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＞＞C O N T E N T S
世界的な燃油高騰のため、航空会社が燃油サーチャージ
の徴収を継続しています。サーチャージの金額は航空会
社によって異なり、２～３ヶ月に一度変更されておりま
す。このため、旅行費用とは別に、空港使用料などと共
に燃油サーチャージをご請求させていただきます。詳細
はお申し込み後の手続案内書面でご確認下さい。

＊ご予約いただければ、当社で夜間や土曜日の旅行相談
も可能です。 ＊会議室を、旅行打ち合わせや説明会会
場としてご利用いただけます。 ＊ビデオ、ＤＶＤ、プロ
ジェクターなどをご利用いただくこともできます。 ＊定員
は約25名様です。詳しくは気軽にお問い合わせ下さい。

当社の会議室をご利用いただけます燃油サーチャージの取り扱いについて

申し込みから最短で翌日の午後までに、32種類の外貨
が自宅またはお勤め先に届きます。出発前の慌しい時間
でも、インターネットで手続きが簡単です。弊社ホーム
ページからご利用下さい。

外貨宅配できます！！
日常のつぶやきやお得情報など、弊社のスタッフが日記
を更新しております。ホームページのリンクからご覧下
さい。
ホームページアドレス：http://f its-tyo.com/

スタッフブログ、更新中！

スウェーデンに学ぶ

『持続可能』なエネルギーとくらし
鎌仲ひとみ監督インタビュー‥‥‥1・2

“学び＋旅”のすすめ‥‥‥‥3
BOOK GUIDE ‥‥‥‥‥‥‥‥3
デンマークからフクシマを見る ‥‥4
レポート～世界の動き～ ‥‥‥‥4
チェルノブイリは、いま？‥‥‥‥5

三月を過ぎて、いま ‥‥‥‥‥‥5
BOOK GUIDE ‥‥‥‥‥‥‥‥5
イタリア料理‥‥‥‥‥‥‥‥‥5
東京高校生平和ゼミナール ‥6
フィンランドの教育と福祉を学んだ旅 ‥7
ブラジル通信 ‥‥‥‥‥‥‥7
近くなったキューバへ・この指とまれ・

自然と交流の旅　ほか ‥‥‥‥‥‥8

──特に東日本大震災後、福島原発事故の影響も受けて上映会

が盛んに行われていますね。どのような反応がありますか。

鎌仲ひとみ：皆、福島の原発事故が起こった後、自分た

ちがどうして良いのか分からない、だから混乱していま

す。これまで原発がないとやっていけないと言われて来

たのに、原発がこんなことになってしまった。

原発なしでやっていけるのか、というと、一方では、

原発を存続させたい、あるいは原発を必要とする人がや

っぱり原発がないとダメだというので、「こんな状態で

やっていくのか」という心情があるし、また一方では

「なくてもやっていけるんだ、今まで騙されていたんだ」

という情報も出てきていて、その間で普通の人は混乱し

ているんですよね。だから映画を見て「ああ、こっちの

方に希望があるんじゃないか」とか「日本だってやれば

できるのではないか」ということで、元気を出してもら

えるようです。
──新しい視点ができる…と。

鎌仲：どこに行ってよいか分からない人たちが多いです

よね。今、情報が錯綜しているので、映画を見て自分で

考えることの価値について考え直してくれる、というこ

とです。
──『ヒバクシャ』『六ヶ所村ラプソディー』『ミツバチの羽音

と地球の回転』の3部作に込めるメッセージを改めて。

鎌仲：１本目は放射能汚染地域に生きて被曝している人

たちの話です。汚染地に生きるということは確実に子ど

もから死んでいくという状況を生み出すので、私たちが

そういう道から抜け出していこうという思いで作りまし

た。戦争によってもたらされた放射能汚染で、イラクの

子どもたちが苦しんでいる。核の平和利用だといわれて

いる原発とか原子力産業が元になっていること、劣化ウ

ラン弾の原材料を提供する元になっているということが

分かったので、２本目に関しては、私たちの生活のエネ

ルギーを見直してみるという視点でした。

見直してみると日本のエネルギー政策というのはとて

も矛盾に満ち満ちていて、電気を作り出した後のゴミが

厄介なものだということを本当の意味で理解してもらい

たくて作りました。電気は良いもので、電気のある暮ら

しはきれいで楽しいけれども、一方で、子孫にあるいは

私たちが生きている間にも、福島で起きているような大

変なことが起こりうる。それをあまりにも他のメディア

が取り上げないし、隠され続けている。だから、それを

知らずして選択はないということで、『六ヶ所村ラプソ

ディー』を作りました。

色んな人たちがエネルギー政策や電気の使い方などを

変えたいと思ったわけだけど、相手も手強いわけです。

その手強さをどう気持ちの上で乗り越えていくのか、現

実の中でどう乗り越えていくのかを探して『ミツバチの

羽音と地球の回転』で盛り込みました。

例えば、映画の中で紹介したような電力会社を選択す

るというようなことが「できる」という情報がシャット

アウトされているから、皆できると思わないし、そうい

う発想もないわけです。たったひとつの電力会社しかな

いので、環境にやさしい電気を選べばいいとか言うこと

は日本ではできないでしょう。

それはどうしてか。３本通して伝えたいのは、「考え

てもらいたい」ということなんです。自分たちで使うエ

ネルギーや生活を考えていかないと。これまでは、誰か

に任せてきたわけですが、今任せている人たちではどう

しようもないのです。
──今回の原発事故のことも福島だけの問題ではないと。

鎌仲：使っている人にも責任はありますよね。これまで

任せっぱなしにしてきたつけ
・ ・

がきていると思いますが、

それは市民の発信とか意思表明が日本ではすごく弱いか

らだと思います。ドイツでは、福島の原発事故が起きた

後に２５万人もの人がデモをしてエネルギー政策に対し

て市民の意見を反映させているのに。日本はそれを根本

から考えなおす時期なのにまだ向き合えていない。向き

合う覚悟がいるんですよね。

今はすごい危機だし、福島原発の事故は大きなダメー

ジだけれど、それを将来、どうより良いものに変えてい

くのかというのがものすごく大事です。例えば、送電線

を分離してしまって、電力会社が持っている送電網を公

共インフラにしていけば、新しい電力会社、例えば風力

発電の電力会社を作って売りたいといったときにその送

電線を使って私たちがその会社から電気を買うこともで

きる。そういう電力の構造改革ができる可能性がありま

すよね。
──エネルギーについて自分たちで考えていかないといけない

ということですが。

鎌仲：普通の市民がものを言ってもはるか遠いところ

で、中央集権的な政府や地域のことを考えない政治家た

ちが勝手に物事を決めるというやり方は変えないといけ

ないと思っています。スウェーデンのように国よりも県、

県よりも町、町よりも村が、当事者が自分達のことを決

めるということが尊重されるように権力を分散させてい

かないと。権力のある人が私たちのような普通の人の意

志とか気持ちを全然しんしゃくしないで決めてしまって

いるでしょう、今は。「意見を言ってもしょうがない」

と思ってしまうことが最悪なんです。だから皆、無力だ

と思ってしまう。普通の人たちが自分達は無力だと思っ

てしまったらそこに民主主義はないの。だからエネルギ

ーと民主主義は、すごく深い関係があるのです。
──スウェーデンを取材地に選んだきっかけは？

鎌仲：脱原発をしたところを紹介しないと、日本人が納

得できないでしょう？　ドイツもそうなんだけれども、

「持続可能」という考えを社会で容認しているというか

持っているというのがスウェーデン。長いタイムスパン

の中ですごい未来志向です。 （２面へつづく）

謹んで東日本大震災、原発事故災害のお見舞いを申
し上げます。私たちも旅を通してなにをすべきか考
え、行動していきます。 富士国際旅行社　社員一同

お手伝いします 
学び、感動

、元気の旅
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鎌仲ひとみ監督インタビュー　聞き手：遠藤 茜

スウェーデンに学ぶ

福島原発の事故以来、エネルギーについての話題が様々な方面
で取り上げられています。クリーンエネルギー、再生可能エネ
ルギーを考えた時に、海外に目を向けるとどのような未来が見
えてくるでしょうか。
昨年完成した映画『ミツバチの羽音と地球の回転』はエネルギ
ーの自立に取り組む人々の様子を描き、各地で自主上映や劇場
公開がされています。鎌仲ひとみ監督にお話を伺いました。

鎌仲ひとみ監督
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原発がいいとか悪いとか目の前のことではなくて、そ

の未来に向かって１０年後、２０年後、３０年後、５０

年後、１００年後、どういう社会になっていて欲しいの

か、というのを今生きる大人たちの責任として考えてい

るということがすごく大事。そう思ってスウェーデンが

いいと思いました。
──そもそもスウェーデンはなぜ持続可能な社会を目指すこと

になったのでしょうか？

鎌仲：スウェーデンの自然エネルギーへの切り替えはオ

イルショックがきっかけでした。そこでの転換で何があ

ったかというと科学者が科学者の仕事をするということ

があるのです。それを実現してこられたのは、本音でコ

ミュニケーションする社会だから。根本的にも、教育的

にも科学者などが自分達の本分、自分達が何のためにこ

の仕事をしているのかとか、一市民であれば一市民とし

ての責任は何なのか、科学者の責任とは何なのか、政治

家としての責任とは何なのか、というのが本質的にきち

んとしています。

今の日本では、社会全体が普通

の人たちがいったいどれだけ安

全で安心で幸せになれるかよ

りも、大きな企業が儲ける

ために、政治家が権力を強

めるために、そういう方

向に行っている。それは

市民が監視しないといけ

ないのに。おいおいおい！

って。これまでは市民の力

が弱くて、それにまんまとは

まって市民の力が奪われてきたという歴史があると思い

ます。人々の抵抗する力とか、生きていく力という市民

力ですね。

でも、それをこれからも続けていくのか、ということ

が問われているわけで、原発がどうのこうのを超えて日

本の社会全体の問題ですよね。
──未来のエネルギーは、『持続可能』なもの。

鎌仲：『持続可能』というのがキーワード。それで地域

ごとに自分達が作り出していくのか、誰かに任せるので

はなく、大きな電力会社に任せるのでもなく自分達で実

は作れるんじゃないかと気づくことも大事だし、取り戻

していくということですよ。

電力会社に任せていたら、福島原発のように寿命が尽

きた原発が一番儲かる。減価償却が過ぎて、寿命を延ば

して延ばして老朽化したものをだましだまし使って利益

を最大限にしていく、というのが市場原理でしょう。で

も、その市場原理を野放しにしておくと不健全になって

しまいます。

だから、自然エネルギーは電力を

独占させておくと全然増えませ

ん。未来のエネルギーは、風

力だけがいいのではなく、

バイオマスだけがいいの

ではなく、自分達が住ん

でいる地域の足元にある

一番持続可能な使っても

使ってもなくならないエネ

ルギーソースとは何なのか

ってそこに住んでいる人たち

で考えることが大事です。それ

がスウェーデンの提案している持続可能なエネルギー。

海外に石油を頼れば石油争奪戦争になるし、ウランを

頼ればウラン争奪戦争プラス放射線廃棄物も出てくる

し、石油を燃やせばCO2も出てくるわけでしょう。でも、

太陽光とか波とか風とかバイオマスは単にエネルギーに

なるだけではなくて、地域に住んでいる人たちに雇用を

もたらすとか、あるいはかえって環境をよりよくするこ

とに繋がる。そういう情報がこれまで隠されていたので、

もっと自分達でそれに気づいていくことができれば、地

方も経済的にも活性化していく地域興しにも繋がってい

くと思います。
──自分たちが住んでいる場所の特性を見極めることが住んで

いる場所がどいうところなのか見つめ直すきっかけになると。

鎌仲：そうなの。福島だって豊かなところだったのに。

福島の豊かさが全部台無しになってしまいました。原発

を建てたり、環境を破壊したらもうその土地は後々子孫

には負の遺産になるしかない。美しい山、山菜がいっぱ

い生える山、秋になったら紅葉になったり、生物の多様

性が残る環境がある。エネルギーもそういうところを破

壊しないで得ていく、というのがそれこそ先端技術だと

思います。

でも、それは全部日本にあるものなの。技術があるわ

けです。日本は技術はあるけれども、思考がないわけで、

ビジョンがないだけ。そういう意味では、日本の中で失

われたものというのは、日本という社会のためにそこに

生きている人たち幸せのために何ができるのか、という

思考が腐っちゃってるのかなと。
──日本がどう転換していくのかが重要ですね。

鎌仲：本当に一人一人にかかっています。だからミツバ

チなの。チェルノブイリにはミツバチがいない。ミツバ

チの一匹一匹がちゃんと健全に生きて仕事をすれば、社

会が持続可能なんです。

スウェーデンあるいは北欧の社会は一人一人が社会と

自分の関係や職場の中でも人権が無視されることがあっ

たら本音で話をする。その議論の中で上司がこうだ、と

いっても会社の中の何人かがそれはおかしくないです

か、ちょっと話をしましょうよと議論します。それを日

本中でできていないということであれば、それは病んで

いる。
──それぞれの役割をきちんと行っているかどうかが大切だと。

鎌仲：皆が、例えば旅行会社として何をできるのか、働

いている分野でできることを実践していけばそれが合わ

さって社会は変わるはずなんです。やっぱり皆が社会を

作っている構成員ですからね。考え続け、アクションし

続けることが大事です。
──本日はお忙しいところ、ありがとうございました。

エネルギーシフトをテーマにしたドキュメンタリー映画

『ミツバチの羽音と地球の回転』
原子力の問題と真正面から向き合ってきた鎌仲ひと

み監督が、上関原発建設に２８年にわたり反対し続け

ている山口県祝島の住民たちと、地域自立型のエネル

ギー開発に取り組むスウェーデンの人々を照らし合わ

せながら、未来のエネルギーについて問いかける作品。

今年の２月に公開された本作は、東日本大地震発生

後一気に注目を集め、４月１６日から１２日間、オー

ディトリウム渋谷にてアンコール上映され、連日立ち

見が出るほどの反響を呼び、１２日間で約3,000人を

動員するミニシアター系のドキュメンタリー映画とし

ては異例の事態となりました。

現在全国各地の劇場や、自主上映会にて上映中です。

【劇場公開】

7/20～25 沖縄・桜坂劇場

7/23～29 兵庫・神戸アートビレッジセンター

7/30～8/12 宮城・フォーラム仙台

7/30～8/12 熊本・Denkikan

8/6～12 広島・シネマモード

8/20～26 山形・フォーラム山形

8/27～9/2 東京・下高井戸シネマ

※全国各地の劇場又は上映会で上映中!!

詳しくは映画の公式サイトまで

http://888earth.net/

脱原発への道を探る
スウェーデンの街づくりと環境教育 ７日間
11月6日（日）～12日（土） ￥368,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ヨーロッパ内都市5ストックホルム⑤5ヨーロッパ内都
市5①5成田
◇エネルギーの50％
を住民が生産して
いるハンマビーシ
ョースタッド訪問
◇住民で作ったエネ
ルギーも建物もエ
コな住宅街のエコ
ビレッジ見学
◇エネルギー政策の
転換を人々がどの
ように行ったのか、
◇「森の幼稚園」で
環境教育の実践も
学ぶ

鎌仲
かまなか

ひとみ監督 プロフィール

大学卒業と同時にフリーの助監督としてドキュメンタリーの現場
へ。文化庁の助成を受けてカナダ国立映画製作所に滞在し、米国
などで活躍。1995年の帰国後はＮＨＫで医療、経済、環境をテー
マに番組を多数制作。2003年にドキュメンタリー映画『ヒバクシ
ャー　世界の終わりに』を、2006年に『六ヶ所村ラプソディー』
を発表。2010年に公開された最新作『ミツバチの羽音と地球の回
転』が全国で上映されている。現在は大学等で教えながら、映像
作家として活動を続けている。著書に『ヒバクシャードキュメン
タリー映画の現場から』影書房、共著に『内部被曝の脅威』（ち
くま新書）『ドキュメンタリーの力』（子供の未来社）がある。

～国内最大「食と農の祭典」に参加～

食と農・元気な地域づくりに学ぶイタリア　７日間

11月10日（木）～11月16日（水）￥365,000
募集15名（最少催行10名）
成田5フィレンツェ6アレッツォ③7フィレンツェ②5①
5成田

◇1年1度の食と農の祭典「アグリエツアー」にたっぷり２日間参加
◇トスカーナ州の自治体関係者と懇談、街づくり政策を学ぶ
◇農家民宿に連泊！郷土料理と種類豊富なワインをご堪能ください

自治都市の取り組みを知る

創造都市ボローニャの街づくりとフィレンツェ　７日間

10月23日（日）～29日（土） ￥345,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ローマ7ボローニャ③6フィレンツェ②7ローマ5

①5成田

◇ 知的障害を持つ人たちが働く教育農園を訪問、取り組みを見学
◇ ホームレスの方の協同組合を訪問、市民の力で作る街づくりを学ぶ
◇ボローニャ、フィレンツェにゆったり連泊！　自由時間も確保！

北欧福祉視察

デンマークの暮らしを学ぶ　６日間

9月28日（水）～10月3日（月）￥342,000
募集15名（最少催行10名）
成田5コペンハーゲン④5①5成田

◇子どもから高齢者まで自分らしく暮らすデンマークの福祉政策を学ぶ
◇高齢者の方々が生き生きと過ごす高齢者活動センター訪問（予定）
◇アンデルセンゆかりの地オーデンセを見学

芸術を楽しみ　平和を考える

ポルトガルとスペインをゆっくり巡る旅　８日間

10月24日（月）～31日（月） ￥368,000
募集15名（最少催行10名）
成田5リスボン②5マドリッド②7バルセロナ②5①5成田

◇「7つの丘の町」リスボンからユー
ラシア大陸の最西端へ
◇ピカソ作『ゲルニカ』を係員の説
明を聴きながら鑑賞
◇カタルーニャの都・バルセロナで
ガウディの建築群を巡る

～文化と芸術の旅～

ベルギーとルクセンブルグ・北ドイツ　９日間

11月16日（水）～24日（木） ￥368,000
募集15名（最少催行10名）
成田5ブリュッセル③7ルクセンブルグ①7トリアー①6ボ
ン①6デュッセルドルフ又は近郊（欧州都市）5機中①5成田

◇水の都ブルージュとブリュッセル市内を見学
◇ベネリュックス３国のひとつ、欧州の金融センター・ルクセンブル
グを訪問
◇マルクスの生まれた地・トリアーとベートーベンの生家・ボンを見学

福祉大国は何を重点に税を使う

北欧の社会保障と税金の使い方を学ぶ　８日間

11月14日～11月21日　8日間　￥298,000
募集15名（最少催行10名）
成田5コペンハーゲン7ハルムスタッド③7コペンハーゲン③
5機中①5成田

◇スウェーデン・ハルムスタッド市の税金の使い方を学ぶ
◇北欧の社会サービス見学とデンマークの代替エネルギーの方向性を
掴む

旅 の 特 色

旅 の 特 色

旅 の 特 色

旅 の 特 色

旅 の 特 色
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ガ
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『地域ブランドを引き出す力』
金丸弘美著／合同出版／￥1,400+税　

徹底した現場取材の中から

見えてくる、『地域が元気に

なる力』。“食”“農”“地域”

“町づくり”などをキーワー

ドに地域の取り組みを様々な

角度から紹介するが、元気な

まちの中心にはやはり“農”

があることを改めて実感させ

られる。

日本全国の取り組みから海

外の事例までを幅広く取り上げられ、まるで自分が視察

旅行に行ったような気分になれる。中でもドイツの環境

首都・フライブルクの自然エネルギー導入のいきさつは

興味深い。

そもそも、州政府から持ち上がった原発建設計画への

反対運動として、自然エネルギー運動が進められたが、

ただ反対をするだけでは、計画を覆すことができないと

いうことから、どんな代替エネルギーが可能かというこ

とが大学も入れて検討されてきた成果だという。チェル

ノブイリ原発の大事故を契機に、代替エネルギーの街づ

くりが徹底的に進められるようになった。（本文から一部引用）

日本の地域社会のこれからを考える上で、海外から学

ぶべきことは本当に多いと改めて感じる。 （K.H.）

学習会「最新ベトナム事情」

日時：１０月２２日（土） １４：００～１６：００

講師：鈴木勝比古氏（ジャーナリスト元ベトナム・ハノイ駐在員）

内容：ベトナムの原発開発問題や南沙諸島など中国との

領有権をめぐる問題を取りあげて、最新事情をお

話しいただきます

資料代：５００円　

学習会「台湾─日本の植民地支配と残されたる課題」

日時：１０月１５日（土） １４：００～１６：００

講師：木村　宏一郎氏（フェリス女学院大学講師）

内容：１９世紀末から第２次世界大戦終結まで、日本の

統治を受けた台湾。抗日運動や歴史的事件など、

日本に支配された台湾の実相を学びます。

学習会「変わりゆく今日のキューバとその魅力」

日時：９月１０日（土） １４：００～１６：００

講師：希代　統氏（日本キューバ友好協会副理事長・予定）

内容：フィデルカストロが主導したキューバ革命成功か

ら５０年余。大きな変革の岐路に立つ、キューバ

の現状と魅力を伺います。

学習会「中国・西域シルクロード魅力再発見」

日時：９月３日（土） １４：００～１６：００

講師：吉田　邦夫氏（元西安外国語大学教員）

内容：日本語教師として西安に２年間滞在し、中国を知

り尽くした講師。なかなか訪れる機会の少ない地

域の魅力を、縦横無尽に語ります。

孫文の足跡を訪ねる・横浜中華街　フィールドワーク　ご案内

日時：2011年７月２日（土）満員御礼！

第２回：2011年９月３日（土）午前10時30分

ＪＲ石川町駅　中華街口改札集合　

講師：符順和先生（日本華僑華人学会会員　元横浜山手中華学校教諭）

定員：３０名

コース予定：孫文の提唱で1898年創設された「横浜中華学院」

（中華街内）→革命の盟友である「陳少白の居宅跡地」→「温炳臣

の居宅跡地」→旧清国領事館があった山下町公園→革命組織「興中

会」横浜支部の結成会場となった印刷会社・キングセール商会の跡

地（神奈川芸術劇場そば）→解散

※なお、解散後、中華街で符先生を交えて昼食交流予定。

参加費：資料代５００円（昼食代は別途実費）

■事前予約制です。ご参加を希望される方は、

担当：都築までお名前、連絡先をFAXでご連絡下さい。

辛亥革命１００周年記念企画

辛亥革命の戦跡と孫文の足跡を巡る旅

Ａコース　南京・広州・上海　７日間
10月6日（木）～12日（水） ￥185,000
募集25名（最少催行15名）○添
成田5南京②5広州6孫文の出身地中山6広州③5上海①
成田
◇南京：中山陵、孫中山紀念館と梅屋庄吉が贈った孫文の銅像、総督
府（中華民国臨時大統領府と孫文執務室）、南京大虐殺記念館
◇広州：孫文の出身地中山市翠享村=生誕地と孫中山記念館、黄花岡
七十二烈士陵園、黄埔軍校、孫中山大元帥府、中山記念堂
◇上海：孫文晩年の住い・孫中山故居、魯迅の墓と記念館、旧｢日本租
界｣と内山書店跡

Bコース　武漢・広州・上海　７日間
10月6日（木）～12日（水） ￥187,000
募集25名（最少催行15名）○添
成田5武漢②7広州6孫文の出身地中山6広州③5上海①
成田
◇武漢：武漢辛亥革命記念館、辛亥革命の地＝首義公園、起義門、楚望台、
革命蜂起の地・工程菅旧史、「民軍起義国慶碑」勝利亭、烈士公墓
◇広州、上海は「Ａコース」と合流、同じ場所を巡ります。

～日本による侵略の実相に触れる～

台湾周遊・近代史と平和を考える旅　６日間

11月19日（土）～11月24日（木）¥155,000
2012年1月21日（土）～1月26日（木）¥148,000
2012年2月11日（土）～2月16日（木）¥148,000
募集20名（最少催行10名）○添
成田空港5台北②6霧社6高雄③7台北5成田
◇日本統治時代の最大の
抗日運動、霧社事件の
現場を訪問します
◇日本統治下の台湾人軍
属の戦後補償について
検証します
◇故宮博物院や旅情溢れ
る九分など、魅力溢れ
る台湾を満喫します

読者のみなさんの「こんなことが学びたい！」そんなご

希望がございましたら、是非お聞かせ下さい。あなたの

知りたい希望が、いつかツアーになるかも知れません。

“学び＋旅”
の
すすめ

～旅に学び、学んで旅する～

～激動・秘境の大地をめぐる～

中国西域・シルクロードの旅　７日間

10月15日（土）～10月21日（金）¥245,000
2012年4月14日（土）～4月20日（金）¥245,000
募集20名（最少催行10名）○添
成田空港5北京（乗継）5ウルムチ②6トルファン①7①
7敦煌②5北京（乗継）5成田空港
◇シルクロード探訪拠点の町、ウルムチ・トルファンを訪れます
◇敦煌で2泊「砂漠の大画廊」とも称される世界遺産、莫高窟を見学
◇中国の西域に絞った観光コースでゆっくり秘境の大地を体感します

中塚明先生と行く韓国

東学農民軍の戦跡を訪ねる旅　７日間

11月1日（火）～7日（月）￥168,000
募集25名（最小催行15名）
成田5ソウル②6報恩①6全州②6ソウル
①5成田
◇抗日民族運動の始まり東学農民軍の戦跡を韓国
市民の方と巡り、ともに学びます
◇現地で東学農民軍の名誉回復運動を行っている
方々と交流します
◇ソウル、全州に連泊、景福宮内の古宮博物館や
徳寿宮、全州の韓屋街など韓国文化も楽しみます

満州事変80年記念企画　満州事変をかんがえる中国平和の旅

瀋陽・長春　６日間

9月17日（土）～22日（木）￥175,000
募集20名（最少催行10名）
成田・関西5瀋陽②6撫順7長春②7瀋陽
①5成田・関西
◇満州事変80年目を勃発の地、奉天（瀋陽）でむ
かえる
◇全面リニューアルされ、内部見学可能となった
「撫順戦犯管理所」を訪問
◇旧満鉄に乗り、旧満州国の首都が置かれた町
「長春」を見学

石林・元陽・麗江　棚田と少数民族の村を訪ねて

中国　雲南　自然と交流の旅　８日間

9月6日（火）～13日（火）￥203,000
募集20名（最少催行10名）
成田5広州①5元陽②6昆明①5麗江②
5広州①5成田
◇棚田で有名な元陽に連
泊し、ゆっくり見学。現
地の方と交流。
◇麗江郊外で2ヶ所の少数
民族の村を訪問。伝統文
化を見学。
◇世界遺産「石林」と「麗江古城」。展望台で玉龍
雪山眺望。

広州・肇慶と世界遺産開平楼を巡る

中国　広東省　文化と自然の旅　６日間

9月2日（金）～ 7日（水）￥145,000
12月7日（金）～12日（水）￥145,000
募集15名（最少催行10名）
成田5広州①6開平6仏
山①6広州①6肇慶①6

大旗頭村6広州①5成田
◇華僑の故郷、開平で世界遺産
の「望楼群と村落」を見学

「近くて遠い国」の歴史と日本との関わりを知る

韓国　歴史検証ソウル　４日間

9月12日（月）～15日（木）￥122,000
11月7日（月）～10日（木）￥115,000
2012年
1月16日（月）～19日（木）￥107,000
募集15名（最少催行6名）
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル③5東京･大
阪･名古屋･福岡
◇独立記念館、「ナヌムの家」、
西大門刑務所歴史館、安重
根義士記念館を見学、水曜
デモへ

抵抗運動の地を訪ねる

韓国歴史検証　縦断の旅　６日間

10月2日（日）～7日（金）￥165,000
募集25名（最少催行10名）
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル①6公州6

全州①6羅州6光州①6釜山①5東京･大
阪･名古屋･福岡
◇東学農民革命縁の地を訪ねて全州近郊の史跡を
見学
◇羅州では弁護士･布施辰治の足跡を、光州では光
州事件記念館見学

3つの自然公園と「世界遺産」訪ねる

韓国東部　古刹と伝統の街巡り　７日間

10月27日（木）～11月2日（水）￥170,000
募集20名（最少催行10名）
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル①6忠州①
6安東①6大邸①6慶州①釜山①5東京・
大阪・名古屋･福岡着
◇紅葉の季節に国立公園、澄んだ空気の山寺、李
朝時代の伝統･文化に触れる
◇安東で仮面劇グッタルノリ、伝統家屋に宿泊
◇「世界遺産」海印寺、石窟庵へ。郷土料理も楽
しみ

「世界遺産」ハルラサンを歩き4・3事件の歴史知る

済州島　歴史と自然の旅　４日間

9月26日（月）～29日（木）￥116,000
10月24日（月）～27日（木）￥120,000
2012年
3月12日（月）～15日（木）￥115,000
4月 2日（月）～ 5日（木）￥118,000
最少実施4名　
東京・大阪発5チェジュ③5東京・大阪着
◇旧日本軍基地跡、日本支配から解放後に起きた
四・三事件と南北分断への歴史を知る

添
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添

添

添

添
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富士国際旅行社のベトナム ～特別な旅～

①テト（旧正月）を賑わいのベトナムで！
1月21日～26日　6日間（最少催行5名）￥206,000

②象と暮らす少数民族村と『象まつり』

～村中の象が集まる～（ヨックドン森の会企画）

3月22日～28日　７日間（最少催行10名）※費用後日

③ベトナム・リム祭り～クアンホ（民謡）の祭典

2月3日～9日　７日間（最少催行10名）※費用後日

○その他、富士国際旅行社ならではの特別なベトナム旅行を
多数企画しております。お問い合せください。

2012年のラインナップ

日本語ガイド同行で安心・お二人から出発の旅

①ベトナム（南部・中部・北部５～６日間）

￥133,000～￥247,000

②カンボジア（アンコール遺跡５日間）

￥138,000～￥182,000

③ラオス（ビエンチャンとルアンパバーン６日間）

￥206,000～￥241,000

○お客様の希望によるオリジナルコースを作成します。

（２名以上）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、視察箇所も日程に組み込めます。

ご夫婦・ご友人・お仲間同士で気軽に毎日出発

添

添

ガ
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レポート ～世界の動き～ 自然・再生・低エネルギーを学ぶ旅

正しかったデンマークの選択

世界で最も厳しい環境法を持つデンマークは、原子力

を拒否し、対岸のスウェーデンの原発をも廃炉に追い込

み、自然エネルギーによる１００％電力供給を達成した

サムソー島を誕生させ世界最大の風力発電パークを有

し、2050年までの脱化石燃料政策を推し進めている国で

ある。

そして今、世界的に「ノーモア･フクシマ」の機運が

高まり再生可能エネルギーの導入に力を集中する政策に

転換し、欧米は『脱原発』への一歩を踏み出した。

日本の難民！？

福島の原発近くに暮らす私の家族は、地震当夜は車や

庭のハウス等で夜を明かし、避難所を転々とした後、原

発爆発により離散家族生活をしいられている。いわき市

小名浜海岸線から僅か５０ｍに位置する家に住む兄家族

も奇跡的に災害を免れたが、放射能に怯える生活をしい

られている原発難民である。

「原発成金」と無責任な事を言う日本人がいる。全国

のどこの自治体にも共通する近代化は進んだが、平成２

３年現在、原発自治体と呼ばれる大熊町、浪江町、南相

馬市等には高速道路も新幹線も開通していない。儲かっ

たのはゼネコンと有力議員？

証明された原発の危険性

数十年前に前政権・電力会社・報道機関の癒着により

原発の『安全神話』が確立された。事故後原子炉５２基

中３２基が停止中でもやり繰りで何とか電力を賄える。

本当に必要だったのかを検証する事無く続けてきた独占

企業の殿様事業である。普通の民間企業ならとっくに倒

産している。

原発事故後、早々と事故の検証もなしに原爆継続を提

唱。世界的に『脱原発』が決まると、報道機関は一斉に

電力不足による病人などへの影響を報じ始め、原発大賛

成と言わんばかりだ。原発難民の声は報じられていない。

外国では危険な放射能と闘う『ザ・福島５０人』が注目

された。与党議員の「決死隊を送れ！」発言に世界中が

驚いた事だろう。日本国憲法には労働基準法が謳われて

いる。それを順守しない発想は『強制された自爆テロ』

と同じである。

不可解な日本の政治

大津波発生直後、欧米では『フクシマ･ダイイチ』の

メルトダウンを指摘、日本政府と東電が２ヶ月間完全否

定をしたため世界からの信頼を失った。自国民の安全確

保を最優先にして事故直後から日本脱出を開始した諸外

国、訪日自粛も呼びかけた。国民の安全よりも国の面子

が優先する日本。

「政権党のマニフェスト撤回」が大連立の条件と主張

する前政権の幼稚さ、他国の反応を見て政策を決める独

創性ゼロの後手後手政府。デンマークの自由党元大臣イ

エンセン氏は「日本は、政策・予算が成立しても、予算

の使途不明の不可思議な国。『経団連』に政治家が動か

されている限り必要な改革が進まない」と発言している。

日本を支援しているデンマーク国民

世界から受けている義援金は被災者に配分されていな

い。払い渋りをしている国は義援金が被災者自身のお金

である事を忘れている。無収入で困り果てている被災者

の多くは、生活費が無く仮設住宅にも入れない。１万円

でも２万円でも良いから即刻払うべきだ。

６月１４日、デンマークのフレデリック皇太子が宮城

県東松島市の保育園、学校を訪問し、児童と簡易給食を

食べ、サッカーを楽しみ子供達は大喜び。

「日本旅行は危険という見方が広がっている欧米諸国

に、危険ではないと身をもって示し、復興に貢献したい」

と他国に先立ちヨーロッパ王室最初の訪問である。欧米

諸国が注目するこの訪問を、日本の報道機関は訪問の持

つ意味を理解出来ず殆ど取り上げなかった。日本国民は、

お見舞いに訪れた一国の代表に対する感謝心すら忘れた

ようである。

日本の将来を危惧する

世界唯一の被爆国日本、真剣に取り組んでいれば避け

る事が出来た原発事故を「想定外」で済まそうとする東

電。世界中から素人の集団と酷評されている保安院。無

策の政府。現政権を批判する声は高いが、原発日本を作

り上げてきたのは自民党。

日本国憲法の基本的人権は原発難民には保障されてい

ない。国民が安心できる政治にならない限り、日本の将

来は無い。それを実現できるのは有権者の正しい選択を

するという政治意識だけである。劣悪な政治家は切り捨

てよう。 （みやした　たかみ）

10月9日（日）～16日（日） ￥382,000
募集15名（最少催行10名）
成田5コペンハーゲン①8サムソ島②8コペンハーゲン③5

①5成田

11月6日（日）～12日（土）288,000円
募集25名（最少催行15名）
成田5コペンハーゲン①6風の学校③6コペンハーゲン①5

①5成田

10月2日（日）～9（日）￥388,000
募集15名（最少催行10名）
成田5フライブルク③7カールスルーエ③5①5成田

ドイツのまちづくりとエネルギー政策を学ぶ

『環境首都』フライブルクとカールスルーエ　８日間

原発に頼らないエネルギーへ

「風のがっこう」で学ぶ　デンマーク　７日間

デンマーク環境･エネルギー視察

自然エネルギー100％自給自足のサムソ島　８日間

フランスから原発の停止・廃止を求める署名
美帆シボ

今日はどうしてもお伝えしたいことがあって、お便り

します。

フランス在住の書家で、私の歌集のタイトルを書いて

くださった安本先生は今までに何度も甲状腺の手術をし

ています。甲状腺の腫瘍がフランスで増えているので、

もしかしたら、チェルノブイリの影響かな、と私は勝手

に思ったりしました。でも、ご本人は原発には全く無関

心でした。ところが、安本先生は今回の大震災を契機に

原発についていろいろ勉強し、パリ在住の日本人ハープ

奏者と署名運動を始めました。

今まで核兵器や原発に関心がなかったフランスの多

くの日本人が、今、真剣に日本の将来を心配しています。

たとえ遠くに住んでいても、いいえ、遠くに住んでいる

からこそ、私達はいつも日本を思っています。おそらく、

他の国に住んでいらっしゃる日本人も同じ気持ちでしょ

う。ですから、署名運動の用紙をフランス以外にお住ま

いの方々にもお送りします。

どうぞ、ご一読ください。もし、フランス在住のお知

り合いがいましたら、この署名用紙をお送りください。

フランス以外の国の日本人にも、フランスでこんなこと

が起きているよ、と伝えていただきたいと思います。

追伸：ちなみに、エネルギーの７５％以上を原発に依存する

フランスには５８の原発があります。でも、フランスの３分

の２の国土で、７０％が森林におおわれた日本には５４もの

原発があるのです。（署名の詳細はHPを参照）

（みほ・しぼ）フランス・マラコフ在住。著書に「核実験とフラン
ス人」、「ジャン・リュルサ　世界の歌」、「フランスの空に平和の
つるが舞うときー私のパシフィスト宣言」、「第一歌集・人を恋う
ロバ」他多数。

イタリアの国民投票レポート
石田泰

2011年国民投票結果

１６年ぶりに成立したイタリアの国民投票は６月12.13

日に実施された。きわめて政治色が強い４件の国民投票

は心配された投票率が57,04％とクリアされた。結果は政

府与党が可決した４件すべての法律が９５％以上の反対

投票で覆され破棄された。

５月の統一地方選、同決戦投票に次ぐベルルスコーニ

政権の連敗であり、国民から完全に政権は否定された。

特に、原発再開に付いては福島の原発事故後、ヨーロッ

パで初めての国民投票で94,7%が反対する審判が下り、

原発を運転する各国に影響を与えることに成りそうだ。

（以下、見出しのみ、詳細はHPを参照）

国民投票第３番目　原発再開に約９５％が反対

国民投票第４番目　首相と閣僚の裁判不出廷特権法の否定

国民投票第１・２番目は水資源・公営水道の民営化反対の勝利

市民運動はインターネット・フェイスブッククラブから

ミラノで１５年ぶりに左派市長誕生

（いしだ・ひろし）イタリア・アレッツォ在住

ついに新自由主義政府と決別したペルー国民
―ウマーラ政権成立の背景とその課題―

新藤通弘
6月5日の大統領決選投票で、左派のオジャンタ・ウマ

ーラ候補（ペルー国民主義大同盟）が、51.45%

（7,937,704票）を獲得し、右派のケイコ・フジモリ候補

（2011年の力）に3ポイントの僅差をつけて当選した。こ

れで、新自由主義経済政策に反対し、それを押付けた米

国から自立した政策をとる左派政権は、ラテンアメリカ

では33カ国中、12カ国（36%）となった。（以下HPを参

照）

（しんどう・みちひろ）ラテンアメリカ現代史家。アジア・アフリ
カ研究所所員、城西大学経済学部非常勤講師。『現代キューバ経済
史』『革命のベネズエラ紀行』など著書・論文多数。

世界のニュースやトピックスを、現地滞在の方や研究家の方が多数寄せて

下さいます。全てを皆さんに紹介したいのですが、紙面の制約上この場で

一部を紹介させていただき、全文は弊社のホームページでご覧いただける

ようにいたしました。ホームページ「いい旅いい仲間」http://www.fits-

tyo.com/から『レポート～世界の動き～』にお進み下さい。

今回はフランス、イタリア、そしてペルーのレポートです。

添

ガ

ガ

宮下孝美
（南相馬市出身・コペンハーゲン在住）

デンマークから
フクシマを見る

◇風力発電や地熱エネルギーで暖房と電気の自給自足を実現したサ
ムソ島
◇発電施設に出資した住民たちとの懇談、自治体職員との交流
◇コペンハーゲンの街並を歩きながら、都市のエコ政策も学びます

旅の特色

◇風力発電などのクリーンエネルギーが活用されている現場を見学
◇持続可能な社会を目指すデンマークの政策、教育についてしっか
りレクチャー
◇ゴミの収集場所やバイオガスプラントの現場実習も行います

旅の特色

◇フライブルクがまちづくりとして取組む環境政策のレクチャー
◇日々の暮らしの中にいきるエコスタイルを体験
◇緑化・交通政策で知られる環境都市カールスルーエエコ対策を見学

旅の特色



2011年8月15日（５） いい旅いい仲間 第46号　

今年は、チェルノブイリ原発事故から２５年が経過し

た。５年前の現地調査では、原爆被爆の経験もなければ、

原発も一基もないベラルーシは、狭い国土に５４基も設

置されている日本とは違って、原発の事故など“思考の

外”の問題だった。

それだけに、国土の２３％が汚染されたベラルーシは、

「環境を守る」という国家の使命を果たすため、国を挙

げて真摯な取り組みをしていた。例えば、大気・水・地

質等々などの環境汚染、放射線量などのデータの収集と

公表、事故の影響シュミレーションなどのシステム構築、

放射線に関する専門家の養成、子どもたちへの教育など、

こうした具体的な取り組みの一つひとつがどのように発

展しているのか、今、現地で確認してみたい。

ウクライナでは、全住民が緊急避

難させられたプリピャチ市の保育園

を訪問したが、子どもたちがいなく

なた後に残された“おもちゃの人形

たち”はどうなったのだろう。

ウクライナのキエフ郊外にある放

射線医学研究センターの付属病院で、

治療を受けていたリクビダートル

（除染作業で被爆した労働者、学者な

ど）の熱物理学者のＴ氏は、健在だ

ろうか？

担当主治医が「彼の体は病気の花

束、病気のコンプレックス（複合体）」

と評された彼は、私たちとの別れ際

に「日本には多くの原発があり、事

故が起きていることを知っている。

皆さんがこうした事故に遭わないことを祈っています」

といってくれた。また会いたい！　　　　（のむら　よしお）

三月
みつき

を過ぎて、いま

宮城県石巻市　庄司捷彦（弁護士）

大変な災害でした。初めて経験する激

しい揺れとそのの長さ。しかし、地震よ

りも大きな災害をもたらしたのは大津波
・・・

です。私がこの

被害の残酷さを知ったのは翌朝のこと。地震直後からの

停電で、テレビは見れません。ライフラインを断たれた

暗闇の中でラジオに齧り付きました。ラジオは「大津波

警報」（海岸に近づかないように！）を繰り返すばかり。

翌朝、市内を眺望できる岡（日和山）に登って見た風景

に驚愕です。本当に町が一つ消えているのです。「石巻

が壊れた」と思った瞬間でした。自分の居住地区が津波

被害を免れた希有な地域だったことを知ったたのはずっ

と後のことでした。周囲の人々の安否確認から始まりま

した。瓦礫を乗り越えたり、流された家屋を迂回したり

しながら、水が引いた後に、町中を歩きました。変貌振

りは驚くばかりです。被災地以外の人は震災直後からテ

レビを見ていたでしょう、でも、当の被災地では被災直

後から停電になったので、「津波の映像」を目にしたの

はずっと後のこと。かろうじて一命を取り止めた人たち

から、極限状況での物語を聞きました。大川小学校の悲

劇や雄勝病院での惨劇など、涙無しには聞けない話も多

くありました。

震災後二週間くらい経ったころからでしょうか。「津

波より原発のほうが大変だ」という会話が増えてきたの

です。福島県下で複数の自治体が町ぐるみで避難してい

る状況や、家畜や耕地の放棄を迫られている農民の不安

と絶望が伝わってきました。私は五年前にチェルノブイ

リを訪ねたことがありましたが、人間の立入を拒絶して

いる「放射能汚染地区」がこの日本に新たに生まれよう

としているのです。チェルノブイリの悲劇がいまフクシ

マで起きているのです。悔しく悲しく思います。今回の

大震災で犠牲者の数では宮城県が一番多いのですが、被

災者の数ではフクシマです。そこでは生活が破壊された

だけではなく、将来の設計さえ許されない状況なのです。

この大震災での最大の被災地域は間違いなく福島・フク

シマなのです。原発依存、安全神話のあまりにも残酷な

結末がここにあります。他国の事故から学ぼうとしなか

った電力会社の傲慢さの結果であり、政府の無策の結果

でもあります。私たちの課題は、事故責任追及と「原発

運転再開を許さず、全てを停止させる」ことです。時間

がかかってもやり遂げなければなりません。次代に生き

る子供たちのために。

さあ、みんなで、ドイツ、イタリアにつづこう！
（しょうじ　かつひこ）

Buono!

茄子のピューレとバジリコを包んだラヴィオリ
カジキマグロとフレッシュトマトのソース

Ravioli di melanzane in salsa di pesce spada 

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

Chef Gianluca PARDINI
Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Lucca

作り方
①ラヴィオリの具を作る。ナスは丸のまま200度のオーブンで15分焼く。
皮をむいて身をみじん切りにし、ペコリーノチーズ、バジリコ、塩、こし
ょうを混ぜ合わせる。
②ヴィオリ生地１枚に①を等間隔にのせ、もう１枚の生地をかぶせる。具の
まわりを指でしっかり押さえて空気を抜き、切り分ける。
③ソースを作る。カジキマグロを小さい角切りにし、オリーブオイルでソテ
ーする。トマトの角切りを加え、塩、こしょうで味を調える。
④鍋にたっぷりの熱湯を沸かして塩を入れ、②のラヴィオリをゆでる。浮き
上がってきたら水気をきって③に入れ、ソースとからめて器に盛る。

材料（10人分）
ナス ……………………………………………………………１ｋｇ
ペコノリーチーズ（パルメザンチーズ）……………………100ｇ
バジリコ …………………………………………………………20ｇ
ラヴィオリ生地 …………………………………………………２枚
カジキマグロ ……………………………………………………150g
トマト ……………………………………………………………５個
オリーブオイル ………………………………………………50ｃｃ
塩コショウ ………………………………………………………少々

『原発になお地域の未来を託せるか』
清水修二（福島大学副学長）著
自治体研究社／￥1,600+税　

福島原発の事故後、原子力発電

所や放射能汚染について緊急出版

された本は多いが、これは地域経

済の視点から「なぜそこに原発が

何基もあるのか」を論じた類稀な

一冊。地域の復興へ目を向け、「新

しいコミュニティ」の創造や新しい地域づくりへの提言

も盛り込んだ現地・福島からの“希望”の書。

荒
れ
果
て
た
労
働
者
の
住
宅

チェルノブイリ原発「石棺」

チェルノブイリは、いま？

原発問題住民運動全国連絡センター
事務局次長　野村存生

国内クリーンエネルギーのまちづくりを学ぶ

久慈　三陸鉄道支援　うたごえ列車とクリーンエネルギー

岩手県　久慈市・葛巻町をたずねるうたごえ交流の旅

8月19日（金）～21日（日）￥43,800
募集40名（最少催行25名）
①東北新幹線・盛岡駅１１時20分集合6田野畑村　北山崎展望
台・久慈駅7野田駅（うたごえ列車）久慈内泊②久慈内　うたごえ
交流葛巻町内泊③葛巻クリーンエネルギー見学　いわて沼宮内駅解散　
◇うたごえ喫茶ともしびの歌手小川さん吉田さんが同行します。
◇東日本大震災の被災地をめぐり、地元の方とうたごえ交流をします。
◇電力自給率160％、葛巻を訪れ、風力・水力・バイオガス発電など
を見学。

雲の上の町ゆすはら　四国カルストにある日本一高い風力発電所

高知県梼原町をたずねるクリーンエネルギーをかんがえる旅

10月2日（日）～4日（火）￥79,800
募集30名（最少催行20名）
①羽田空港5高知龍馬空港6梼原町　千枚田・歴史民俗資料館・
ゆすはら座梼原町泊②梼原町内クリーンエネルギー見学　梼原町内泊
③久保谷ロード散策6高知龍馬空港5羽田空港
◇電力自給率27％をさらに高める梼原町を訪問。
◇クリーンエネルギー施設を見学します。
◇地元の方と自治体のあり方やエネルギー問題について懇談・交流
◇標高220～1455ｍと標高差がある千枚田も見学

添 添

自然エネルギーを探る旅に
取り組んでみませんか？

風力・太陽光・地熱・小水力・バイオマス・波
力・潮力……自然条件が豊かな日本には、その土
地に応じて適したエネルギーがたくさんあります。
少しずつ始まっている国内での取り組み。どんど
んと進んでいる海外の取り組み。この新聞で取り
上げている視察ツアーはごく一部です。仲間たち
と、ご近所さんと、新しいエネルギーの可能性を
探る旅に取り組んでみませんか？
あなたの住んでいる場所に適したエネルギーが、

きっと見つかります。わくわくする旅に、今、出
かけませんか？　少ない人数でも、視察旅行は可
能です。ぜひ、ご要望をお聞かせ下さい。

連載９
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高校３年　田中萌子

私は昨年広島の原水爆禁止世界大会に行きました。広

島に原爆が投下されたのは、1945年の８月６日。一瞬に

して広島の町は焼け野原になりました。今の私たちのよ

うに毎日普通に生活をしていた広島の人たちは、急に降

ってきた一つの爆弾により命を奪われました。死の灰が

降ったため後々白血病などの病気を発症し、死んでいっ

た人もたくさんいます。広島駅に着いたときはここに原

爆が落とされた、という実感があまりありませんでした。

しかし、ぼろぼろで穴だらけの原爆ドームを見たときに

初めて、ここは広島だ、と実感しました。さらに私をそ

う思わせたのが６日の朝、原爆供養塔の前で行った黙祷

でした。鐘の音が鳴り響くのと原爆が落とされ燃え広が

っていく炎とが重なり、自然と涙が出てきました。今ま

でも家では黙祷をしていましたが、それとは全く感じる

ものが違いました。ふだん家では感じられないことや行

ってみて初めて分かることがたくさんあり、昨年の広島

での経験は私にとってとても大きなものでした。そして

平和に対しての思いを考える土台ができたように思いま

す。今年の長崎では昨年学んで知ったことを深めて、自

分の考えを少しずつ組み立てていきたいと思っています。

日本は原爆の恐ろしさを知り、太平洋戦争に負け、そ

して憲法９条ができました。日本の誇りといえる憲法９

条があるのにも関わらず、今の日本には米軍基地があり

ます。そしてこの米軍基地の74．4％を負担しているのが

沖縄です。現在沖縄には33施設の基地があります。この

沖縄にある基地から米軍はイラクやアフガニスタンへ戦

争に行っているのです。原爆を知り、９条のある日本が

これを許してよいのでしょうか。

私は原爆についてまだまだ知らないことがたくさんあ

るし、沖縄の米軍基地問題についての疑問もまだまだた

くさんあります。今年の夏に行く長崎と沖縄では、いろ

いろな話を聞いて、自分の目で見て体験してたくさんの

知識を増やし、自分の中にある疑問に近づいていきたい

と思います。そして私が学んだことをなるべくたくさん

の人と共有し仲間を増やして平和の輪を広げていきたい

です。 （たなか・もえこ）

「陸軍中野学校と沖縄戦」

沖縄島北部からみえる沖縄戦の全容

日時：１０月３日（日）１４：００～１６：００

講師：川満　彰氏（名護市教育委員会文化化市史編さん室）

定員：２５名

資料代：５００円

☆昭和１３年に設立された陸軍中野学校。戦局が極ま

れる中どのように沖縄へ配置されたのか、また役割

等について学習します。

東京高校生平和ゼミナール連絡会世話人　奥住広布

先日ある会議で一人の女性が、「福島の高校生のなかに

は、自分の未来に不安を感じている高校生がたくさんい

る。一人の高校生は、『どうせ、自分たちは長く生きるこ

とはできないんだから・・・』と投げやりに言っていた」

と発言していた。福島原発事故を機に、小中高を問わず、

このまま無事に自分たちが生きていけるのか不安を感じ

る子どもたちがたくさん出てきている。

東京高校生平和ゼミナール連絡会（以下、平ゼミ）に参

加する高校生も同様である。原発の学習会を高校生が企

画したが、出てくる質問や感想も切実である。「自分たち

の未来がどうなるのか、日本にいられなくなる可能性が

あるのではないか」など、自分の将来と日本の未来とを

つなげた問いが多くなっている。

１５年間、私たち高校生平和ゼミがおこなってきたこ

とは、現実の社会の問題をみすえて、被爆者や戦争体験

者、基地の被害の話を聞き、戦争や核兵器の実相を知り、

学び、討論し、それを土台に、この国をどのようにして

いくのか、意見表明していくことである。

そう考えると、今の高校生の心情とこれらの学びはす

ごくかみあってきているのではないかと自負している。

今年度の東京高校生平和ゼミのメンバー５人は、４月下

旬に震災ボランテイアとして、宮城県の塩釜市にいって

きた。そこに参加した高校生たちは、「２泊３日という日

程で、ボランティアできたのは1日だけでした。とても短

かったけど、被災地の現状を知ることができました。画

面越しで見る被災地とは違い、感じるものがありました。

日常の生活が一瞬にして壊されるというのを肌で感じま

した。今、自分たちにできることは大きくないかもしれ

ないけど、行動することが大事だと思いました。それは

この震災の現状を伝えていくことです。それが周りを動

かし、復興につながることだと思いました」「私にとって

今回のことはテレビの世界でした。それを肌で感じて色

んな思いが詰まっています。それを１つ１つ吐き出して

いけたらいいです」と感想を述べている。かれらは震災

や原発の問題を、単に学校の枠内の勉強として捉えるの

でなく、自分たちがどうしていくのか、これを見すえて

自分たちはどう生きていくのか葛藤しはじめたのではな

いか。

現実の社会に対して高校生が不安に感じたり、おかし

いなと思っていることを私たち高校生平和ゼミの世話人

（援助者）は大切にし、そのままにせず、リアルな体験や

学習をしてもらいたいと思っている。また、この学びを

土台に、今の社会としっかり向き合い、自分たちが国の

未来のためになにができるのか、どうすればいいのか、

高校生と一緒に考えていきたいと願っている。

今回の震災のボランテイアへの参加もこのような思い

から出発しているのである。

８月７日から１３日まで平ゼミのメンバーは、福島の

ことを学びつつ、沖縄や長崎に平和学習旅行にいく予定

である。ぜひ、多くの高校生にこのツアーに参加しても

らいたい。 （おくずみ・ひろむ）

東京高校生平和ゼミナール
フクシマとナガサキとオキナワを学ぶ

沖縄学習会

宿坊に泊まり、名湯に癒される

高野山と熊野三山を巡る旅　4日間

10月2日（日）～10月5日(水）¥116,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港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④那智勝浦6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羽田空港
◇語り部の案内で、手付かずの自然の残る古道を歩くコース
◇中辺路では地元の旬な山菜と精進料理を楽しみます
◇3日目は体力に合わせて2つのコースがお選びいただけます

紅葉の白神山地を満喫

秋の白神山地をあるく　4日間

10月16日（日)～10月19日（水）¥114,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5秋田・大館能代空港6藤里町見学6深浦町②白神
岳登山③十二湖散策6④深浦町6二つ森散策6秋田・大館能代
空港5羽田空港
◇紅葉の時期に白神に登り、広大なブナの原生林を散策
◇地元のガイドが4日間ご案内いたします

10月の特別コース

紅葉の鳥海山と月山を楽しむ　4日間

10月9日（日）～10月12日(水）¥109,000
募集20名（最少催行10名）
羽田空港5庄内空港6湯ノ台・紅葉ドライブ6吹浦鳥海温泉①
6鳥海山ブルーラインのドライブ6湯ノ沢温泉①6月山高原ラ
インドライブ6湯野浜温泉①6月山リフト6鶴岡市内見学6

庄内空港5羽田空港
◇山腹の紅葉ドライブと希望者は山歩き
◇鶴岡市内見学、藤沢周平の文学散歩

＜紅葉の季節＞

数右衛門と良寛から地域のあり方と道州制を考える旅

10月30日（日）～31日（月）￥33,000
募集35名（最少催行15名）
①上越新幹線　燕三条駅改札口１１時集合6横田切れ現地視察・信
濃川河川事務所資料館・分水資料館・国上五合庵　寺泊海岸温泉泊②
6寺泊周辺見学・出雲崎町良寛資料館など　長岡駅で解散。解散後、
希望者はオプション～佐渡学にまなぶ　佐渡島・自然、文化にふれる
旅～寺泊港8赤泊港　真野周辺泊③宿根木集落・小木港・羽崎地区
など　真野周辺泊④小倉千枚田など　両津港8新潟港→新潟駅解散

世界遺産

石見銀山をたずねる　４日間

11月7日（月）～10日（木）￥119,000
募集20名（最小催行15名）
①羽田5出雲6w石見銀山大森地区見学6温泉津温泉②
6w石見銀山大久保間歩見学6温泉津温泉③6松江市内・足
立美術館見学6三朝温泉④6三徳山・投げ入れ堂見学6米子空
港5羽田空港
◇石見銀山を２日間かけて散策。江戸時代の町並みが残る地区を地元
銀山ガイドが案内
◇三徳山の中腹の断崖に浮かぶように建つ国宝・投入堂を見学
◇名湯・温泉津（ゆのつ）温泉と三朝温泉に宿泊

添

添

添 添

添

“座込みをつづける、辺野古・高江へ激励訪問

琉球探訪沖縄本島　４日間

8月24日（水）～27日（土） ￥98,000
9月11日（日）～14日（水） ￥91,000
12月25日（日）～28日（水） ￥99,000
募集20名（最少催行10名）
羽田空港5南部戦跡（ひめゆりの塔など）6那覇①6中部基地
見学（嘉手納基地、辺野古漁港など）本部町泊①6北部見学（美ら
海水族館・東村高江など）那覇①自由行動5羽田
◇元ひめゆり学徒隊の方からのお話
◇66年前におきた沖縄戦跡の見学、現在の基地問題を地元平和ガイド
の案内で巡ります。
◇世界遺産の今帰仁城跡、芭蕉布の里や沖縄美うら海水族館を見学。

～自衛隊配備・戦争マラリア問題をかんがえる～

国境の島　与那国島と石垣島・竹富島をめぐる旅

12月25日（日）～28日（水） ￥154,000
募集25名（最少催行15名）
羽田空港5那覇空港5石垣空港6石垣島内見学石垣島内①石垣
空港5与那国空港　与那国島内見学　与那国島内泊①与那国空港
5石垣空港竹富島見学①6石垣島内見学石垣空港5那覇空港
5羽田空港
◇尖閣諸島問題で防衛大綱が新たに発表され自衛隊配備で揺れる日本
最西端、与那国島を訪問。
◇石垣島では、戦争マラリアについて、現地の方から詳しくご案内。
◇竹富島では、水牛車に揺られながらゆったりした時間を過ごします。

日本の朝鮮侵略をかんがえる　

唐津（名護屋城）・壱岐・対馬を訪ねる　４日間

11月13日（日）～16日（水） ￥128,000
募集20名（最少催行10名）
①各地空港5福岡空港6唐津市内見学（名護屋城博物館） 唐津
市内泊②唐津東港8壱岐・印通寺港 壱岐島内見学6（一支国博物
館） 壱岐島内泊③壱岐芦辺港8対馬厳原港6対馬島内見学（崔
益鉉の碑など）対馬島内泊④対馬島内見学（韓国展望所・朝鮮国訳官
使受難之碑）対馬空港5福岡空港5各地空港
◇豊臣秀吉朝鮮侵略の頃からの歴史を振り返る。
◇豊臣秀吉朝鮮侵略の反省に立つ名護屋城博物館を見学。
◇壱岐では、オープンした「一支国博物館」を見学。
◇韓国を目の前にした対馬を訪れ、明治政府の侵略に反対した愛国者
の碑を見学。

辛亥革命と孫文を巡る中国・江南の旅

南京・鳥鎮・上海　５日間
11月3日（木・祝）～7日（月） ￥155,000
募集20名（最少催行15名）
成田5南京②6蘇州6鳥鎮①6上海①5成田
旅の特色
◇孫文のお墓・中山陵や中華民国臨時大統領府（総督府）など辛亥革
命と孫文の足跡を南京、上海に訪ねます
◇南京大虐殺（1937年）の現場やリニューアルした南京大虐殺記念
館の見学
◇風向明媚な江南地方を代表する蘇州、静かな運河の街・鳥鎮を訪ね
ます

添

添

添

添
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◎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)

◆随時募集となります。まずはお電話でお問い合せください。

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（やぎした） 電話：03-3357-3377
e-mail：yagishita@fits-tyo.com

パート・アルバイト募集

①2012年３月卒業見込の方

②2012年４月から働ける方（25歳位までの既卒者・転職希望者）

◆第二次応募締切：①②2011年８月１５日

◆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

編集後記編集後記

休日を利用して、仙台、福島へ。震災後の仙台空港

から南下し、原発２０キロの立ち入り禁止区域までテ

レビや新聞では分からない実態を目の当りにしまし

た。以前担当させていただいた宮城県私立学校の修学

旅行で行った以来の仙台空港です。沢山の沖縄の思い

出をつめ込みながら、生徒さん達と別れた空港の変わ

りように心を痛めました。今年の修学旅行は無事おこ

なわれるのか案じていたところ、学校から連絡があり、

実施するとの連絡がありました。今年担当の旅行社は

当社ではないのですが是非、以前に当社でおこなった

沖縄の方々との交流を生徒さん達に体験させて欲しい

との要望です。震災もあり、特に生徒さんに良い思い

出を作ってあげたい先生の思いやりを受け止めまし

た。交流や体験は当社の得意な分野です。沖縄へ連絡

したところ、喜んで受け入れるとの返事がきました。

旅行でつながった関係が活きてます。復興のためにで

きることは色々ありますが、旅をとおしてできること

からはじめようと思います。 （S・O）

森と湖に囲まれ自然豊かで福祉も教育も世界に誇れる

国フィンランドへの「感動とロマンの旅」が日本共産党

横浜市後援会で企画されていた。選挙が終わり、福祉の

国を見たいとのかねてからの思いを実現したいと参加し

た。到着した一日目、６月５日のヘルシンキの気温は２

０度以上。夕刻、ホテルに到着し、真昼のような明るさ

に誘われて、同室の方と近所を散策。午後６時半、公園

には大勢の市民が散歩やベンチでおしゃべりなど陽を浴

びながらくつろいでいる。見事なライラックの花などが

咲き乱れている。街がにぎわっていると思ったら、この

日から学校は夏休みに。歩いて港まで行ける繁華街のホ

テルに連泊は研修での移動にも最適だった。現地ガイド

は元ヘルシンキ大学研究員で森歩きの達人Mさん。多く

の教育視察に同行されているガイドの達人。翌日、ヘル

シンキ市内観光をしながら、Mさんがフィンランドの歴

史をレクチャー。日本などの三国同盟に加担していて、

ほとんど空襲の被害はなかったが、敗戦国として出発し、

高い水準の福祉と教育の国をつくりあげたという事を伺

い感慨深かった。

さて午後の自由行動は参加者全員で世界遺産スオメン

リンナ海上要塞跡へ冒険の旅に。一日中路面電車・バ

ス・地下鉄・船が７ユーロで自由に乗り降りできるチケ

ットを購入して乗船。三日目は国家

教育委員会へ。特別検査官リンナさ

んの説明に熱の入った質問が飛び交

い時間を超過しての訪問となった。

高校まで給食は無料。長い夏休み中

宿題はなし。子どもたちが充分学べ

るよう学級の人数は教員が決める。

モチロン教科書も。午後の託児保育

園の視察は、園長先生（男性）の案

内で。部屋の調度品が可愛い。ベッ

ドルームと食事等の部屋は別。元気

に三輪車を子どもたちが乗り回していた。3歳未満の子

どもは家でというのが多数とのこと。午後の最後は図書

館。とにもかくにも市民に来てもらえる図書館にと工夫

していると主任司書のアヌさん熱弁。

四日目は市営の特養ホームへ。森の中に、れんが造り

の建物が点在している。「このままここに居ていいでし

ょうか」と参加者から。庭で入所者の方々と交流。歌を

歌ってくださったので、私たちも歌を披露。インターネ

ット通信で、リハビリの患者さんと日常的につながり、

指導を継続している実態を見せていただく。午後は、国

立公園へいざいざ。森の中にブルーベリーが敷き詰めら

れるように生えている。残念ながらまだ実は緑。

ヘルシンキでは連日２０度を超える晴天の日々。用意

したセーターの出番はなかった。フィンランドは２期目

を迎えた現大統領は女性。国会議員定数２００人中女性

議員は４０％。被選挙権はフィンランド人女性が世界で

初めて手にしている。国の施策に女性の声がしっかりと

反映されているというのが、この国の福祉や教育をつく

っている姿の根源ではないかと感想を持った。添乗員さ

んは、様々な思いを持った２０人をいつも笑顔で接して

くださり、快適な研修の旅をサポートくださった。あり

がとうございました。 （みわ　ちえみ）

ブラジル通信

二井はるみ

こんにちは。二井はるみと申します。静岡県三島市で

小学校の教員をしています。今年度７月より１年９か月

間、JICA日系社会青年ボランティアとして、ブラジルサ

ンパウロ州の小学校へ派遣予定です。

私の勤務する学校には外国籍の子どもたちがいます。

中でもブラジル国籍の子どもはとても多いです。もとも

と海外で何か活動をしてみたい、と漠然と考えていた私

は、この日系社会青年ボランティアのことを知り、日系

社会や異なる国の文化や考え方について理解する一歩に

なるのではないか、と考えてこの活動に参加しようと思

いました。

訓練は、４月から６月上旬まで、横浜にあるJICAの研

修センターで行われました。ブラジルで使用されている

ポルトガル語の語学訓練と一般講座がありました。全国

から集まった、シニア・青年４６名が同じ研修センター

で生活し、学びます。年代も職種も違うので、毎日が新

鮮でとても楽しいです。語学訓練は進度が速く、とても

大変でしたが、新しい言葉を学ぶのはとてもおもしろい

です。言葉の違いは、文化の違いや考え方の違いが表れ

てくるなあと感じました。一般講座では、日系社会の歴

史やラテンアメリカの文化などについて学びました。い

ろいろな講座があり、それぞれ興味深かったです。移民

の歴史などは、恥ずかしながらほとんど知らない状態だ

ったのですが、１００年前の移民の人たちがどんな思い

でブラジルという地でコミュニティを作ってきたのか、

考えさせられました。歴史の流れの重さと自分のこれか

らの活動の責任に身の引き締まる思いがしました。

この研修で、日系人の留学生とたくさん話をしました。

夢をもち、生き生きと語る話し方に私も刺激を受けまし

た。これからたくさんの経験ができると思います。アン

テナを高く、たくさんのことを吸収し、学び、成長して

日本に戻ってきたいと思います。 （ふたい・はるみ）

秋のフィンランド ドライヴ旅行

小泉　一英・翠

９月９日出発、１９日帰国の１０日間、ヘルシンキか

らトゥルク・ハメーンリナ・タンペレ・ラハテイ・後半

はラップランドへと廻った。すでに秋の気配であった。

ヨーロッパ赤松、白樺の林が延々と続く。

ハメーンリナで湖を見る。クルージングは８月３１日

で終りであったが、運よく１１日だけ運行、これに乗る。

船上からハメーン城湖面に映る対岸のヨーロッパ柳の林、

サウナ小屋、シーズンオフなので人影はない。

タンペレは大学の街。赤レンガの建物が目立った。ラ

ハティはウィンタースポーツの中心地、ナショナルセン

ター（ジャンプ台）があった。周辺見学後、シベリウス

コンサートへ。シベリウス週間の最終日で満席。アンコ

ール曲フィンランディアが終ると皆立ち上っての拍手。

涙をながす人もいて、もらい泣きをしてしまった。彼の

生家アイノラにも寄り、当時のピアノ、曲集他を見学し

てきた。

後半はラップランド（北緯６８度）地方に向かった。

空港周辺は何もなく、ターミナルがあるだけ。ここから

は白樺、ポプラの黄葉が続く。宿泊地のパッラス国立公

園に到着。周辺は背高の低い樹木。草もみぢ、苔だけ。

一番高い山でも807ｍ。公園内ではトナカイに初対面。

大きく真白なものもいた。ホテルは眺めの良い山腹にあ

り木造２階建、多くのハイカーで混んでいた。多くのコ

ースがあり夏は花一面とか。フィンランドの食事はトナ

カイ料理（カツ・ステーキ・ハンバーグ・煮込み）、魚料

理（ヤマメの仲間）、サーモン、野菜、きのこ料理、木の

実のデザートとみなおいしかった。

最終はロヴァニエミに行く。サンタ村はシーズンオフ

でひっそりロヴァニエミ一泊後はヘルシンキに寄り、市

内見学、バルト海を眺めての食事をとり、旅の締めくく

りとなる。

なんの予備知識をもたずの旅であったが、森と湖、動

物の自然の中でおいしい空気をいっぱい吸って、１０日

間の充実したフィンランドの旅でした。
（こいずみ　かずひで・みどり）

日系社会青年ボランティア
現職教員６名（右から２番目が筆者）

お悔やみ　さる5月18日に小泉翠様がご逝去されました。1989年よ
り20年以上にわたって、スイス旅行を中心に永らく弊社をご愛顧
いただき、ご一緒にご旅行をされた方々も多くいらっしゃること
と思います。謹んでご冥福をお祈りいたします。

富士国際旅行社　社員一同

筆
者
中
央

フィンランドの
教育と福祉を学んだ旅

三輪智恵美



無料進呈

2011年8月15日（８） いい旅いい仲間 第46号　

10月13日(木)～10月22日(土) ¥368,000
募集10名（最少催行6名）
成田・関西5フィレンツェ②6wラッダ②6wモンテプル
チアーノ②6オルビエート②7ローマ5①5成田・関西
◇イタリアのアグリツ
ーリズモに宿泊、田
園風景をあるく
◇世界遺産フィレンツ
ェ、シエナ、サンジ
ミニャーノを見学
◇名酒の里キャンテ
ィ、モンタルチーノ、
モンテプルチアーノ
を巡る

9月19日(月)～9月26日(月) ¥395,000
募集10名（最少催行6名）
成田5イエローナイフ③6バンフ③6カルガリー5①5成田
◇オーロラ観測の世界的メッカ、イエローナイフに三連泊
◇カナディアンロッキーの黄葉ハイキングを楽しむ

9月21日(水)～9月28日(水) ¥406,000
募集15名（最少催行8名）
成田・関西5ヘルシンキ5サーリセルカ①w大人の林間学校体
験①wサーリセルカ①6ロヴァニエミ①5ヘルシンキ6ヌー
クシオ国立公園②6ヘルシンキ5①5成田・関西
◇紅葉の森のなかをキノコとベリー狩りウォーキング
◇ラップランド式林間学校を体験！サーメ人の文化にふれる

10月4日(火)～10月10日(月) ¥393,000
募集15名（最少催行10名）
成田5トロント6ナイヤガラ①8ナイヤガラの滝見学（霧の乙
女号）6トロント①5シャーロットタウン②グリーンゲイブルズ
ハウス、モンゴメリの生家など訪問5モントリオール①メープル街
道の紅葉を訪ねる5①5成田
◇雄大な自然が広がる東部カナダを
紅葉のベストシーズンに訪れる
◇赤毛のアンの舞台とナイヤガラの
滝を訪れ、カナダの魅力を満喫

11月 8日（火）～16日（水） ￥445,000
12月13日（火）～21日（水） ￥455,000
2012年3月6日（火）～14日（水） ￥462,000
募集20名（最少催行10名）
成田5①5クイーンズタウン②6テ・アナウ①6マウントク
ック③6クライストチャーチ5オークランド①5成田
◇アオラキ／マウントクック国立公園を代表するハイキングコース、
フッカー谷ハイキングをお楽しみいただきます
◇登山愛好家たちの憧れのマウントクック、ホテル・ハーミテージに3連泊

2012年1月29日（日）～2月5日（日）
費用はお問い合せください
募集20名（最少催行15名）
成田5（アメリカ又はカナダ経由）5マナグア～レオン～マナグ
ア④5サンホセ②5（アメリカまたはカナダの乗継都市）①5

機中①5成田
◇ニカラグアでサンディニスタ民族解放戦線訪問、学校見学
◇火山被害を受けた「世界遺産」のレオン・ビエホ遺跡へ
◇コスタリカでは憲法法廷、選挙最高裁判所、学校訪問

や市民運動家と平和憲法について懇談・交流

9月29日(木)～10月7日(金)￥418,000
10月13日(木)～21日（金）￥408,000
2012年5月と6月に設定　次号発表
募集15名（最少催行8名）
東京5ヨーロッパ都市5ザグレブ①プリトヴィツェ③スプリット
①ドブロヴニク②5ヨーロッパ都市5東京
◇世界遺産プリトヴィツェに3連泊ゆっくり2日間のウオーキング
◇アドリア海に浮かぶドブロヴニクに2連泊
◇豊富なアドリアの海の幸をご賞味ください

10月19日（水）～28日（金）10日間　￥486,000
募集15名（最少催行10名）
成田5米国5リマ②5クスコ7マチュピチュ①7クスコ①
6プーノ5リマ6パラカス②5ナスカ5ピスコ6リマ5

①5米国5①5成田
◇世界遺産空中都市マチュピチュ・ナスカの地上絵・クスコ市街をじっくり見学
◇葦で造られた島、ウロス島を学校や民家訪問。
◇ミニガラパゴス：パジェスタ島をクルーズ、海の動物（アショカや海烏
など）を見る

世界遺産ペルーのアンデス文明を訪ねて

大自然の中のプリトヴィツェに３連泊

クロアチア ウォーキングと世界遺産 ９日間

激動の中南米で人々と交流する

ニカラグアとコスタリカ 交流の旅 ９日間

ニュージーランド 自然を満喫する旅 ９日間

壮大なスケールの紅葉を訪ねて

ナイヤガラとプリンスエドワード島、メープル街道 ７日間

ベリーが色づく“ルスカ”の季節

フィンランド　紅葉の北極圏をあるく ８日間

オーロラ観測地とロッキーに３連泊

カナダ　黄葉とオーロラを訪ねる ８日間

“4つの世界遺産、4大名酒の里を巡る”

秋のトスカーナ・ウォーキング 10日間

～日本からハバナへ同日乗り継ぎが実現～

・７月から経由地での宿泊がなくなり、出発日のハバナ到着が実現
・現地滞在時間が約１日半増え、滞在都市や訪問先が多様化
・旅行費用はこれまでと変わらず、同じ日数でもツアー内容が充実

ポリクリニコからファミリードクターまで

キューバの医療・福祉にふれる旅　８日間
成田空港5トロント（乗継）5ハバナ③6パラデロ②6ハバ
ナ①5トロント（乗継）5成田空港
◇日本から当日ハバナに到着、ゆったりたっぷりの日程が実現！
◇ハバナ近郊で、医療視察を中心に、２日間にわたり訪問交流
◇白砂のビーチのバラデロに２泊、カリブ海のリゾートも満喫

革命成功の歴史と現代を訪ねる

キューバ友好・交流の旅　８日間
成田空港5トロント5ハバナ①5サンチャゴ・デ・クーバ②5

ハバナ③5トロント5①5成田空港
◇日本から当日ハバナに到着、身近になったキューバを満喫！
◇革命成功の地、サンチャゴ・デ・クーバにも足を伸ばします
◇教育、農業、老人施設などの訪問で、キューバ人民と交流

いま、近くなった
キューバへ

1月20日（金）～1月31日（火）￥384,000
募集12名（最少催行6名）
成田・関西5チューリッヒ7ベルン①7ツェルマット⑤7ミ
ューレン④7チューリッヒ5①5成田・関西
◇ツェルマット４日、グリンデルワルト３日間のゆったり旅

12月20日（火）～26日（月） ￥347,000
募集10名（最少催行4名）
成田5シアトル5アンカレッジ5フェアバンクス6チェナ温
泉③6タルキートナ①6アンカレッジ①5シアトル5①5

成田
◇北半球で最も明るいオーロラを見られるアラスカのチェナ温泉で
オーロラ観測
◇北米最高峰のマッキンリーの雄大な景観をタルキートナで満喫

10月22日(土）～10月28日(金）¥197,000
募集30名（最少催行15名）
羽田空港5北京（乗継）7安陽②6曲阜①6泰安①6済南
（乗継）7青島②5成田空港
◇孔子の思想を育んだ儒教の聖地、山東省の曲阜を訪れます
◇ロープウェイで、世界遺産の泰山に登頂します
◇日本軍による虐殺のあった毛子埠村を訪問、懇談、交流します

10月21日（金）～10月26日（水）¥185,000
募集25名（最少催行15名）
成田5張家界②6鳳凰古城①6長沙①5北京①5成田
◇『アバター』の舞台・世界遺産「張家界」を訪ねます
◇張家界の散策は、トレッキングと観光コースを選べます
◇「中国でもっとも美しい古城」の鳳凰古城を訪ねます

10月11日（火）～10月16日（日）¥198,000
募集35名（最少催行25名）
成田5上海（乗継）5武漢②5杭州①6紹興②6上海（乗
継）5成田
◇100年前に辛亥革命の火蓋が切られた地、武漢を訪問します
◇「辛亥革命に関する講演」を聞き、懇談、交流を行います
◇女性革命家の秋瑾や、魯迅ゆかりの紹興へも足を延ばします

9月11日（日）～18日（日） ￥245,000
募集20名（最少催行15名）
成田5長春③6瀋陽6撫順/平頂山6瀋陽②9大連6旅
順6大連②5成田
◇旧満州国崩壊前や、崩壊後の長春を顧みて見学
◇改築なった撫順戦犯管理所と平頂山を解説付きで見学
◇旅順の街を徹底見学

山野井夫妻と一緒に歩きませんか
ゆっくり・のんびり、ヒマラヤの山旅

アンナプルナ内院トレッキング　１５日間
●2011年10月2日～16日
●特別代金　￥399,000（当社通常代金￥415,000）
●割引特典（早期申込、グループ参加、リピーター参加の方にさらに
割引条件を設定、詳しくは資料請求下さい）
●現地イベント開催（カトマンズにて山野井夫妻、シェルパを囲んで
懇親パーティー、山用品抽選会）
●最小催行人数 ２５名様
●出発地 成田（羽田）、中部、関空

ゲスト参加

アルピニスト

山野井泰史・妙子夫妻

「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。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。

１ マッターホルンとユングフラウ地域の大パノラマ

スイス　スキー・パノラマハイキング　12日間

５ 辛亥革命100周年企画 武漢・杭州・紹興

中国 平和・連帯の旅　６日間

６ 日中科学技術文化センター企画

中国東北部・長春・撫順・旅順を訪ね歴史の深層を見る　８日間

４ 映画『アバター』のロケ地・張家界をめぐる

気軽に行ける中国秘境の旅・湖南編　６日間

３ ～文明のルーツを訪ねて～

華北・日中平和交流の旅　７日間

２ マッキンリーとアラスカの自然

北米最高峰の展望とオーロラ満喫　７日間

☆詳しい資料を当社担当に請求下さい。

氏名、年令、〒、住所、電話番号、e-mailアドレスを添えて
担当：中野、鈴木あて
e-mailは、nakano@fits-tyo.com
HPでもご案内中、http://www.fits-tyo.com/himalayas/

＜キューバ両コース共通の日程と条件＞
2011年10月22日（土）～29日（土）

11月19日（土）～26日（土）
2012年 1月14日（土）～21日（土）

2月11日（土）～18日（土）
￥393,000～￥398,000
募集20名（最少催行10名）
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2011年　世界の自然を歩く
写真コンテスト＆旅行披露会のお知らせ

今年も「国内・海外のハイキング・トレッキング」のツア
ーにご参加いただいた皆様にお集まりいただき、「旅の思
い出の写真交換会と写真コンテスト」を実施いたします。

◆写真コンテスト応募要綱◆
サイズ：旅行中撮られた写真を2Lサイズで2枚まで
入賞者発表：秋の写真コンテスト当日、ご参加いただいた皆様
の審査により発表。お送りいただいた写真は会場に展示させて
いただきます。審査の結果、上位5名様には素敵な商品を進呈
いたします。もちろんご応募いただいた皆様にも、もれなく参
加賞をお渡しいたします。
日時：2011年9月17日（土）13時30分～16時30分
会場：東京　石井スポーツici club神田　６階アースプラザ

2011年秋～2012年夏シーズン

海外トレッキング総合パンフレット
ネパール・ブータン 全42コース

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か
ら登頂プランまで満載しています。ブー
タンはフラワープランもあります。
海外トレッキングは夢ではありませ
ん。ちょっと不安、でも行ってみたい。
ご期待のプランが必ず見つかります。
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」コンセプトで、皆様のご参
加を心からお待ちしております。

保存版

自然と交流の旅


