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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

＊当社ホームページで、お得な新・海外旅行保険【ｏｆ
ｆ！(オフ)】にご加入いただけるようになりました。(引
受会社：損保ジャパン)
★出発当日でもスピード加入　★海外に出かける前に忘
れずに、旅行の際にはぜひともご利用ください。

海外旅行保険は
当社ホームページでご加入を！

カラーグラビア

写真コンテスト受賞作品・フィンランドのオーロラ・

フィリピン米軍基地撤去記念イベント‥‥‥‥1
旅のがっこう ‥‥‥‥‥‥‥2
旅のご案内　基地と原発シリーズ ‥‥‥2
ハワイ島～楽園からの招待状～ ‥‥‥3
太陽の活動期～オーロラ鑑賞のチャンス～ ‥3
旅のご案内　世界の自然をあるく ‥‥‥3
BOOK GUIDE ‥‥‥‥‥‥‥‥3
旅～つながる　人と世界 ‥4・5

50号記念特別企画‥‥‥‥‥5
旅のご案内　ベトナム、中国、韓国ほか‥4・5
ブラジル通信 ‥‥‥‥‥‥‥‥6
旅のご案内　ヨーロッパほか ‥‥‥‥6
ベトナムの「平和の鐘」と日本 ‥7
社員登場・イタリア料理・スタッフ募集・編集後記 7
旅のご案内　国内の旅 ‥‥‥‥‥‥7
「世界の山々をあるく」写真コンテスト入賞者発表 ‥8
旅のご案内　ネパール・ブータン特選ツアー

ヨーロッパ・アルプス　国内・花と自然 ‥8

＞＞C O N T E N T S

より見やすく、デザインを一新。旅のお役立ち情報も満
載です。ぜひご覧ください。
http://www.fits-tyo.com.

ホームページを
リニューアルしました！

新年あけまして
おめでとうございます

2013年　年頭のご挨拶

創業４９年を迎え、来年の５０周年が目前となって

います。お客様に支えていただき、ここまでやってこ

られたことに感謝申し上げます。

ＴＰＰ、原発、オスプレイなど様々な問題がありま

すが、その根本にある原因がはっきりしてきています。

インターネットやテレビ、雑誌が発達、普及しても、

実際その場に足を運んでみなくては、わからないこと

が多々あります。米軍基地撤去、原発稼働を止めるこ

とが出来るのか、その場で働く人たちの生活はどうな

るの？　という声をよく聞きますが、世界を見渡せば

問題を解決し、実現している国があります。イメージ

を持てれば、実現に向けて動く力を得られることが多

いのではないでしょうか。マスメディアから与えられ

る情報だけでなく、自分の目で見て、聞いて、判断す

ることが求められています。今年も「本物」が持つ旅

のちからを発揮し、皆様と未来を切り開く旅行を提供

していきます。

今年も引き続きご支援のほど、お願い申し上げます。

（株）富士国際旅行社　社長　太田 正一

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

富士国際旅行社 社員 一同

フィリピン米軍基地撤去20周年記念イベント（2012年11月8日）

フィンランドのオーロラ（2012年2月イナリにて　大野一夫様撮影　記事３面）

2012年「世界の山々をあるく」写真コンテスト１等賞　伊藤好晴様撮影
（コンテスト受賞者発表は８面）
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“学び＋旅”
の

すすめ
～旅に学び、学んで旅する～

※場所に記載がない場合は、富士国際旅行社会議室で行います。

第二弾　三陸被災地応援ツアー　3日間

日　時：５月２６日（日）～２８日（火）

１０～１４名様￥５８,０００　１５名様以上￥５４,０００

募集２０名（最少催行１０名）

①釜石駅現地集合6釜石市見学6大槌町見学6釜

石市泊

②釜石6宮古市見学7浄土ヶ浜6岩泉町泊

③龍泉洞見学6盛岡駅現地解散

◇釜石市と大槌町で、現地の方より被災時と現在の状況

のお話を伺います。

◇宮古市では三陸鉄道に乗車し、職員の方よりお話を伺

います。

◆第５回　ベトナム最新事情

日　時：２月９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）

参加費：５００円

○ASEANの取り組みを中心に、ベトナムと東南アジアの

平和の共同体づくりについて最新事情をお話しいただき

ます。

◆靖国神社と東京駅歴史散策

日　時：２月１０日（日）

集合９：４５ 市ケ谷駅交

差点交番前　解散１６：

３０ 頃東京駅丸の内【雨

天決行】

主な行程：市ヶ谷見附跡

→靖国神社・遊就館（休

憩所で弁当の昼食）→しょうけい館（戦傷病者史料館）

→東京メトロ九段下駅から大手町駅へ→将門首塚→東京

駅→丸の内オアゾ１ F のピカソ作ゲルニカ壁画（複製）

→東京駅丸の内駅舎（地下鉄以外は全て徒歩ですので歩

きやすい服装・靴でご参加下さい）

講　師：長谷川順一氏

（東京の戦争遺跡を歩く会平和ガイド）

参加費：４０００円（資料・お弁当・交通費・講師料を含む)

定　員：３０名

◆モンゴルとニュージーランドの
持続可能な暮らしかた

日　時：２月１６日（土） １４：００～１６：００　

講　師：尾島　礼子氏（元青年海外協力隊隊員）

参加費：５００円

○モンゴルに２年、ニュージーランドに１年生活して見

えてきた日本の暮らしとの違いは。その中で見えてきた、

日本の姿は。ご自身の経験を、たくさんの画像とともに

語っていただきます。

◆人道に対する犯罪、歴史問題の処理は
世界の流れ

日　時：３月１５日（金） １４：００～１６：００　

講　師：柳河瀬　精氏

（治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟会長）

参加費：１０００円

○「治安維持法犠牲者に謝罪と賠償を」ドイツ、スペイ

ンをはじめ、世界では歴史の負の遺産の処理が進んでい

ます。日本のアジア各国への侵略戦争と植民地支配、国

内での治安維持法による弾圧の実相と、今なお解決して

いない日本の戦後処理についてお話しいただきます。

◆出張版！　ベトナム最新事情 in 大阪

日　時：３月１６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）

会　場：後日参加希望の方に詳細をお知らせいたします

参加費：５００円

○現在問題になっている原発建設とベトナムの電力事情

について、最新事情をお話しいただきます。

◆尖閣諸島と領土問題を考える

日　時：４月６日（土） １４：００～１６：００

講　師：川田　忠明氏

（日本平和委員会常任理事・日本平和学会会員）

参加費：５００円

○日本政府の尖閣諸島国有化に端を発する、中国との関

係悪化の経過と現状、アジア各地での領土問題への対応

や平和的な解決について、平和運動の視点から語っていた

だきます。

◆ミャンマーを知るつどい

「アウン・サン・スーチーと未知の国ミャンマー」

日　時：４月１３日（土） １４：００～１６：００

参加費：２０００円（軽食、資料代を含む）定員：２０名

場　所：「Cha ba na」（ビルマ料理店　東京巣鴨駅近く）

講　師：ナイ・リン・スイさん（在日２０年　ビルマ人）

〇「閉ざされた故郷、ビルマの味を日本の人にもっと知

ってもらいたい」とレストランを経営。オーナーシェフ

として活躍している。17歳で来日して、すでに20年。日

本の夜間中学で日本語を学んだ苦労人。お母さんや妹と

一緒に、日本からビルマの民主化に熱い思いを寄せている。

≪ツアー予告≫

２０１３年９月下旬～１０月上旬予定　

詳細につきましては、学習会で発表！

◆山歩き初心者のための講習＆交流会　　　
日和田山日帰りハイキングw

日　時：４月１３日（土） ９：００～１６：００　

講　師：比地原正明氏（富士国際添乗員・山岳ガイド）

行　程：西武線高麗駅９時集合w日和田山305mw

北向地蔵390mwユガテ301mw東吾野駅１６時解

散（歩行時間：3時間30分、標高差139m）

定　員：２０名

参加費：１０００円（保険・講習費用）交通費・食事は各自

○国内・海外のハイキング・トレッキングに挑戦した

い！　という方、「装備はどんなものを用意したらいい

のか？」「山歩き初心者だけどどう歩いたらいいの？」

「山歩き仲間をつくりたい」という方のために、弊社添

乗員兼山岳ガイドが、歩きながら基本装備や歩き方、ス

トックの使い方などについて詳しくご説明いたします。

全体としてはなだらかなコースですが、若干の急登もあ

り山に慣れていない人も歩けるコースです。どなたでも

ご参加いただけます。

◆デンマーク『風のがっこう』から
かんがえるエネルギーと暮らし

日　時：４月２０日（土） １４：００～１６：００　

講　師：ケンジ　ステファン　スズキ氏

（S.R.A Denmark, 『風のがっこう』代表）

〇原発に頼らず、自然エネルギーを普及させたデンマー

クの取り組みを紹介いただき、これからの日本のエネル

ギー政策の課題をお話いただきます。参加費：５００円

自然エネルギー100％をめざす島からかんがえる

4月14日(日)～4月16日(火)￥85,000
20名（最少催行15名）
①羽田空港5岩国6岩国基地見学・錦帯橋　岩国泊　
②6上関原発建設予定地見学・地元の方のお話8祝島（交流会）泊　
③島内見学8柳井6岩国空港5羽田空港
◇海兵隊最大の「戦闘攻撃機」部隊の出撃拠点　岩国基地を見学
◇建設計画が持ち上がって３０年、上関原発建設予定地を見学
◇祝島に宿泊、上関原発を建てさせない祝島島民の会の方々と交流
◇日本三名橋・錦帯橋、柳井の白壁の町並みを見学

瀬戸内海・上関に原発建設計画が持ち上がったのは今から３０年前。そ
の対岸に位置し、建設を阻止し続けている人びとが暮らす祝島に、昨夏訪
問してきました。島では稲作、びわ、びわ茶、一本釣り、自然農法の野菜、
ナチュラルな養豚（いわゆる「生ゴミ」などがエサ）など自然の恵みを最
大限に生かした産業が反対運動と並行して営まれてきました。また、原発
に頼らない暮らしの実現のため、必要な電力はすべて島でまかなうことを
めざしており、太陽光発電の取り組みなど日本では最先端の自然エネルギ
ーの現場になりつつあります。日本の懐かしい原風景である農漁村を、ま
た日本最大の海兵隊基地がある岩国を訪ね、未来へのヒントを探しにいき
ませんか。ご参加を心からお待ちしています。 （M.T）

～川内原発と知覧・鹿屋特攻基地跡をめぐる～

4月20日(土)～4月22日(月) ￥92,000
20名（最少催行10名）
①羽田空港5鹿児島空港6川内原発周辺見学6鹿児島市内ホテル　
②知覧特攻平和会館6知覧武家屋敷6池田湖6湖南丸の碑6うなぎ温泉泊　
③8鹿屋航空基地、資料館6特攻慰霊塔6鹿児島空港5羽田空港
◇再稼働問題にゆれる川内原発。反対運動に取り組んでいる川内市議や地元の方々と交流
◇若い特攻隊員たちが出撃し犠牲になった知覧や湖南丸の碑を見学。命の尊さを考えます
◇元戦艦大和乗組員の方のご案内で、海上自衛隊鹿屋基地を見学
◇薩摩の小京都と称される知覧武家屋敷。温泉や九州郷土料理もお楽しみに。

大間原発建設問題を考える

5月12日(日)～5月14日(火)
10～14名：￥89,000 15名以上：￥85,000
20名（最少催行10名）
①羽田空港5三沢6三沢基地見学（三沢基地ゲート・アーケード街・航空科学館）
6古牧温泉泊　②古牧温泉6大間町（あさこはうす訪問）6下風呂温泉泊　
③6六ヶ所村見学（原燃PRセンター・サイクル施設外観）6三沢5羽田空港
◇大間原発の建設反対「あさこはうす」へ激励訪問！と交流予定
◇アメリカ空軍基地・三沢基地を現地の方の案内で巡り、基地問題を考える
◇六ヶ所村でPR館、サイクル施設（外観）を見学し、現地の方より現状のお話を聞く

岩ユリが咲き誇る初夏・ベストシーズン！

6月1日(土)～6月3日(月)￥69,500
20名（最少催行10名）
①上越新幹線・新潟駅改札口現地集合6岩船港8粟島港6粟島
浦村村長のお話と地元の方々と交流6民宿　②民宿6粟島港8

岩船港6出雲崎（良寛資料館、妻入りの街並みなど）6寺泊の民
宿泊　③民宿6柏崎刈羽原発周辺見学、地元の方のお話6上越新
幹線・燕三条駅改札口解散
◇合併せず自立した地域自
治をめざす粟島浦村村長
のお話や地元の方々と交
流します。
◇柏崎刈羽原発を訪れ、反
対運動をしている地元の
方より実態についてお伺
いします。
◇一面の岩ユリが広がる初
夏の季節！　新潟のお酒
や郷土料理のわっぱ煮も
お楽しみに。

添

添

添

添

写真提供：粟島観光協会

女川原発をバックに（三陸被災地応援ツアー第一弾）

添
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ハワイ諸島は大陸から約4000キロも離れています。地

球上でもっとも孤立した島々なので、固有種がとても多

いところです。しかし農地、住宅地、リゾート観光地開

発などで自然が失われた場所が多く、絶滅危惧種が多い

ところとなってしまいました。

現在、年間何百万人というハワイの観光客の多くは、

‘リゾート観光地’として造られた「ハワイらしい」イ

メージの人工的な美しさと快適さで満足して帰ってしま

います。原生林が伐採され外来植物で覆われた大地を見

て「手付かずの自然だ」と誤解し、ホテルや町の中など

で見かける他の国から持ち込まれた色鮮やかな花を見て

「南国ハワイの花」だと誤解してしまったり……という

ケースが多いのではないでしょうか。

ハワイ諸島と同じように火山群島であるガラパゴス諸

島の生物相を研究したチャールズ・ダーウィンが1859年

に彼の友人であったイギリスの植物学者ジョーセフ・ダ

ルトン・フッカーに送った

手紙の一部には、「太平洋の

植物相について君が解き明

かしてくれればいいなと切

に思う……世界中に色んな

ところがあるが、サンドイ

ッチ諸島（ハワイ諸島）の

植物相をみたい。そこは世

界で一番孤立した島々の集

まりで、しかも島と島との

間が十分に離れていると思

う。」と書かれていました。

ダーウィンはハワイ諸島に

は来ることはありませんで

したが、ハワイの自然の驚

くほどの種の多様性に目を

向けていたようです。

ハワイ固有の動植物はハワイが誇るべき宝物であり、

これこそハワイの自然の魅力です。 4000ｍを越える山が

２つもあるハワイ島の世界遺産ハワイ火山国立公園など

自然保護区で、じっくりと時間をかけて自然観察しませ

んか。ただハワイの美しい景観を楽しむだけでなく、自

然の面白さや不思議さを発見する学びの旅、知ることに

よって感じることによって大きな喜びを感じる有意義な

旅です。ハワイ島でお会いできることを楽しみにお待ち

しております。 （はせがわ　くみこ）

オーロラは、北極や南極付近の上空１００km以上の所

に現れます。雲よりもずっと高い所です。これを人の目

で見るには、空が暗いことが条件です。また、雲が多け

れば見ることができませんので、雲が発生しやすい暖か

い時期も条件は悪くなります。北極圏近くの夏の時期に

は、２０時間を超える日照時間や白夜もあり、オーロラ

観賞は困難です。そのため、冬の寒い時期が適している

というわけです。

太陽は、太陽風と言われるガス（プラズマ）を常に放

出しています。この太陽風が地球に到達したとき、地球

の磁場の影響を受け、極地にある磁場の隙間から太陽風

が進入します。オーロラの発光現象は、太陽風に含まれ

ている電子が地球をとりまく大気の上層の電離層の粒子

と衝突して起こります。オ

ーロラは、緑と赤が混在し

たさまざまな色合いをつく

り出します。

太陽は１１年周期で活動

期を迎え、活動期になると

太陽黒点も多く見られます。黒点の周辺では、フレアと

いって太陽爆発現象が起きています。黒点は周囲より温

度が低く強い磁場があり、黒点が多ければ多いほど磁場

が強くなり強い太陽風が吹いてきます。その結果、オー

ロラが頻繁に発生するということになります。この太陽

黒点が多くなる活動期が、２０１１年から２０１４年で

す。大規模なフレアは、２０１２年１０月２３日に起こ

り、太陽黒点数も11月中旬は、１０６～１８８と観測さ

れています（宇宙天気情報センター）。自然現象のため

予測は難しいのですが、太陽が静穏期の黒点数は０の日

もありますから、まさに、今がオーロラチャンスという

ことです。

壮大な美しいオーロラを目で見て体験するのが、一番

の感動です。それでも写真に残すなら、カメラのほかに

三脚とレリーズが欠かせません。オーロラはたえず動い

ていますので、オーロラの彼方向こうに見える星ととも

に撮影するためには、高感度フィルムで15秒ぐらいの露

出時間を要します。素敵な写真を撮ることができれば、

それは二度目の感動です。 （おおの　かずお）

＜世界の自然をあるく＞
イナリでオーロラチャンス３連泊

フィンランド　オーロラをたずねる旅 ８日間

2月4日(月)～2月11日(月)￥302,000
3月4日(月)～3月11日(月)￥312,000
募集15名（最少催行8名）
成田・関西5ヘルシンキ①7①7ロヴァニエミ6イナリ③
6サーリセルカ①5ヘルシンキ5①5成田・関西
◇北極圏のオーロラ観測地の穴場イナリに3連泊。
◇オーロラチャンスは４夜！
◇サンタクロースエクスプレスに乗り、ロヴァニエミのサンタ村見学

オーランド島の春の花畑をたずねる

フィンランド　森と花のウォーキング ７日間w

5月8日(水)～5月14日(火)￥353,000
募集15名（最少催行8名）
成田・関西5ヘルシンキ6トゥルク②8オーランド島①8①
ヘルシンキ6ヌークシオ国立公園ハイキング6ヘルシンキ①5

①5成田・関西
◇現地在住の宮澤豊宏さん同行　植物の詳しい解説つき
◇タリンクシリヤライン船に乗り、バルト海クルーズを楽しむ
◇春のオーランド島いちめんの花畑とヌークシオ国立公園のウォーキング

イタリア・アグリツーリズモに泊まる

春のトスカーナ・ウォーキングとスローライフの旅 １０日間w

4月13日(土)～4月22日(月)￥367,000
募集12名（最少催行6名）
成田・関西5フィレンツェ②6ラッダ・イン・キャンティ②6

モンテプルチアーノ①6トラジメーノ湖畔③6ローマ5①5

成田・関西
◇世界遺産フィレンツェ、サンジミニャーノ、オルチャ渓谷など見学
◇静かな湖畔にたたずむアグリツーリズモにゆったり３連泊
◇トスカーナの田園風景を歩きながらスケッチや写真を楽しむ

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w

5月17日 (金）～5月25日（土） ￥383,000
6月 7日（金）～6月15日（土） ￥398,000
募集15名（最少催行8名）
成田5ザグレブ①6プリトヴィツェ③6スプリット①6ドブ
ロヴニク②5①5成田
◇世界遺産プリトヴィツェに３連泊ゆっくり2日かけてウォーキング
◇アドリア海に浮かぶ世界遺産ドブロヴニクに2連泊
◇イタリアの影響を受けたクロアチア料理は美味。海の幸もご賞味

『幸福な田舎のつくりかた
～地域の誇りが人をつなぎ、小さな経済を動かす～』

金丸弘美 著／学芸出版社／1,800円税別　

11月末にカンボジアで行われ

た日米首脳会談で、野田首相は

「環太平洋連携協定（TPP）交渉

参加に向けた協議を加速する」と

表明した。オバマ大統領は「日米

同盟は地域の繁栄と安全保障の基

礎になる」と強調したと報じられ

ている。

本当の意味での「地域の繁栄」

とは、その土地その土地に生きる

人たちが、生き生きと暮らしていくことに他ならないのでは

ないか。この本を読むと、その思いを一層強くする。

徹底した現地取材を行い、元気な田舎に共通する“ポイン

ト”をあぶりだす。サブタイトルにある通り、地域への誇り

が感じられている場所では、元気に人が動き、その土地なら

ではの物が生まれ、元気に経済が回りだす。雇用も生まれる。

多数の実例を知ると、実際にその場所へ行ってみたくなる。

人と人との交流が、また新たにその土地の魅力を発見する要

因となるのかも知れない。新しい観光のあり方も、またこの

書の中に示されているように思う。

「幸福な田舎」を広げていくことが、日本を元気にするこ

とに繋がるに違いない。TPPにその力があるとは、私にはど

うしても思えない。（K.H.）

ハワイ島
～楽園からの招待状～

長谷川久美子

太陽の活動期
～オーロラ観賞のチャンス～（オーロラ写真：１面参照）

大野一夫

写真・ハワイ州政府観光局提供

ゆったり4連泊、ハワイの大自然から学ぶ

ハワイ島ウォーキングと文化体験 ６日間

6月1日(土)～6月6日(木) ￥289,000
募集10名（最少催行6名）
成田5ハワイ島④5①5成田

◇現地ガイド長谷川久美子さん
ご案内！　最大10名限定の少
人数の旅
◇キラウエア火山、マウナケア
など１日３時間程度のウォー
キング

◇現地の方の家でホームパーテ
ィ、ハワイの文化にふれる

添

添

添

ガ

ガ
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フィリピンと日本

フィリピンのツアーお疲れ様でした！　メリさんにとって

は何度目のフィリピンだったのですか？

「２００５年にピースボートのスタッフを始めて、最近

５年くらいの間に１０回以上フィリピンへ行っていま

す。スモーキー・マウンテン（※）の様子は、訪れるた

びに変化しますね。印象的だったことは、２０１１年の

東日本大震災から１か月後の４月に現地へ行ったのです

が、フィリピン自体も２０１０年の台風で大被害を受け

大変な中、スラム地域の施設で暮らす子どもたちが、１

ペソずつ日本への募金を集めて渡してくれたのです。額

はわずかかも知れませんが、とても感動しました。」
何度も現地へ行って関係を作っているからこそのエピソー

ドですね。

「ピースボートの船旅でフィリピンを訪問するときは、

だいたい一番最初か、あるいは一番最後の寄港地になり

ます。海を挟んで隣の国ですから。良い意味でも悪い意

味でも、日本の方々がフィリピンの地を訪れて日本との

比較で考えることや、日本とのつながりについて学ぶこ

とはたくさんあるようです。本で得る知識と、実際に行

ってみるのとでは全く違う学びがあると思います。」
フィリピンの米軍基地撤退に至るまでの運動について今回

のツアーで学びましたが、印象に残ったことはありますか？

「政治家が米軍基地撤去の決議をしたわけですが、その

前に人々が運動によってマルコス政権を崩壊させて新し

い民主主義の憲法を手に入れたわけですね。民主主義を

自分たちの力で手に入れた経験というのは、大きな意味

を持っていると思いました。」
私も日本との一番の違いはそこにあるのかなぁと思います。

日本では「普天間基地は最低でも県外移設」と言っていた民主党

が政権に選ばれたのに、その時の首相は今度の選挙に出られない

状況になってしまった…。選んだ国民は置き去りにされています。

オスプレイの配備についても、市民の声が届いていません。

「市民による、もっともっと強いアクションが必要なの

かもしれませんね。私たちも市民団体として、反原発や

地域紛争の解決に向けて様々な活動をしていきます。」

「旅」がつなぐ人と世界

メリさんはオースト

ラリア国籍ですが、日本で

働くに至るまでのいきさつ

を教えていただけますか。

「故郷のメルボルンから

山梨県の高校に留学し

て、修学旅行で沖縄へ

行きました。それから

沖縄の基地問題や音楽

について学び始めて、

大学のときに再び日本

に留学しました。ピー

スボートには初めはボ

ランティアとして参加

し、その後スタッフに

なりました。」

「旅」がメリさんの進路選択にも大きな影響を与えたわけ

ですね。

「そうです。ピースボートの世界一周の旅に参加した人

が日本に帰国すると、「日本がまったく違って見える」

と感想を言ってくれます。私自身もアジアから北欧、中

南米まで、様々な場所で様々なテーマで交流する旅のお

手伝いが出来、とてもやりがいを感じています。」
私たち富士国際旅行社も、ピースボートの船旅に比べて期

間は短いですが、現地の人たちとの出会いや交流にこだわって旅

づくりをしています。

対話のチカラ

「飛行機だと点と点をつなぐイメージですが、船でゆっ

くりと移動していると、海の上はどの国のものでもない

感じがするんです。海を通じて国と国がつながっている

ことが実感できます。乗船した人たちも、どこかの国の

どこかの都市の会議室で話し合うのと違い、色んなこと

を人と人との関係で交流ができるんです。それぞれの国

としての立場はありますが、継続的に話をする場所があ

ると、お互いを認めて自分の言葉で話をできるようにな

ります。」
船旅の何よりの魅力かもしれませんね。「世界がつながっ

ている」って実感できるって素敵です。

「イスラエルとパレスチナの青年同士の対話の場所を作

るプログラムも継続して行っています。普通に生活をし

ているとお互いのことを知ることができませんが、対話

を通してお互いの立場を知り、お互いの立場を思いやる

視点が生まれるようです。」
アジアの中では様々な領土問題が出てきていますが、とて

も参考になる気がします。ところでオーストラリアって、どの地

域に所属するんでしょう？　アジアでしたっけ（笑）？　オセア

ニア？？

「メルボルンはとてもアジアからの移民が多いので、ア

ジアは身近に感じます。学校で学ぶ外国語も、以前はヨ

ーロッパ圏の言葉が多かったのですが、最近は中国語・

インドネシア語・日本語の人気が高いですよ。」
アジアとかオセアニアとか、無理に地域分けをする必要も

ないような気がしてきました。

「そうだと思います。九州から韓国へ行く船旅もありま

すが、九州からみたら韓国の原発の方が福島より近いわ

日本語ガイド同行で安心

２名から毎日出発　組み合わせ自由自在
◇お2人でも安心！観光だけじゃない学びを提供する質の高い日本語ガイド同行
◇東京・名古屋・大阪・福岡から出発可能！　夫婦・ご家族・小グループ旅行をお手伝いします

ベトナムの旅＜北部・中部・南部＞

●北部　首都ハノイコース　６日間

ハノイ6北部近郊オプショナルツアー（世界遺産ハロン湾へまたは"
陸のハロン"ニンビンへの小旅行）②6ハノイ②

●中部　古都フエとホイアンコース　６日間

ホーチミン市5フエ（戦跡DMZ（非武装地帯）への１日旅行と世界
遺産フエの王宮見学）②6ホイアン（世界遺産の古い町並み見学）②

●南北　ハノイ・ホーチミンコース　８日間

ホーチミン市②5ハロン湾②（世界遺産ハロン湾クルーズ）6ハ
ノイ②（市内見学オプショナルツアー）

●南部　ホーチミンコース　５日間

ホーチミン市①6南部近郊のオプショナルツアー（枯葉剤被害の実
態をたどるカンザーまたは高原のリゾート　ダラットへの小旅行）①
6ホーチミン市①5

カンボジアの旅＜アンコールワット・クメール文明を訪ねる＞

シェムリアプ③（アンコール遺跡：トム・ワット、タプローム、バン
テアイスレイ、クメール伝統織物研究所見学、トンレサップ湖クルー
ズなど・夜はディナーと伝統舞踊アプサラダンスショー）

～元ベトナム駐在員・ジャーナリスト鈴木勝比古氏同行～

ベトナム縦断の旅　７日間

3月22日(金)～3月28日(木) ￥214,000
募集15名（最少催行8名）
成田・関西5ハノイ6ハロン湾クルーズ①6ハノイ市内見学①
56ホイアンランタン祭り②65ホーチミン市ツーズー病院
訪問①5①成田・関西

日越国交樹立４０周年企画

中村梧郎氏と行くベトナムの旅　７日間

4月26日(金)～5月2日(木) ￥218,000
募集25名（最少催行15名）
成田・関西5ホーチミン市8カンザー①8ホーチミン市5ダナ
ン6フエ①6ホイアン②5ホーチミン市①5①5成田・関西

伊藤千尋さんと世界をめぐるシリーズ

伊藤千尋さんと行くベトナム　７日間

3月25日(月)～31日(日) ￥218,000
募集20名（最少催行15名）
成田5ハノイ②5ダナン6フエ②6ダナン5ハロン湾①
6ハノイ5①成田

ピープルパワーで米軍基地撤退を成し遂げた国

フィリピンと日本の基地問題を考える旅 ６日

2月18日（月）～23日（土）￥186,000
3月18日（月）～23日（土）￥186,000
募集15名（最少催行10名）
成田・関空5マニラ6スービック②6マニラ③5成田・関空

「旅」～つながる人と世界
ピースボートスタッフ　メリ・ジョイスさんインタビュー

聞き手：遠藤　茜（営業部）

学生の街・高田馬場駅から徒歩約１０分、ラーメン屋さんが立ち並ぶ通りの一角に、世界一周の船旅などに取り組む
ＮＧＯ「ピースボート」の事務所があります。いつ訪れてもたくさんの人が出入りし、元気に資料の封詰め作業などを
行っています。２０１２年１１月に行ったフィリピンの基地撤去２０周年ツアーに、通訳として同行してくれたピース
ボートスタッフのメリさんに、添乗員としてパートナーを組んだ営業部の遠藤がインタビューしました。

添 添

添添

◇ベトナムの戦中・戦後を知るジャーナリストが現地へ同行・解説
◇ハノイでベトナムの独立の足跡、ホーチミン市で南部解放の歴史を学ぶ
◇中世の国際交流都市ホイアンで学生と交流・アジアの平和の共同体づく
りを展望する

旅の特色 ◇ジャーナリストの伊藤千尋さんが同行し、旅行中にお話を伺います
◇ベトナム戦争の歴史を学び枯葉剤被害者の方々が暮らす施設を訪問
◇世界遺産古都フエ、景勝地ハロン湾を見学します

旅の特色

◇米軍基地を撤去してから20年を経過した現状を知る
◇一度も稼動していない原発を訪問、内部を見学
◇ピープルパワーの中心として運動してきた人々との交流

旅の特色

◇４月３０日解放記念日をホーチミンで！　ツーズー病院も訪問
◇カンザーに解放戦線のルン・サック基地跡を訪ねお話しを聞く
◇世界遺産ホイアン旧市街と世界遺産ミーソン遺跡を見学

旅の特色
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けです。オーストラリアに原発はないですが、オースト

ラリアで採掘されたウラン鉱石が福島第一原発で使われ

ていました。もう一つの国だけで考えられる問題ではな

いと思います。」

「聞いた情報だけで判断するのと、実際に行動して現地

へ行って考えるのでは、まったく違うと思うんです。

“世界がつながっている”なんて、本を読んだだけでは

なかなか実感できないでしょう。」

「はい。お互いにがんばりましょう！！」

（※）スモーキー・マウンテン：首都・マニラ市郊外にかつて存在
したスラム街。ゴミが自然発火し、煙が立つ様子からそう呼ばれ
た。１９８０年代からフィリピンの貧困を象徴する場所として注
目されたが、１９９５年に国によって住民が強制撤去させられ、
閉鎖された。

～大同・五台山・平遥・太原～

4月24日(水)～29日 (月) ￥175,000
6月19日(水)～24日 (月) ￥175,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5北京6大同①6五台山①6平遥①
6太原②5北京5成田空港
◇雲崗石窟・五台山・平遥古城、三つの世界遺産を訪れます
◇日中戦争の戦場を訪れ、抗日戦史についての理解を深
めます
◇社会科学院にて抗日戦争についての講演を伺い、懇談
交流します

～旧満州鉄道に乗り東北の地を巡る～

4月16日（火）～21日（日）￥169,000
6月18日（火）～23日（日）￥169,000
8月20日（火）～25日（日）￥175,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5瀋陽②7ハルピン②5大連①5成田
空港
◇瀋陽から旧満州鉄道に乗車しハルピンを目指します
◇日露戦争の激戦地が生々しく残る旅順を訪れます
◇ハルピンにて日本人残留孤児の養父母の方々と交流します

～日本による侵略の実相に触れる～

2月23日(土)～28日(木) ￥148,000
4月20日(土)～25日(木) ￥148,000
募集20名（最少催行10名）
成田空港5台北7高雄②6日月潭①6台北
②5成田空港
◇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

～牡丹社事件から蒋介石の圧政まで～

3月24日(日)～28日(木) ￥127,000
募集20名（最少催行15名）
成田空港5台北6日月潭①6高雄②7台北
①5成田空港
◇日本の最初の海外侵略の地「牡丹社」を訪問
◇蒋介石による弾圧政治の始まり「二・二八事件」を検証
◇世界四大博物館の故宮博物館をゆっくり見学

２つの国立公園と李朝時代の民俗村・「世界遺産」巡り

5月19日(日)～24日(金) ￥148,000
募集20名（最少催行10名）
東京･大阪･福岡5釜山①6慶州①6大邸①
6安東①6利川6ソウル①5東京･大阪･名
古屋･福岡
◇新羅の都・慶州へ。古墳公園、「世界遺産」石窟庵へ
◇伽　山国立公園の自然触れ、古刹・海印寺へ
◇「世界遺産」安東・河回村で仮面劇グッタルノ
リ、伝統家屋で宿泊

3月25日(月)～28日(木) ￥110,000
5月 6日(月)～ 9日(木) ￥115,000
東京･大阪･名古屋･福岡5ソウル③5東京･大
阪･名古屋･福岡

募集10名（最少催行6名）
◇独立記念館、西大門刑務所歴史館、安重根義士
記念館へ
◇2012年にオープンした「戦争と女性の人権博
物館」へ
◇戦争博物館見学、歴史研究者または平和運動家と懇談

4・3事件、平和博物館、ハルラサンの自然楽しむ

3月18日(月)～21日(木) ￥117,000
4月22日(月)～25日(木) ￥118,000
5月20日(月)～23日(木) ￥115,000
募集10名（最少催行4名）
東京・大阪5済州③5東京・大阪
◇真実が明るみに出た4・3事件を知る
◇平和博物館、元日本軍基地跡、海軍基地建設中
の江汀洞訪問
◇季節ごとに楽しめるハルラサンの自然ハイキング

「いのちの山河」につづく「日本の青空」シリーズ第３弾！
全国で初めて住民投票で「原発建設ＮＯ！」を選択した新潟県巻町（現
新潟市）が舞台です。投票率８８.３％。推進派も反対派もみんなで投票
した住民投票がなぜ実現できたのか。
史実に基づき、巻町民の住民投票に至るまでの紆余曲折、波乱に満ちた様々なドラマを、
ある家族の視点を中心に描いていきます。
地震はなくせない　でも　原発はなくせる！
この小さな地震国に原発が５４基。世界は脱原発に急速に向かっています。
‘映画の力’が原発の是非を問う運動や問題を考える一助となることと信じ、あきらめず
ご賛同、ご協力いただける皆様と共に、希望をもって原発のない平和な未来を残しましょう！
■“製作協力者“を募集しています
・1口の単位は【製作協力券(1000円)×100枚】を購入いただく1口10万円方式です。
・本映画製作にご賛同いただく団体はもちろん、個人、グループを作っての参加も大歓迎です。
【参加例】仲間10人と１口申込んで、【製作協力券】を1人10枚づつ広める。など

・フィルムのタイトルクレジット及びパンフレットにお名前を掲載いたします。
■【製作協力券】(1枚1000円)とは
・製作支援が目的の券ですので、製作準備から映画完成までの期間に発売・普及していただくものです。
・映画完成後には、全国どこの上映会（有料試写会を含む）でも鑑賞いただける券となります。
・「前売券」とは質の異なる券です。(鑑賞有効期限は2014年6月末までです。)

【お問い合わせ・お申込み先】
「日本の青空Ⅲ」製作委員会　(http://www.cinema-indies.co.jp/aozora3/)
・住所：〒104-0043 東京都中央区湊3-5-1 エス・ユービル3F (有)インディーズ内
・TEL：03(6280)5556 ・FAX：03(6280)5557

劇映画　日本の青空Ⅲ

【巻原発予定地だった角海浜】

「原発のない未来を子どもだちに」
【住民投票記念碑】
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50号記念特別企画
旅での“忘れえぬ出逢い”エピソード募集!!

「いい旅いい仲間」は今号で１９９６年の創刊以

来、５０号を迎えることができました。ひとえに読

者の皆さまのご愛顧のおかげです。深く感謝申し上

げます。

誌面づくりでは常に、旅の主役である参加者の皆

さまに登場していただくことを意識してきました。

旅の思い出や写真・絵画・俳句など、皆さまにご提

供いただいたことでこれまで充実した誌面を作るこ

とができました。

今回は創刊５０号を記念して、皆さまからの「旅

での“忘れえぬ出逢い”」のエピソードを募集します。

そして、最優秀エピソードの旅を再現し、誌面でツ

アーとして参加者を募集します。どしどしご応募く

ださい！

＝募集要綱＝

◇「旅での“忘れえぬ出逢い”」についてのエピソー

ド文章４００文字以内

＝応募要項＝

◇応募資格：富士国際旅行社主催および取り扱いの

ツアーに参加された方（団体・個人、国内・海外、

参加時期問わず）

◇おなまえ・年齢・職業・住所・電話・ファックス

（もしくはe-mailアドレス）を明記ください。

◇応募は郵送またはe-mail（henshu@fits-tyo.com）

までお願いいたします。

◇応募締切：２０１３年２月１５日（金）必着

◇先着３０名様に劇映画「日本の青空Ⅲ」の制作協

力券をプレゼント！！

＝選考方法＝

◇応募いただいたエピソードの中から、当編集委員

会で選考を行い、最優秀エピソードを決定します。

◇次号（３月末号）で最優秀エピソードとその旅を

再現したツアー企画を発表、参加者を募集します。

◇ツアーの実施が決まればエピソードを寄せていた

だいた方を無料にてツアーにご参加いただきます。

ガ

ガ



2013年１月１日（６） いい旅いい仲間 第50号　

革命成功の歴史と現代を訪ねる

キューバ横断　友好・交流の旅 ９日間

3月23日(土)～31日(日) ￥398,000
5月18日(土)～26日(日) ￥398,000
募集20名（最少催行10名）
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
◇サンチャゴからハバナまで陸路専用車にて横断します
◇自転車タクシーに乗って世界遺産のカマグウェイを見学します
◇教育、農業、老人施設などを訪問し、キューバ人民と交流

平和と自然保護の取組みを学ぶ

コスタリカ 平和と交流の旅 ８日間

2月8日 (金)～15日(金) ¥366,000
募集15名（最少催行10名）
成田5アメリカ都市5サンホセ①8トルトゲーロ①8サンホ
セ③5アメリカ都市①5①成田
◇憲法法廷がある
最高裁判所や国
会を訪問
◇多様な生物が生
息するトルトゲ
ーロ国立公園を
訪れエコツアー
◇現地の方と交流
し、コスタリカ
について学びま
す

幸福度Ｎo.１デンマークとスウェーデンの福祉をみる

北欧の街づくり　福祉・年金・教育　７日間

3月24日（日）～30日（土）￥348,000
5月19日（日）～25日（土）￥348,000
募集8名（最少催行6名）
成田5コペンハーゲン③7マルメ②7コペンハーゲン5①成田
◇デンマークとスウェーデンの安心できる福祉の街づくりを考えます
◇福祉のレクチャーから高齢者施設、保育園などを視察
◇高負担の税金の使われ方と暮らし方を考えます

オンブズマンと男女平等政策を考える

ノルウェー男女参画と福祉視察　７日間

6月2日（日）～8日（土）￥365,000
募集8名（最少催行6名）
成田5オスロ②7近郊自治体②7オスロ①5①成田
◇男女平等センターでノルウェーの施策をレクチャー
◇女性実業家や高齢者施設、保育園での現場を視察
◇現地NGO団体との懇談を予定

【予告】2013年５月末に予定！

スケッチの旅　カナダ東海岸
カナダの大自然と、絵はがきのようなかわいらしい

街並を描きます。後日、詳細決定！

ゴッホ生誕160周年・ゴッホ美術館40周年記念

オランダの教育とゴッホ名画鑑賞　７日間

5月13日(月)～19日(日) ￥305,000
募集15名（最少催行10名）
成田5アムステルダム⑤5①成田
◇ゴッホ美術館「仕事をするゴッホ」展などゴッホの作品を鑑賞
◇「学校が楽しい」と答える子どもが多いオランダの教育現場
◇現地で子育てをしている方と交流。生活の実感を伺います

森と湖の国フィンランド

音楽愛好家が集まる　クフモ室内音楽祭 ７日間

7月15日(月)～21日(日) ￥後日発表
募集15名（最少催行10名）
成田5ヘルシンキ5クフモ③5ヘルシンキ②5①成田
◇『今世紀の音』をテーマに2週間開催されるクフモ室内音楽祭
◇現代曲をはじめ伝統的な室内楽曲、合唱曲など幅のある演目を予定
◇『バルト海の乙女』ヘルシンキと郊外の森を散策

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　８日間

5月13日（月）～20日（月） ￥298,000
募集25名（最少催行15名）
成田・関西5コペンハーゲン①6風の学校④6コペンハーゲン
①5①5成田・関西
◇ 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
◇ 学校の授業参観や介護センターへ訪問。教育や福祉の現場へ
◇ 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

オリジナル企画も可能です

ドニエプル河にウクライナを訪れる

チェルノブイリに学ぶ旅　８日間

5月20日（月）～27日（月） ￥346,000
募集15名（最少催行8名）
成田5キエフ③6オデッサ②6キエフ①5①5成田
◇ チェルノブイリ博物館を見学し、27年前の事故の実態を学ぶ
◇ 古都キエフの世界遺産群をゆったりと見学
◇ オデッサでは映画「戦艦ポチョムキン」の舞台を訪問

～自治都市の歴史と現在を知る～

イタリア ボローニャの街づくりとフィレンツェ ８日間

5月21日（火）～28日（火） ￥320,000
7月23日（火）～30日（火） ￥325,000
募集15名（最少催行6名）
成田5ヨーロッパ都市5ボローニャ④7フィレンツェ②5

ヨーロッパ都市5①5成田
◇知的障害を持つ人たちが働くレストランや教育農園を訪問します
◇ホームレス協同組合や職人・小・中企業全国連盟を訪問します
◇ボローニャにゆっくり４連泊！芸術の都市フィレンツェも訪問

毎年恒例！　平和の旅シリーズ

アウシュビッツを訪れるポーランド ８日間

3月22日（金）～29日（金） ￥287,000
5月24日（金）～31日（金） ￥287,000
7月27日（土）～8月3日（土）￥318,000
募集12名（最少催行6名）
成田5ヨーロッパ都市5クラクフ6オシフィエンチム③6ク
ラクフ①7ワルシャワ②5ヨーロッパ都市5①5成田
◇ホロコーストの象徴アウシュビッツとビルケナウを終日かけて見学
◇８月1日はワルシャワ蜂起記念日。ワルシャワ、クラクフでは歴史
を踏まえた見学場所を選定
◇ドイツが設立したＮＧＯ「国際青年交流センター」を訪問します

春の恒例　「プラハの春音楽祭」♪

チェコとオーストリア　１０日間
5月10日（金）～19日(日) ￥380,000（予価）
募集25名（最少催行20名）
成田・大阪・名古屋5ヨーロッパ都市5ウィーン③6チェスキ
ー・クルムロフ①6ピルゼン①6プラハ③5ヨーロッパ都市
5①成田・大阪・名古屋
◇ウィーンとプラハでコンサート各１回
◇ドナウクルーズ、世界遺産チェスキー・クルムロフで1泊
◇オプションでオペラ・ミュージカルへも

少子化対策先進国

フランス 子育て制度視察の旅 ７日間

5月21日（火）～27日（月）￥353,000
募集15名（最少催行10名）
東京・大阪・名古屋5パリ⑤5①東京・大阪・成田
◇多岐にわたる子育て手当てとは、作り上げた運動を知る
◇幼稚園、保育園の仕組み、家庭訪問、母親の労働条件を知る
◇国・自治体が保証する子育てのコンセプトを知る

4人集まれば出発

イタリア　ローマとフィレンツェ・シエナ８日間

3月11日（月）～18日（月） ￥310,000
4月 8日（月）～15日（月） ￥330,000
募集8名（最少催行４名）
成田・関空発5ローマ③7フィレンツェ6シエナ6フィレン
ツェ③5ローマまたはミラノ経由①5成田・関空着
◇歴史の都ローマとルネッサンスの都フィレンツェで各３連泊、ゆっ
たり滞在
◇駆け足旅行ではみられない観光スポットを専任ガイド付で
◇バチカン博物館、フィレンツェ・ウフィツィ美術館で名画をゆっく
り鑑賞
◇トスカーナの田舎と古都シエナへ

ブラジル通信

こんにちは。JICA日系社会青年ボランティアの二井は

るみです。昨年７月にブラジルに到着してから早１年半。

３月の任期終了まであとわずかとなりました。ブラジル

の楽しさ、心地よさに触れ、ブラジル満喫

中です。

今回は、サンパウロにある地区Monte

Azul（モンチ・アズール）の紹介をします。

ブラジルの抱える問題の一つに貧富の差が

あります。きれいな建物に住み、豪華な車

に乗る人々の横で、レンガを

積み重ねただけの質素な家に

住む貧しい人々が存在します。

モンチ・アズールは、ドイ

ツ人のウテ・クレーマーさんが活動を始め

たことがきっかけで、支援活動が行われる

ようになった地域です。ウテさんは、もと

もとブラジルのシュタイナー学校の教師で、

教育と医療を優先とした住民のニーズに基

づいた活動を行ってきたそうです。現在は

欧米の支援の他に、サンパウロ市からの資

金援助も得ながら活動しています。

ここでは、世界各国からボランティアを

受け入れています。縁があって、そこで活

動をする日本人の学生ボランティアさんと

話をする機会をもつことができました。日

本人のボランティアである彼

女は十数人の外国人ボランテ

ィアと共同生活を行ないなが

ら、ここで様々な活動を行っ

ています。お話を聞く中で、

言葉の壁や文化・習慣の違い

に戸惑いながらも、同じ志を

もつ仲間とともに、活動を進

めてきたという誇りと自信を

感じました。

外国人ボランティアはともすると、新しい問題を生み

出しかねません。しかし、モンチ・アズールはそこから

育つ新しいエネルギーに期待しているのだと思いまし

た。

ここでは、前述したように教育と医療を優先とした活

動を行っています。まだまだ貧困地域は多く存在します

が、支援活動により、確実によい方向に変わってきてい

るように思います。

子どもが変われば、世界が変わる。その手助けをする

大人が集まれば、もっといい。教育に携わる者として、

そして、同じボランティア活動を行う立場として、そん

なことを考えさせられました。 （ふたい　はるみ）
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中南米の旅

少人数から実施！北欧・視察の旅
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２０１２年９月、ベトナムのバクニン省で「平和の鐘」

梵鐘法要式典が行われました。この式典には、日本から

の訪問団をはじめ、ベトナムの地元の方々、メディアな

ど約２００人が集まりました。日越国交樹立４０周年を

前に、日本とベトナムの国民レベルの友好と交流を深め

る機会となりました。バクニン省五戸寺の梵鐘を１９７

７年に銀座の古美術店で発見し、返還した功労者の一人

である渡辺卓郎弁護士が式典に参加され、３４年ぶりに

梵鐘と対面しました。

「一言ではあらわせないですが、再会した感激、喜びで

いっぱいでした。おそらく、もう会えないだろうと思っ

ていたその鐘に会うことができた、死んだ女房に会えた

ようなそんな気持ちでした。」

「記念すべき年であればなおさら、体の許す限り、もう

一度鐘に会いに行きたい、鐘を鳴らしたい、世界に向か

って鳴り響かせたいと思っています。あの鐘を返還した

１９７８年は、返還までのわずかな期間に芝の増上寺で

清めの法要をして、それを皮切りに、わずか半年足らず

の間に東大寺をはじめとして、東京関西の名刹の鐘が鳴

らされました。こういうことはおそらく日本の仏教界に

とってもかつてない出来事で、僕は奈良の大仏の開眼に

匹敵するくらいのことだったと思っています。それだけ

に、今年こそは日本の仏教界をあげて、ベトナムに行っ

て、再会してあの鐘を鳴らしてほ

しいと心から願っています。」

「あの鐘に刻まれているのは鐘がで

きたいわれです。１８２９年キム

トイ村周辺の村民が苦しい生活の

中で、精神的な支えをと、作られ

た鐘ですが、戦火に焼けてしまっ

た。そこで再び鐘を作ったら、群

盗（どろぼう）に盗まれた。村の

人々はそこで三度鐘を作ろうと話

し合って、あの鐘を作った。あの

鐘は農民の心がこもった平和の鐘

です。その鐘がどういう経路を

たどったか。日本軍が仏印進駐

で村にはいってきたとき、鐘が

あったお寺を材木工場に変えて

しまい、そのときにあの鐘がな

くなった。日本に持ち去られて、

戦後三十年以上が経って銀座に

あらわれて、その鐘がベトナム

に戻った。日本国民の返還運動

があり、みんな一紙半銭のお金

を出して、それを買い取ってベ

トナムに返した。アメリカのひ

どい侵略戦争の被害国であるベ

トナムから、ベトナムに人によ

って鳴らされて世界に平和を訴

える鐘になってくれることが私

の一番の願いで、そういう鐘と

して今後毎年鳴らしてもらいた

いと思っています。」

「鐘が本来もっている性格、使命、

とくに平和の鐘だということを

ベトナムはじめ世界のこどもた

ちに伝えたいので、ぜひ鐘の絵

本を作りたいと思っています。

来年も元気だったらベトナムに

行って鐘に会ってきたいですね。」

2013年１月１日（７） いい旅いい仲間 第50号　

新設の瀬長亀次郎記念館を訪問

3月24日(日)～3月27日(水) ￥99,000
4月14日(日)～4月17日(水) ￥93,000
5月19日(日)～5月22日(水) ￥93,000
募集30名（最少催行10名）
各地空港5那覇空港6中部基地見学6名護市①6北部見学
6本部港8伊江島①8本部港、美ら海水族館6那覇市①6

那覇空港5各地空港
◇オスプレイ配備問題に揺れる普天間基地や座り込み3000日を越え
た辺野古、東村高江区を訪問
◇沖縄島最北端
の辺土岬、祖
国復帰闘争の
碑見学、土地
闘争の地、伊
江島へ
◇1959年に起
きた宮森小学
校ジェット機
墜落事故現場
を見学。630
会の方々から
お話を聞く

んみゃーち美ぎ島～いらっしゃい美しい島～

3月24日(日)～3月27日(水) ￥138,000
4月14日(日)～4月17日(水) ￥132,000
募集30名（最少催行10名）
羽田空港5那覇（北部見学、東村高江・辺野古）①5宮古島①
8伊良部・下地島見学8宮古島①5那覇5羽田空港
◇宮古島の戦争遺跡と自衛隊基地を見学
◇宮古島での日本軍「慰安婦」問題と沖縄戦について地元の方からお
話を聞きます。
◇基地問題の焦点となっている東村高江と辺野古を激励訪問

～八重山諸島３島をめぐるベストシーズン！～

3月24日(日)～3月27日(水) ￥148,000
4月14日(日)～4月17日(水) ￥143,000
5月19日(日)～5月22日(水) ￥141,000
募集25名（最少催行10名）
羽田空港5石垣島①5与那国①5石垣島8竹富島8石垣島
①5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。
◇「八重山戦争マラリアを語り継ぐ会」の方からのご案内があります。
◇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。

連載13 Buono!

トスカーナ地方の伝統的な前菜

鶏レバーペーストの
クロスティーニ

Crostini di Fegato

Chef Gianluca PARDINI
Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Lucca

作り方
①平鍋にオリーブオイルとニンニクを入れて弱火にかけ、香りが立
ったら、玉ねぎ、にんじん、セロリを加えてさらによく炒める。

②①に鶏レバーを加えて炒める。
③鍋の水分が無くなってきたら、ブイヨを材料が隠れるくらいに注
ぎ、ローズマリー、サルビアを加えて10～15分煮込む。

④さらに水分が無くなってきたら、すべてフードプロセッサーにか
けてペースト状にし、塩、こしょうで味を調える。

⑤バケットは薄切りにし、オリーブオイルをかけてトーストする。
⑥バケットにペーストをのせて供する。

材料（4～5人分）

鶏レバー ………………………………………………………500g
ニンニク（みじん切り）………………………………………1片
玉ねぎ（みじん切り）…………………………………………1個
にんじん（みじん切り）………………………………………1本
セロリ（みじん切り）…………………………………………2本
ブイヨン（水でもよい）………………………………………適量
ローズマリー …………………………………………………少々
サルビア ………………………………………………………少々
バケット…………………………………………………………1本
オリーブオイル ………………………………………………適量
塩、こしょう ………………………………………………各少々

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

①2014年３月卒業見込の方

②2014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：①②2013年４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

◎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）

◆まずはお電話でお問い合せ下さい。

パート・アルバイト募集　

正 社 員 募 集

富士国際旅行社
旅行業務スタッフ

新しい年の幕開けは、いつも希望と明るい展望に満ち

溢れていたいものです。この原稿を書いているのは、選

挙真っ只中。原発や税と社会保障、領土問題からＴＰＰ、

雇用、教育の問題など争点を数え上げれば切りがありま

せんが、いずれも見せかけの改革では手の施しようのな

い状況にまで差し迫った状況です。何としても、抜本的

な変化を作って新年を迎えたい。

東京で行われた日本平和大会に参加しました。米国の

基地を撤去したフィリピンの報告や、沖縄の基地問題と

直結するグアムの代表の話など、日本がこれから行うべ

き改革への示唆は何とも大きい。

今年も、皆さんと一緒に旅を通した学び、楽しみ、喜

びをたくさん作りたい。旅のちからを、どんどん皆さん

に使っていただきたい。そこに、私たち富士国際旅行社

で働くものの喜びがあります。 （K.H.）

入社２年目の熊崎です。国

内・海外の自然ツアーを担当

しております。

昨年は屋久島やスイスなど

のツアーに添乗員として同行

させて頂きました。私は１回

訪れると満足してしまうタイ

プなのですが、スイスはもう

何回でも行きたい！　と思え

るくらい素晴らしい国でし

た。雄大な山々、綺麗な花々、

美味しい食事などはもちろん

ですが、何より失敗するたび

に私を温かく見守ってくださ

ったお客様のおかげで、忘れ

られない良い思い出ができたのだと思います。

今度は、皆様にとって一生忘れられない心に残

る旅の演出ができるようにと思い、日々頑張っ

ています。

これから添乗などで皆様にお目にかかる機会

があると思いますが、その時は是非お気軽にお

声をかけてください。まだまだ未熟で学ぶこと

ばかりですが、皆様にお会いできる日を楽しみ

にしています。 （くまざき　みか）

熊崎実果
（営業部）

（提供・小原明男氏）
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オスプレイ（普天間基地）



2013年１月１日（８） いい旅いい仲間 第50号　

秋の写真交換会ご参加の皆様の投票で、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。応募された全作品は弊社ホームペー
ジ上に掲載させていただきました。
（http://www.fits-tyo.com.）

宿坊に泊まり、名湯に癒される

4月21日 (日)～24日 (水) ￥119,000
5月19日 (日)～22日 (水) ￥119,000
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

世界文化遺産

5月12日(日)～15日(水) ¥118,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5米子空港6大山w6玉造温泉泊
②松江市内観光6足立美術館6温泉津温泉泊
③石見銀山龍源寺間歩見学w6温泉津温泉泊
④石見銀山大森地区見学
6出雲空港5羽田
空港
◇石見銀山を2日間かけ
てじっくり散策
◇名湯・玉造温泉と温泉
津温泉に宿泊
◇日本一の庭園と評され
る足立美術館を見学

ニセコと京極・黒松内町の自然満喫

5月16日(木)～5月19日(日) ￥115,000
募集20名（最少催行10名）
①羽田空港5新千歳空港6羊蹄山麓の湧水の里・京極町の農村見
学6倶知安泊
②倶知安6羊蹄山麓の半月湖花散策、ニセコ森林公園ウォーキング
6ニセコ泊
③黒町内町で北限のブナ林散策6黒松内町泊
④農業体験6新千歳空港5羽田空港
◇フランスの取り組みに範をとり、小さいながらも伝統的な山里の風
景や資源を守る取り組みを営む”日本で最も美しい村”に指定され
た村々を訪れる
◇羊蹄山麓の半月湖で春の花を訪ねるウォーキング

推定樹齢7千年といわれる巨木に出逢う

3月24日(日)～27日(水) ¥151,000
5月26日(日)～29日(水) ¥144,000
◇縄文杉登山か宮之浦岳登山かお選び頂けます。（登山予備日あり）
◇屋久島の夜を楽しむナイトツアーご用意（５月のみ海亀観察可）
◇地元語り部のご案内で屋久島の里地・春牧を散策します。

レブンアツモリソウの季節

6月 2日(日)～ 6日(木) ¥157,000
6月16日(日)～20日(木) ¥157,000
◇稚内直行便を利用
し5日間ゆっくり島
に触れる旅
◇礼文島は花ガイド
（宮本誠一郎氏）
がご案内
◇新鮮なウニや蟹な
どをご賞味いただ
けます

新緑の白神山地を満喫

6月16日(日)～19日(水) ¥104,000
8月 4日(日)～ 7日(水) ¥114,000
◇新緑の時期の白神岳登山、ブナ原生林を散策（登山予備日あり）
◇日本海の地魚やハタハタを味わい、温泉でくつろぐ
◇地元のガイドが4日間ご案内いたします

アルプの春　いちめんの花を訪ねて

6月13日(木)～21日(金) ￥378,000
6月20日(木)～28日(金) ￥380,000
募集12名（最少催行6名）
成田・関西5チューリッヒ7カンダーシュテーク②7レッチェ
ンタール②67ミューレン③7チューリッヒ5①5成田・
関西
◇いちめんの花の広がるお花畑を７箇所も訪ねる特別コース
◇秘境の谷レッチェンタールとカンダーシュテーク周辺の花畑へ

フラワー・ハイキング　9日間

6月18日(火)～26日(水) ￥382,000
6月25日(火)～ 3日(水) ￥385,000
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③7ミュー
レン③7チューリッヒ
5①5成田・関西
◇6月は２０００ｍ以下の
牧草地の花が満開
◇マッターホルンとアイ
ガー展望の２つのホテ
ルに各３連泊

7月2日～8月20日まで毎週火曜日出発

①6月25日(火)～7月3日(水) ②7月16日(火)～24日(水)
③8月6日(火)～14日(水)

①7月17日(水)～26日(金) ②8月13日(火)～22日(木)

①7月9日（火）～19日（金） ②7月30日（火）～8月9日（金）

①7月23日(火)～8月1日(木) ②8月6日(火)～15日(木)

①7月16日(火)～25日(木) ②8月13日(火)～22日(木)

①7月23日(火)～31日(水) ②8月13日(火)～21日(水)

モンブランからマッターホルンへの大縦走

オートルート　西部コース　12日間　
7月25日(木)～8月5日(月)
オートルート　東部コース　12日間　
8月2日(金)～8月13日(火)

日時：①2月 9日（土）13時30分～（13時開場）
②2月16日（土）13時30分～（13時開場）

会場：ＩＣＩ　ＣＬＵＢ神田　6階　アースプラザ会場にて
●詳細資料請求（担当：中野・鈴木・熊崎あて）
●http://www.fits-tyo.com/himalayas/で案内中

ネパール

初めてのヒマラヤ・トレッキング入門人気コース

◆旅行期間：4月13日（土）～20日（土）◆旅行代金：28万円（特価）

4000m超に建つ高級山岳ロッジから新しい角度のエベレスト大パノラマ

◆旅行期間：5月8日（水）～19日（日）◆旅行代金：36.8万円

ブータン

ブータンの文化と美しい自然に触れる旅（ハイキングあり）

◆旅行期間：4月21日（日）～27日（土）◆旅行代金：33万円（特価）

ブータンヒマラヤ、チョモラリ7314mとカルチュアツアー

◆旅行期間：5月15日（水）～26日（日）◆旅行代金：47.5万円

ネパール・ブータン、特選ツアーのお誘い

「モンフォー小屋の夕景」
原国まゆみ様（オートルート西部）

「湖に遊ぶ」佐藤正男様
（スロー・ハイキング）

「一瞬の輝き：朝焼けのモンブラン」
橋本道比古様（ツール・ド・モンブラン）

「スパークホルンからの展望」
四宮勝司様（山上ホテル泊りハイキング）

「会いにきたよ」
伊藤 好晴 様（スロー・ハイキング）＜受賞写真は１面に掲載しています。＞

w

w

w

w

w

w w

w w

w w

w w w

１等賞 

４等賞 ４等賞 ４等賞 

３等賞 
「超人とニューリーダーに感謝」
福士惠子様（フラワー・ハイキング）２等賞 

全コース　添乗員・現地ガイド同行

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。

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。

新緑・花の開花・紅葉に合わせた企画

◎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

「世界の山々をあるく」
写真コンテスト
入賞者発表

添

添

添

国内海外共通＜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）

＊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。
（アルプス担当まで）

●３月１６日（土）１３時～１６時　東京会場
●３月２３日（土）１３時～１６時　大阪会場
今年のヨーロッパ・アルプス等、春～夏のハイキングコースを、

写真を通してご説明いたします。

●１月２６日（土）１４時～１６時　
●２月１６日（土）１４時～１６時　
パンフレットや説明会参加ご希望の方は、事前にメールまたはお
電話にてお申込みください。※事前予約制
電話、FAXまたはメールalps@fits-tyo.com アルプス担当宛て


