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——何のために仕事をしているのか、 という質問から。 単

に生活のためだとしたら他にも旅行会社は沢山あります。

なぜ富士国際旅行社で働いているか聞かせてください。

西須(以下さ )：私が富士国際旅行社で仕事をして
いる理由は大きく３つあります。
　１つは「お客様のため」です。先日同行した沖縄
ツアーで「沖縄にどうしても来
たかった。現場に行って今起
きていることを知りたい」とい
う人が参加して下さいました。
感想交流の時に「今の沖縄の
状況などを知れて、本当に参
加してよかった」というような。
さまざまな “ 想い ” を持った人
たちが当社のツアーを選んで参加して下さっている
ので、そういう人たちの想いをつなぐのが私たちの
役目だと思っています。
　また「自分のため」でもあります。私が入社した
のは子どもの時に家族で当社のツアーに参加した事
がきっかけでした。やはり普通の観光ツアーではな
い、現地での交流だとか、何か社会問題に関して学
べるツアーを知り、自分自身勉強できる、やりがい
のある仕事内容で、自分のために
働いているという面があります。
　最後に「社会のため」。ツアー
を通して参加者が様々な事を知
ることによって、自分の地域に
戻って何か「伝える」とかあるい
は社会問題の起きている現地の
人を応援することで現地の人が元

気になり、問題解決のひとつのきっかけになること
もあるように、社会に貢献することを心掛けていま
す。この「お客さまのため」「自分のため」「社会の
ため」の想いに合った経営理念を当社はかかげてい
ると感じています。
山崎(以下や )：入社して５年目を迎えました。就職
活動の中で旅行会社の面接も色々受けていたのです
が、企画から添乗まで全て出来るという会社はそう
多くはありませんでした。やはり「企画化する人」「電
話セールスだけする人」など分業されている会社が
多く、そういう会社だと本当に自分のやっている仕
事だけしか見えません。お客さまとの対話も少なく
なってしまいます。富士国際旅
行社であれば企画もできるし、
お客さまと実際に自分が作った
ツアーに出かけられる、多くの
ふれあいや学び、出会いがある、
そういった面も含めてこの会社
を選び、仕事をしています。最
初は事務作業から始まりますが、
企画になるといろんな所に “ アンテナ ” を張ってい
ないとできないので難しいですよね。
鎌田(以下か )：一言で言えば「次の世代に平和な
世界を残すため」という
のが一番大きいところで
す。旅行は平和でなけれ
ば成り立たない仕事です
から。そうした想いを反
映した仕事だという所に
やりがいを感じています。

――なぜ琉球新報社を希望されたのですか？

玉城 （以下た )：志望動機には「沖縄戦報道を変え
たい」と書いたのです。沖縄で育ってきて、平和学
習では「戦争はいけない」って作文に書いて、沖縄
戦の事は知っているつもりでした。高校生の時に『ひ
めゆりの塔をめぐる人々の手記』を読んで「知って
いたつもり」になっていた沖縄戦の事を、実はまっ
たく知らなかったのだと気付き
ました。大学に入ってからなぜ
自分は「知ったつもり」になっ
ていたのだろうと考え、「平和
学習のマンネリ化」、もしかす
ると「沖縄戦の報道もマンネリ
化していたのでは」と考えたの
です。
　もちろん、平和学習や沖縄戦
報道は沖縄戦の記憶を継承する事に大きな役割を果
たしてきたし、これからも果たすと思いますが、「今
の形のまま」ではいけないなと思って。生意気だけ
れど「沖縄戦報道を新しい形にしたい」と書いたん
です。では入社してから変えられているのか言われ
るとまだまだですが。
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2 面につづく

ツーリズム
×

ジャーナリズムの役割

何のために仕事をするのか

�経営理念

富士国際旅行社は、旅行業務をつうじ、平和な世界、
民主的な社会の実現に貢献し

健康で文化的な旅行・レジャーの発展をめざします

Peace Green Humanity
戦争のない、地球環境や弱者の生命や権利が守られる世界をめざします

平和、環境保護、人権福祉の事業や運動を応援します
戦争、環境、福祉、教育をテーマとする視察や見学を提案します

旅は
うるおいのある暮らしと、活力のある仕事と暖かい家庭を生み出し

人と人の新しいネットワークをつくります
旅は、平和で、豊かで、文化的な社会を育みます

富士国際旅行社は、そんな旅づくりのお手伝いをします。

琉球新報社　デジタル戦略室　エディター　 玉城 江梨子 （たまき　えりこ）

富士国際旅行社　　 西須 輝理 （さいす　かがり）

 鎌田 千夏子 （かまた　ちかこ）

 山崎 仁美 （やまざき　ひとみ）

山崎 仁美

西須 輝理

鎌田 千夏子

玉城 江梨子さん

特集

日頃よりご愛読ありがとうございます。弊社が発行する機関紙「いい旅いい仲間」
は 1996 年に創刊され、このたび、2016 年で発行２０年を迎えました。読者の皆
様に感謝の気持ちをこめて、読者プレゼントキャンペーンを実施いたします。ふるっ
てご応募ください！　今後とも「いい旅いい仲間」をよろしくお願いいたします。

応募方法：  当社へ、お名前、ご住所、ご連絡先をご記入の上、郵便、FAX、メール（henshu 
＠ fi ts-tyo.com 宛て）にて、「読者プレゼント応募」の旨と「サイズの希望」（ご
希望に添えない場合がございます）をお書き添えのうえ、ご応募ください。

※抽選となります（２月下旬抽選）。
　当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

日頃よりご愛読ありがとうございます。弊社が発行する機関紙「いい旅いい仲間」

“ＦＩＴＳ” ポロシャツ　
抽選で１００名様にプレゼント！

（サイズはＳ・Ｍ・Ｌをご用意しました。）

読者プレゼント

いい旅いい仲間　創刊２０周年！

理念を活かした旅づくり

2017
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　新聞社はいろんな情報が集まってくるので、この
情報を媒介して人と人をつなぐことで、少しでも世
の中に希望が持てたり、その日のくらしを明るくし
たり、変えたりできるというのがこの仕事の “ いい所 ”
だなと。そういう記事を書いたり、イベントを開い
たりできればと思います。

―�富士国際旅行社と琉球新報社でコラボする企画があ

りますね。

た） 本当にうれしいことです。沖縄の現状を変える
には、沖縄の人だけじゃ駄目なんですよね。日本全
体の意識を変えないとやっぱり変わらないので、そ
のためには情報を発信してくれる仲間が必要で、本
当に力強い仲間だなと思っています。

－�２０１７年はどのような仕事をして世の中に貢献したい

ですか？

さ） 現地に行かなければ分からないことが沢山あり
ます。テレビを観ているとバラエティ番組が多く、
現在起こっている社会問題などの情報が入ってこな
いのです。だから実際行ってみると驚きの連続です。
だから玉城さんの話を聞いていていると、私たちが
目指しているものと玉城さんのお仕事は一致してい
るところが多いなと思います。今年はいろいろ協力
して、全国の人に発信できればと思っています。

た） 新聞もそうだし、旅行も同じですが、行ってみ
ると気づくことがあります。例えば、高江や辺野古
で起きている問題を直視する必要があります。沖縄
で起きていることは民主主義の問題です。沖縄で前
例を作ってしまうと、今後全国で同じようなことが
起きる可能性があります。その意味で沖縄で起きて
いることは、沖縄だけの問題ではありません。それ
を伝えていくことにジャーナリズムとツーリズムの
役割がありますね。

か） 私は、アウシュビッツをテー
マにした企画を手掛けています。
今までは証言者のお話を聞くの
をメインにやってきたのですが、
沖縄と同じように直接体験者の
お話を聞ける機会が少なくなっ
てきました。そこで、先日ドイツ
とポーランドが共同で歴史教科
書をつくったというニュースを
きっかけに、この間のツアーでは、
その教科書をつくるのに携わっ
た先生にお話を聞くという企画
を作りました。どのような歴史教
育をしているか、これから未来に
向けてどうつなげていくか、とい
う視点で伺いました。歴史の問題でも、私たちは第
二次世界大戦の話をメインに聞くつもりだったので
すが、歴史はそこだけ見るのではないと気づかされ
ました。ヨーロッパは特に国境も時代によって変わっ
ていますし、国も変わっています。先生方は「もっ
と古代から国同士を見なければならない」と言って
いました。ドイツとポーランドは第二次世界大戦時、
加害者と被害者だったかもしれないけど、昔はこん
なつながりがあったとか、こんなことを一緒にやっ
ていたとか、そういう点を古代から学びながら、第

二次世界大戦まで
教えつつ、被害者の
ことだけを考えるの
ではなくて、未来を
学んでいかなくては
いけない。それは日
本にも通ずると思い
ました。
た） すごい！　日本
にも大事な視点だ
なと思いました。新

聞記者みたいな仕事ですよね。記者が企画を考える
ときみたいな、あの人に話を聞きに行こう！みたい
な。ツアーに同行したら連載一個できると思いまし
た（笑）
や） 私が手掛けている企画では、海外のスケッチツ
アーがあります。この間、沖縄など国内のスケッチ
も始めました。スケッチのために現地に赴くんです
けど、弊社のスケッチツアーには、平和学習も入っ
ていて、現地でのお話を聞いて、背景を知ったうえ

で実際見た風景を描くので、描いた人の思いが入る
分、また違ったものになりますね。
た） 衝撃を受けました。そんな旅行があるのですね！
個人旅行ならありそうですが。
　旅っていろんな形があるのですね。勉強になりま
した。今所属しているデジタル戦略室という部署で、
暗中模索しているんですが（笑）。もっと新聞…じゃ
なくて、新聞社が持っている “ 資源 ” を活かしたこと
ができないかなと思っています。記者のスキルだと
か、情報であったり。紙の新聞の部数減少にどの社
も苦しんでいますが、新聞社にはまだまだいろんな

可能性があると私は思って
います。今回のコラボのよ
うな形で、記者が今まで取
材したことを紙面だけじゃ
なくて、違う形で伝えると
いうことができると思いま
す。人を知っている、現場
を知っているという強み、
資源を生かして社会に役立

ちたいと思います。
―�理念を活かした仕事をしたいですね。 本日はありがと

うございました。

① 羽田発(午前 )5那覇5宮古島へ　着後、島内見学、自衛隊配備問題につい
て交流� 【宮古島泊】

② 午前：伊良部・下地島見学　午後：宮古島島内見学、池間島見学　�����������【宮古島泊】

③ 午前：ハンセン病国立療養所、東平安名崎見学　午後：宮古島発5那覇5
羽田へ

平和な島づくりをめざす

宮古島　平和・交流・連帯の旅

ツアーの魅力
ツアーの魅力

◇�自衛隊配備候補地となっている宮
古島で島民の方からお話を伺い、
交流します

◇�伊良部島・下地島・池間島へもご
案内

◇�地域と共生する施設として取り組
みを行う、ハンセン病国立療養所
を見学

旅行期間 ：�２月１２日 （日） ～１４日 （火） ￥１１９，５００
　　　　　　　�３月２６日 （日） ～２８日 （火） ￥１２７，５００
　　　　　　　�４月１６日 （日） ～１８日 （火） ￥１２５，５００

１０名２０名●募 ●催 ●添

３日間

日本最西端・与那国島・石垣島・竹富島をめぐる

八重山諸島　平和・交流・連帯の旅

トラベルイヤホンをご利用いただけます
ご旅行中の説明や解説、通訳などで好評のトラベルイヤホンが、全世界

対応の新製品になり、適用コースもさらに拡大しました。

掲載コースのイヤホンマーク　　　　が目印です。

本紙掲載の旅行は、（株）富士国際旅行社が企画・実施する旅行です。

ご旅行条件などの詳細につきましては、個別の旅行パンフレットをご請

求されるか、当社までお問い合わせください。

旅行期間 ：�２月１２日 （日） ～１５日 （水） ￥１４１，０００
� ３月２６日 （日） ～２９日 （水） ￥１４８，０００
� ４月１６日 （日） ～１９日 （水） ￥１３９，０００
� ５月２１日 （日） ～２４日 （水） ￥１３９，０００

１０名２５名●募 ●催 ●添

◇�石垣島では自衛隊配備候補地を訪問し、地元の方との懇談・交流！
◇�台湾から111㌔、独自の自然と文化が残る与那国島。名酒・花酒も！
◇�竹富島では水牛車で散策。赤瓦の町並みをお楽しみください。

① 羽田発(午前)5那覇5石垣島着後：戦争マラリア犠牲者慰霊碑、自衛隊配
備候補地、地元の方との懇談　　　　　　　　　��������������������������������【石垣島泊】

② 5与那国島へ、自衛隊レーダー基地、日本最西端の碑、崎元酒造、地元の方の
お話��������������������������������������������������������������������������������������������【与那国島泊】

③ 5石垣島へ、8竹富島（水牛車で赤瓦の町並み、星砂の浜）8石垣島へ　　　
【石垣島泊】

④ 6�憲法九条の碑、川平湾　石垣発（午後）5那覇5羽田着

© いしがんとーさん

辺野古・高江・伊江島を訪問

非暴力の闘いを学ぶ沖縄の旅
旅行期間：２月１２日 （日） ～１５日 （水） ￥８９，０００
� ３月２６日 （日） ～２９日 （水） ￥９７，０００
� ４月１６日 （日） ～１９日 （水） ￥９５，０００
� ５月２１日 （日） ～２４日 （水） ￥９４，０００

１５名３０名●募 ●催 ●添

ツアーの魅力
◇�辺野古や高江を訪問し、今こそ非暴力の闘いの歴史を学び、基地問
題を考えます。

◇沖縄戦の激戦地・伊江島の戦跡と島ぐるみ闘争について学びます。

◇�グラスボートで大浦湾の貴
重な青サンゴを鑑賞。沖縄
郷土料理もお楽しみに。

① 羽田発(午前)5那覇着、普天間基地、嘉手納基地、米軍ジェット機墜落事件
の宮森・石川630会のお話����������������������������������������������������������������【名護市泊】

② 午前：8伊江島へ、伊江島見学、8本部港へ。美ら海水族館の見学【名護市泊】

③ 午前：北部見学（大浦湾でグラスボートに乗船・辺野古・高江）、6�那覇へ
【那覇市泊】

④ 出発まで：自由行動（e：南部戦跡）、夕方那覇空港5羽田

４日間 ４日間

 「川平湾」画・峠 徳美様

沖縄ツアー共通 �利用バス：琉球バス、那覇バス、ゆいバス、おろくバス、豊見バス
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横井久美子さんと語ろう♪ベトナムのつどい

日　時 ： １月２１日 （土） １４ ： ００～１６ ： ００

講　師 ： 横井 久美子さん （シンガーソングライター）

参加費 ： ５００円

内　容 ： ベトナムで歌い、 支援し続けてきた横井

久美子さんがベトナムの魅力を語ります！

中国と日本の懸け橋に！　

絵本『スーホの白い馬』誕生秘話

日　時 ： ２月１６日 （木） １８ ： ００～

講　師 ： 赤羽 茂乃さん （赤羽末吉の三男の妻）

参加費 ： １, ０００円

内　容 ： 『スーホの白い馬』 は、 赤羽末吉が

１９４３年に訪れた内モンゴルの写真やスケッチを

もとに描かれています。 そのいきさつや赤羽の中

国での暮らし、 戦後の引き揚げなどについて、 赤

羽の三男の妻赤羽茂乃がお話します。

歯舞・色丹の返還は安倍総理のお手柄か？

軍事史から見る千島問題

日　時 ： ２月１８日 （土） １４ ： ００～１６ ： ００

講　師 ： 長谷川 順一さん （東京の戦争遺跡を歩く会）

参加費 ： １, ０００円

内　容 ： 「歯舞 ・ 色丹は北海道の一部」 なのに

何故ソ連 （現ロシア） に軍事占領されたのでしょ

うか。 ソ連軍侵攻と日本軍を解説します。

フィデル・カストロ後のキューバ
─経済、 社会、 米玖関係はどう変わるか－

日　時 ： ２月２１日 （火） １８ ： ３０～２０ ： ３０

講　師 ： 新藤　通弘さん

（アジア ・ アフリカ研究所所員、 キューバ研究者）

参加費 ： １, ０００円

内　容 ： キューバは現在、 積年の経済困難に立ち

向かい経済改革を行っていますが、 これから米国

や国際社会との関係で、 どう変わっていくのか、 中

南米研究者の新藤さんから直接　お話を伺います。

川成洋先生スペイン文化講座　５回

日　時 ： 　いずれも１８ ： ３０～２０ ： ００

　※終了後にワンコイン懇親会を予定

　①２月２３日 （木）

　　「スペインの骨格を作ったローマ時代」

　②４月２７日 （木）

　　「イスラム教徒対キリスト教徒」

　③６月２２日 （木）

　　「陽の沈むことなき大帝国スペイン ・ ハプスブルク」

　④８月２４日 （木）

　　「ピレネー山脈を越えたブルボン」

　⑤１０月２６日 （木）

　　「不安と希望の２０世紀時代を先取りした国」

講　師 ： 川成 洋さん （法政大学名誉教授）

参加費 ： １, ０００円 （各回）

内　容 ： その様々な魅力で人びとを惹きつけるス

ペイン。 その文化は一言では語りつくせないもの

を内包しています。 スペイン歴史家川成先生をお

迎えして、 古代から現代まで時代をおってスペイ

ンをという国をほりさげます。

東京大空襲資料センターと浅草歴史散策

日　時 ： ２月２５日 （土）　１３ ： ００～１６ ： ３０ 

　　　　　集　合 ： 浅草雷門前

講　師 ： 川杉 元延さん

参加費 ： ２, ０００円

内　容 ： 浅草がある東京下町には、 １９４５年３月

１０日未明、 米軍機Ｂ２９による激しい無差別爆撃

で１０万人もの尊い命が奪われた悲惨な歴史があ

ります。 今でも残る東京大空襲の史跡をガイドの

詳しい説明で巡ります。

ベトナム最新事情　経済・環境問題とドイモイ

日　時 ： ２月２５日 （土）　１４ ： ００～１６ ： ００ 

講　師 ： 鈴木 勝比古さん （ジャーナリスト）

参加費 ： １, ０００円

内　容 ： ベトナム政府は２０１６年、 原発建設計画

を白紙撤回する方針を決めました。 経済や環境

問題をめぐるドイモイ政策の到達点についてベト

ナムの最新事情を伺います。

伊藤千尋さんシルクロード報告会

東西文化の交差点　ソ連崩壊後の中央アジアを見た！

日　時 ： ３月２日 （木） １８ ： ３０～２０ ： ００

講　師 ： 伊藤 千尋さん （ジャーナリスト）

参加費 ： １, ０００円

内　容 ： 「シルクロード」 という言葉自体にロマンを

抱く方も多いはず。 でも、 東西の文化の交流点

だった中央アジアとはどのようなところなのか。 ソ

連崩壊後の社会は…その歴史、 文化、 日本との

関わりなど２０１６年９月に現地を訪れた伊藤さんに

お話しいただきます。

音楽評論家小村公次さん講演

プラハとウィーン伝統の音楽祭と世界が注目する俊才指揮者を聴く

日　時 ： ３月４日 （土） １４ ： ００～１６ ： ００

講　師 ： 小村 公次さん （音楽評論家）

参加費 ： ５００円

内　容 ： ２０１７年のプラハの春音楽祭は、 ウィー

ン ・ フィルが登場！そして、 今回のツアーにご同

行いただく小村公次さんを招いてのこの講演会で

は、 今、 注目の指揮者たちや音楽祭の歴史を解

説いただきます。 （「プラハの春」 ＤＶＤ鑑賞あり）

スケッチ講習会！旅の思い出を絵に残そう

日　時 ： ３月１１日 （土） １４ ： ００～１７ ： ００

講　師：宮下 泉さん（日本美術会付属研究所　民美講師）

参加費 ： １, ０００円

内　容 ： 旅先の思い出を自分だけの形で残して

みませんか。 講師の方を迎えて野外スケッチのコ

ツ、風景の構図のとり方などを教えていただきます。

写真とはまた違った味のある作品を描きましょう！

靖国神社・遊就館フィールドワーク

日　時 ： ①３月１８日 （土） ②５月２７日 （土）

　　　　　いずれも１３ ： ３０～１６ ： ３０

集　合 ： 靖国神社境内大鳥居手前の社号標前

講　師 ： 檜山 紀雄さん （新宿平和委員会）、

　　　　　東海林 次男さん （歴史教育者協議会）

参加費 ： ２, ０００円 （入場料込）

内　容 ： 近年、 多くの外国人観光客が訪れてい

る靖国神社。 東京招魂社から靖国神社になった

成り立ちや明治以降の戦争など、 平和ガイドのご

案内で靖国神社が伝えようとするメッセージと、 歴

史上の事実との違いを比較しながら見学します。

連続講座

イギリス・インテリジェンス史～かつてなぜイギリスが世界制覇したのか～

　①３月２３日 （木） １８ ： ３０～２０ ： ００

　②５月２５日 （木） １８ ： ３０～２０ ： ００

講　師 ： 川成 洋さん （法政大学名誉教授）

参加費 ： １, ０００円 （各回）

第五福竜丸展示館と築地周辺ツアー

日　時 ： ３月２５日 （土）　１３ ： ００～１６ ： ３０ 

　　　　　集合 ・ 新木場駅改札前

講　師 ： 川口 重雄さん （依頼中）

参加費 ： １, ０００円 （交通費別途）

内　容 ： アメリカのビキニ環礁での水爆実験によっ

て被爆した 「第五福竜丸」 展示館と、 ビキニ事

件で影響のあったマグロ大量廃棄処分場やマグ

ロ塚プレートがある築地市場周辺を、 話題の移転

問題を考えながら見学します。

「日本のいちばん長い日　運命の8月15日」を歩く」

日　時 ： 4 月 8 日 （土） 集合 ・ １３ ： ２０　九段下 ・

昭和館前、 解散 ・ １６ ： ３０内幸町駅

案内人 ： 太田正一 （弊社代表取締役）　

東海林次男 （歴史教育者協議会）

参加費 ： （資料代 ・ 保険料金を含む） ： １，５００円

内　容：映画ゆかりの場所を歩きながら説明します。

【主なコース】 旧軍人会館→清水門→近衛師団第

一 ・ 第二連隊跡碑→皇居乾門→旧近衛師団庁舎

→御文庫 ・ 大本営付属室の説明→高射機関砲台

座→イギリス大使館　→旧大日本陸地測量部水準

原点標庫、 旧陸軍東部軍司令部遠望→ （国会正

門→日比谷公園）　→　日本放送協会跡地 （弊社

創立者 ・ 柳澤恭雄がピストルを突き付けられた歴

史的現場）

東京駅　歴史散策

日　時 ： ４月１５日 （土）

集合 ・ ９ ： ３０東京駅南口改札口、 解散 ・

１３ ： ４０東京駅丸の内オアゾ、 復原した東

京駅 ・ 皇居外苑見学と丸の内ランチ

講　師 ： 長谷川  順一さん

　　　　　　　（東京の戦争遺跡を歩く会／元新宿平和委員会）

参加費 ： １, ０００円 （ランチ代別途）

内　容 ： 大日本帝国中央停車場として開業した東

京駅を見学した後、 貴賓室と行幸通りから皇居を

眺望し、 丸の内街を散策しながらランチをします。

TRAVEL SCHOOL

“ 学び +旅 ” のすすめ
〜旅に学び、学んで旅する〜

すべて事前予約制となっております。お
電話または FAX、Eメール等でご連絡お願
いします。どなたでもご参加いただけま
す。詳細につきましては、資料をお送り
いたします。
Ｅメール：henshu@fits-tyo.com

※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。
　（定員 25名）

　2016 年から始めた「平和のための通訳案内士講座」
が開講して 1 年を迎えました。昨年度、受講生の中から
2 名が一次試験に合格しました。「楽しく学ぶ」をモットー
に月 6 回授業を開講しています。どなたでもご参加でき
ますので、まずは是非授業を見に来てください。
 
日　時：◆毎週月曜日 18 ： 30 ～ 20 ： 30　
　　　　※ 2017 年は 1 月 16 日（月）から新年度開始
　　　　（詳細日時はお問合せください）　
　　　　◆隔週の土曜日
授業内容：英語、歴史、地理、一般常識（月計 6 回）
授業料：8,000 円（月 6 回・資料代含む）
講　師： 奈良 勝行氏（通訳案内士）など

英語講師　奈良 勝行さん（通訳案内士）
　2020年東京五輪が決まり、政府は通訳案内士の
増加を目指しています。この仕事は外国人を観光地
に案内し、外国語を使って日本の文化、歴史などを
紹介することです。昨年 1月、観光地を表面的に案
内するだけでなく平和とは何かを探求するガイドの
育成をめざす講座を始めました。皆さんも一緒に目
指しませんか？

受講生　小川 絵里さん（一次試験合格者）
　私は、日本地理、日本史、一般常識いずれも苦手
でした。しかし、先生方の充実したレジュメと丁寧
な解説、ウラ話などのおかげで、日本を理解すると
ともに、日本の良さを知ることができました。アット
ホームな雰囲気で、楽しく学習が進みます。通訳案
内士になりたい方、ぜひご参加ください。

（おがわ・えり）

受講生　今井 省三さん（一次試験合格者）
　昨年１月から受講を始め、お陰様で一次試験に合
格しました。実際の過去問、模擬試験・・など工夫
を凝らし「厳しく！　楽しく！」行われる本講座を
受講していなければ合格は不可能だったと思います。
同じ目的を持った他の受講者と励まし合いながら受
講出来た事が、弱気な気持ちを抑え現在まで続けら
れたと感謝しています。         　 （いまい・しょうぞう）

参加者の
声より

（左から）小川さん、奈良さん、今井さん

平和のための通訳案内士講座 新年度スタート 受講生募集！

2016 年度　参加者の声
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　旅行保険のルーツは 1800 年代のイギリスにあります。
鉄道の発明と発達にともなって鉄道傷害保険が生まれま
した。世界で最初の傷害保険は鉄道事故による傷害を対
象に始められたものだそうです。日本では 1800 年代後
半に鉄道が開通し、1900 年代に入って最初の旅行保険
が販売開始されました。その後、お客様のニーズに応え
旅行保険は何度か改定され、現在の保険商品は幅広い補
償をするようになりました。
　海外への渡航者数は年間 1600 万人を超え、海外旅行
はとても身近なものになりました。旅行は楽しいレジャー
ですが、ときには予期せぬトラブルに遭うこともありま
す。安全で安心な旅行のために旅行保険は欠かせないも

のになっています。
　海外旅行で身近におこるトラブルで主なものは、
　１位　健康 （ケガ ・病気等） にまつわるトラブル　７６％

　２位　手荷物にまつわるトラブル　１５％

　３位　航空機にまつわるトラブル　４％

となっています（保険会社データより）。
　もし、旅行保険に入っていなければこれらのトラブ
ルにかかる費用は自分で負担することになってしまいま
す　。海外での治療費は高額な場合も多く、手術、入院
ともなれば数百万～数千万円かかることもあります。移
送費用も生じるとますます高額になります。
　“ これまで事故に遭ったことはないから大丈夫 ” と思っ

ていても、いつどこでトラブルに遭うかわかりません。
そんなとき海外旅行保険は頼りになるパートナーです。
　気をつけていただきたいのは、クレジットカード付帯
の旅行保険です。カード付帯保険は補償が十分でないも
のもあり、万一のときに保険でカバーしきれないケース
があります。保険で補えない部分はご自分で負担するこ
とになります。また、カード付帯保険は「自動付帯」と

「利用付帯」がありますので、ご自分のカードの補償内容・
利用条件を旅行前に確かめておくことが大切です。

安全で楽しい旅行のために　
海外旅行保険加入のおすすめ

　当社は保険代理店として、 損保ジャパン日本興亜、 Ｃｈ

ｕｂｂ損害保険、 ＡＩＵ損害保険の保険商品を揃え、 ご旅行

のニーズに応じた保険商品を提供しています。

　海外旅行保険は空港、 インターネットなどでも加入でき

ますが、 旅行のお手続きと一緒に保険加入をすれば便利

で安心です。

　また、 当社では旅行保険の他に普通傷害保険、 自動

車保険、 火災保険もお取扱いしておりますので気軽にお

問合せください。

震災から５年、福島を知る旅ガイドしてます。
…被災農民「野馬土」の活動

大内　秀夫（福島県相馬市・ボランティアガイド）

　大震災と原発事故被災地の福島は今も約９万人が県内
県外に避難中。広い放射能汚染地域があり、農林牧畜漁
業、商工業、観光、医療福祉、学校、交通など大きな被
害を受けています。
　 福島県浜通り地方の

被災農民の NPO 法
人「野馬土」（のまど）
は、原発事故の影響
での食品安全性や
健康への不安を最
小限にとどめるため

の事業をしています。県産米の全袋検査、土壌放射能分
析、被害土地での再生エネルギー事業、相馬市で直売所
やカフェ運営などを行っています。
さらに、津波や原発事故被害地の今を見る福島第一原発
20 キロ圏内ツアーを全国に呼びかけ、案内窓口を開き
ました。「被災地フ
クシマの旅」実行
委員会を作り、私
はそのボランティア
ガイド。退職教員
など 10 人ほどが協

力しています。このツアー参加者は 2013 年以来 11900
人を越えました。人々は一年を通じ大型バス、自家用車
などで全国各地、外国からも来ます。
ツアーは全住民避難中の浪江町で無人の浪江駅付近、壊
滅的な被害を受けた請戸浜での原発の遠望。南相馬市小
高区は今年 7 月に住民帰還が始まったばかりの小高駅、
有名な相馬野馬追祭の神社、牛の牧場などを視察します。
どこでも除染物質の巨大な仮置き場、耕作できず草ぼう
ぼうの田畑が見られます。現地を見て知ることが何より
の被災地支援に繋がります。

（おおうち　ひでお）

【特定非営利活動法人野馬土�問合せ先】

住所：〒 976-0006 福島県相馬市石上字南白髭 320
ＴＥＬ：0244-26-8437 ／ＦＡＸ：0244-26-8203　
Ｈ　Ｐ：https://nomado.info/
メール： info_nomado@fork.ocn.ne.jp

（資料引用元：ＪＡＴＡ）

震災から５年が経過した被災地を訪問

福島の現在を知る旅
いま基地と原発建設を考える

大間原発建設予定地と三沢基地をめぐる旅
ヤマザクラの季節～チャーター船で祝島へ！

祝島・上関・岩国基地をめぐる

ツアーの魅力 ツアーの魅力

旅行期間 ： ４月２日 （日） ～４日 （火）
旅行代金 ：￥４４，０００ １５名３０名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ４月１７日 （月） ～１９日 （水）
旅行代金 ：￥９７，０００ １０名２０名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ４月９日 （日） ～１１日 （火）　　
旅行代金 ：羽田￥99,500 （現地￥76,000）

８名１１名●募 ●催 ●添

◇�地元のガイドの詳しい案内で、避難地
域の現状や復興状況をお聞きします。

◇�ＮＰＯ法人野馬土の活動を見学し、交
流します。

◇�被災しながらも復興に頑張っている宿
に宿泊。温泉と郷土料理もお楽しみく
ださい。

◇�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

① いわき駅集合6いわき市、楢葉町、富岡町訪問　　　����������������【いわき市内泊】

② 車窓から福島第一原子力発電所事故についてお話を聞きながら大熊町・双葉町を
通過。浪江町、南相馬市見学　�����������������������������������������������������【南相馬市内泊】

③ 午前：相馬市内（ＮＰＯ法人野馬土訪問）、飯館村、福島駅着解散

① 羽田発（午前）5三沢　三沢基地や周辺のアメリカ村見学����������　【三沢市内泊】
② 6大間（大間原発建設に反対するあさこはうすを訪問）�������������【下風呂温泉泊】
③ 6六ヶ所（六ヶ所原燃ＰＲセンター）6三沢5羽田着（午後）

◎こんなに高額な海外旅行中の治療費！！

３日間 ３日間３日間

① 羽田発（午前）5岩国へ　午後：6岩国基地見学、地元の方との懇談　【岩国泊】

② 午前：6岩国⇒上関　6＊チャーター船で海上から原発建設予定地⇒祝島
（島の方のお話）����������������������������������������������������������������������������������【祝島泊】

③ 祝島（原発に頼らない島づくりの取り組みを見学）⇒8柳井港⇒岩国空港
5⇒羽田着（夕刻）　

約2,400万円
イタリアでの例

潰瘍で入院治療。
C型肝炎併発可能性あり

移送

約2,500万円
マダガスカルでの例

マラリア感染し昏睡状態。

隣国移送治療

約1,050万円
中国での例

観光中に転倒・骨折。

合併症の危険性から

医療移送

約1,500万円
韓国での例

火災事故治療入院費。

被災者の移送費、

家族の渡航費用

ツアーの魅力
◇�艦載機移駐後、極東最大
規模の米軍基地となる岩
国基地を見学

◇�８月に埋め立て免許延長
が許可された上関原発建
設予定地を見学、地元の
方のお話

◇�祝島では原発に頼らない島
づくりの取り組みを見学、
地産地消のお食事も

©NPO 法人野馬土

©NPO 法人野馬土

©NPO 法人野馬土©NPO 法人野馬土

福島観光自動車利用 青森観光バス利用

岩国観光バス利用
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　ケーテ・コルヴィッツ Käthe Kollwitz（1867 － 1945 年）
は東プロイセンに生まれ、二つの世界大戦の惨禍を経験
したドイツを代表する版画家・彫刻家です。彼女は第一
次世界大戦で息子を、第二次世界大戦で孫を失いました。

私がコルヴィッツを知ったのは、学生時代に読んだ魯迅
の文章でした。それから十数年後、「死んだ子を抱く母」

（1903 年）に銀座の画廊で出会いました。その絵の激し
さに、最初は動物が子どもを喰っているのか、と思った
ほどでした。あまりの悲しみで母親の顎は抱きしめてい
る息子の胸に喰い込んでいるのです。これほど深い愛情
表現を私は見たことがありませんでした。その後、なん
とか工面してこの版画を手に入れ、画廊から自宅に持ち
帰るときの心の高ぶりを今でも忘れることができません。
この瞬間から私のコルヴィッツ・コレクションは始まり
現在 60 点所蔵しています。
　彫刻作品「ピエタ」（1937/38 年）は、ヒットラー政権下、
次の世界大戦へと突き進む絶望的予感の中で制作されま
した。母親が戦死した息子をひざの間でひしと抱きしめ
悲しみに沈んでいます。この像は、戦死した次男ペーター
への母としての二十年間に及ぶ長い悲しみと思索の果て
の作品です。切なく美しいその造形は、いま世界中で息
子の戦死を哀しみ苦しんでいる母親の心とつながってい

ます。コル
ヴィッツの
作品は、い
のちへの深
い信頼に基
づいているが故に、歴史の闇をも突き抜ける強さがあり
ます。その強さは、現代のさまざまな問題をも照射し、
暗黒の時代を生きた魯迅を励ましたように、いま私たち
を励まし続けています。
　現在「ピエタ」像は、２ｍの大きさに拡大されてドイ
ツの戦争犠牲者のための国立記念館ノイエヴァッフェに
静かに展示されています。ドイツはこの芸術作品で戦没
者を追悼しているのです。
　孫への手紙に「平和主義をたんなる反戦とは考えては
なりません。それは一つの新しい理想、人類を同胞とし
てみる思想なのです。」と書いたコルヴィッツの思想をい
まこそ、私たちはしっかりとかみしめなければならない
と思います。　　　　　　　　　　　　（さきま　みちお）

　毎週のようにゲストハウス巡りをしている。空き家、
民家、旅館、倉庫などを改修して宿泊ができるようにし
たもの。ラウンジ、バー、カフェなどがある。
　問屋街・蔵前「Nui.HOSTEL & BAR LOUNGE」は倉庫
をリノベーションしたもの。手作りのフロアは、ピアノ
もあり、ジャズライブも行われる。赤坂「Kaisu」は元料
亭。庭園があり館内でアートの個展も開催されている。
個性的で町に溶け込んでいる。どんな空間に巡りあえる
か、それだけでも楽しい。そんなところが各地で生まれ

ている。
　宿泊は、多くはドミトリー（ベッドのある簡易宿泊）
を中心にしたもの。個室もある。食事は周辺の店舗を紹
介し、散策をして、町全体を楽しんでもらうというもの。
　ゲストハウスが新しい旅とライフスタイルの形として
広がっていると知ったのは、和歌山市在住の前田有佳利
さんのサイト「footprints」から。彼女が泊まったゲスト
ハウスを中心に魅力あるところが写真入りで紹介されて
いる。海外経験のある若い世代が、地域全体を連携し、

地元に小さな経済を回す仕組みが生まれている。宿泊予
約はＳＮＳから。海外客も多い。すでに北海道から沖縄
まで国内で６００軒以上がある。
　フランス、イタリア、ドイツなど海外旅行客の多い国
では、農家宿泊、Ｂ＆Ｂ（朝食・ベッドのみ）がすでに定着。
地方の旅、食、田舎の景観を楽しむ旅が、今、日本国内
でも、広がりつつある。  　　　　　（かなまる　ひろみ）

新しい旅の広がり創るゲストハウス
金丸　弘美 （食環境ジャーナリスト ・食総合プロデューサー）

ケーテ・コルヴィッツとの出会い
佐喜眞　道夫 （沖縄県宜野湾市・佐喜眞美術館　館長）

① 成田・関西発(午前)5乗継便にて、リトアニア・ヴィリニュス【ヴィリニュス泊】
② 終日：ヴィリニュス(旧市街、杉原通り、杉原桜公園など)������【ヴィリニュス泊】
③ 6トゥラカイ城6カウナス（杉原千畝記念館などゆかりの地）【カウナス泊】

④ 6ナチスの収容所・第９要塞6シャウレイの十字架の丘6ラトビア・リガ
【リガ泊】

⑤ リガ（聖ペトロ教会など）6自然を体験するファームステイ
【農家民宿風ｹﾞｽﾄﾊｳｽ泊】

⑥ ゆったり自然散策6タリン　　　　���������������������������������������������【タリン泊】
⑦ タリン（トームペア城、旧市街、〝歌う革命″歌の原、KGB博物館など）【タリン泊】
⑧ 出発まで自由行動～タリン発（午後）5����������������������������������������������【機中泊】
⑨ 成田・関西着（午前）

新緑と花の季節　杉原千畝記念館見学

バルト三国縦断の旅

① 成田発(午前)5（経由）フィレンツェ着　　　　　　　　　　【フィレンツェ泊】
② フィレンツェwドゥオモ・シニョリーナ広場6ヴィラへ�������������【ヴィラ泊】
③ 地元のバルで朝食　町の移動市を学　午後：料理のレッスン　������������【ヴィラ泊】
④ 午前：チーズ工房へ　午後:自由行動　　�������������������������������������������【ヴィラ泊】

⑤ 午前：料理のレッスン　午後：ワイナリー　トスカーナの代表的なワインを試飲
【ヴィラ泊】

⑥ 午前：ワイン農協へ　地元の農家の手作りチーズやハムの直販店へ　��【ヴィラ泊】
⑦ ヴィラ6フィレンツェ発（午前）5(経由)　帰国の途へ　����������������【機中泊】
⑧ フィレンツェ

暮らすように旅する　リストランテカルミネ　コラボ企画

トスカーナ・スローフードの旅

コルヴィッツ作品鑑賞　現地の方と交流

ポーランドとドイツ　平和の旅

ツアーの魅力 ツアーの魅力

ツアーの魅力

９日間 ８日間 ７日間

旅行期間 ：５月　７日 （日） ～１５日 （月） ￥３９４，０００
　　　　�８月２０日 （日） ～２８日 （月） ￥３９４，０００

１0名20名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ５月１２日 （金） ～１８日 （木）
旅行代金 ：￥３５８，０００ １0名20名●募 ●催 ●添

旅行期間 ：５月８日 （月） ～１５日 （月） ￥３８２，０００
���������７月３日 （月） ～１０日 （月） ￥３９２，０００

６名１２名●募 ●催 ●添

◇�杉原千畝のゆかりの地を訪問。
「歌う革命」など各国の独立まで
の抵抗の歴史を学ぶ

◇�自然ゆたかな中でのんびり
ファームステイ、地産の食材を
お召し上がりいただきます

◇�カラフルな壁の家々や、石畳の
小道など、中世の街並みをのこ
す古都をめぐります

◇リストランテカルミネ・オーナーシェフによる２回の料理のレッスン
◇季節ごとに、果物の収穫体験や加工品づくりも体験できます
◇ワイナリー訪問　トスカーナの代表的なワイン試飲とソムリエの解説

◇�アウシュビッツ強制収容所跡など、ホロコースト関連施設を１日かけ
てじっくり見学

◇�ベルリンで生誕１５０年を迎える
ケーテ・コルヴィッツ作品を観賞

◇�クラクフやワルシャワでは、新緑の
なか世界遺産の旧市街散策

① 午前：成田／羽田・関空発5ヨーロッパ内都市乗継5クラクフへ【クラクフ泊】
② 終日：6アウシュビッツ強制収容所跡、収容体験者の描いた美術展【クラクフ泊】

③ 終日：クラクフ市内、現地の方と交流、7（夕刻）ワルシャワへ
【ワルシャワ泊】

④ 午前：ワルシャワ市内　　ワルシャワ（午後）5ベルリン        【ベルリン泊】
⑤ 終日：ベルリン市内（ノイエ・ヴァッヘ、ケーテ・コルヴィッツ美術館）【ベルリン泊】
⑥ 午前：ベルリン発5ヨーロッパ内都市乗継5帰国の途へ　　　　� �【機中泊】
⑦ 午前：到着後、解散

「死んだ子を抱く母」1903 年　エッチング

「ピエタ」1937/38 年　ブロンズ

生 誕
１５０年
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　1932 年、22 歳で旧満州（現中国東北部）に渡った赤
羽末吉は、以後 15 年間を大陸の地で暮らしました。運
送会社の見習いとして働き始めた赤羽は、町で見つけた
絵雑誌『コドモノクニ』の初山滋の表紙絵に触発され絵
を描き始めます。後に満州電信電話株式会社に職を得ま
すが、日本画家としてもめきめきと頭角を現し、さらに
郷土研究家としても活躍するようになりました。
　1943 年、赤羽とその画友たちは、チンギスハン廟の
壁画制作を旧満州国より委嘱され、取材のために、内
モンゴルのラマ教寺院、貝子廟へと赴きましたが、その

十八日間の旅の間、多くのスケッチを描き、膨大な写真
を撮りました。
　ところが、日本の敗戦によって、中国の自然や、郷土
玩具、影絵芝居などの庶民文化を深く愛し、大陸に骨を
埋めようと考えていた赤羽の暮らしは、すべて無に帰し
てしまったのです。しかし、敗戦の 2 年後の 1947 年、
日本へ引き揚げることになった赤羽は、写真、絵、印刷
物などの持ち出しは固く禁じられていたにもかかわらず、
内モンゴルのスケッチや写真の一部、自分のエッセーの
載っている当時の新聞や雑誌のスクラップ、その他驚く
ほど多くの資料を命がけで持ち帰ったのです。そして、
戦後、その写真やスケッチなどの資料をもとに、赤羽は
絵本『スーホの白い馬』を描きました。1967 年に刊行
されたこの絵本は、今も世界中の子ども達に読み継がれ
ているミリオンセラーです。
　旧満州に暮らした日本人として、戦後は戦争責任を重
く背負い、自ら中国への観光旅行はしないと誓っていま
したが、中国と日本の懸け橋になれればと、中国やモン
ゴルの民話絵本を数多く描きました。それらの絵本にも
赤羽の中国での体験が生かされています。

（あかば　しげの）

『スーホの白い馬』の草原にかかる虹のように
―中国と日本の子どもたちをつなぐ赤羽末吉の中国・モンゴルの民話絵本ー

赤羽　茂乃 （末吉の三男の妻）

① 成田・関空発(午前)5台北6台湾八景のひとつ日月潭へ（文武廟）
　【日月潭泊】

② 日月潭6霧社事件の現場や博物館6台中にて元少年工の方と交流6台北
【台北泊】

③ 総統府、「慰安婦」記念館（婦女救援基金会の方と交流）、故宮博物院�����������【台北泊】

④ 終日自由行動e十分で天澄あげ体験＆日本統治時代の鉱山・金瓜石と九份見学
【台北泊】

⑤ 二二八紀念館、台北5成田・関空着

日本統治下の歴史と今～交流から学ぶ～

知られざる台湾をめぐる旅
中国残留孤児問題フォーラム呼びかけ人が同行

清明節　中国 旧「満州」謝恩と巡礼の旅

① 成田発(午後)5瀋陽(午後)�着後：ホテルへ����������������������������������������【瀋陽泊】
② 瀋陽故宮、九一八博物館、7長春��������������������������������������������������������【長春泊】
③ 偽満皇宮博物館、旧「満州」官庁街の遺構、慰霊の行事　7ハルビン【ハルビン泊】

④ 七三一部隊陳列館にて養父母への感謝のセレモニー、中央大街、残留孤児養父母
連絡会との交流　　　　���������������������������������������������������������������【ハルビン泊】

⑤（朝）5　成田着（昼）

① 成田発(午後)5長春(午後)�市内ホテルへ 【長春泊】
② 偽満皇宮博物院、旧国務院など　7ハルビン�������������������������������【ハルビン泊】
③ ハルビン6方正　日本人公墓、開拓団の足跡6牡丹江 【牡丹江泊】
④ 牡丹江6寧安の渤海国遺跡、石頭駅6牡丹江������������������������������【牡丹江泊】
⑤ 牡丹江6旧日本軍東寧要塞跡、報国農場跡6牡丹江��������������������【牡丹江泊】
⑥ 牡丹江6ハルビン　七三一部隊陳列館　�����������������������������������【ハルビン泊】
⑦ 東北烈士紀念館、安重根紀念館、松花江、中央大街　�������������������������【ハルビン泊】
⑧ ハルビン（午前）5　成田着（午後）

満蒙開拓の 「加害と被害」 を考える

中国「ソ満国境」・追憶の旅

ツアーの魅力
ツアーの魅力

ツアーの魅力

旅行期間 ：３月２７日 （月） ～３１日 （金）　￥１８９，０００
����������５月１５日 （月） ～１９日 （金） ￥１７５，０００

名20名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ４月１日 （土） ～４月５日 （水）
旅行代金 ：￥１６８，０００ １５名３５名●募 ●催 ●添

旅行期間：５月１４日 （日） ～２１日 （日） ￥２５６，０００
� ７月９日 （日） ～１６ （日） ￥２５４，０００

１０名２０名●募 ●催 ●添

◇�自由行動の時間あり。オプショ
ナルでは人気の見どころ！　
十分の天燈あげや、九份の散策
も

◇�『セデック・バレ』清流や霧社を
訪れ、現地の方から抗日運動の歴
史を学ぶ

◇�2015年末オープン・「慰安婦」記
念館を立ち上げた婦女救援基金会
の方や、日本の戦闘機工場に徴用
された元
少年工の
方と交流

◇�七三一部隊陳列館の養父母コー
ナーにて感謝のセレモニー

◇�残留孤児養父母連絡会の方々と
交流

◇�旧「満州」で
亡くなられた
方々への慰霊
の行事も

◇映画「ソ満国境15歳の夏」の舞台を訪ねる
◇朝鮮料理からロシア料理まで、バラエティに富んだお食事
◇方正や東寧では地元の方の証言聞き取りも予定

５日間 ５日間 ８日間

「スーホの白い馬」大塚勇三再話・赤羽末吉絵・福音館書店

「承徳の大沸寺」赤羽末吉スケッチ（ちひろ美術館所蔵）

「スーホの白い馬」大塚勇三再話・赤羽末吉絵・福音館書店

① 羽田・関空発(午前)5北京(午後)崔永平影絵芸術博物館　　　　�������　【北京泊】
② 北京（朝）5　シリンホト　貝子廟、蒙元博物館、郊外のパオ見学����【シリンホト泊】
③ シリンホト（朝）5�北京6承徳����������������������������������������������������������【承徳泊】
④ 世界遺産の避暑山荘、外八廟を見学　　　　　　　　����　　　　　　�����　【承徳泊】
⑤ 承徳6大同　　　　　　　　　　　　　　���������������������������������������　【大同泊】
⑥ 世界遺産の雲崗石窟、華厳寺、善化寺を見学　　　　　　���������������������������【大同泊】
⑦ 大同6北京　故宮　　　　　　　　　　　　　　　　　����������������������【北京泊】
⑧ 盧溝橋抗日博物館　北京（夕刻）5　羽田・関空着（夜）

絵本画家・赤羽末吉が愛した大地　中国・内モンゴルへ 

「スーホの白い馬」の原点をめぐる旅

ツアーの魅力

旅行期間 ： ５月２０日 （土） ～５月２７日 （土）　
旅行代金 ：￥２７４，０００

◇�赤羽末吉のご親族、赤羽茂乃さんが同行しエピソードなど解説致します

◇�赤羽末吉の取材
旅行の目的地
だった「貝子廟」
の他、道中に立
ち寄った承徳や
大同も訪れます

◇�盧溝橋事件から
８０年を迎える
今年、北京の抗
日博物館も訪れ
ます

８日間

１５名３５名●募 ●催 ●添
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故アレン ・ネルソン氏を偲ぶ旅

嬉野京子さんと行く北陸（加賀・志賀原発）

① 金沢駅集合（午前）6志賀原発周辺見学、地元の方と交流　　
【和倉温泉泊】

② 和倉温泉：6�加賀市　午後：浄土真宗寺院「光闡坊」　ネルソン氏追悼訪問・
住職のお話 【加賀市泊】

③ 加賀市6�金沢市内見学（金沢駅解散）

① 羽田(午前)5那覇着、南部戦跡　　　　　　　　　　　　　　　　　【那覇泊】
② 午前：中部基地、ハンセン病国立療養所（愛楽園）、8伊江島へ　【伊江島泊】
③ 午前：伊江島内、昼すぎ：8本部港へ。高江・辺野古訪問、那覇市へ　【那覇市泊】

④ 午前：不屈館にて、嬉野京子さん講演会、午後：自由行動（首里城公園）夕方那
覇空港5羽田

嬉野京子さんとめぐる沖縄本島と伊江島

米軍基地の在り方と差別問題について考える旅

ツアーの魅力
ツアーの魅力

ツアーの魅力

旅行期間 ： ３月２９日 （水） ～３１日 （金）
旅行代金 ：￥５２，０００ １５名３０名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ２月１２日 （日） ～１５日 （水）　　
旅行代金 ：￥８９，０００ （羽田発着） ￥５９，０００ （現地集合 ・解散）

１５名３０名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ５月２２日 （月） ～２５日 （木）　
旅行代金 ：￥９８，０００ １５名３０名●募 ●催 ●添

◇�故ネルソン氏が納骨されているお寺「光闡坊」を訪問。氏と親交の
深かった住職のお話しを聞く

◇�能登半島にある志賀原発周辺を見学。地元で運動をしている方にお
話を聞く

◇�温泉や地元の食材をふんだんに使用した郷
土料理もお楽しみに

◇�南部戦跡、中部基地をめぐり、戦前・戦中・戦後の歴史を学ぶ

◇�ハンセン病国立療養所・愛楽園を訪問。差別の歴史を学ぶ

① 羽田発(午前)5那覇着、午後：南部戦跡見学　　　　　　　　　　【那覇市泊】

② 午前：普天間基地がある宜野湾市周辺（普天間居場所づくりプロジェクト）、
北谷町砂辺地区、午後：嘉手納基地、経済の方のお話し����������������������【名護市泊】

③ 午前・午後：北部見学（辺野古、高江）、夕刻：舞台「お笑い米軍基地」を鑑賞
【那覇市泊】

④ 午前：不屈館にて、映画「ザ・思いやり」上映とバクレー監督の講演会　
午後：自由行動　夕方那覇空港5羽田

沖縄の基地問題と経済を考える

映画「ザ・思いやり」のリラン・バクレー監督と行く沖縄
旅行期間 ： ３月２２日 （水） ～２５日 （土）　
旅行代金 ：￥９８，０００ １５名３０名●募 ●催 ●添

ツアーの魅力
◇�中部基地をめぐり、日本の「思いやり」予算の実態を見学、地元の
方にお話を聞く

◇�宜野湾市で平和と人権の発信活動を行う「普天間居場所づくりプロ
ジェクト」と交流

◇4日目は不屈館でバクレー監督の講演会

３日間４日間

　ト・ト・ト . . . あー言えない。次期大統領の名前を言
えない。言おうとすると思わず、「トルーマン」や「ト
ラウマ」しか出てこない。トランプ政権の誕生を未だ
に消化できず、吐き出すこともできない。どうしよう？
アメリカ人の多くはこの不安を抱いていますが、たくさ
んの日本人にも不安そうな顔で、トランプ氏をどう思い
ますかと聞かれます。何度もリストラされ、けして富裕
層ではない白人がなぜトランプ氏に入れたのか未だ不
思議に思います。中々理解しにくいですが、理解する
努力をしないといけないですね。
　在日米軍負担経費を題材にした映画「ザ・思いやり」
は「変なアメリカ人のちょっと面白い、笑ってもいいよ
うな楽しい映画だよ」と自然に伝わればと祈っていまし
た。皆さんからの温かい応援、支援のお陰で、この春
には日本全国の上映回数が４００を突破する見込みで

す。本当にありがとうございます。励まされます！
　今もう一つの映画を製作しています。アウトライン
はこんな感じ：日本政治の急激な右寄りシフトに落胆
した日本のあるコメディアンが、トランプシフトの中で
もアメリカの人々が希望を持って闘い続けている「鍵」
を探しにアメリカへ旅立つ。そこで出会った進歩派の
多様的なアメリカの人々。彼らにインスパイアされ、コ
メディアンは希望を見い出す。帰国したコメディアンは、
日本のファンに希望と勇気を持ち続ける展望を示そう
と奮闘する。
　泣いてもいいような、怒ってもいいような本当に不安
な時代を、元気で希望と勇気と理解を持って皆さんと
生きていこうという映画です。その理解・希望・勇気
を探し求めるコメディアンとの楽しいアメリカ旅行をぜ
ひ企画したいですね！

プロフィール

LELAND BUCKLEY（1964 年アメリカ・テキサス州出身）高校一年で初

めて来日し埼玉でホームステイ。歴史を専攻し高校社会科の教員資格

を取得。アメリカで大学院修了後、日本の大学院で文部省の大学院研

究員として日本文学を専攻。1995 年、天野文子氏の広島原爆日記を

英訳し、原爆投下 50年に天野氏と数人でアメリカ各地を訪問し、テ

レビ・ラジオ番組等で原爆禁止をアピール。他にも地産地消、食糧や

エネルギー自足に興味を持って活動。英会話スクール経営。青山学院

大学で英語講師。神奈川県在住。日本語ぺらぺら、英語もペラペラ。

トランプ大統領誕生後のアメリカを見る
リラン・バクレー（映画監督）

辺野古・高江に連帯する平和コンサートに参加

沖縄・ゆいまーる連帯の旅

① 羽田発(午前)5那覇着後、不屈館見学、平和コンサートに参加　　【那覇市内泊】
② 午前：「さとうきび畑」歌碑広場　午後：辺野古、東村高江見学　����������【名護市内泊】
③ フェリーで伊江島へ、わびあいの里など伊江島島内見学�������������������【那覇市内泊】
④ 終日自由行動　e南部戦跡めぐり、夕刻那覇空港集合5�羽田着・解散

◇�辺野古・高江に連帯する平和コンサートに
参加

◇�横井久美子さんが全日程同行！各訪問地で
一緒に歌を歌いましょう

◇�伊江島へ渡り土地闘争
の歴史を学習します

連載 20
リストランテ文流のイタリア料理

鶏もも肉とジャガイモの

オーブン焼き

ローズマリー風味

ジャガイモ…………………… 500g
鶏もも肉……………………… 500g
ニンニク………………………… 4片
ローズマリー……………………適量
オリーブオイル…………… 大さじ 3
塩、胡椒………………………各適量

❶ ジャガイモは皮付きのまま一口大に切っ
て、天板に並べる。 塩、こしょう、オリー
ブオイル大さじ 1 をかけ、200 度のオー
ブンで 10 分焼く。

❷ 鶏肉はひと口大に切ってボウルに入れ、
潰したニンニク、ローズマリー半量、塩、
こしょう、残りのオリーブオイルを加え
て混ぜ、30 分置いて味をなじませる。

❸ ①と②を混ぜて耐熱皿にのせ、200 度の
オーブンで 15 ～ 20 分焼く。

❹ ジャガイモと鶏肉を皿に盛り、残りのロー
ズマリーを飾る。お好みで温野菜やドラ
イトマトなども加えて。

Chef Gianluca PARDINI
Scuola Internazionale di Cucina italiana di Lucca

スローフードへのこだわりをのこす

材料（４人分）

作り方

希望を探す　ＨＯＰＥ

アメリカツアー企画中！

４日間

北陸鉄道利用

４日間

創立75周年記念第1弾　劇団文化座公演
「命どぅ宝」
【期間】2017年2月2日（木）～2月12日（日）
【会場】池袋　東京芸術劇場シアターウェスト
【お問合せ・申込】劇団文化座　03-3828-2216
内容：劇映画「沖縄」に主演した佐々木愛さんが出演。撮影当時、佐々木さんは
嬉野さんの写真集を片手に沖縄へ入りました。長年沖縄を題材に公演を行う「文
化座」75周年を記念して、非暴力の闘いで象徴される「阿波根昌鴻さん」「瀬長
亀次郎さん」を題材にした公演を行います。

金沢市提供
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2017春　ゆっくり・のんびり、そして安全・安心なおすすめトレッキング

マナスル三山、アンナプルナ眺望ハイキング８日間
マナスルに日本人が初登頂してから2016年は60年・添
乗員同行マナスル、Ｐ29、ヒマルチュリのマナスル三山や
アンナプルナを眺望、石楠花の咲く3泊4日ハイキング
４/ ２ （日） ～�４/ ９ （日）　　　 ： １５名　　　 ： ８名
２９９，０００円 ( テント泊 )( 一般 ・初心者向コース )

アンナプルナ内院トレッキング１４日間
アンナプルナの内懐から壁高3000mの主峰南壁、ガン
ガプルナ、アンナプルナⅢ峰、ガンダルバチュリ、マチャ
プチャレ等360度の眺望満喫
４/ ２５ （火） ～５/ ８ （月）　ＧＷ活用プラン
４６５，０００円 ( ロッジ泊 )( 一般者向コース )

サガ・ラ（峠）ショートトレッキング９日間
長い鎖国がとけた村「ハ」を起点にパロへの古道を静か
に辿る2泊3日のトレッキング。下山後はカルチュアツ
アーも満喫
４/ １５ （土） ～��４/ ２３ （日）
４３５，０００円 ( テント泊 )( 一般 ・初心者向コース )�

シェルパの故郷ナムチェ・バザールトレック１０日間
ナムチェの新しい展望地、クンデ・ピーク(4,200m)から
望むエベレスト大パノラマ・シャンボチェでは高級ロッジ、
エベレスト・シェルパ・リゾートに泊まります
４/ ７ （金） ～４/ １６ （日） 国花 ・石楠花も咲いています

３９５，０００円�( 一般 ・初心者向コース )

アンナプルナ、ショートトレッキング７日間
アンナプルナ、ダゥラギリの2つの8千m峰とマチャプチャ
レを眺望、住民との触れ合いなど異次元の山との生活を体
験するショートプラン
①�３/ １４ （火） ②�４/ ６ （木） ③�５/ １２ （金） 出発
各３４５，０００円 ( ロッジ泊 )( 一般 ・初心者向コース ) 

ブータンの見どころ満載カルチュアツアー８日間 / ブータン大横断・ブムタンカルチュアツアー１１日間

2017年　春のツアー説明会
ネパール・ブータンツアーの説明会を開催します。
ご計画の第一歩は説明会から。お気軽にご参加下さい。
①�2017年1月26日 （木）
②�2017年2月���8日 （水）
●�会場は当社にて。
●�事前にご予約をお願い致します。

総合パンフレット

ネパール・ブータンのトレッキング
全18コース/40催行プランを満載
したパンフレットを差し上げます。

ご希望の方は
氏名・年令・〒・住所・電話番号を添えて
ご請求下さい。

専用ホームページでも詳しくご案内
www.fits-tyo.com/himalayas/

 11 日間　美しい自然と昔
の生活や文化が色濃い中央
部ブムタン冒険旅行
５/ ９ （火） ～５/ １９ （金）
４７８，０００円　（ホテル泊）

 8 日間　　西部地域に残る
文化遺産と美しい自然をよ
りすぐって訪れる
５/ ２２ （月） ～�５/ ２９ （月）
３９８，０００円　（ホテル泊）

※いずれも13 ： 30～15 ： 30

2017秋～2017夏
無料
進呈

2016 年 ヨーロッパ ・ アルプス　写真コンテスト結果発表

　去る9月24日、ICI CLUB 神田アースプラザにて、「2016
年ヨーロッパ・アルプス　写真コンテスト」が開催され
ました。今年も、富士国際旅行社のアルプスツアーにご
参加いただいたお客様からたくさんの写真をお送りいた
だき、当日は、ワインと料理を楽しみながら会場に展示
した好みの写真にシールを張り付け、「この写真はマッタ
ホルンの裏から撮ったの」「このコースは雪の中大変だっ
た」と話もつきず、大変盛況の中、幕を閉じました。
　弊社はスイスを中心に、イタリア、フランス、オース
トリアと各方面のハイキング・トレッキングツアーを催
行し40年となります。2016年は、比較的天候にも恵まれ、

力作ぞろいだったと思います。中には「カメラも普通の
ものだし、人にみせるような写真じゃないから…」と遠
慮される方もいらっしゃると思いますが、皆様、使い古
したカメラでとても素敵な写真をお送りいただいており
ます。
　1 位は「メンリッヘンからのアイガー」。写真手前の黄
色いキンポウゲと、肩を白くしたアイガーのコントラス
トが見事です。2 位も 3 位もスイスの雄大さ、あたたかさ、
険しさを切りとった素晴らしい写真でした。
　2017 年はぜひ、皆様でご参加ください。社員一同お
待ちしております！

：最少催行人数：募集人数

掲載の記号

：現地ガイド同行

：添乗員同行

e：オプショナルツアー

：トラベルイヤホン

●募 ●催
●ガ

●添

5�：飛行機　6：バス　7：列車　8：船　w：徒歩

編集後記　　　　　　　　　
編集作業中に、キューバのカストロ前国家評議会議長が亡く
なったというニュースが飛び込んできた。キューバでは現役
の権力者の銅像を掲げることを法律で禁じていると聞いた。
その法律を作ったのは、ほかならぬカストロだったとか。ア
メリカとの国交正常化など、めまぐるしく変貌を掲げるキュー
バだが、カストロ氏の足跡はキューバ国民の心のなかに変わ
らずに刻まれることと思う。 　　　　　　　　　（S・S）

1位 「メンリッヘンからのアイガー」 浅尾芳江様

2位 「ベットマーアルプへハイキング」
富阪麻理様

3位 「Col�de�La�Chaux」 狩野博美様

3位 「フーリへくだる」 岸照子様 3位 「朝日に映えるヴァリス」
千葉勝利様

●３月１１日 （土）　１３時～１６時

　東京ｉｃｉｃｌｕｂ神田�６F�EARTH�PLAZA

●３月１８日 （土）　１４時～１６時　大阪会場

内容： ヨーロッパ・アルプス等、春～夏のハイキング、
トレッキング、ウォーキング

今年のツアーをビデオや写真を通して説明いたします。
「自分の体力でも楽しめるかしら」「山の気候や持ち物
はどうしたらいいの」「どんな高山植物と出会えるの」
など、皆さんの関心・疑問にお答えします。山の装備
について、ICI スポーツのスタッフの方にレクチャーも
していただきます。
◎詳細や参加ご希望の方は事前にアルプス担当へ

●１月２１日 （土） １４時～１６時　

●２月１８日 （土） １４時～１６時　

会場：富士国際旅行社にて

申し込み：電話、FAX、alps@fits-tyo.com　宛て
交通：地下鉄新宿三丁目駅、ＪＲ新宿駅近く

※上記日程以外にも下記日程で旅行相談会を予定してお

ります。

個別の旅行相談をご希望の方は、事前にメールまたは
お電話にてお申込みください。※完全予約制

6月のお花畑をあるきたい方へ

アルプの春　いちめんの花を訪ねて
高所の展望と高嶺の花探索

フラワー・ハイキング
ツアーの魅力 ツアーの魅力

旅行期間 ： ７月４日 （火） ～７月１２日 （水）　
旅行代金 ：￥４６３，０００ ６名１２名●募 ●催 ●添

旅行期間 ： ６月１５日 （木） ～２３日 （金）
　　　　　　　�６月２０日 （火） ～２８日 （水）
旅行代金 ：￥３８７，０００ ６名１２名●募　 ●催 ●添

●募　 ●催

９日間

◇アルプ（牧草地）の花が満開の６月

◇�秘境の谷レッチェンタールとカンダー
シュテーク周辺のお花畑へ

◇開花時期の短いアツモリソウの花探索

◇�マッターホルンとアイガー展
望のホテルに３連泊！　先着
５部屋に名峰の見える部屋を

◇�ツェルマットのサンライズツ
アーに参加。4000m峰の朝焼
けのパノラマを楽しむ

◇�ロシュティやフォンデュなど
スイスの郷土料理を楽しむ

① 成田・関西発(午前)5チューリッヒ6カンダーシュテーク　
【カンダーシュテーク泊】

② 6ガステルン谷奥へ　アツモリソウの花探索67レッチェンタール
【レッチェンタール泊】

③ 7ラウヒャーン展望台wヴェリッツアルプへフラワーハイク
【レッチェンタール泊】

④ 6ファフラーアルプからブラッテンへハイキング67クライネシャイ
デック����������������������������������������������������������������������【クライネシャイデック泊】

⑤ 7wウェンゲルンアルプへお花畑を下る7三名峰の展望村ミューレンへ　　
【ミューレン泊】

⑥ 76スルワルトwロープホルンヒュッテ往復　　　　　��【ミューレン泊】

⑦ 7アルメントフーベル展望台w花の谷ハイキングwミューレン
【ミューレン泊】

⑧ ミューレン7チューリッヒ5①5　　　　　　　　　　������������【機中泊】
⑨ 成田・関西着

① 成田・関西発(午前)5チューリッヒ7ベルン　　　　　　　　　�【ベルン泊】

② wベルン市内（旧市街、熊公園）7マッターホルンの麓ツェルマット
【ツェルマット泊】

③ 7ゴルナーグラート展望台（サンライズツアー）wリッフェル湖へハイキ
ング��������������������������������������������������������������������������������������【ツェルマット泊】

④ 7ロートホルン展望台7w中間駅ブラウヘルトへハイキング（2時間30
分）����������������������������������������������������������������������������������������【ツェルマット泊】

⑤ 7グリンデルワルト7wクライネシャイデックへのハイキング（2時間）　　
【ミューレン泊】

⑥ 7アルメントフーベル展望台7wアイガー三山展望のハイキング（2時間）　
【ミューレン泊】

⑦ 6クライネシャイデックwアイガートレイルのハイキング��【ミューレン泊】
⑧ ミューレン7チューリッヒ5①5　　　　　　　　　　　　��　【機中泊】
⑨ 成田・関西着

９日間

スイス直行便利用！

「ヨーロッパ ・ アルプス」
2017 年度パンフレット

　
＊ 各ツアーの詳細はパンフレットに掲載しており

ますので、ぜひご請求ください。
（アルプス担当：�alps@fits-tyo.com）

2017 ツアー発表会＆
旅行相談会

ご請求ください！


