◇語り部の案内で、手付かずの自然の残る古道を歩くことのできるコース。

◇勝浦のマグロのカブト焼き、中辺路では地元の旬な山菜と精進料理を楽

しみます。

珍しい高山植物の宝庫

花のアポイ岳とニセコ　４日間

5月24日～27日 99,800円
◇地元の方から日高の自然や高山植物盗掘問題など、環境保護についての

話を聞きます。

花の礼文島・利尻島散歩　５日間

6月 2日発　155,000円　
6月14日発　157,000円
◇レブンアツモリソウの季節に稚内直行便を

利用し５日間ゆっくり島に触れる旅、花ガ

イド（宮本誠一郎氏）と一緒に花の島礼文

を歩きます。

白神山地をあるく　４日間

6月 7日発　99,000円
6月21日発　8月2日発　101,000円
◇新緑、盛夏の時期の白神岳登山（登山予備日あり）、広大なブナの原生

林（十二湖周辺）でゆっくり散策します。

利尻富士登山と礼文島　５日間

7月 5日発　158,000円
7月26日発　159,000円
◇高山植物が豊富な時期に利尻島にゆっく

り３連泊。登頂を目指します。

（登山予備日あり）

鳥海山と月山　４日間

7月12日発　102,000円　
7月20日発　8月2日発　（後日発表）
◇初夏は花が咲き乱れる鳥海山と月山登山。海辺の湯野浜温泉や山の秘

湯志津温泉体験。鳥海山頂にも1泊。

国内国内 ＜花と自然の旅＞＜花と自然の旅＞

サハラ砂漠とローマ遺跡をめぐる

リビア周遊　１０日間　

3月19日発・415,000円　7月10日発・420,000円

募集15名（最少催行10名）
羽田/関空5機中①ドバイ5トリポリ①クサールハジ見学6ガダ

メス（世界遺産）②ガリヤート6セブハ①ワディマンタンドゥーシ

ュ壁画見学6ジェルマ①ウバリ砂丘見学5トリポリ②レプティス

マグナ見学5ドバイ機中①関空／羽田

革命50年　歴史と現在を訪ねる

キューバ　友好・交流の旅

5月5日～12日　8日間　388,000円
成田5ハバナ②6サンタクラーラ①6バラデロ①5中継地②

7月21日～30日　10日間　458,000円　
成田5ハバナ②5サンチャゴ③6サンタクラーラ5中継地②

ファミリードクターから医療教育まで

キューバ　医療視察　８日間

3月21日～28日、6月20日～27日

旅行費用388,000円　定員15名（最低実施10名）
成田空港発着　ハバナ③→バラデロ①→中継地②

エコツーリズム先進国、「非武装憲法の国」へ　　　

コスタリカの旅　９日間　

3月30日（月）～4月7日（火） 469,000円

8月17日（月）～25日（火） （4月上旬発表）

定員15名（最低実施10名）
成田5ヒューストン5サンホセ③68トルトゲーロ国立公園

②サンホセ①5ヒューストン①5機中①5成田着

◇「国軍を持たない」コスタリカ憲法。憲法裁判所、選挙裁判所を訪ね、

コスタリカの民主制度と市民意識に触れます。

◇小学校を訪問し、平和教育の実践を探ります。

◇熱帯の自然を生かしたエコツーリズム、トルトゲーロ国立公園運河クル

ーズ、アエリアルトラムで樹上からの観察楽しむ

BOOK GUIDE

『生と死・いのちの証言　沖縄戦』
行田稔彦・編著　　新日本出版社　6,930円
20年以上にわたり沖縄学習旅行を取り組む、和光小学校、

和光鶴川小学校の校長先生が、構
成・執筆された証言集。沖縄戦を語
られる30人近い証言者の方々から語
られたこの本は、体験者が高齢化し
直接お話しを聞くことが難しくなっ
てきている今、次世代に残すことは
大変貴重な資料です。修学旅行で沖
縄へ行く学校には是非おすすめの本
です。（Ｓ・Ｏ）

韓国3・1独立運動90周年　日本AALA主催

歴史認識の共有と平和のためのシンポジウムと文化交流の旅

2月27日発　113,000円　4日間
羽田5ソウル③5羽田

★韓国NGO団体とともに「歴史認識の共有と平和のためのシンポジウム」

開催

★タプコル公園、西大門刑務所歴史館、柳寛順（ユガンスン）の追悼碑・

記念館など３・１独立運動関連施設見学

★ミュージカル「地下鉄一号線」鑑賞

四・三事件を知り、ハルラサンの自然楽しむ

済州島の旅　４日間

3月15日、3月29日発　128,000円

5月5日発　旅行費用は2月発表　

募集10名（最少催行4名）
東京・大阪5チェジュ③5東京・大阪

◇日本の侵略から解放されたあとの朝鮮戦争、四・三事件を知る

◇韓国での世界遺産第１号「ハルラサン」の自然に触れるミニハイキング

韓国　近現代史を知る旅　５日間

3月30日（月）～4月3日（金） 123,000円

5月5日（火）～9日（土）旅行費用は2月発表

募集10名（最少催行6名）
東京・大阪・名古屋・福岡各空港発着　ソウル④

◇天安の独立記念館見学、「ナヌムの家」訪問、市民との交流

◇ソウルで「西大門刑務所跡」、「安重根義士記念館」、「景福宮」へ歴史の

検証を。

ぐるり韓国　歴史の都巡り　８日間

4月8日（水）発、5月12日（水）発　219,000円

6名から実施
東京･大阪･名古屋･福岡各空港発着

釜山～慶州②全州②安東①利川①ソウル①

◇風水説の安東、新羅の都・慶州、伝統の全州へ

◇仏国寺、海印寺などの世界遺産と季節の花や渓谷美を

＜健脚度の表示目安＞　１日あたり　
初級w：1～3時間歩行　（標高差約300ｍの往復程度）
中級ww：3～6時間歩行　（標高差約500ｍの往復程度）
健脚www：6時間以上歩行（標高差約1000ｍの往復程度）

ww

ww

ww

ww

ww

www

www

www

春 夏

今年で当社は創業４５年を迎えます。こんな小

さな旅行社が何故４５年も続いているのか考えて

みました。当社のお客様は北は北海道礼文島、利

尻島から沖縄八重山まで、また海外にもいらっし

ゃいます。思えば、お客様に何度、ご協力いただ

き助けられてきたことか。

ツアーで現地の勉強会場のために、空家を提供

してくださったり、病人がでた場合は優先的に診

ていただいた病院があったり、数えたらきりがあ

りません。地域をあげての交流やお客様自身が、

当地の案内人になっていただくことが多いのが、

当社の特徴でもあります。富士国際旅行社の旅行

は、当社独自だけのもではなくお客様に支えられ

ています。

経営理念「旅行業務をつうじ、平和な世界、民

主的な社会の実現に貢献し健康で文化的な旅行・

レジャーの発展をめざす」を再認識ながら、ツア

ーを売るだけでなくお客様に役立つ新聞を目指し

て2009年も頑張っていきます。 （S・Ｏ）

編集後記編集後記

◎全ツアー：募集20名（最少催行10名）
◎旅行費用は羽田空港発着の場合

＜安心と安全＞ 全コース　添乗員・現地ガイド同行
＜安心して歩ける＞　現地での体調や体力に合わせ、全ルート
（登頂まで）を歩かないことも可能です。
＜地方からでも参加＞ 前後泊希望・地方空港発着希望・現地集
合希望の方はご相談下さい。
＜季節を感じる旅＞ 新緑・花の開花・紅葉に合わせた企画

国内の旅

九州・沖縄の旅

ガ

ガ

ガ

ガ

添

添

‡ ‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡ ‡

添

添

添

添

添

新

新



2009年１月１日（８） いい旅いい仲間 第38号　

１ スペイン戦争と平和の旅　歴史の記憶法とゲルニカを訪ねる

2 世界天文年2009・建国60周年　中国江南の皆既日食の旅

3
クロアチア　アドリア海の真珠ドブロヴニクと

ブリトヴィッツェ国立公園へ

5 南仏　コートダジュールとプロヴァンスの小さな街巡り　８日

4 イタリア・オルヴィエートでイタリア語・語学研修滞在を行いませんか？

2009年4月21日（火）～28日（火） 8日間

マドリッド3泊：ピカソの虐殺告発の絵「ゲルニカ」見学、歴史

の記憶法（スペイン市民戦争）関係者との懇談。

ビルバオ3泊：ゲルニカ平和博物館訪問、バスク博物館見学など。

４月26日はゲルニカがナチスドイツ軍により空爆された日で

す。それはスペイン内戦の時代1937年。市民をも対象とした空襲

で250人の死者がでたことに対する告発のためにピカソは大作ゲ

ルニカを描きました。重慶空爆や東京大空襲、広島・長崎への原

爆投下への流れの出発点でもありました。

フランコ政権が倒れ32年もたった2007年、スペインでは「歴史

の記憶に関する法律」が成立しました。これは市民戦争とフラン

コ独裁の時代に、犠牲となった人々の名誉を回復し保障する法律

です。法律家や歴史家からこの法律ができた背景などを聞こうと

する企画です。

「いい旅いい仲間」37号に「スペインの歴史に関する法律」に

ついて寄稿いただいた国際人権活動日本委員会代表委員の吉田好

一さんが同行の士を募っています。ぜひお仲間にどうぞ。

オルヴィエートはローマより１時間ほど。フィレンツェ、シエナ、ペルージ

ャ、アッシジなどへもわずか１～２時間という好立地です。

各種コースがありますが、一例として（開校期間：４月～12月）

シニアコース：50代～60代以上の方を対象にアレンジされるコースです。レ

ッスンは生徒の宿泊先又は学校で行われます。3名以上のグループによる予約

が必要で、1週間から4週間の週単位で選べ、レッスン時間も１日2・3・4時間、

週10・15・20時間の中から選べます。月～金までの授業で、宿泊先も希望のタ

イプ（ファミリー・アパート・ホテル・アグリツーリズモなど）を手配します。

詳細は担当・広田までお問い合せ下さい。

7月20日～24日　228,000円
募集人員15名（最少催行10名）
①成田空港5上海6烏鎮（泊）
②烏鎮見学　烏鎮（泊）
③烏鎮（午前：皆既日食　8：20～10：59）
午後6杭州（泊）
④杭州見学（西湖十景、浙江省博物館、浄慈寺）杭州（泊）
⑤杭州6上海5成田空港

今年の７月22日は皆既日食が観測できる日です。日本でもトカ

ラ諸島をはじめとする島嶼でも見ることができますが、弊社では

中華人民共和国建国60周年を迎える広大な中国大陸、皆既日食帯

（中心食帯）の江南の地にて、皆既日食を見ていただき、あわせて

七宝古鎮と呼ばれる水郷地帯の水辺に映る“欠けた太陽”をカメ

ラにおさめていただこうという欲張りな企画を立てました。

水郷地帯の烏鎮は江南の風情ある運河であり、失われつつある

中国の古い建物や歴史が残る街でもあります。折江省の首都であ

る杭州は「西湖と絹織物で有名な古都」。中国六大古都の一つに数

えられています。また、近郊には紹興酒と魯迅の生地で名の知れ

た紹興があります。

運河を眺めながら、街の茶館で中国茶を飲み、ゆったりとした

気持ちの時間をひと時味わうのもいかがでしょうか。皆様のご参

加をお待ちしております。

実施期間：5～6月　9日間
予価：10名様より　493,000円　
成田5ヨーロッパ都市経由5ドブロヴニク2泊
6スプリット2泊6プリトヴィッツェ湖2泊
6ザグレブ１泊5ヨーロッパ都市経由5成田

透きとおるようなコバルトブルーのアドリア海、沿

岸のいにしえの街並み、アルプスに挟まれた豊かな大

自然は世界中の旅行者を魅了しています。

今回はクロアチアの魅力を凝縮した良いとこ取りの

旅行です。アドリア海の真珠と謳われるドブロヴニク

の散策。かつてはローマ皇帝の宮殿がそのまま街にな

ったという歴史を持つスプリットの散策。幻想的で美

しいエメラルド・グリーンの水を湛えるプリトヴィッ

ツェ湖のハイキング。

オプショナルツアーとして青の洞窟へもご案内いた

します。ぜひこの機会にみなさんご一緒しませんか。

＜宿泊施設＞
ハノイの旧市街の北に広がる西湖畔、緑に囲ま

れた高級住宅群の一角にあるホータイ・ヴィラの1
棟を貸切で利用します。

＜基本プラン＞
＊１組４名～８名様
＊費用に含まれるもの
・東京成田空港～ハノイ間のエコノミークラス
航空運賃（燃油付加運賃を含む）
・ヴィラ宿泊費用（朝食付き）電気、ガス、水
道料金込み
・ハノイ空港～ヴィラ間の送迎サービス、ヴィラ
の入居手続き

＜施設概要＞
＊６LDK2階建て
Sタイプ：35㎡、2ベッド、トイレ・バスタブ付、

冷蔵庫、テレビ、電話
Aタイプ：30㎡、2ベッド、トイレ・シャワー付、

冷蔵庫、テレビ、電話
＊共用部
ダイニング：テーブル、ソファー8席、BSテレビ
キッチン：ガステーブル、調理器具、食器、

洗濯機、物干し場

前号の“この指とまれ！”に掲載しましたプランを具
体化しました。従来は、1ヶ月単位の契約でしたが、長
すぎるというご要望にお応えし、10泊12日に短縮する
ことが出来ました。あわせて、現地でお楽しみいただけ
る豊富なオプショナル・プランもご用意。ご家族、お友
達、サークルのお仲間、お誘い合わせの上ご参加下さい。

にっぽん脱出！

アクティヴ・シニアのための

ベトナム・ハノイ短期遊学

海外の旅
●掲載の記号
5：航空機　6：バス　8：船　7：列車　w：徒歩　　①②：泊数
：添乗員同行　　　：現地ガイド同行

※但し、国内旅行のみ数字は行程の日次を表します。
●本紙掲載の旅行は、（株）富士国際旅行社が企画・実施する募集型企画旅行です。お申し込みにあ
たりましては、ご旅行条件の詳細について、個別のパンフレット、旅行条件取引説明書、旅行業約
款をご請求の上、内容をご確認下さい。
●燃油サーチャージ込み価格
＊掲載の海外旅行費用には、燃油サーチャージが含まれています。
＊今後サーチャージが変動した場合でも、旅行費用は変わりません。
＊空港施設使用料、各国の空港税等は別途必要です。

添 ガ

こ の 指 と ま れ !!
「こんな旅行をしたいけど、グループでないと……」

「同行の士が数人いるけど、あと△人仲間が欲しい！」

そんな方はこの新聞編集部に投稿して仲間を募って下さい。
オーダーメイドの旅づくりが富士国際旅行社の本業です。
どんな行き先、どんなテーマでもご相談下さい。

今号から、旅程の素案を提案し、出発日や細目を決め込まずに、
希望者がいれば「この指とまれ」の企画を発表します。
「この時期に行きたい」、「この都市も加えて欲しい」、

「希望者が４人いるけど、10人になるよう募集してほしい」など、
ご要望をお聞かせ願います。
いい仲間を探し、いい旅を。

出　発　日 2/4～3/31 4/1～4/24 4/25～4/28 4/29～5/4 5/5～5/6 5/7～5/31 6/1～6/30

２人1室Aタイプ 195,000 181,000 206,000 225,000 202,000 175,000 181,000

２人1室Sタイプ 210,000 196,000 221,000 240,000 217,000 190,000 196,000

１名1室Aタイプ 235,000 221,000 246,000 265,000 242,000 215,000 221,000

イメージ

2月26日（木）発、3月19日（木）発　384,000円
4月23日（木）発（2月上旬発表）
募集6～8名（最少催行6名）
東京・成田5アムスまたはパリ経由ニース又は近
郊泊～エズ、モナコ、マントンなど近郊の町めぐり
～ニース計③6エクサンプロヴァンスへ。市内見
学とサンレミ・ド・プロヴァンス、レ・ボー、アル
ル、リュベロン地方の小さな街巡り～計③6マル
セイユ5パリ又はアムスへ機中①5東京・成田着

★南仏の小さくて個性ある町や村を訪ねます。

★美しい海岸、ヒューマンスケールの暮らし、市場を見

たり、新鮮な食材の郷土料理の楽しみ

★申し込み締切はご出発2ヶ月前まで。それ以降のお申し込みは航空運賃が変わります。

★最少人数４名以上。ご希望の出発日、人数で手配できます。ご相談ください。

創業から45年とりくんでまいりました福祉、教育、医療、環境、

町づくりなど視察の旅、戦争と平和をテーマにした交流の旅の参考

コース、旅をつくるうえでの留意点、企画検討からご出発・帰国ま

で、お取組にあたってスケジュールをパンフレットにまとめました。

心通う仲間と行くオリジナルな旅、労組・団体の学習・研修旅行

にご活用いただけましたら幸いです。

視察・交流の旅
おまかせ下さい

楽しい遊学をお手伝いします

！　皆様こんにちは！

ホータイのほとりにあるヴィラの周辺は、美しい公園が広がり、お休みの日には、家族づ

れや恋人たちが集まるハノイっ子たちの憩いの場としても人気のあるところです。治安もよ

く安心して過ごせます。楽しく、快適な滞在をしていただくために一所懸命がんばります。

皆様のご来越を心待ちにしております。 Nguyen Thi Cam Tu

＜旅行費用＞

＊旅行条件、現地旅行案内等の詳細はパンフレッ
トを用意しておりますので、ご請求下さい。

企画開発室：木庭、広田

12日間

烏鎮の水郷

添

添

ガ

Buongiorno!

ベトナム旅行社　ツー


