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＊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

＊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！
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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。

燃油サーチャージの取り扱いについて

より見やすく、旅のお役立ち情報も満載です。
ぜひご覧ください。

ホームページを
リニューアルしました！

▼２億5000万人の国際農民組織

インドネシアのジャカルタで6月上旬に開かれた
「ビア・カンペシーナ」の第6回国際総会に、農民連代
表団(齋藤敏之団長)の一員として参加しました。農民連
が加盟するビア・カンペシーナは小規模農家を中心に
約２億5000万人が結集する国際農民組織。国際総会は
４年に１度開かれる最高決定機関です。ジャカルタ総
会には、新たに加盟を承認された33組織の代表を含む、
88カ国183組織、約600人が参加しました。
スペイン語で「農民の道」を意味するビア・カンペ
シーナが誕生したのは1993年。今総会で採択された政
治宣言「ジャカルタからの呼びかけ」は、「食糧主権…
を提示し、新自由主義貿易に抵抗し、対案を構築する
取り組みで小農民と家族農民を社会的主体の中心に位
置付けるのに成功した」と20年の歴史を振り返りまし
た。
ビア・カンペシーナは、世界貿易機関（WTO）がス
タートした翌年の1996年、「食糧主権」を掲げ抵抗運動

を組織し、その後WTOを「半死」に追い込む力となり
ました。食糧主権は、全ての国と民衆が自らの食料・
農業政策を決定する権利です。これを武器に、多国籍
企業による農地収奪反対、種子・農業の多様性の維持
など小農民の権利獲得運動を各国で進めてきました。
環太平洋連携協定（TPP）を含む２国間、多国間自由貿
易協定や、WTO復活を目指す動きに対する抵抗の中核
も担っています。
開会式典には、インドネシア政府の代表、国連食糧
農業機関（FAO）の代表も出席するなど、運動の広が
りを示しました。

▼徹底した参加型民主主義

総会では、徹底した「参加型民主主義」と「男女平
等」「青年重視」を実感しました。
国際総会に先立って、女性、青年の声を全体総会に
反映させるため、それぞれの代表の総会を２日間ずつ
開催。総会参加者は、男女半々、青年が３割になるよ

うに求められます。発言も、男女が交互に行うよう議
長が配慮します。指導機関の国際調整委員会には、世
界の９つの地域から男女１人ずつ選ばれます。総会期
間中、朝から夕方まで全体総会を行った後、夜８時か
らさらに約２時間、全ての組織の意見を反映させるた
め地域会議が開かれました。 （２面へつづく）

「本物」が持つ 旅のちから 2013

特別企画　ジャーナリスト・鈴木勝比古氏同行解説

ＡＳＥＡＮの源流を訪ねる　インドネシアの旅　6日間
2014年1月26日(日)～1月31日(金) ￥192,000
募集20名（最少催行12名）

成田・関西5 ジャカルタ②ASEAN事務局訪問など6 バンドゥン①ア

ジア・アフリカ博物館6 ジャカルタ独立記念館など見学5 ジョグジ

ャカルタ①6 世界遺産ボロブドゥール遺跡見学6 ジョグジャカルタ

市内見学5 ジャカルタ5 ①5 成田・関西

◇注目を集めるASEAN外交の中心、インドネシアの本部を訪問

◇1955年に第一回アジア・アフリカ会議が開かれた場所へ

◇世界遺産の仏教遺跡ボルブドゥールを見学、文化にもしっかり触れる

添

シリーズ　ASEANを知る　インドネシア編
「ビア・カンペシーナ」第６回 国際総会に参加して

農民運動全国連合会　国際部　岡崎衆史

http://www.fits-tyo.com.
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▼存在感示した農民連代表団

農民連からは生産者中心に15人(男性８人、女性７
人)が参加しました。それぞれが、TPP反対のたたかい
や原発事故と全面賠償を要求するたたかい、再生可能
エネルギーへの転換を進める運動、地産地消の運動な
どについて発言し、存在感を示しました。農民連が提
出した宣言「私たちはFTA・TPP反対の運動を強める
とともに、大震災と原発事故を乗り越え、再生可能エ
ネルギーへの転換を進める」は、全体総会で確認され
ました。「ジャカルタからの呼びかけ」も「自由貿易・

投資協定」を批判。「原子力」につ
いては「地球上の生命への最大の
脅威の1つ」と規定しました。

▼世界最大の島嶼国家

インドネシアは、南北1800キロ、
東西5000キロ、1万7000余の島々
からなる世界最大の島嶼国家です。
熱帯性気候。宿舎は水シャワーで
したが、十分でした。総会には、

主催団体のインド
ネシア農民組合
（SPI）の組合員も
海を渡って駆けつ
け、アブラヤシの
生産拡大に伴う土
地収奪などに警鐘を鳴らしました。
このインドネシアを旧日本軍は1942
年から終戦まで占領しました。ジャカ
ルタ滞在最終日に訪れた歴史博物館で
は、日本の占領下、多くの人々が犠牲
になったことが展示されていました。
女性が顔を隠して日本軍から逃げた話
をSPIの女性が教えてくれました。会議

では、農民連女性部の代表が、日本での侵略戦争美化、
女性差別、憲法改悪の動きと、たたかいについて紹介
し、共感の拍手を受けました。
今後ビア・カンペシーナの国際運営事務局は、イン
ドネシアからジンバブエに移転します。アフリカでは
多国籍企業による資源や土地の収奪が激しく行われて
います。移転を機に、食糧主権を掲げた運動の新しい
発展が期待されます。 （おかざき　しゅうし）

第二次世界大戦の歴史をたどる

タイ　戦跡と世界遺産めぐり 7日間
10月11日（金)～10月17日(木) ￥175,000
1月31日（金)～ 2月 6日(木) ￥175,000
募集20名（最少催行10名）

成田・関西5 バンコク①6 映画『戦場にかける橋』の舞台、カンチ

ャナブリへ①6 世界遺産サイヨーク国立公園6 バンコク②現地NGO

と交流6 アユタヤ①世界遺産アユタヤ遺跡見学6 バンコク5 ①

5 成田・関西

◇映画『戦場にかける橋』の舞台となっ

たカンチャナブリを訪問

◇世界遺産古都アユタヤの遺跡群を見学

◇バンコクで現地の方と交流　ASEAN

の取り組みを学ぶ

４・３事件を知り、ハルラサンの自然を楽しむ

韓国　済州島　歴史と自然を訪ねる旅 4日間
10月14日(月)～10月17日(木) ￥118,000
11月 5日(火)～11月 8日(金) ￥118,000
募集15名（最少催行4名）

◇四・三平和祈念館、日本軍が作った塹壕跡の平和博物館見学
◇城山日出峰ハイキングなど、豊かな自然や食も楽しむ

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
10月19日(土)～10月24日(木) ￥145,000
11月16日(土)～11月21日(木) ￥145,000
1月11日(土)～ 1月16日(木) ￥147,000
募集20名（最少催行10名）

成田5 桃園7 高雄②6 日月潭①6 台北②5 成田

◇明治政府最初の海外出兵の地、「牡丹社」を訪問します
◇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
◇故宮博物院や旅情溢れる九分など、魅力あふれる地を満喫します

「医食同源」、自然農法、山と海の景観

韓国南部　忠清南道「食」と自然の旅 6日間
11月5日(火)～11月10日(日) ￥153,000
3月11日(火)～ 3月16日(日) ￥148,000
募集15名(最少催行８名)

成田／関西5 ソウル6 全州②6 霊光6 楽安邑城民俗村6

松広寺6 順天②6 晋州6 釜山①5 成田／関西

◇穀倉地帯の忠清南道に豊かな食材と「食」文化を訪ねる
◇霊光で自然農法と「生命＝平和」の思想を貫く農民との交流
◇順天湾自然生態公園、伝統の民俗村、古寺と海と山の景観を楽しむ

ふたつの国立公園と李朝時代の民俗村・「世界遺産」巡り

韓国　東部　古刹と伝統訪ねて 7日間
10月23日(水)～10月29日(火) ￥167,000
募集20名（最少催行8名）

成田・関西5 ソウル①7 焼き物の町・利川7 忠州湖畔①7 安

東①7 大邱①7 慶州②7 釜山5 成田・関西

◇安東・河回村、海印寺、慶州、仏教遺跡、李朝時代そのままの村で1泊
◇各地の郷土料理、マッコリなど、秋ならではの魅力を楽しむ旅

ピープルパワーで米軍基地撤退・原発を稼働させなかった国

フィリピンと日本の未来を考える旅 6日間
11月30日(土)～12月 5日(木) ￥229,000

3月24日(月)～ 3月29日(土) ￥226,000

募集30名（最少催行15名）

成田5 スービック②7 マニラ③5 成田

◇撤去から21年を経た基地跡の再利用のされ方や経済の変化を見学

◇一度も稼働していない、世界で唯一内部見学ができる原発を訪問

◇元慰安婦の方や、市民運動で活動している方々と交流します

「慰安婦」問題解決のために

近現代史　韓国　ソウル 4日間
9月16日(月)～ 9月19日(木) ￥117,000

10月21日(月)～10月24日(木) ￥122,000

募集15名（最少催行6名）

◇日本大使館前の水曜デモに参加

◇歴史研究者との懇談で韓国側からの視点うかがい、考える

◇「戦争と女性博物館」訪問

「慰安婦」問題はかの国からどう見られているのか

ア メ リ カ ・ 平 和 の 旅 8日 間
11月11日(月)～11月18日(月) ￥468,000

募集20名（最少催行10名）

成田5 ニューヨーク③5 ワシントンD.C.③5 ①5 成田

◇ニューヨークに建てられた慰安婦記念碑を見学。関係者と懇談

◇退役軍人平和の会の方と交流。平和について考える

◇市民運動を行っている方々と交流し、アメリカの現状を学ぶ
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日本軍「慰安婦」問題を考える
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
10月19日(土)～10月27日(日) ￥398,000
11月16日(土)～11月24日(日) ￥398,000
12月 7日(土)～12月15日(日) ￥398,000
1月17日(金)～ 1月25日(土) ￥398,000
募集20名（最少催行10名）

成田5 トロント5 ハバナ②5 サンティアゴ・デ・クーバ②6

カマグウェイ6 サンクティースピリトゥス①6 サンタクラーラ6

ハバナ②5 トロント5 ①5 成田

◇サンティアゴからハバナまで約1,000ｷﾛを陸路専用車にて横断します。

◇サンタクラーラを訪れ、革命家チェゲバラの足跡をたどります。

◇保育園、有機農場、老人施設などを訪問し、キューバ人民と交流します。

ブラジル4都市　環境・持続可能な都市づくりと世界遺産 11日間
11月11日(月)～11月21日(木) ￥490,000
1月20日(月)～ 1月30日(木) ￥485,000
募集15名（最少催行8名）

成田5 サンパウロ③5 クリチーバ②5 フォスドイグアス②5

リオデジャネイロ5 ②5 成田

◇ブラジルのエネルギーや都市づくりをじっくり視察

◇世界最大のイグアスの滝の雄大な全容をボートツアーで見学

◇南米最大の都市サンパウロと白いビーチと旧市街が混在するリオへ

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
9月30日(月)～10月7日(月)￥348,000
募集16名（最少催行10名）

成田5 アメリカ都市5 サンホセ①6 トルトゲーロ①6 サンホ

セ③5 アメリカ都市①5 ①5 成田

◇平和憲法を持つ国の国会や裁判所を訪ねます

◇多様な生物が生息し保護されている国立公園トルトゲーロに滞在

◇現地の方と交流し、現在のコスタリカの実情や取組みについて交流

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・教育・環境 7日間
10月6日(日)～12日(土) ￥348,000
11月3日(日)～ 9日(土) ￥325,000
募集8名(最少6名)

成田5 コペンハーゲン③7 マルメ②5 ①5 成田

◇北欧の進んだ福祉や環境政策をレクチャー

◇高齢者施設（グループホーム）や保育園を視察

◇高福祉高負担(税金)の実情は？

戦争と平和を考える

アウシュビッツを訪れるポーランド 8日間
10月18日(金)～10月25日(金) ￥287,000
募集12名（最少催行8名）

成田5 クラクフ6 オシュフィエンチム③6 クラクフ①6 ワル
シャワ②5 成田

3月15日(土)～ 3月22日(土) ￥289,000

成田5 クラクフ6 オシュフィエンチム②6 クラクフ②6 ワル

シャワ②5 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2日間かけて見学

◇ワルシャワ、クラクフでは歴史を振り返りながら街を見学

◇ドイツのＮＧＯ「国際青年交流センター」を訪問し、交流します

自治都市の歴史と現在を知る

創造都市ボローニャの街づくりとフィレンツェ 8日間
3月11日(火)～3月18日(火) ￥324,000
4月15日(火)～4月22日(火) ￥324,000
募集15名（最少催行8名）

成田5 ボローニャ④6 フィレンツェ②5 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

◇ボローニャにゆったり4連泊！　芸術の都市フィレンツェにも滞在
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＜ヨーロッパ＞

＜アジア＞

＜中南米＞

農民連代表団　著者は後列右から3人目



「忘れないこと」今一番の支援です！
第４弾　福島被災地復興応援の旅　３日間

10月27日(日)～10月29日(火) ￥56,000
募集25名（最少催行15名）

◇福島原発近接地域（いわき市、楢葉町、富岡町）に
訪れ、現況を見る
◇病院関係者より原発事故後の現況について聞く。
◇いわきハワイアンズと岳温泉で宿泊。二本松で菊人
形展見学

第２弾　山歩き初心者のための講習＆交流会
大内宿・桧枝岐温泉と尾瀬沼w

10月６日（日）～７日（月） ￥37,000
募集２３名（最少催行１５名）
行程：初級向き　２日目：歩行距離＝6･6km
歩行時間＝約3時間30分

「満蒙開拓平和記念館」を訪ねる下伊那の旅

日　時：１１月９日（土）

参加費：￥9,800（昼食・入場料込）
定　員：３０名（最少催行１５名）

案　内：野口 次郎氏

行　程：新宿駅西口（7：45集合）→中央高速・飯田

山本IC→昼食→満蒙開拓平和記念館（館内見学・語り

部の方のお話）→中央高速・山本ＩＣ→新宿駅西口

「世界遺産の富士山を撃つな！！」
山梨平和フィールドワーク

日　時：11月15日（金）8：00～19：30

参加費：￥12,000（昼食付）
募　集：40名（最少催行20名）

案　内：東海林 次男氏（歴史教育者協議会）

行　程：新宿駅西口（8：00発）→映画『白磁の人』

のモデルとなった兄弟の業績を紹介する北杜市「浅

川伯教・巧兄弟資料館」訪問→甲府空襲、甲府連隊

など15年戦争にかかわる資料を展示する「山梨平和

ミュージアム」見学→世界文化遺産に登録された富

士山の麓にある自衛隊「北富士演習場」を見学→新

宿駅西口（19：30）解散

葛飾・柴又　寅さんを訪ねる旅

日　時：１０月６日（日）
参加費：￥4,000（昼食・入場料込）
案　内：工藤 芳弘氏（都教組委員長）
行　程：京成柴又駅（10：45集合）→フーテンの寅像→柴又帝釈天参
道→柴又帝釈天参道（とらや・高木屋他）・昼食（川千家／鰻重）→題経

寺（柴又帝釈天）→葛飾柴又寅さん記念館・山田洋次ミュージアム→江戸

川土手（金町浄水場、川甚、矢切の渡他）→京成柴又駅（17：00頃）解散

＊希望者は、解散後懇親会（寅さんについて語る）を開催

好評につき第2弾！アメリカの宗教戦略：
ラテンアメリカのプロテスタント化の目的と現状

日　時：10月11日(金）18：00～
講　師：清水 透氏

（慶應義塾大学名誉教授・元日本オーラルヒストリー学会会長）
1979年以来、メキシコのマヤ系先住民の村チャムーラ村に通いながら、歴
史・文化を考える。

参加費：￥500
内　容：従来ラテンアメリカはカトリック教圏だと信
じられてきた。しかし、1970年代以降、「プロテスタン
ト爆発」と称される現象が蔓延し、宗教情況は大きく
変化し始めている。その背景には、アメリカ合衆国の
保守派プロテスタント会派を仲介とする、アメリカの
対ラテンアメリカ戦略が見え隠れする。この戦略がラ
テンアメリカ社会に何をもたらしつつあるか、その現
状に迫る。

伊藤 千尋さん講演会
中南米～市民の力が社会を変えた

日　時：11月27日（水）18：00～20：00
講　師：伊藤 千尋氏（ジャーナリスト）
参加費：￥500
●中南米の国々が軍事力に頼らず、民主化をどのよう
に実現してきたのか。そこには市民が社会を変えたい
という意思と行動がありました。現地で特派員の経験
を持つ伊藤氏にお話しを伺います。

「フィリピン－基地撤去と貧困問題」

日　時：10月1日（火）18：00～20：00
講　師：笹本 潤氏（日本国際法律家協会）
参加費：￥500
●2012年でフィリピンから米軍基地が撤去されて20年
がたちました。その背景にはピープルパワー（市民の
力）や平和憲法の存在があります。フィリピンがどの
ように基地を撤去したのかまたその背景、現在どのよ
うな課題を抱えているのか…同国が抱える貧困問題も
含めて現地を訪れた笹本氏にお話いただきます。

ピースアニメ「つるにのって」上映会♪

日　時：9月7日（土）14：00～16：00
内　容：「つるにのって」上映とお話
参加費：￥500
お　話：被団協　肥田 舜太郎先生(予定)
●1966年チェルノブイリ原発事故が起きたとき、美帆シ
ボさんはすでにフランスにいて広島の原爆の恐ろしさを思
い出しました。しかし周囲のフランス人は核の恐ろしさを
知らず、原爆の爆発力より長期的な害を及ぼす放射能につ
いては皆無でした。子どもたちにその恐ろしさを伝えるた
めに、「つるにのって」は完成しました。それから20年、
福島原発事故で改めて放射能の恐ろしさを広げるときで
す。鑑賞後、座談会を開きます。

日本とアジアと世界の未来を考える人間の会学習会
ピープルパワーで米軍基地撤去・原発を稼働させなかった国
「フィリピンとASEAN」
日　時：9月20日（金）
15：30～DVD「真実はどこに？-WHOとIAEA放射能汚染を巡って」

18：00～学習会「フィリピンとASEAN」

講　師：鈴木 勝比古氏（ジャーナリスト）
会　場：下町人間の会事務所（東京都台東区三ノ輪）
資料代：500円

●1992年に米軍基地を撤去してから21年がたつフィリ

ピン。スペイン、アメリカの植民地、従属国となった

フィリピンの歴史を考え、11月に企画しているフィリ

ピンツアーに先立ってASEANにおけるフィリピンにつ

いて学びます。9.11をテーマにしたドキュメンタリー

上映も併せて企画しています。

料理講座
”旅する料理家”金丸知弘さんのイタリアンレシピ♪
日　時：12月21日（土）14：00～16：00

場　所：新宿・四谷地域センター調理室（予定）

講　師：金丸 知弘さん（旅する料理家）

参加費：2,000円（材料費・会場代・講師代）

●イタリアンレストランでイタリアンの基礎を学び、

日本全国を旅して日本の食文化のワークショップ、プ

ロモーション事業に携わった経歴をもつ金丸さん。今

回は手軽にできる本格イタリアンレシピを教わりなが

ら、みんなでイタリアのスロー・フードの文化にふれ

る交流をしましょう！

地球上から核兵器をなくそう　アニメ「つるにのって」20周年記念

美帆シボさんと行くフランス　反核・平和の旅 8日間
11月6日(水)～11月13日(水) ¥390,000
募集20名（最少催行15名）

成田・関西・中部5 パリ③7 アンジェ②7 パリ①5 ①成田・

関西・中部

◇ピースアニメ『つるにのって』が完成して20年。記念の年に行く

◇美帆シボさん同行でパリ・レジスタンス博物館、画家フジタのアトリエへ

◇古都・アンジェで反核団体と交流、リュルサのタペストリー鑑賞

日越国交樹立・パリ協定40周年

伊藤千尋さんと行くベトナム北部の旅 6日間
10月4日(金)～10月9日(水)¥198,000
募集26名（最少催行15名）

成田・関西5 ハノイ②6 ディエンビエンフー①6 ハノイ①5

①成田・関西

◇ジャーナリスト伊藤千尋さんが同行するベトナムの旅第二弾！

◇ハノイ友好村とディエンビエンフーの少数民族の村を訪問

◇「平和の鐘」梵鐘法要式に参加し、ベトナムとの友好を深めます

中南米の変革の地を訪ねる

伊藤千尋さんと行くキューバの旅 7日間
1月16日(木)～1月22日(水)予定　後日発表

募集25名（最少催行15名）

成田5 ハバナ③6 サンタ・クララ①65 ハバナ①5 ①成田

◇中南米に駐在していた伊藤さんとともに行くキューバの旅！

◇ゲバラをテーマに現地をめぐり、現在のキューバを垣間見ます

◇ジャーナリストの視点ならではの伊藤さんの魅力ある解説

２０１３年９月１日（３） い い 旅 い い 仲 間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第５２号　
Peace

Green

Humanity

富士国際旅行社の提唱する

「学び+旅のすすめ」が更にパワーアップ！

「旅のがっこう」を開校しました！！

入学の条件は一切ありません。

どしどしご参加下さい！

～旅に学び、学んで旅する～

のすすめ“学び＋旅”

※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。

旅のがっこう

いわき駅現地集合6 原発近接地域見学（い
わき市、楢葉町、富岡町）6いわき市泊
いわき市6 飯館村（全村避難の村を見学）
6二本松市（菊人形展）6岳温泉拍
岳温泉6 安達太良山（ゴンドラ）6 郡山
市（病院関係者よりお話し）6郡山駅にて現
地解散

③

②

①

東京駅（7：30）6大内宿（本家・玉屋で昼
食）6桧枝岐村旅館「あづま」（15：00）
旅館発（7：00）6沼山峠登山口1,704m（8：
00）w沼山峠1,784mw（3.3km）w尾瀬沼
ビジターセンターw（3.3km）w沼山峠登山
口（11：30）6桧枝岐「アルザ尾瀬の郷」（入
浴と昼食）6東京駅（18：30頃）解散

②

①

添 添 添

添

添

連載 15

Bocconcini di pesce misto, patate e funghi alla salvia e rosmarino

色々鮮魚とジャガイモ、キノコのサイコロソテー
サルビアとローズマリーの香り

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じゃがいもはさいの目に切り、適量の塩を入れて沸かしたお湯で
５分間ゆがき、粗熱を取っておく。

②フッ素樹脂加工のフライパンにエクストラバージンオリーブオイ
ル、ローズマリー、手で大きめにちぎったセージの各半量を入れて
火にかける。次に食べやすく切ったきのこと①のじゃがいもを入れ
て、表面に焼き色が付くまでソテーし、保温しておく。
③魚は1.5cm程度に厚みと大きさを揃えて一口大の角切りに、じゃが
いもと同様の方法でソテーし、最後に②のじゃがいもをフライパン
に戻してあえ、塩、こしょうで味を調える。
④器に盛り、エキストラバージンオリーブオイル、イタリアンパセ
リのみじん切りをかけてできあがり。

材料（10人分）
魚の取り合わせ（ハタ、ニベ、ボラ、
キダイなど）…………300～400ｇ
じゃがいも（メークイン）…250ｇ　
（魚と同じ大きさのさいの目切り）

エクストラバージンオリーブオイル ……
…………………………………200cc

ローズマリー（茎つき）………１束
セージ……………………………１束
きのこ………………………１パック
イタリアンパセリ………………適量
塩、黒こしょう

添

添



私は、「がじゅまるからの証言―佐次田秀順さんの平
和の訴え」を書き、二人の日本兵が沖縄戦から約二年
近くもガジュマルの木の上に隠れて生きのびたことを
紹介した。
それから25年。2010年4月に井上ひさしさん（作

家・劇作家、元ペンクラブ会長、「九条の会」呼びかけ
人）が亡くなった。その直後、井上さんの三女の麻矢
さんが、父は病床にあっても沖縄を素材にした新作戯
曲「木の上の軍隊」を書く、その意思が支えだったと、
「朝日」のインタビューに答えていた。
私が、「がじゅまるからの証言」を書いた直後、井上
さんから「がじゅまるからの証言」が掲載された雑誌
を送ってほしいという電話があった。私は、「二人の兵
士が木に上ったり下りたりする話が芝居になりますか
ね」と言った。井上さんは、「うん、考えてみます」と
言った。それから25年。井上さんが「遅筆」であるこ
とは知られているが、劇作家としてのプロ魂に、私は、
畏敬の念を覚えた。
私が27年前、佐次田さんらがガジュマルに上って１
年半の樹上生活をした話を聞いたのは、沖縄本島中部
の石川市（現うるま市）の左次田さんの自宅だった。
それで、佐次田さんと山口さんの命を救った“神木”
のガジュマルとの対面は今回が初めてだ。たくさんの
根が枝のように下におりて、下からは上になにがある
か見にくい。ガジュマルの上の方で体を休ませるに適
した枝をねぐらにすることができたことが、生き延び
る第一の条件になった。
第二の条件の食糧は、25年前にも書いたが、近くに
米軍キャンプのゴミ捨て場があり夜中に食糧を探しに
くいのだが、パンやハム、ソーセージなどがたくさん
あった。佐次田さんは、ビールも飲んだことがあった
と言っていた。まさにルーズベルトからの“給食”で、
生き延びたのだ。

こんな話がある。伊江島戦の後に慶良間諸島につれ
ていかれた島民が戻ってきて、佐次田さんたちが隠し
ていた食糧がなくなるようになった。それで、持って
いかないよう置き手紙をしたこ
とから、返事をもらって終戦を
知り、樹上生活に終止符がうた
れた。島民は木の上に２年近く
おって、食べるものもなく、骸
骨のようになって、髭もぼうぼ
うのお化けのようになっている
のではないかと想像していた
ら、木からおりてきた二人はま
るまる太って、髭もきれいに剃
ってあったので、みんな狐につ
ままれたような顔をしていたと
いう。
戦場の生死を分けるのは、偶
然としかいいようがない。佐次
田さんも、そこにガジュマルが
あったから助かった。あれがヤ
シの木だったら、たとえ上って
も下から丸見えだ。すぐ撃ち落とされる。米兵と、は
ちあわせしたこともある。そのときはまだ剃刀などが
手に入っておらず、髪や髭はのび放題。その米兵は、
ゴリラかお化けかと思ったのか、一目散に逃げた。米
兵が銃を持っていたら撃たれた可能性は高い。もし、
早くから剃刀を手に入れて、髭をそっていれば、かり
に米兵が銃を持っていなくても、ゴリラとは思われな
いのだから、連行された確率は高い。こうして、佐次
田さんたちの樹上生活は、いくつもの偶然が味方した
が、なにより妻子を思うヒューマンな心が支えになっ
たと思う。
この“神木”の下に設置された伊江村の立て札には、

『ニーバン ガズィマール』と題し、「太平洋戦争で、石
川市（現・うるま市）出身の佐次田秀順さん（当時28
歳）と宮崎県小林市出身の山口静雄さん（当時36歳）
の二人の日本兵は、母国の敗戦も知らずに戦中、戦後
の2年間（昭和20年4月～22年3月）、米軍の目を逃れ
て『ニーバン ガズィマール』での樹上生活を送った」
と書かれている。ニーバンとは、ガズィマール（樹木）
のある宮城家の屋号である。
井上ひさしさんは、摩文仁の丘の平和の礎の前で

「日本人にとって広島、長崎は忘れてはならないように
沖縄も忘れてはならない」と言った。私も井上ひさし
さんと同じ思いだ。 （ながた　ときお）
＊月刊学習２０１１年１月号より抜粋、編集。

がじゅまるからの証言
～沖縄戦の体験から二度と戦争をしてはならない～

永田　秋幸

～自然豊かな八重山諸島、地元の方との交流～

日本最西端の与那国島・石垣島・竹富島 4日間
11月10日(日)～11月13日(水) ￥146,000
1月19日(日)～ 1月22日(水) ￥143,000
募集25名（最少催行10名）

①羽田空港5 那覇空港5 石垣島見学、地元の方

と交流5 ②石垣島5 与那国島見学、地元の方と

交流③与那国島5 石垣島8 竹富島見学8 石

垣島④石垣島見学5那覇空港5羽田空港

◇日本最西端の与那国島を訪れ、地元の方のお話を聞く

◇石垣島では、「八重山戦争マラリアを語り継ぐ会」

の方からご案内

◇各地の郷土料理をお楽しみください。竹富島では水

牛車でゆったり島内見学

新日本婦人の会　川越支部有志企画

沖縄本島と伊江島 4日間
1月19日(日)～1月22日(水) ¥89,500
募集35名（最少催行20名）

①羽田空港5 那覇空港6 不屈館（瀬長亀次郎

記念館)、中部基地見学、名護市内泊6 ②北部見学、

辺戸岬6 本部港8 伊江港、伊江島泊③6 伊

江島島内見学8 本部港着後、美ら海水族館、那覇

市内泊④オプショナルツアー（南部見学）、那覇空港

5 羽田空港

◇沖縄最北端の辺戸岬、祖国復帰闘争の碑を見学。

◇オスプレイ配備に揺れる普天間基地や座り込み　

3000日を超えた辺野古・高江区を訪問

◇宮森小学校ジェット機墜落現場を見学・630会の方

のお話

こまえ沖縄平和ツアー実行委員会企画

沖 縄 平 和 ツ ア ー 4日 間
1月21日(火)～1月24日(金) ¥89,500
募集35名（最少催行20名）

①羽田空港5 那覇空港6 不屈館(瀬長亀次郎記

念館)、南部戦跡見学、元白梅学徒隊の方のお話、那

覇市内泊②6 中部基地見学(嘉数高台・北谷町砂辺

地区・嘉手納基地・石川宮森630会の方と交流・辺野

古) 名護市内泊③6 北部見学(東村高江・沖縄愛楽

園・大宜味村)、美ら海水族館　那覇市内泊④e

（南部見学・沖縄文化見学）那覇空港5羽田空港

◇南部戦跡をじっくり見学と元白梅学徒隊の方のお話

を聞きます。

◇座り込み3000日を超えた辺野古・東村高江区を激

励訪問

◇沖縄愛楽園を訪問し、「知られざる沖縄戦と元ハン

セン氏病」について学ぶ。

温もりの海郷「渡名喜島」を見学

第24回　歴教協沖縄見学旅行 4日間
12月26日(木)～12月29日(日) ¥99,000
募集30名（最少催行15名）

①各地空港5 那覇空港6 辺野古、宮森小学校、

那覇市内泊6 ②泊港8 渡名喜港6 渡名喜島

内見学、渡名喜島内泊③渡名喜港8 泊港w 那

覇市内史跡めぐり（不屈館、台湾遭害事件の碑、孔子

廟、福州園）那覇市内泊④オプショナルツアー（南部

見学）、那覇空港5各地空港

◇渡名喜島では街並み散策、入砂島の米軍射爆場を高

台から見学

◇那覇市内の史跡めぐり。「沖縄・日本・台湾」をか

んがえる

◇不屈館（瀬長亀次郎記念館）を訪問

名護市長選挙応援！　辺野古を激励訪問！

琉球探訪　沖縄本島・伊江島 4日間
11月10日(日)～11月13日(水) ￥92,000
12月25日(水)～12月28日(土) ￥99,000
1月19日(日)～1月22日 (水) ￥92,000
募集30名（最少催行10名）

①羽田空港5 那覇空港6 不屈館（瀬長亀次郎

記念館）、南部戦跡見学、那覇市内泊6 ②中部基

地見学、辺野古、宮森小学校、名護市内泊6 ③本

部港8 伊江港6 伊江島島内見学8 本部港着

後、美ら海水族館、那覇市内泊6 ④オプショナル

ツアー（南部見学）、那覇空港5 羽田空港

◇漁船をチャーターし、キャンプシュワブ対岸の長島

に上陸します

◇土地闘争の地・伊江島を見学。反戦地主の方のお話

◇宮森小学校ジェット機墜落現場を見学・630会の方

のお話

愛楽園（元ハンセン氏病施設）を訪問

第 29回　埼教組・埼退教　沖縄平和ツアー 4日間
12月25日 (水)～12月28日 (土) ¥91,000
募集30名（最少催行20名）

①羽田空港5 那覇空港6 不屈館（瀬長亀次郎

記念館）、沖縄県立博物館、首里城公園、那覇市内泊

②南部戦跡見学、中部基地見学、名護市内泊6 ③

北部見学（東村高江、沖縄愛楽園、美ら海水族館）、

那覇市内泊6 ④オプショナルツアー（新原ビーチ、

沖縄ワールドなど）6 那覇空港5羽田空港

◇南部戦跡見学と元女子学徒隊の方のお話

◇座り込み3000日を超えた辺野古・東村高江を訪問

◇地元でも評判の琉球料理を堪能

台湾遭害事件から慰安婦、自衛隊問題までかんがえる

都教組沖縄視察交流団　宮古島を訪ねる 4日間
12月26日 (木)～12月29日 (日)  ¥149,000
募集30名（最少催行15名）

①羽田空港5 那覇空港6 北部見学（不屈館、

台湾遭外事件の碑、辺野古漁港）、那覇市内泊②6

那覇空港5 宮古島空港6 宮古島島内見学（野

原岳レーダー自衛隊基地、憲法九条の碑など）宮古島

島内泊③8 宮古島伊良部・下地島見学8 宮古

島島内泊④西平安名崎、池間島、宮古南静園見学

5那覇5羽田空港

◇沖縄随一の美しさといわれる宮古島の海。ゆったり

２連泊！

◇「宮古島従軍慰安婦問題」について地元の方のお話

◇沖縄本島では、不屈館や新基地建設で揺れる辺野古

を激励訪問

石垣島・与那国島・波照間島をめぐる

全国青年教職員平和の旅
12月26日(木)～12月29日(日) ¥149,000
募集40名（最少催行20名）

①各地空港5 那覇空港5 石垣空港6 八重山

平和祈念館、戦争マラリア犠牲者慰霊碑、地元の方と

交流、石垣島内ホテル泊②石垣空港5 与那国空港

6 与那国島内見学、地元の方と交流会、与那国島

内泊③与那国空港5 石垣空港、石垣港8 波照

間港、波照間島内見学、波照間島内泊④波照間港

8 石垣港、石垣空港5那覇空港5各地空港

◇「戦争マラリヤを語り継ぐ会」の方と交流します

◇日本最南端の有人島、波照間島の戦争遺跡を見学し

ます

◇与那国島では自衛隊配備問題について地元の方と交

流します

◇八重山諸島ならではの郷土料理や自然を満喫
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左から井上摩耶さん（こまつ座社長）、筆者中央

☆どなたでもご参加いただけます。

＜沖縄　平和の旅＞



問い合わせ
学校法人和光学園法人事務局　
０４４－９８６－６５００

現在の和光（鶴川）小学生の作品創立当時の和光小学生の作品

（１）魯迅に贈られた和光小学生の版画
和光学園の創立まもない1934年に、美術科教師・内
山嘉吉によって和光小学校5，6年生の版画が魯迅に贈
られた。内山嘉吉の兄・内山完造は上海で書店を経営
し、魯迅と深い親交があった。内山嘉吉は、1931年8
月、兄の内山完造を訪ねたおり、魯迅と知り合いにな
り、魯迅が主催した夏季木版画講習会で中国の美術学
生たちに木版画技法を講じた。戦時下の迫害から生き
延びた学生たちは、戦後の中国版画文化の中心的な役
割を担うこととなった。
中国版画は急速な発展をとげ、戦後、日本版画界に
大きな影響を与えることとなった。無着成恭の『山び
こ学校』の中に収められている「炭焼き物語」の指導
が、戦後、日本の美術教育運動で活躍された箕田源二
郎の指導によるものであることは著書に紹介されてい
る。しかし、その授業に、箕田源二郎が内山嘉吉のと
ころからもっていった中国版画が使われたことを知る
人は少ない。
（２）実在した「魯迅に贈った和光小学生の版画」
魯迅に和光小学生の版画が贈られたという史実が明
らかにされたのは、和光学園四十年史（1973年）にお
いてである。そこには、魯迅が内山嘉吉に送った「お
礼の書簡」が紹介されている。さらに、小学生版画が
北京魯迅博物館に保管されていることが明らかになっ
たのは1988年のことである。
それからさらに22年たった2010年、和光学園関係者
が北京魯迅博物館を訪ね、「和光小学生の版画」を直接
目にし、作品を記録したCD-ROMの提供を受けてきた。
それをきっかけに、学園関係者だけでなく、日本の版
画研究者や美術館関係者から「実物を目にしたい」と
いう期待が強く語られるようになった。
（３）上海魯迅記念館、北京魯迅博物館と和光学園の
「日中友好子ども版画展」の共同開催
和光学園は、2013年11月10日、創立八十周年を迎え
るにあたって、80年前の魯迅との間で行われた「小学

生の版画」を通しての国際交流の先駆性に深く学び、
小学生版画の里帰り展を構想した。
現在、両国の国家間には難しい問題があるが、人と
人との関係づくりでは、子どもたちの未来に向けた
「友好と平和」の願いは一つである。日中双方の努力が
実って、80年前の作品と現代の日中両国の子どもたち
の版画作品の展覧会が、駐日中国大使館の後援を受け
て、上海会場と日本会場の二カ所で共同開催されるこ
とになった。
魯迅研究は、中国はもとより、日本でも多くの研究
者によってすすめられてきたが、魯迅の版画運動に日
本の児童版画が一役買っていたことは、ほとんど知ら
れていなかったことである。昭和初期の小学生児童木
版画の実物が日中両国の父母や子どもの目にふれるこ
とは、まことに貴重な機会である。
今回の版画展が、版画教育・美術教育の意義を深め
るとともに、両国文化の理解と発展、さらに「友好と
平和」に役立つことを願っている。（こうだ　としひこ）
中国での開催
日　時：2013年8月17日～24日
場　所：上海魯迅記念館
日本での開催
日　時：2013年10月12日～10月20日
場　所：四谷ランプ坂ギャラリー

（丸ノ内線四谷三丁目徒歩7分）
展示作品
＜両国での開催展示＞
①魯迅に贈った小学生版画49点（申請中）

②現代中国の子どもの作品40点

（シルクスクリーン）

③現代の和光の小学生作品40点

（木版画、重ねずり）

＜日本会場＞上記に加え　

④和光中高校の生徒の作品40点

（木版画、銅版画、シルクスクリーン）

「魯迅に贈られた和光小学生の版画」を記念する

「日中友好子ども版画展」の開催（和光学園・行田稔彦　記）

「好（アウッ）！」
歌舞伎で大向うから声がかかるように、京劇でも役
者が見得をきったり、キマッタときに声がかかります。
公園では、「票友（素人京劇ファン）」たちが気持ちよ
さそうに唄い、演じています。
京劇はもともとは清の乾隆帝の時代に安徽省と湖北
省の地方劇を母体に様々な地方劇がミックスされ形作
られました。通俗的で娯楽性に富む「庶民の芝居」で
す。唄あり、立ち回りあり、ユーモアあり、涙あり。
庶民とともに京劇は育ってきました。
日中友好協会が１１月に５年ぶりに招聘する北京風
雷京劇団は、北京の下町にある湖広会館を本拠地とす
る劇団で、上演回数は年４００回を超え、中国の京劇
団の中でも特に庶民的な劇団として知られています。
風雷京劇団は７０年以上の歴史を持ちますが、この間

２回名前が変わり、現在の名前は、毛沢東の詩の一節
「五洲震蕩風雷激」から来ているとのこと。地名や人名
のつかない劇団名は中国でも珍しい。
今回の旅行では、訪日を控えた風雷京劇団と特別に
交流します。１１月に孫悟空を演ずる松岩団長は、「み
なさんを熱烈歓迎します！」とメールで返事をくれま
した。交流し実際に京劇を観劇して、みなさんも「票
友」の仲間入りをしましょう。
旅の後半は、同行予定の石子順日中友好協会都連会
長が戦前すごした長春を訪れ、東北師範大学で日本語
科の学生さんたちと「日中の相互認識」（仮題）をテー
マとする国際シンポジウムに参加し、学生さんたちと
も交流します。
さぁみなさん、北京風雷京劇団と交流しましょう！　

あなたも「票友」（素人京劇ファン）に！
日中友好協会東京都連合会　事務局長 小川原浩之

自然エネルギー100％を目指す島からかんがえる

祝島・上関・岩国基地 3日間
11月24日(日)～11月26日(火)￥89,000
募集20名（最少催行15名）

①羽田空港5 岩国空港6 岩国基地見学・錦帯

橋　岩国泊6 ②上関原発建設予定地見学・地元の

方のお話8 祝島島民の方々と交流　祝島泊③祝島

島内見学8 柳井6 岩国空港5 羽田空港

◇「殴り込み部隊」の異名をもつ海兵隊の出撃拠点　

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

◇「ミツバチの羽音と地球の回転」の舞台・祝島を訪

問、交流

震災からの復興とクリーンエネルギーを考える

北三陸（田野畑村・久慈・葛巻町）3日間
9月29日(日)～10月1日(火) ￥55,000
募集25名（最少催行15名）

①盛岡駅現地集合6 田野畑村・普代村（北山崎・

机浜漁村番屋群・防潮堤)6 久慈市泊② 慈市見学

（小袖海岸）7 三陸鉄道乗車6 葛巻町見学6

葛巻町泊③葛巻町再生可能エネルギー施設見学6

盛岡駅現地解散

◇震災から２年半、復興で頑張る北三陸の自治体を訪

れる。

◇「三陸鉄道」乗車と、「海女の素潜り」実演を見学

◇「原発再稼働問題」の今、改めて再生可能エネルギ

ーへの取り組みを考える

「原発に頼らないエネルギー」

高知県梼原町と四万十川 4日間
9月9日(月)～9月12日(木) ￥99,000
募集30名（最少催行15名）

①各地空港5 高知空港6 梼原町内見学・梼原

町泊②梼原町クリーンエネルギー施設見学6 四万

十楽舎泊③四万十川周辺見学（沈下橋・屋形船・四万

十楽遊館など）6 四万十いやしの里泊④黒潮町見

学（カツオのタタキ作り体験）6 高知空港5 各

地空港

◇クリーンエネルギーの町、梼原を訪ね、風力・小水

力バイオマス発電を見学

◇廃校を利用した施設、「四万十楽舎」に宿泊し、地

元より「田舎暮らし」のお話を聞く

◇黒潮町でカツオのタタキ作り体験。漁師のご家族か

ら現在の漁業のお話を聞きます

今、「原発再稼働」を考える

大間原発建設予定地と三沢基地 3日間
10月6日(日)～10月8日(火) ￥89,000
募集20名（最少催行15名）

①羽田空港5 三沢6 三沢基地見学（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（あさこハウス訪問）6 下風

呂温泉泊③むつ市・六ケ所村見学（原発関連施設）

6 三沢空港5 羽田空港

◇大間原発の建設反対で頑張っている「あさこはうす」

を激励訪問！

◇米空軍基地の三沢基地を現地の方の案内で巡り、基

地問題を考える

◇むつ市と六ケ所村を訪問。現地の方より原発問題の

現状を聞く

北京風雷京劇団・東京公演記念

石子順先生と訪ねる　中国・京劇と映画の旅　5 日間
10月11日(金)～10月15日(火) ￥168,000
募集20名（最少催行15名）

成田5 北京②5 北京5 長春②5 長春5 成田

◇日中友好協会東京都連会長の石子順先生が、全日程同行します。

◇１１月の訪日公演を控えた、北京風雷京劇団を訪問、交流します。

◇長春で日本語を学ぶ学生との、ミニシンポジウムに参加します。
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革命下のキューバに
チェ・ゲバラの歌声が響く
本書は弊社企画のキューバ旅行に参加した一旅
行者の紀行文です。ここには、チェ・ゲバラの思
想が現在のキューバの医療や教育などの諸施策に
どれだけ凝縮されているかを具体的に示されてい
ます。こんにち、チェ・ゲバラの姿は見ることは
できないものの、彼の思想は社会変革の道しるべ
としてキューバだけではなく、世界各地で生きつ
づけていることがわかります。チェ・ゲバラを通
して現在のキューバの姿と出会うことのできるユ
ニークな本です。
著者：川上重人（かわかみしげと／本名・前田登紀雄）

規 格：４６判１５０頁

定価：１３００円＋税

発行：本の泉社

ガ

北 京 風 雷 京 劇 団 　 東 京 公 演

2013年11月21日（木）
①14：00～　②19：00～

＜於＞日本青年館 大ホール

大　人・￥4,500
中高生・￥1,500



はじめまして。認定NPO法人ACE（エース）の白木
朋子です。ACEは、「世界中の子どもが権利を守られ、
すべての子どもが安心して希望を持って暮らせる社会」
の実現を目指して活動する国際協力NGOです。児童労
働の問題に取り組むため、アフリカのガーナ、インド、
日本で活動しています。児童労働という言葉を、聞い
たことがあるでしょうか？路上で暮らすストリートチ
ルドレンや、工場や農場で働かされる子ども、兵士と
して戦争にかりだされる子どもたちなど、義務教育を
受けずに子どもが危険で有害な労働に従事することを
「児童労働」といいます。
私がこの問題に出会ったのは、「インドの児童労働」
を研究テーマとする大学のゼミがきっかけでした。も
ともと旅が好きだったため、学生時代はバックパック
を背負ってアジアや中米の国へ旅をしたので、旅先で
も働く子どもたちの姿は目にしていました。たくさん
の子どもと出会ってきましたが、ゼミのフィールドワ

ークで出会った子どもたちのことは、今でも忘れるこ
とができません。
インド、コルカタのスラムで出会ったのは、ゴムの
ビーチサンダルの部品を
はさみで切る仕事をする
7、8歳の子どもたちでし
た。2ダース切って1ル
ピーほどの出来高制。す
ばやい手さばきから、も
っと幼い頃から作業を続
けていることがうかがい
知れました。「学校に行
きたい？」と訊ねると、
「学校に通いたい。でも
家族も支えたい。」と答
える健気な子どもたちの
言葉に、胸が苦しくなり

ました。貧しさのために子どもを育てられない親が、
赤ちゃんを路上のごみ箱に捨てることもあるという話
も聞きました。自分が知らなかった世界の現実に大き
な衝撃を受けたと同時に、「子どもたちが悲しむような
世界にはしたくない。将来子どもたちのために何かで
きたら」と思うようになりました。大学4年生の時、
仲間との出会いがあり、ACEを立ち上げ活動すること
になりました。どんな活動をしてきたかは、次回お伝
えしたいと思います。 （しろき　ともこ）

※筆者プロフィールや児童労働については、認定NPO法人
ACEホームページ（www.acejapan.org）をご覧ください。

世界遺産クレイドルマウンテン国立公園に３連泊

タスマニア・大自然と文化を満喫する旅 9日間
12月17日（火）～12月25日（水） ￥478,000
募集15名（最少催行10名）

成田5 ①5 シドニー5 ホバート②6 クレイドルマウンテン国

立公園③6 ロンセストン①5 シドニー5 成田

◇世界遺産の３か所の国立公園でハイキング（３時間以内の初級ハイク）
◇タスマニアデビルなど野生動物をみたり、保護活動についてお話をきく
◇きれいなガーデンでモーニングティーをお楽しみいただけます。

東南アジア最高峰4101メートルに挑戦

ゆったりキナバル山登頂8日間wwww
1月25日（土）～2月1日（土） ￥325,000
募集15名（最少催行10名）

往復成田から直行便5 コタキナバル①6 キナバル山麓①6 コタ

キナバル登山（標高差：1日目1522m、2日目749m、3日目1522m）山小屋

②6 コタキナバル③5 成田

◇富士山の次に登る山として最適！
◇2日間山小屋泊、添乗員と日本語ガイド同行で安全な登頂を目指します
◇リゾートホテルに３連泊、ゆったりとした時間をお過ごしください

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　ww
10月11日(金)～10月19日(土) ¥428,000

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24日（月）～3月3日（月） ¥302,000
3月24日（月）～4月3日（月） ¥312,000

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 8日間
10月1日(火)～10月8日(火) ¥403,000

“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
10月10日(木)～10月19日(土) ¥368,000

＜国内・秋の自然の旅＞
原生林と流氷が育んだ豊かな生態系にふれる

世界自然遺産　知床の旅 4日間 ww
9月22日（日）～9月25日（水） ￥135,000
募集20名（最小催行10名）

◇知床観光船に乗船し世界遺産の知床半島を海から眺望。

◇知床ネイチャーガイドの案内で知床五湖を散策

◇手つかずの原生林と断崖絶壁から流れる湯の花の滝を見学

世界文化遺産

秋 の 石 見 銀 山 を 訪 ね る 4日 間
10月27日(日)～10月30日(水) ￥119,000
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②松江市内観光

6 足立美術館6 温泉津温泉③石見銀山龍源寺間歩見学w6 温

泉津温泉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

世界の子どもを
児童労働から守りたい

認定NPO法人ACE（エース） 白木朋子

Q：来日したきっかけを教えてください。

A：1988年に民主化運動がありました。昔から母親の

実家が政治に関わっていました。兄が学生運動に参加

したり、当時の軍事政権から目をつけられていて、祖

父が刑務所になんどか入れられたり、全財産を没収さ

れた事もありました。私達も学生運動を行っていて、

しょっちゅう家に警察が来るようになり、身の危険を

感じて家族で海外へ行くことにしました。その当時バ

ンコクに父がいて、１年ぐらいで日本のビザがおりま

した。「日本はバブルで、仕事がたくさんあるから」と

父親の友人に誘われ日本にきました。

Q：日本に来て、難民の認定を受けたのですか？

A：そんなものがあることすら知らなくて、難民申請

できることの国際ルールも知りませんでした。私たち

は１年ちょっと位のオーバーステイ、父親は３年ぐら

いオーバーステイで仕事をしていました。ある時に弁

護士と知り合い、申請のことをお聞きし、初めて難民

申請をしました。在日ビルマ人の中でも、難民申請し

たタイミングが早かったので不安でした。本当に難民

申請がおりるかどうか？　このまま強制送還されるの

か・・？　不安の中、難民申請をすすめました。

Q：日本の難民認定は、欧米諸国に比べて厳しいと聞いています

が？

A：申請をしてから認定まで３年以上かかりました。

最初はオーバーステイのままで、何度も入管に呼ばれ

質問を受け、ビザもない状態。難民としては認めても

らえませんでしたが、特別に在留資格はだしてもらえ

ました。最初は資格を１年や２年で更新。オーバース

テイなので仕事をしてはいけないのですが、隠れてア

ルバイトをしました。学校も行けないけれど、たまた

ま日本の校長先生と知りあって学校にも行けるように

なりました。

Q：現在までどのような生活を送られてきたのですか？

A： 17歳からアルバイト生活でした。３～４年目位か

ら日本語学校に行けるようになって、その間もアルバ

イト生活。日本語学校を終え、専門学校に入学した頃

に、親が高田馬場で店を開いたので、親の店でアルバ

イトをしながら学校に通いました。２４歳の時、将来

の事を考えたら料理しか出来なかった。国に帰るチャ

ンスもないし、本格的に料理を始め、２９歳の時にこ

の店を開きました。

Q：ビルマに帰れない理由に、政治的な事があったり高額なお金

がかかると聞きましたが？

A：私たちがビルマから出た当時は、ミャンマー政府

が国のお金が外に出ていくのを防ぐ為、働きに行く事

だけは許可し、それ以外では国外に出ることは出来ま

せんでした。私たちは、若くても働きに行きますと誓

約書を書かされて、パスポートを発行してもらいまし

た。その誓約書に、所得から税金を納めますとあり、

日本にいる私たちは、だいたい１か月に１万円ぐらい

大使館に納めないといけなかったのです。

Q：日本にいる間も、ずっとビルマの税金を納めないといけなか

ったのですか？

A：はい、そうです。普通の日本の税金の上に、ビル

マの税金も。二重税です。私たちは、当時の軍事政権

に反対していたので、外貨は一円もあげたくなかった

のです。払っていなかった税金が、積もり積もって２

００万円以上になりました。３～４年前にその法律が

廃止になってなくなったけど、さかのぼって払わない

といけないのです。

Q：やはり、ナイさんも帰れる機会があれば、ビルマに帰りたい

ですか？

A：はい、帰りたいです。

Q：これからのナイさんの夢や目標などを教えてください。

A：これからビルマは、いろんな壁があったとしても

乗り越えて、間違いなく良くなっていくと思います。

その中で私は、正確な日本語も話せるし、ビルマ語も

話せるので、それをいかしていけるような仕事につき

たい、ビルマと日本の橋渡しをしたいと思っています。

本日は、有難うございました。

（聞き手　編集委員会・都築
つづき

）

在日22年から見た「ビルマの今」
1974年ヤンゴン生まれ。1991年に17歳で来

日して、在日 22年。東京・駒込で料理店

「Ka Fi Ru」経営。

ナイ・リン・スイさん
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民主化の闘い25年　民政移管が進む

ミャンマー（ビルマ）を訪れる旅 7日間
11月6日(水)～11月12日(火) ￥264,000
募集25名（最少催行15名）

成田5 乗継地5 ヤンゴン②5 バガン②5 マンダレー①5 ヤ

ンゴン5 乗継地5 ①5 成田

◇アウンサンスーチー氏ゆかりの地を訪ね、民主化を求めるビルマの人々

との交流

◇現地を訪れ、日本軍のビルマ侵略やアジア・太平洋戦争について考える

◇「世界三大仏教遺跡」バガンの仏塔群、古都マンダレーも見学

ガ

添

添
添

添

新

新

新

連載

ミャンマー
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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）

◆応募締切：①②2013年９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

世界的な異常気象であるようです。日本では梅雨が明
けたと思ったら、台風のような豪雨に襲われたり、長袖
が必要なくらい薄ら寒い日が訪れたりと、予断を許さぬ
状況です。
ヨーロッパの中部から南では大変に雨が多いようです
が、北では雨が降らないと便りがきています。農作物の
生育への影響が大きいのではないかと、とても心配です。
1面と2面では、たたかう農民の組織、ビア・カンペ
シーナに登場いただきました。TPPやFTAのような競争
原理とは、絶対に相容れないのが農業であり、食である
と考えます。その土地ならではの条件を活かし、その土
地でしか作れない農作物を、味を、守りたい。これは決
して贅沢な願いとは思えません。
旅の楽しみもやはり、その地域に行かなければできな
い体験、その地域にしかない味、その地域でしか出会え
ない人です。そこへ行かなければいけない理由が無くな
れば、旅をする意義も見出せなくなってしまうのではな
いか…。
旅を通して地域を考え、元気にしたい。これも私たち
の大事なテーマです。 （K.H）

日越国交樹立40周年の2013年、100年前日本を舞台
にしたベトナム独立への歴史が、感動のドラマとして
今秋、甦ります。ベトナム中部の観光地フエは、阮王
朝王宮のある有名観光地ですが、昨年4月大きくいか
めしいファンボ
イチャウ像の市
中心部公園への
移転設置があ
り、新たな市シ
ンボルとなっ
た。ドラマは、
このファンボイ
チャウと彼を援
けた日本人医師
浅羽佐喜太郎の秘められた友情をテーマとして、東山
紀之や武井咲美ら日越の有名俳優が共演しTBSとベト
ナム国営テレビから9月、同時に放送されます。
当時、ベトナムは仏領インドシナと呼ばれ、仏統治
政府の圧政にベトナム民衆は永く苦しんでいました。
フアンボイチャウは、ホーチミンに先だち２０世初の
ベトナム独立運動を指導した英雄です。阮王朝直系の

王子クォンデ候
を盟主に革命組
織を結成し、日
本の援助を求め
る為密出国をし
日本に来ます。
武力闘争より人
材育成が先だと

諭されて、ベ
トナム青年が
日 本 で 学 ぶ
「東遊」と呼ば
れる留学運動
を興します。
東遊運動の歴
史は、ベトナ
ムでは教科書
で誰もが学ぶ国家の歴史と位置付されています。チャ
ウの没地フエ市と生地ゲアン省に、ファンボイチャウ
記念館があって特別な顕彰がされています。佐喜太郎
の生地静岡県袋井市には、チャウが恩人佐喜太郎を偲
び建てた浅羽佐喜太郎記念碑があり、二つのベトナム
関係地との年月を超えた交流が続けられています。6
月7日、フエ市公園のファンボイチャウ像のすぐ横に、
浅羽佐喜太郎記念碑除幕式直後の100年前の写真を嵌
め込んだ寄贈碑の除幕式が行われました。

（あんま　ゆきほ）

東遊運動（ベトナム独立運動）の指導者
ファンボイチャウと浅羽佐喜太郎の交友

浅羽ベトナム会代表　安間 幸甫

１９９７年の「ムジカ　チェコ・音楽と平和の旅」（富士

国際旅行社実施）での運命的な出会いから１６年。チェコ

と日本で公演を重ねてきた、この二人にしか生み出せない

深く魂をゆさぶるデュオ。

演奏曲目も、親しみやすい曲から、ヴァイオリンの魅力

を最大限に堪能できる曲（ドヴォルジャーク、ベートーヴ

ェン他）など、多彩に楽しんでいただけるプログラムです。

デュオコンサートと

共に、パズデラさん

のヴァイオリンソロ

コンサートも予定さ

れています。弦の国

チェコの響きをぜひ

お聴きください。

①インジフ・パズデラ　ヴァイオリン　ソロコンサート
１０月２９日（火）１９時開演　　

＜於＞ムジカーザ（代々木上原）

②インジフ・パズデラ＆志村泉　デュオコンサート
１０月３１日（木）１９時開演　　

＜於＞東京文化会館小ホール（上野）

●チケット・問い合わせは
ムジカ音楽・教育・文化研究所へ
（０３－３３５６－５７１３）
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ベトナム・サパと中国・雲南省の棚田を訪ねる旅 8日間
3月7日（金）～3月14日（金）¥195,000

募集15名（最少催行10名）

成田・関西5 ハノイ①7 ①ラオカイ6 サパ②6 元陽②6

昆明5 ①5 成田・関西

◇棚田の少数民族の村・サパと中国の代表的な棚田地域・雲南を見学。

◇サパではベトナム最高峰ファンシーパン山を展望します。

（天候によります）

◇サパ近郊の棚田ハイキング（２～３時間）を行います。

定番コース！

ベトナム南北縦断　戦跡をたどる旅 7日間
11月20日(水)～11月26日(火) ¥184,000

1月15日(水)～ 1月21日(火) ¥184,000

募集20名（最少催行8名）

成田・関西5 ハノイ②5 フエ②DMZ１日見学5 ホーチミン市①

6 ツーズー病院見学5 ①5 成田・関西

◇中部の古都フエに滞在、戦時中南北を隔てた17度線非武装地帯（DMZ）

を見学

◇ツーズー病院のホーチミン市平和村を訪ね枯葉剤被害者と交流

◇著しい経済発展をとげる現代ベトナムへの視点を探る

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。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　

中 部　古都フエとホイアンコース　6日間

南 北　ハノイ・ホーチミンコース　8日間

南 部　ホーチミンコース　5日間

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＞5日間
シェムリアプ3連泊、アンコール遺跡（ワット、トム、

バンテアイスレイ、タプローム）をじっくり堪能

第12回横井久美子と行く歌のある旅

ベトナムで歌う　子どもたちと未来のために 8日間
3月25日 (火)～4月1日(火) 後日発表

募集20名（最少催行10名）

成田・関西・中部5 ハノイ7 ①ラオカイ6 サパ②7 ①ハノイ

5 フエ②5 ハノイ5 ①5 成田・関西・中部

◇新コース！　北部・棚田の少数民族の村サパでゆったり2泊

◇古都フエの見学やリエン日本語教室の生徒たちと交流

◇活気あふれる首都ハノイ見学やオプションで水上人形劇の鑑賞

日本ベトナム友好協会東京都連合会企画　新英研後援

ベトナム　平和・友好の旅 8日間
10月3日(木)～10月10日(木) ￥228,000
募集20名（最少催行15名）

成田・関西5 ホーチミン市②5 ダナン6 ホイアン①6 フエ①

5 ハノイ②5 ①5 成田・関西

◇ハノイの枯葉剤被害者国際的支援施設「ベトナム友好村」を訪問

◇10月8日バクニン省「平和の鐘・梵鐘法要式」に参加

◇世界遺産の街ホイアンを見学・旧市街の日本風街並み散策

ジャーナリスト・鈴木勝比古さん同行・現地で解説

ベトナム「平和の鐘」を鳴らす旅　ハノイ 6日間
10月6日(日)～10月11日(金) ￥208,000
募集20名（最少催行10名）

成田・関西5 ハノイ③6 ハロン湾①6 ハノイ5 ①5 成

田・関西

◇10月8日バクニン省「平和の鐘・梵鐘法要式」に参加

◇ゆったりハノイ3連泊、世界遺産ハロン湾クルージング

◇ベトナム日本友好協会や現地大学生と交流

ファンボイチャウとホーチミンゆかりの地を訪ねる

ベトナムの独立と２人の偉人の足跡6日間
1月7日(火)～1月12日(日) ¥180,000

募集20名（最少催行10名）

成田・関西5 ハノイ①5 ヴィン②6 世界遺産フォンニャ洞窟見

学6 フエ①5 ホーチミン市5 ①5 成田・関西

◇ファンボイチャウ生誕の地ヴィンに滞在、学生と懇談

◇世界遺産のフォンニャ洞窟とフエの王宮を訪れる

◇ホーチミンやファンボイチャウなどベトナムの民族運動の歴史にふれる

添

添

添

添

ガ

添

＜今こそ全世界に響け　ベトナム平和の鐘＞

『平和の鐘』とは、旧日本軍がベト

ナムから持ち去り、日本市民によ

る長年の返還運動を経て、ベトナ

ム人民に返還された梵鐘。日本と

ベトナムの平和と友好のシンボル

として日越国交 40周年の今年、

『平和の鐘』を鳴らす記念式典（法

要式）が開催されます。

インジフ・パズデラ＆志村 泉
デュオコンサート

（ヴァイオリン） （ピアノ）

「100年前に、日本であった歴史です」



今年も「国内・山と花の旅」「ヨーロッパ・アルプ
ス」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：2013年9月28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

2013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

5月8日から「クー
ンブ・コンデパラッ
クピーク12日間」の
トレッキングに参加
した。
エベレスト街道は、
荷を運ぶ馬、ポーター、トレッカーとにぎやかだ。
私達は高山病予防の為ゆっくりと歩いた。ナムチェ
バザールで値切って買い物を楽しみ、静かなターメ
村では僧院や学校を訪れてゆったりと過ごした。
いよいよコンデ台地をめざし渓谷を越えて登る。

残雪のトラバースあり、ロープを掴んでの急登あり、
ドキドキの連続だ！　このコースの良さは、秘境の
ように静かで美しいヒマラヤを堪能できること。紅、
ピンク、白、淡黄色と色とりどりのシャクナゲが山
一面に咲き、国鳥ダンフェにも出会えた。
パラックピーク（4618ｍ）に登った日は晴れ、チ
ョオーユーからクーンビラ、ヌプツェ、エベレスト、
ローツェ、アマダブラム、カンテガ、タムセルクと
目の前に大パノラマが広がる。山頂で夢のようなひ
とときを過ごした後、ロッジに戻って仲間たちと解
禁になったビールで乾杯した。
旅の途中コンデで急に雹に降られたり、ルクラか
らの小型機が天候不順で飛ばずチャーターヘリでカ
トマンズに戻ったり、ヒマラヤの大自然の厳しさも
体験した。しかしスタッフの周到な安全対策のお蔭
で、私達は人生の宝になるすばらしい体験ができた。
このトレッキングでお互いに励まし合い、楽しさ
を分かち合った仲間の皆さんに心から感謝します。

（いわしな　あつこ）

エベレスト展望のトレッキングに参加して

静岡　岩品 敦子

世界遺産都市ルアンパバーンと「世界最短の国鉄」

第２２回銀河鉄道の旅　ラオス・タイ ８日間
10月12日(土)～10月19日(土) ¥248,000
募集20名（最少催行10名）

成田・関西5 ルアンパバーン①5 ビエンチャン②7 ノーンカイ

①7 バンコク②5 ①5 成田・関西

◇ラオス唯一で、「世界最短の国鉄」に乗車し、国境を越えます。

◇タイ北部のノーンカイから、首都バンコクへ鉄道で縦断します。

◇ラオス北部の古都、世界遺産都市ルアンパバーンを訪問します。

治安維持法国賠同盟企画

韓国　平和・連帯の旅　～光州・羅州・木浦・済州島～ 5日間
10月18日(金)～10月22日(火) ¥161,000
募集35名（最少催行25名）

成田5 済州島5 光州①6 木浦①6 光州5 済州島②5 成

田・関西

◇日本帝国主義支配に抵抗した、独立運動の地、光州を訪ねます。

◇抗日農民運動の地、羅州を訪ね、布施辰治の闘いにも触れます。

◇今年６５周年を迎えた４．３済州島事件について学びます。

埼教組・埼退教の旅

フィリピン～米軍基地を追い出し、原発を撤去させた国～ 4日間
12月25日(水)～12月28日(土) ¥198,000
募集30名（最少催行15名）

成田5 マニラ7 スービック②7 マニラ①5 成田

◇米軍基地撤去から20年。基地跡がどのように利用されているか見学

◇基地撤去、原発稼働反対の運動に携わってきた方々と交流

◇一度も稼働されていないバターン原発を訪問

高麗博物館企画

釜山・対馬　朝鮮通信使の足跡をたどる交流の旅 4日間
11月11日(月)～11月14日(木) ¥118,000
募集30名（最少催行25名）

成田5 釜山①6 釜山8 対馬①6 対馬8 釜山①6 釜山

5 成田

◇江戸時代の朝鮮通信使が往来した、釜山と対馬を訪問します

◇対馬では専門ガイドの同行で、比田勝から厳原まで縦断します

◇対馬の宿泊は厳原に滞在し、夜は対馬の歴史家のお話を伺います

歴史教育者協議会企画

君島和彦先生と歩く韓国「旅行ガイドにない」ソウル 4日間
12月26日(木)～12月29日(日) ¥119,000
募集15名（最少催行10名）

成田5 ソウル③6 堤岩里・水原華城6 ソウル5 成田

◇景福宮や西大門独立公園などで、日本と韓国の歴史を学ぶ

◇堤岩里や「世界遺産」水原華城にも足を延ばす

◇歴史認識問題や日本の植民地支配について根本から考える旅

中塚明先生・朴孟洙先生と日・韓の市民が一緒に行く

第八回東学農民軍の歴史を訪ねる旅 6日間
10月16日(水)～10月21日(月) ¥163,000
募集22名（最少催行15名）

成田・中部・関西5 ソウル①6 金泉または慶州①6 羅州①6

全州①6 ソウル①5 成田・中部・関西

◇今年のテーマは「女性の目で見る東学農民革命と日清戦争」

◇大邱を訪れ、東学教祖の崔済愚処刑所を見学

◇韓国の方々とともに旅をし、友好を深めます

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。

●詳しい資料を差し上げます。
①氏名　②性別　③年令　④〒　⑤住所　⑥電話番号を添えて富士国際旅行社へご請求下さい。

Tel:03-3357-3377 Fax:03-3357-3317（中野・鈴木・熊崎）E-mail:nakano@fits-tyo.com

2013年11月7日（木）～11月24日（日）17泊18日
トレッキングはロッジ泊14泊15日　特価・￥405,000（一般向）

10月27日発　￥443,000

11月10日発　￥365,000

エベレスト、チョー・オユー、ロールワリン山群の大パノラマ

2013年10月9日（水）～10月16日（水）7泊8日
トレッキングはロッジ泊３泊4日　特価・￥298,000（初心者向）

２つの8000ｍ峰眺望、ヒマラヤトレッキング人気コース

ネパールとブータンを舞台としたハイキング・トレッキング・登頂プラン全４６コースを

満載したパンフレットを差し上げます。

ご希望の方は、①氏名　②性別　③年令　④〒　⑤住所　⑥電話番号　を添えて

富士国際旅行社へご請求下さい。Tel:03-3357-3377 Fax:03-3357-3317へ

メールでの請求は　E-mail:nakano@fits-tyo.com まで

共同企画： 推　薦：富士国際旅行社

添乗員同行

20132013 秋～秋～ 20142014 夏　海外トレッキング総合パンフレット夏　海外トレッキング総合パンフレット無料進呈無料進呈

２０１３年９月１日（８） い い 旅 い い 仲 間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第５２号　
Peace

Green

Humanity
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ラオス世界遺産と大自然を満喫する旅 7日間
12月4日(水)～12月10日(火) ￥187,000
募集15名（最少催行8名）

成田・関西5 ヴィエンチャン②5 ルアンパバーン③5 ①5 成

田・関西

◇世界遺産の町、ルアンパバーン市内観光ウォーキング

◇ラオス子どもの家、孤児院に訪問。

◇メコン川クルーズで酒造りの村、紙梳きの村を訪ねる

添

ニュージーランド自然を満喫する旅 9日間wwww
11月10日（日）～11月18日（月） ￥445,000
2月11日（月）～ 2月19日（火） ￥465,000
募集20名（最小催行10名）

成田5 ①5 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

添

国民総幸福量（GNH）で話題のブータンを訪れます。パロやティンプーに加え、美しいプナカ・ゾンや大きな峠

を越えていく中央ブータンのジャカルへの冒険ツアーも魅力です。

ブータンの文化と美しい自然にふれる旅


