
　　　
　　　自然に優しい国は、人間にも優しい

　バス通りの樹にナマケモノがぶらさがる。熱帯雨
林には極彩色の鳥が飛び、世界でここだけの鮮やか
なカエルがいる。こうした自然を楽しめるのもベテラ
ンのガイドがいればこそ。手塚治虫の「火の鳥」の
モデルになったと言われる極彩色の鳥ケツァールを
見ることもできた。
　コスタリカは国土の４分の１が国立公園や自然保

護 区 だ。
エ コ ツ
アー 発 祥
の 地 であ
り、 世 界
に 冠 たる
環 境 立国
で あ る。

自然を壊さない政策のた
め、全国にトンネルは一
つしかない。国立公園を
通り抜ける道を作ったと
き、動物の行き来を遮ら
ないように、人間がトン
ネルを通るようにしたの
だ。
　自然に優しい国は、人
間にも優しい。誰も排除
せず、ここ 10 年ほどで
難 民 100 万 人を受け 入
れた。1949 年には日本
に次いで世界で２番目に
平和憲法を作り、本当に

軍隊をなくした。軍艦１隻、戦闘機１機、ない。「軍
隊がなければ国はやっていけない」と言い張る人は、
この国を知れば驚くだろう。

　　　国連核兵器禁止条約の推進役に

　一方でコスタリカは世界に平和を広める努力をし
てきた。中南米の３つの国の内戦を終わらせ、昨年
は国連核兵器禁止条約の推進役となった。国連平和
大学もコスタリカの提案でつくられた。コスタリカを
攻撃する国があれば、世界はコスタリカの側に立つ。
そのような平和外交を積極的に繰り広げたのだ。こ
こが日本との大きな違いだ。歴史博物館や国会を訪
問すると、この国が世界の平和のために何をしてき
たかを知ることができる。日本でも憲法９条を活か
してこのような社会にして行けばいいという確信が
持てる。

　　　「兵士の数だけ教師をつくろう」

　しかも軍隊を廃止したとき、それまでの軍事予算
をそのまま教育予算に替えた。その時に作ったスロー
ガンが「兵士の数だけ教師をつくろう」。以来、毎年
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平和国家、教育国家
コスタリカの姿を
本気で学ぶ旅とは！

キューバ、 コスタリカコスタリカ コスタリカ

旅行代金

旅行期間

８名１５名募 催 添 イヤ
ホン旅行代金

旅行期間

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン 旅行代金

旅行期間

１５名２０名募 催 添 イヤ
ホン

○出発空港以外からも出発可能です。お問い合わせ下さい。

①成田（午後）5メキシコシティ経由5ハバナ【ハバナ泊】②幼稚園または障がい者施設、市民
農園【ハバナ泊】③革命博物館、ハバナ旧市街、コヒマル，ヘミングウェイ博物館【ハバナ泊】④ハ
バナ5サンホセ、国立博物館、国立劇場【サンホセ泊】⑤国会、選挙最高裁判所、現地の方と交流
【サンホセ泊】⑥サンホセ6サラピキ（サラピキ川クルーズ、自然保護地区）6サンホセ【サン
ホセ泊】⑦サンホセ（午前）5メキシコシティ【空港待機】⑧メキシコシティ（深夜）5【機中泊】
⑨5成田着

①成田(午後)5アメリカ経由5サンホセ	【サンホセ泊】②サンホセ6コーヒー農園見学、サ
ラピキ着後、ホテルの周りを散策【サラピキ泊】③サラピキ川クルーズ、自然保護区散策6サンホ
セへ【サンホセ泊】④国会、選挙最高裁判所、学校訪問⑤国立劇場、国立博物館、家庭訪問をしてコ
スタリカ料理体験【サンホセ泊】⑥サンホセ5アメリカ都市へ【アメリカ都市泊】⑦アメリカ都市
5【機中泊】⑧5成田着

①成田5アメリカ都市5サンホセ　【サンホセ泊】　②6コーヒー農園、アレナル火山展望台　
【フォルトゥーナ泊】③6ボートツアー、自然保護区【サンホセ泊】④国連平和大学訪問、教育関
係者の方と懇談　【サンホセ泊】⑤国会、選挙最高裁判所訪問、国立劇場、国立博物館　【サンホセ泊】
⑥サンホセ5【アメリカ都市泊】⑦アメリカ都市5　【機中泊】⑧成田着

◇�革命の歴史と世
界遺産・ハバナ
旧市街、障がい
者施設または幼
稚園を訪問

◇�国会や選挙最高
裁判所を見学
し、常備軍をな
くしたコスタリ
カの憲法と教育
を学ぶ

◇各国 3連泊でゆったり滞在

◇�平和憲法を持
ち、常備軍を持
たないコスタ
リカの民主主
義を形成する
現場を訪問
◇�世界の動植物
の約 5%が生息
する国のエコ
ツアー体験
◇�現地の方と交
流し、学校を訪問し、教育現場を見学

◇�憲法を「使う」
国で民主主義
の在り方につ
いて考える

◇�国連平和大学
に訪問、教育
からコスタリ
カを考えます

◇�好 評 に つ き、
１月中旬にツ
ア ー 追 加 予
定！

伊藤千尋さん講演会

９条を活かす日本　１５％が社会を変える
日　時 ： 10 月10日 （水） 18 ： 00～ 20 ： 00

講　師 ： 伊藤千尋さん （ジャーナリスト）

参加費 ： 1,000円　　会場 ： 富士国際旅行社

内　容 ：  米国の 9.11、 ベルリンの壁崩壊、 南米の

民主化…世界の 82 ヶ国を取材し、 市民

がいっせいに行動すれば社会の空気を換

えられるという 「15％の法則」 の存在を実

感する伊藤さん。 世界に誇れる「戦争をしない、させない」日本。

ただ 「生きる」 から 「幸せに生きる」 日本へのヒントをお話い

ただきます。

コスタリカ環境ツアー（２０１２年）

伊藤千尋
（ジャーナリスト）

憲法を活かす国 ・ エコツアー発祥の国

映画 「コスタリカの奇跡」 の舞台を訪ねる
１０月１６日 （火） 〜２３日 （火）

￥３７５，０００

８
日間

９
日間

８
日間中南米のユニークなふたつの共和国を訪ねる

キューバ革命の歴史と憲法を活かす国　コスタリカ
１１月８日 （木） ～１６日 （金）

￥４５６，０００

ジャーナリスト伊藤千尋さんと行く

憲法を活かす国コスタリカを訪ねる
１月２１日 （月） 〜２８日 （月）

￥３８９，０００

７月豪雨で被災された皆様へ

心からお見舞い申し上げます

富士国際旅行社　社員一同

（2面へつづく）

TRAVEL SCHOOL
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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。

燃油サーチャージの取り扱いについて
昨今の世界的な航空燃料価格の高騰に伴い、各航空会社が燃油サーチャージ（特別
付加運賃）を設定しています。サーチャージの金額は航空会社によって異なり、2
～ 3 ヶ月毎に燃油価格の変動により変更されています。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。

information

の国家予算の約３０％が教育費である。このため幼
稚園から大学までほぼ無料だ。小学校に入学して最
初に習うのは「人は誰も愛される権利がある」こと
だし、国や社会から自分が愛されてないと思えば憲

法違反に訴えれば
いいと教わる。だ
から小学生が違憲
訴訟をする。子ど
もが「子ども扱い」

されずに一人の人間として扱われるのだ。コスタリ
カに行って子どもと話せば、政治や社会意識の高さ
に驚く。とはいえ何のつてもなく一人でコスタリカを
訪れ、街をうろうろするだけでは平和国家、教育国
家の姿は見えない。見るべきものを見なければ、せっ
かく行っても無駄だ。本気で学びたいと思うなら、
実績に富む富士国際旅行社の旅を勧める。                                                 

（いとう　ちひろ）

キューバ ペルーキューバ

旅行代金

旅行期間

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

旅行代金

旅行期間

旅行代金

旅行期間

４名８名募 催 ガ

○出発空港以外からも出発可能です。お問い合わせ下さい。

①羽田発（午後）5経由5ハバナ【ハバナ泊】②革命広場、旧市街、モロ要塞、革命博物館、ク
ラシックカー乗車【ハバナ泊】	③ハバナ6シェンフェーゴス(世界遺産)6トリニダー【トリニ
ダー泊】④市立歴史博物館、ロス・インヘニオス渓谷(世界遺産)6サンタクララ【サンタクララ泊】
⑤ゲバラ霊廟、革命広場、装甲列車襲撃跡6ハバナ【ハバナ泊】⑥有機農場、高齢者の憩いの場、
ヘミングウェイ博物館【ハバナ泊】⑦ハバナ(朝 )5トロント5【機中泊】⑧羽田着(午後)

①東京発（午前）5アメリカ都市経由5リマ着【リマ泊】②6イカへ移動、ナスカの地上絵
遊覧飛行、ワチカーナの泉、6リマへ移動【リマ泊】③リマ5クスコ　アルマス広場、コリカンチャ、
サクサイワマン等郊外遺跡見学、クスコからオヤンタイタンボへ。7マチュピチュ　【マチュピチュ
泊】　④終日マチュピチュ観光、インティプンクハイキング⑤7オヤンタイタンボへ　ウルバンバ
学校訪問、マラス塩田観光、クスコへ移動後フォルクローレディナーショー【クスコ泊】⑥6リマ　
市内観光後、深夜空港へ　⑦リマ5アメリカ都市経由5⑧東京着

①羽田発（午後）5経由5ハバナ【ハバナ泊】②革命広場、旧市街、モロ要塞、革命博物館、クラシッ
クカー乗車【ハバナ泊】	③サルサ・ダンス教室、ミュージックカフェ【ハバナ泊】④キューバ料理教室、
農業体験【ハバナ泊】⑤終日：自由行動【ハバナ泊】⑥ハバナ(朝 )5トロント5【機中泊】⑦
羽田着(午後)

��◇�キューバ革命の歴史をゆかり
の地、サンタクララを訪ねま
す
◇�世界遺産の街、ハバナ、シェ
ンフェーゴス、トリニーダを
訪ねます
◇�ゲバラやカストロとともに生
きた高齢者の集う憩いの場を訪問

◇�キューバ政府公認の民宿
( カサ・パルティクラル )
を利用

◇�日本語のガイドが同行し
サルサダンスや料理作り、
ミュージックカフェへ

◇ �4 名様以上ならご希望の
日程でお見積りします。

コスタリカの挨拶は ”ＰＵＲＡ ＶＩＤＡ”
阿部 真寿美（コスタリカ現地通訳）

　　　コスタリカを理解するキーワード

　Pura Vida ！（プラビーダ＝英単語にするとピュアライフ＝）コスタリカでは必
ず耳にするフレーズです。スペイン語圏の他の国にはない言葉なので、コスタリ
カを理解するためのキーワードであるとも言えます。使われる場面は多岐にわた
り「元気だよ」「どういたしまして」から「OK」「気にするなよ」まで様々、しか
しながら、いつも前向きな意味を自在にまとうことのできる魔法のフレーズです。

　　　人々が共生していくエッセンスが凝縮

　なので、プラビーダが体内に息づくコスタリカ人にとって、正真（ピュア）な
生きていること（ライフ）の真髄とは、どんな場面でも楽天的で限りなくプラス
思考、そして自分も相手もみんながハッピーに帰結することなのではないかと思
うのです。街角でカメラを向けると皆、手をふって微笑んでくれますし、公園でコー

ヒーを飲もうとしたら、
きっと通りがかりの見
知らぬ人がとても自然に「プロベーチョ（ゆっくり楽しん
で）」と声をかけてくれます。コスタリカではどこにでも人
とのふれあいがあります。それは町のあちこちにプラビー
ダが、様々な人々が共生していくエッセンスが、凝縮され
ているからではないかと思うのです。
　そんなコスタリカのプラビーダを体験しにいらっしゃい
ませんか。　　　　　　　　　　　　　　　（あべ　ますみ）

　　　����������プ　　　　ラ　　　　　　　　ビ　　ー　　ダ海外
通信

◇�憧れのマチュピチュ遺跡見学・ナスカの地上絵を遊覧飛行
で見学

◇�マチュピチュ近郊ウルバンバの学校を訪問・交流
◇�ペルーの民族音楽、フォルクローレ・ディナーショーも

マチュピチュ遺跡とナスカの地上絵

ペルー　アンデス文明の旅
①１１月１１日　（日） ～１１月１８日 （日）

②　２月２５日 （月） ～　３月　４日 （月）

①￥５３６，０００　②￥５２６，０００

サルサ ・ ダンスや料理、 音楽クラブでゆったりと過ごす

キューバ生活体験
①１０月２４日 （水） ～１０月３０日 （火）

②１２月５日 （水） ～１２月１１日 （火）

③２月２７日 （水） ～３月５日 （火）

①②③￥２９８，０００

チェ ・ ゲバラやカストロの足跡をたどる

キューバ歴史と文化の旅
①１１月２１日 （水） ～１１月２８日 （水）

②１月１９日 （水） ～１月１６日 （水）

③１月３０日 （水） ～２月６日 （水）

①￥３８８，０００②③￥３５３，０００

８
日間

７
日間

８
日間

上
映
日
時

映画『コスタリカの奇跡
～積極的平和国家のつくり方～』

上映会のご案内

富士国際旅行社会議室にて、
下記日程で上映会を開催いたします。

10 月 24 日 （水）　18 時 00 分

11 月 28 日 （水）　18 時 00 分

12 月  8 日 （土）　10 時 30 分

　14 時 00 分

各回お一人様：￥1,000
上映時間：８９分

※要事前予約

８名２０名募 催 添 イヤ
ホン
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「英国スパイ物語」　
川成洋著　中央公論新社　2,400 円 （税別）

　20 世 紀 の ヨ ー ロ ッ パ で は、
１９１４年 7 月の第 1 次世界大戦の
勃発から、1945 年 5 月のドイツの
全面降伏による第 2 次世界大戦の
終結までを、「欧州 30 年戦争」と
いわれている。この「30 年戦争」
に敗北しなかった唯一の国は、イギ
リスである。
　本書は、この戦争の勝利の蔭の貢
献者であるスパイ組織（国内防諜部

「MI5」と海外秘密情報部「MI 6」）の活動を、それの関わっ
た個々のエージェントに焦点を当てて活写している、実にユ
ニークな現代英国裏面史。

「実践！田舎力　小さくても経済が回る5つの方法」　
金丸弘美著　NHK 出版新書　780 円 （税別）

　リーマンショック、東日本大震災
以降、再生を模索する地方自治体。
六次産業化、着地型観光、コンパク
トシティ、再生可能エネルギーなど
近年注目の戦略を中心に、持続可能
なまちを自らつくりだすポイントを 5
つに整理して紹介する。

「スペイン内戦（一九三六～三九）と現在」　
川成洋 ・ 渡辺雅哉 ・ 久保隆編　ぱる出版　5,800 円 （税別）

　スペイン内戦勃発 (1936 年 ) の
80 周年を記念して、内外の研究者、
ジャーナリスト、作家、活動家など
40 人が寄稿。スペイン内戦の諸相
から世界との関わり、スペイン人に
とっての意義、アナキズムとのかか
わりなど全 5 章 64 篇を収録。ロル
カ研究の泰斗イアン・ギブソンが序
文を寄せる。

ベトナムベトナム ベトナム

○出発空港以外からも出発可能です。お問い合わせ下さい。

①成田・関西発（午前）5ホーチミン市　オプション・水上人形劇【ホーチミン市泊】②戦争証跡博物館、
統一会堂、ツーズー病院内「平和村」【ホーチミン市泊】③5コンダオ　コンダオ博物館、収容所、
虎の檻、講演会　【コンダオ泊】④5ホーチミン市　元コンダオ政治囚と懇談・交流　5【機中泊】
⑤成田・関西着（午前）

サイズ：男女兼用　Ｓ・Ｍ・Ｌ

金　額：2,160円（送料１着当たり180円）
①お名前　②ご住所　③ご連絡先　④サ
イズ・枚数を添えて、電話・ＦＡＸ・メー
ル等でご購入下さい。
連絡先：henshu@fits-tyo.com

辺野古ブルーウェア１００万着普及
運動に賛同し、沖縄・不屈館とコラ
ボデザインのＦＩＴＳ限定Ｔシャツ
好評発売中！　超速乾・ＵＶカット・
超吸汗、着心地抜群！　１着１着に
製造番号が記載されています。

ＦＩＴＳ限定Ｔシャツ販売中！

ホームページをリニューアルしました
　より見やすく、皆さんにお気軽にお問合わせいただけるよう
なホームページへと生まれ変わりました。
　“ お問合せフォーム ” を設置。いつでも資料請求やご相談を受

付致します。
　『いい旅・いい仲間』に載らないツアーも
掲載している場合がございます。
　是非チェックしてみてください！

ご自宅から説明会・学習会ご参加ＯＫ！

※スマートフォン・タブレットからの利用は専用アプリのダウンロードが必要です。
※対応できる環境でない場合視聴できない場合がございます。
※説明会・学習会を開催する環境によってご利用できない場合がございます。
※リアルタイムでのみ視聴可能となっております
詳細はお問い合わせください。( 担当：石井　ishii@fits-tyo.com)

　この度、弊社では Web 会議システムを導入致しました。今まで「遠方で説明会には行けないわ・・・」、「夜の学
習会は帰りが遅くなるから行くのがなぁ・・・」と、ご参加できなかった皆様、大変お待たせいたしました！　
　今後はパソコンやスマートフォンからのアクセスでどこからでも簡単にご参加いただけるようになります。

自宅から参加したい学習会や

説明会を会社へ連絡

専用招待メールを受信 開始時間になったら

招待メールのＵＲＬに

接続 ・ 視聴

１ ２ ３

登山にも最適！
各種保険取り扱っております

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。
どうぞお気軽にお問い合わせくだ
さい。

ＵＲＬ :http://www.fits-tyo.com/

お知らせ①

お知らせ②

５日コース

７日コース

旅行代金

ホーチミン市 ・ コンダオ島

第 2 回　ベトナムで歌おう 「青い空は」 交流の旅」
１月２７日 （日） ～２月１日 （金）

￥２１７，０００

◇�ベトナムの学生や、
元コンダオ政治囚の
方々とともに「青い
空は」を歌い交流

◇�ベトナム戦争時、政
治囚が収容されたコ
ンダオ島を訪問しま
す。

◇�ベトナムの伝統芸能
や文化交流、ベトナ
ム料理もお楽しみに。

①成田／関西発（午前）5ホーチミン市【ホーチミン泊】②ツーズー病院内「平和村」、元政治囚の方々
と歌の交流会（「青い空は」を歌い交流）【ホーチミン市泊】③5コンダオ島へ　コンダオ監獄、ボー・
ティー・サウの墓【コンダオ泊】④5ホーチミン市　戦争証跡博物館、統一会堂、中央郵便局【ホー
チミン市泊】⑤自由行動：ＯＰメコンデルタクルーズ　夕食後、空港へ【機中泊】⑥ハノイ5成田
／関西（午前)

  ジャーナリスト ・ 鈴木勝比古さんが現地で解説

「虎の檻」 コンダオ島とベトナム戦争の歴史　
１２月２６日 （水） ～３０日 （日）

￥１９９，０００

◇�ベトナム戦争の
際、投獄された元
コンダオ政治囚の
方と懇談・交流
◇�仏植民地時代以
降、政治犯の流刑
地とされたコンダ
オ諸島のコンソン
島へ
◇�現地で鈴木勝比古
さんの講演会、ド
イモイ～現在のベトナム事情を解説。

中村梧郎さん同行 ・ 枯葉剤被害者 ・ 障がい者支援！

ホーチミン ・ オレンジマラソン参加ツアー
２０１９年１月１１日 （金） ～１月１５日 （火）

２０１９年１月１１日 （金） ～１月１７日 （木）

￥１８５，０００ （５日コース）
￥２２８，０００ （７日コース）

　
◇�２０１９年１月に開催さ
れるオレンジ（枯葉剤支
援）マラソンに参加し、
現在も続く枯葉剤被害者
を支援します。

◇�枯葉剤被害者支援施設を
訪問、グェン・ドクさん
と交流予定。

◇�短期、延泊コースをご用意。
マラソン応援も可能です。

①成田発／関空発（午前）5ホーチミン市着、午後：中村梧郎さん講演会②ホーチミン市見学（戦
争証跡博物館、ツーズー病院）午後：自由行動（マラソン参加者は会場下見）③午前：ホーチミンシティ
マラソン（オレンジマラソン）参加④午前：ホックモンの障がい者職業訓練施設見学、５日間コース
の方は夜便で日本へ。７日間コースの方は、カンザーへ。カンザー泊⑤７日間コースの方はフエへ移動、
世界遺産フエ王宮見学。フエ泊⑥	フエ周辺見学、夕方航空便で再びホーチミン市へ、乗換、帰国の途
へ⑦早朝、日本帰国

旅行代金

旅行期間

２５名４０名募 催 添 イヤ
ホン

６
日間

5・7
日間

５
日間

旅行代金

旅行期間

１５名２５名募 催 添 イヤ
ホン

１５名４５名募 添催
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アウシュヴィッツ、テレジン、プラハへ旅してみませんか

世界的ベストセラー「ハンナのかばん」の足跡をたどる旅　　　　　　　　

石岡史子 （NPO法人ホロコースト教育資料センター (Kokoro) 代表）

　　　虐殺の地から届いたかばん

　アウシュヴィッツから一つのかばんが届いたのは
2000 年のこと。「ハンナ・ブレイディ　1931 年 5 月 16 
日生まれ　孤児」と書いてありました。その後の私たち
の調査で驚くべきことが分かりました。ハンナは故郷の
チェコの町からテレジンとアウシュヴィッツの二つの強
制収容所を経て、13 歳で殺されたということ、ハンナの
お兄さんは家族でただ一人、奇跡的に生き延びていたと
いうこと。翌年、お兄さんは初めて来日して、自らの体
験やハンナとの思い出を私たちに語ってくれました。こ

の出会いから、『ハンナのかばん』という一
冊の本が生まれ、これまで世界 40 ヶ国以上
で読まれています。おしゃべり好きで教師に
なることが夢だったハンナ。ハンナはなぜ殺
されたのか。これまで全国 1,000 以上の学
校を「ハンナのかばん」と共に訪ねて、子ど
もたちと一緒に差別や偏見の恐ろしさを学ん
できました。お兄さんが暮らすカナダやドイ
ツ、メキシコや南アフリカなどの学校も訪ね
ました。

　　　なぜ起きたのか、私たちへの問い

　法律が人権を奪う道具に
なったこと、医師が人の命の価値を測
り、障害者の「安楽死」殺害に関与し
たこと、最先端のコンピューター技術
が、国勢調査で集めた膨大な個人情報
を処理し、「ユダヤ人」を「他者」とし
て区別し、社会から排除するための道
具になったこと。民主主義が、社会に
共に生きるすべての人の命と人権を守
るように機能させるために私たちはど
うすればよいのか。ホロコーストの歴
史は一人ひとりに投げかけています。
　NPO20 周年の今年、「ハンナのかば

ん」の足跡をたどり、ア
ウシュヴィッツ、テレジン、
プラハを訪ねる 8 日間の
スタディツアーを実施し
ます。ご興味のある方は、
ぜひ原作『ハンナのかば
ん』( ポプラ社 ) をお手に
とってみてください。歴
史の現場に立って、日本
を、世界を考えてみませ
んか。

（いしおか　ふみこ）

○出発空港以外からも出発可能です。お問い合わせ下さい。

旅行代金

旅行期間

１５名２０名募 催 添

オランダ ・ ドイツポーランド ・ リトアニア

旅行代金

出発日

１０名２０名募 催 添

ポーランド

NPOホロコースト教育資料センター共催
　アウシュヴィッツ・テレジン・プラハツアーの関連企画

映画上映会　映画でみるホロコーストの歴史と現在

日　時 ： ① 8月25日 （土）　10 ： 00～ 12 ： 00 ／ 14 ： 00～ 16 ： 00　『アンネの日記　第三章～閉ざされた世界の扉』
② 9月20日 （木）　時間は後日決定　『ハンナのかばん』

③ 9月29日 （土）　14 ： 00～ 16 ： 00　『イレナ ・センドレル物語』

④ 10月27日 （土）　10:00 ～ 12:30 ／ 14 ： 00～ 16 ： 30　『ハイドリヒを撃て～ 「ナチの野獣」 暗殺作戦』

講　師 ： 石岡史子さん （NPOホロコースト教育資料センター代表）

参加費 ： 1,000円　※③回目のみ参加費無料

会　場 ：②回目のみチェコ大使館で開催、 その他は、 富士国際旅行社会議室で開催

内　容 ：  世界の無関心、 抵抗、 救出、 教育など様々な角度からホロコーストをテーマにした映画を上映します。 各回、
レクチャーやワークショップを交えてホロコーストの歴史から今、 学ぶことを考えます

申　込 ：詳細や申込方法はこちらからご覧ください　https://www.npokokoro.com/20180825

旅行代金

旅行期間

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

ハンナのかばん

カナダの子どもたち

カレン・レビン著　石岡史子訳（ポプラ社刊）

TRAVEL SCHOOL

「ユダヤ人を救った動物園」 を訪ね関係者と懇談

アウシュビッツを訪ねるポーランド
①１２月２６日 （水） ②３月２４日 （日）

①②￥２９９，０００

◇�アウシュビッツ、ビルケナウ収容所をガイドのご案内でしっかり見学　
◇�「強制収容所のバイオリニスト」編者と交流します
◇�ユダヤ音楽を楽しめるお食事や、オプションでショパンピアノコン
サートにご案内

①成田/羽田発（午前）5ヨーロッパ内経由5ワルシャワ【ワルシャワ泊】②ワルシャワ動物園、旧市街、ゲットー跡モニュメント、ワルシャワ蜂起記
念碑　【ワルシャワ泊】③ワルシャワ7クラクフ、旧市街、ヴァベル城、聖マリア教会【クラクフ泊】④クラクフ6オシフィエンチム、アウシュビッツ・
ビルケナウ強制収容所、「強制収容所のバイオリニスト」編者と懇談6クラクフ　【クラクフ泊】⑤クラクフ5ヨーロッパ内経由5【機中泊】⑥成田/
羽田着

  ホロコーストを生き延びた少女

「マーシャの日記」 の足跡をたどる
１０月３０日 （火） ～１１月６日 （火）

￥３０８，０００

◇�アウシュビッツ・ビルケナウ収容所をガイドのご案内でしっかり見学　
◇�マーシャが収容されていたヴィリニュスのゲットー、多くのユダヤ人
が殺されたパネリアイの森へ。

①成田発（午前）5経由5ヴィリニュス6カウナス【カウナス泊】②杉原千畝記念館、第九要塞　【カウナス泊】
③カウナス城、旧市庁舎、6ヴィリニュス【ヴィリニュス泊】④マーシャが収容されていたゲットー跡、パネリア
イの森、シナゴーグ【ヴィリニュス泊】⑤ヴィリニュス5クラクフ　旧市街、ヤギューオ大学、バベル城　【クラ
クフ泊】⑥6オシフィエンチム　アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所　6クラクフ【クラクフ泊】⑦クラ
クフ5経由5⑧成田着（午前）

都教組後援　工藤芳弘先生同行 （元都教組委員長）

アンネ ・ フランクの生涯とホロコーストを知る旅
１０月１７日 （水） 〜２５日 ( 木 )

￥４５２，０００
◇ 15歳で生涯をおえたアンネの隠れ家の生活の前後も含めてたどるフィールドワーク。
◇�アンネの研究をライフワークにしている工藤先生の解説で見学します
◇�ナチスが党大会を行ったニュルンベルクのドキュメントセンター、「白バラ抵抗運動」の舞台ミュ
ンヘン大学見学

①成田・関空5アムステルダム＜アムステルダム泊＞②アンネゆかりの地（隠れ家、西教会、中央駅、アンネの通っていた学校、住んでいた家など）＜ア
ムステルダム泊＞③自由行動（eで近隣の町へ小旅行）＜アムステルダム泊＞④アムステルダム6ヴェステルボルク中継収容所7ハノーバー＜ハノー
バー泊＞⑤ハノーバー6ツェレ6ベルゲン・ベルゼン強制収容所6ハノーバー＜ハノーバー泊＞⑥ハノーバー7ミュンヘン（ミュンヘン大学、
旧市街）＜ミュンヘン泊＞⑦ミュンヘン7ニュルンベルク（ドクツェントルム、ニュルンベルク旧市街）7ミュンヘン＜ミュンヘン泊＞⑧ミュンヘン
5⑨成田・関空

６
日間

８
日間

９
日間

ポーランド ・ チェコ

NPO ホロコースト教育資料センター企画

「ハンナのかばん」 の足跡を訪ねる - アウシュヴィッツ ・ テレジン ・ プラハ
１２月２３日 （日） 〜１２月３０日 （日）

￥３２２，０００

◇アウシュヴィッツとテレジンの収容所をガイドの案内で見学
◇ハンナ甥ダニエル・ヘルマン前チェコ文化大臣と交流 (予定 )
◇虐殺の村リディチェやプラハのレジスタンス記念館を見学
①成田・関空5中東経由5②ワルシャワ着、旧市街、ゲットー記念碑、ワルシャワ蜂起記念碑7クラクフ＜クラクフ泊＞③クラクフ旧市街、カジミエ
シュ地区＜クラクフ泊＞④6オシフィエンチム、アウシュビッツ・ビルケナウ博物館見学7夜行列車でプラハへ＜車中泊＞⑤プラハ着、旧市街、ユダヤ
人地区＜プラハ泊＞⑥テレジン強制収容所、リディツェ村訪問　＜プラハ泊＞⑦プラハ5中東経由5　⑧成田・関空着

８
日間

旅行代金

旅行期間

１０名２５名募 催 ガ

日　時 ： 9 月1日 （土） 14 ： 00～ 16 ： 00

講　師 ： 工藤芳弘さん （東京都教職員組合）

会　場 ： 都教組会議室 （エデュカス東京 4階）

内　容 ：  15�歳で生涯を終えたアンネ・ フランク

の 「アンネの日記」 は世界中で読まれ

ている本の一冊。 映像の紹介も含めて

日記に描かれなかったアンネの物語や

ホロコーストについて学びます。

アンネ・フランク連続講座

アンネ・フランクを知っていますか

TRAVEL SCHOOL
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沖縄は基地で食っているんじゃない！　

米軍基地と沖縄経済の関係を考える
島　洋子 （琉球新報社経済部長）

　　　基地経済の依存度は５％

　沖縄は、国土の０・６％の面積しかないが、全国の米
軍専用施設の７０％が集中している。なぜ、沖縄にこれ
だけの基地を置いておくのか。
　それを問うと、多くの本土（とあえて言います）の方
から返ってくる答えは「沖縄は基地で食っているんだか
ら仕方がない」というものだ。県外には今でも「沖縄は
基地で食っている」という思い込みは強い。では、沖縄
県の県民総所得の中で、基地から得られる収入は何％か
ご存じだろうか。
　私が東京報道部に勤務している時期、政治家や官僚、
他社の記者など数多くの人に質問したが、正確な回答は
一つも返ってこなかった。多くは３０％か５０％と答えた。
正解は５％である。小さいとは言わないが、「基地で食っ
ている」と言われるほど大きな数値だろうか。
　この５％の基地収入は４つに分けられる。①米軍が使
う土地の賃借料　②基地で働く日本人従業員の給与　③
米軍発注の工事や物品購入などの調達費　④米軍人やそ
の家族が基地の外の民間地で消費する額―だ。そのうち
７割を占める①と②は日本政府が「思いやり予算」など

の名目で支出する。
　つまり米軍人ら５万人が沖縄にいても、米軍から沖縄
に落ちる金は少ない。それよりも日本政府がわれわれの
税金を使って基地を維持している金額の方が大きい。さ
らに、かつて米軍基地だった土地が返還され、開発され
た結果、大きな経済効果を生んでいることも目に見えて
きた。

　　　跡地利用による経済発展

　那覇市の北、那覇新都心地区は県立博物館・美術館や
県内２番目のショッピングモールがある街だ。その土地
が米軍基地だったころの直接経済効果は５２億円。雇用
は４８５人だった。１９８７年に全面返還され、開発が進
んだ結果、今年の直接経済効果は１６３４億円と返還前
の３１倍になった。雇用は１万６４７５人と３４倍だ。北
谷町にあった米軍基地は開発で若者に人気の、新たな観
光名所に生まれ変わった。直接経済効果は１０６倍、雇
用は１３５倍だ。

　　　地域振興予算は全国６位

　基地は返還された方が沖縄に経済的利益をもたらすこ

とが県民の目に見えて分かるようになったのだ。
　「基地あるゆえに多額の振興予算を政府からもらって
いる」という声もある。しかしそれも誤りだ。都道府県
別の人口１人当たりの国の財政移転額（東北３県除く）
は沖縄は６位だ。これだけの基地負担をしていながら、
全国で一番補助金を得ているわけではない。
　「基地は沖縄振興の阻害要因」というのはいまや県民
の共通認識となりつつある。沖縄は昨年、観光客の数で
ハワイを抜いた。これからさらに沖縄観光が発展するに
は基地が早くなくなることがカギになるのである。
　多くの方に本当の沖縄を見てほしい。沖縄の旅への情
報収集としてぜひ、琉球新報の電子版や電子新聞も活用
していただきたい。　　　　　　　　　　（しま　ようこ）

○出発空港以外からも出発可能です。お問い合わせ下さい。

沖　縄

旅行代金

旅行期間

１５名３０名募 催 添

沖　縄

沖　縄

沖　縄

＜沖縄スパイ戦史＞
　これまで多くの住民を取材し、沖縄本島と八重山諸島の史
実や現在の問題を取り上げ世間に知らせてきた２人のジャー
ナリスト・三上智恵と大矢英代が描く最新映画が公開されま
す。今回のテーマは、北部で沖縄戦に巻き込まれた 10 代の少
年兵「護郷隊」と彼らを指揮し、秘密戦のスキルを仕込んだ

「陸軍中野学校」のエリート将校たち。元護郷隊であった体験
者や当時を知る住民の証言からその史実が明らかになります。
映画が沖縄戦だけでなく、今南西諸島で進められている自衛
隊増強とミサイル基地配備、特定秘密保護法など日本が直面
する危機に関して問題を提起する作品です。

【映画公式ＨＰ】沖縄スパイ戦史　http://www.spy-senshi.com
7月21日（土）より沖縄・桜坂劇場　7月28日（土）より東京・ポレポレ東中野
ほか、全国順次ロードショー
通常よりお得な「沖縄スパイ戦史」全国共通特別鑑賞券販売中！
購入希望の方は弊社までお問合せください。�

沖　縄

旅行代金

旅行期間

１５名３０名募 催 添

【琉球新報購読のお問い合わせ】

・  沖縄県外でも購読することができます。購読料は送
料込みで、月 4,855 円 (3,075 円＋送料 1,780 円 )。
※ 2、3 日遅れ。

・ 電子新聞は全国でも午前 5 時配信で月 3,075 円。
問い合わせ、 申し込みは TEL ： ０１２０- ３９- ５０６９

八重山の歴史 ・ 自然と文化を学び、 地元の方と交流

石垣島と波照間島を訪れる旅
１２月２６日 （水） ～１２月２９日 （土）

￥１４３，０００

◇�石垣島と波照間島の戦争マラリア史跡や自衛隊配備問題を学びま
す。

◇沖縄本島とは異なる八重山独自の歴史や文化を学びます。
◇現地の方と交流や民謡・郷土料理もお楽しみください。
①午前：羽田発、那覇経由で石垣島へ。石垣島見学（戦争マラリア史跡・憲法9条の碑など）【石垣島内泊】②午前：
フェリーで波照間島へ。波照間島の戦争マラリア史跡を見学【波照間島内泊】③午前：フェリーで石垣島へ。午
後：石垣島内見学（白水フィールドワーク）【石垣島内泊】④石垣島見学（石垣文化博物館、ミンサー織工芸館、
川平湾）午後、石垣空港発、羽田空港着

日米地位協定と非暴力の闘いを学ぶ

沖縄本島と伊江島を訪ねる旅
１２月２６日 （水） ～１２月２９日 （土）

￥９９，５００

◇�日米地位協定の歴史・現在までの経過と問題を、基地を巡
りながら学びます。

◇�非暴力の土地闘争の地・伊江島を訪問し、沖縄戦後史を学
びます。�

①午前：羽田空港発、那覇空港着、嘉数高台、宮森小学校、嘉手納基地、夕刻：明田川融さん沖
縄講演会【那覇市内泊】②午前：宜野湾市・辺野古・東村高江【名護市内泊】③午前：伊江島へ。
伊江島見学（戦跡・反戦地主の方のお話）、フェリーで再び本島へ、那覇へ。【那覇市内泊】④出
発まで自由行動（オプショナルツアーご用意）、夕方那覇発、夕刻羽田着

　　　　　　　歴教協企画

『陸軍中野学校と沖縄戦　知られざる少年兵 「護郷隊」』 の著者が同行

知られざる沖縄戦史と瀬長亀次郎の足跡を訪ねる旅
１２月２５日 （火） ～１２月２８日 （金）

￥９９，８００

◇�本島北部で戦争に巻き込まれた元護郷隊の方のお話と史実をたどり
ます。
◇�国立療養所愛楽園を見学。ハンセン病をめぐる差別や偏見の歴史を
学びます。
◇瀬長亀次郎氏の足跡をたどり、戦後史と非暴力の闘いを学びます。
①午前：羽田空港発、那覇空港着、嘉数高台、宮森小学校、辺野古、講演会【名護市内泊】②午前：護郷隊関連の地見学（第一護郷隊の碑、大宜味村で元護
郷隊の方のお話）、大宜味村９条の碑、東村高江【名護市内泊】③午前：ハンセン病国立療養所・愛楽園、那覇へ午後：瀬長亀次郎氏ゆかりの地をめぐる④出
発まで自由行動（オプショナルツアーご用意）、夕方那覇発、夕刻羽田着

 都教組企画

知られざる沖縄戦と自衛隊配備問題を学ぶ

沖縄本島と宮古島を訪れる旅
１２月２６日 （水） ～１２月２９日 （土）

￥１３９，５００

◇�沖縄本島では、反戦の芸術家ケーテコルビッツの作品がある佐喜眞
美術館を見学します。
◇�宮古島でアリランの碑やハンセン病をめぐる史実と自衛隊配備問題
について学びます。
◇現地の方と交流や民謡を聴きながらの郷土料理もお楽しみください。
①午前：羽田空港発、那覇空港着、恩納村と名護市の護郷隊関連の地、元護郷隊の方のお話【名護市内泊】②午前：
辺野古、那覇空港へ。昼頃、航空便で宮古島へ。宮古島見学【宮古島泊】③午前：ハンセン病国立療養所・南静園、
午後：伊良部・下地島見学④東平安名崎、午後直行便で羽田空港へ。夕方羽田空港着

４
日間

４
日間

４
日間

日間
４

 沖縄県知事選挙直前！

基地に頼らない経済を考える沖縄の旅 
１０月２８日 ( 日 ) ～３１日 （水）　 

１１月１１日 ( 日 ) ～１４日 （水） 

￥９９，５００

◇�日本の思いやり予算と基地負担の
実態を知り、基地に頼らない経済
について考えます。

◇�琉球新報社の記者の方のお話しを
聞きます。　

◇��「県民投票の会」の方々と交流

①午前：羽田空港発、那覇空港着、不屈館、中部基地　夕方：
講演会「沖縄の基地と経済を考える」【那覇市内泊】②沖
縄国際大学、宜野湾市周辺、北谷町砂辺地区、嘉手納基地
など【那覇市内泊】③午前：北部（辺野古）、東村高江を
訪問。現地の方と交流④出発まで自由行動、夕方那覇発、
夕刻羽田着

４
日間

旅行代金

旅行期間

１５名３０名募 催 添

旅行代金

旅行期間

２０名３０名募 催 添 旅行代金

旅行期間

１５名３０名募 催 添
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少年の目で見た済州4・3事件

日　時 ： 9 月１５日 （土） １５ ： ００～１７ ： ００

講　師 ：韓敬翊さん

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �７０年前に勃発し３万人もの島民が犠牲に

なった済州 4.3 事件。 当時１２歳で事件を

目の当たりにした貴重な体験者の韓さんに、

その理不尽で酷い光景を生々しく語ってい

ただきます。

生誕１００年　いわさきちひろとベトナム

日　時 ： 9 月２1日 （金） １８ ： ００～２０ ： ００

講　師 ：竹迫祐子さん （安曇野ちひろ美術館副館長）

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �今年、 生誕１００年の節目の年を迎えた、

いわさきちひろ。 １９６０年代、 ベトナム戦争

の悪化に心をいため、 平和とベトナムの子

どもたちの幸せを願って描きつづけたちひ

ろの想いについてお話いただきます。

ドイモイ３０年の光と影

日　時 ： 10 月3日 （水） 18:00 ～ 20:00

講　師：鈴木　勝比古さん （ジャーナリスト・元ベトナム特派員）

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �ベトナム初渡航から５０年を迎えるジャーナ

リスト ・鈴木勝比古さん。 ドイモイから 30年

－戦時経済から市場経済への転換、 貧富

の格差や世代間格差についてお話いただ

き、 最後にベトナム語のミニ講座も。

＜沖縄連続学習会＞

①知られざる沖縄戦

　（陸軍中野学校と護郷隊の史実）

日　時 ： 10 月１９日 （金）　18 ： 30～ 20:30

講　師 ：川満彰さん （名護市教育委員会市史編纂室）

参加費 ： 1,500円

内　容 ： �沖縄戦時、 本島北部で約 1000 名の少年

たちが 「護郷隊」 として召集され、 戦争に

巻き込まれました。 その史実を明らかにし

た 『陸軍中野学校と沖縄戦・知られざる少

年兵 「護郷隊」』 の著者・川満彰さんにお

話をお聞きします。 �

② 「戦場のうた　～元” 慰安婦” の過酷な現

実と歴史」 ドキュメンタリー上映と監督トーク

日　時 ： 11月17日 （土） 10 ： 00～ 12:00

講　師 ：原　義和さん （ディレクター）

参加費 ：無料

内　容 ： �このドキュメンタリーは、 「慰安婦」 問題の

背景、 沖縄に慰安所を設置した日本軍の

実態を、 宮古島での証言や多くの資料を

集めて明らかにした作品です。 その他、 福

島の被災地などをテーマに取材を続ける原

監督のお話をお聞きします。

③ 『松元ヒロが旅するトランプのアメリカ』 ～そ

れでも夢はある HOPE ～映画上映と監督トーク

日　時 ： １１月１１日 （日） １４ ： ００～１７ ： ００

講　師 ： リランバクレー監督

参加費 ： 1,500円

内　容 ： �世界中に 700以上の米軍基地を保有する

アメリカ。 そんなアメリカはどういう国なのか、

そこに希望はあるのか。 トランプ大統領誕

生に仰天したバクレー監督がテレビに出れ

ない芸人・松元ヒロを道づれにアメリカを旅

するドキュメンタリー。 アメリカにも社会や政

府に対して疑問を持ってあきらめずに闘っ

ている市民がいた。 今是非多くの方に見て

ほしい、 市民に希望を見出す作品です。

秋季例大祭に訪れる！靖国神社・遊就館フィールドワーク

日　時 ： 2018 年 10月18日 （木） ９:00 ～ 15:00

講　師 ：春日恒男さん （文化資源学会）

� 長谷川順一 （東京の戦争遺跡を歩く会）

参加費 ： 8,500円 （入館料 /ホテルグランドパレス

での昼食ビュッフェ代込） イヤホンガイド付

内　容 ： �靖国神社では春と秋の例大祭が最も重要

な行事として位置づけられています。 今回、

その例大祭のクライマックスである＜勅使参

向＞の儀式を見学し、 靖国神社の本質に

ついて考えます。

上映会『ワンダーランド北朝鮮』

日　時 ： �11 月 10 日 （ 土 ）　 ① 10 ： 00 ～ 12 ： 00　　

② 14 ： 00～ 16 ： 00　

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �人々の幸せそうな表情に、自然エネルギー

を活用した循環型な暮らし。 北朝鮮の予想

外のリアル発見を発見するドキュメンタリー。

韓国出身のチョ ・ ソンヒョン監督は、 この問

いの答えを探しに北朝鮮で映画制作を行う

ため韓国籍を放棄し、 ドイツのパスポートで

北朝鮮に入国し、 “普通の人々” への取材

を敢行した。

川成洋先生　スペイン歴史特別講座

日　時 ： �① 11月14日 ( 水 )　18:00 ～ 20 ： 00

　　　　　② 2月6日 （水） 18:00 ～ 20 ： 00

講　師 ：川成洋さん （法政大学名誉教授）

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �ヨーロッパの歴史に重要な位置をしめてき

たスペインの通史を古代から現代までその

独自の文化を中心としてお話いただきます。

写真家が見た素顔の北朝鮮

日　時 ： 11月17日 （土） １４ ： ００～１６ ： ００

講　師 ：初沢亜利さん （フリーカメラマン ・作家）

参加費 ： 1,500円

内　容 ： �朝鮮半島情勢が急展開を見せ、 注目が集

まる北朝鮮。 普通に暮らす北朝鮮の市民

の暮らし ・ 喜怒哀楽を写真集 『隣人、 そ

れから。 �38 度線の北』 に収めた初沢亜利

さんにその素顔をご紹介いただきます。

田添鉄二～百年も前に

「1000人中999人」の結集を呼びかけた男

日　時 ： 11月14日 （水） １８ ： ００～２０ ： ００

講　師 ：小田憲郎さん （田添鉄二顕彰会）

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �明治時代に日本で初めて大衆的多数者革

命を説いた男がいた。 歴史の闇に埋もれた

優れた社会主義者、 田添鉄二の思想と生

涯に迫ります。

伊藤千尋さん　スイス報告会

～「武装中立」という生き方～
日　時 ： 11月 20日 （火）　18 ： 00～ 20 ： 00

講　師 ：伊藤千尋さん （ジャーナリスト）

参加費 ： 1000円

内　容 ： �スイス、 と聞くとアルプスの雄大な自然、 永

世中立国などというキーワードが浮かんでく

るかもしれません。チャップリンやオードリー・

ヘップバーンが晩年を過ごした地でもありま

す。 なぜ永世中立国となったのか、 「武装

中立」 とはどのようなあり方なのか。 6月に

旅した伊藤さんにお話をしていただきます。

ネパール・サチコール村の魅力

日　時 ： １２月１日 （土） １６ ： ００～１８ ： 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 ： �ヒマラヤを遠望する標高 1400 ｍの秘境の

地・サチコール村。 電気もガスも水道もな

く、 ネパールの山奥の大自然の中で自給自

足で生きるマガール族。 6年にわたり、 村

に通いギターを教え、 音楽ホールを造った

シンガーソングライター・ 横井久美子さん

がその魅力を語ります！

横井久美子さんと語ろう♪　ベトナムのつどい

日　時 ： １２月１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。 戦争証跡博物館に、 横井久美

子コーナーが新設されます。 横井さんとベ

トナムの関わりと、 ベトナムの魅力について

お話いただきます。

社会主義リアリズムを考える
日　時 ： ９月１３日 （木） １８ ： ００～２０ ： ００

講　師 ：谷本　諭さん （日本民主主義文学会）

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �第 10 回手塚英孝賞を受賞された谷本諭

さんに、 21世紀の目で考える社会主義リア

リズムを宮本百合子・顕治の功績を交えて

わかりやすくお話しいただきます。

スケッチ講習会！旅の思い出を絵に残そう

日　時 ： １１月４日 （日） １４ ： ００～１７ ： ００

講　師 ：峠　徳美さん （日本美術会所属）

参加費 ： １０００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！

明治元年から150年企画！五日市憲法草案発見から50年

五日市憲法と自由民権運動の源流をたどる旅

旅行期間 ： �１１月１４日 （水） 現地集合

旅行代金 ：￥１５，０００　　募２０名　　催１０名　添

旅のポイント

◇�明治 150 年記念 「幕末・維新期」 の特別展を開

催している自由民権資料館を学芸員の方のご案

内で見学。

◇�自由民権運動の高まりの中でできた民主的草案

発見から 50 年。 草案が眠っていた深澤家土蔵

や五日市郷土館を見学し、 五日市憲法草案の会

の方のお話を聞きます。

旅　程 ： �① 10 ： 00 小田急線 「鶴川駅改札前集合」、 貸

切バスで自由民権資料館へ。 学芸員の方のご

案内で資料館見学。 昼前、 武蔵五日市方面へ

移動。 廃校の小学校を利用したレストランで昼

食。 午後：五日市憲法の源流をたどるフィール

ドワーク （深澤家土蔵、 五日市憲法草案の記念

碑、 郷土資料館など見学）、 17 ： 30JR 武蔵五

日市駅にて解散　　

予告　北朝鮮への旅を計画中

朝鮮半島情勢の歴史的な変化を踏まえ、 情勢をみな

がら北朝鮮への旅を計画中です。 「平和と繁栄」 実

現のための一歩、北朝鮮を知る旅に出かけませんか。

企画内容 ：中国丹東より列車で北朝鮮の田舎の風

景を見ながら平壌へ平壌市内見学と世界遺産の高

句麗遺跡、 日本統治時代の温泉にも宿泊、 北朝鮮

側から板門店へも訪問する 6泊 7日間を予定。 ご

期待ください。

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）

TRAVEL SCHOOL

“学び + 旅” のすすめ
〜旅に学び、 学んで旅する〜

ベトナム ネパールベトナム

旅行代金

旅行期間

１５名２５名募 催 ガ

○出発空港以外からも出発可能です。お問い合わせ下さい。

①成田発5ホーチミン市竹迫副館長のお話【ホーチミン市泊】②戦争証跡博物館、統一会堂、ベン
タイン市場【ホーチミン市泊】③ツーズー病院の平和村、南部女性博物館【ホーチミン市泊】④ホー
チミン市6	ミ・トー見学6	カントー【カントー泊】⑤「母さんはおるす」の舞台タムガイ村で
村民と交流【カントー泊】⑥メコン川クルーズ　カントー6ホーチミン市【ホーチミン市泊】⑦ホー
チミン市で自由行動　e：クチトンネル【空港待機】⑧ホーチミン市5成田着

①羽田発（深夜）集合は前日3/9。5経由5カトマンズ5ポカラ【ポカラ泊】②ポカラ～マ
イダン～サチコール村【サチコール村泊】③サチコール村（自由行動：散策、トレッキングなど）【サ
チコール村泊】④サチコール村（サンギートフェスティバル）【サチコール村泊】⑤サチコール村～マ
イダン～タンセン【タンセン泊】⑥タンセン～バイラワ5カトマンズ【カトマンズ泊】⑦古都・バ
クタプル（世界遺産）、カトマンズ市内で自由行動【カトマンズ泊】⑧カトマンズ5経由5【機
中泊】⑨羽田着（午前）

①成田・関西発（午前）5経由5フエ【フエ泊】②リハビリセンター、フエ王宮、ティエンム―
寺【フエ泊】③自由行動：オプション・ホイアン日帰り【フエ泊】④フエ5ホーチミン市　戦争証
跡博物館、統一会堂　オプション・水上人形劇【ホーチミン市】⑤6ホーチミン市郊外の職業訓練
施設6鉄の三角地帯・クチ6ホーチミン市【ホーチミン市泊】⑥6ミト―・メコンデルタクルー
ズ6ホーチミン市5【機中泊】⑦成田・関西着（午前）

◇�「母さんはおるす」の舞台
タムガイ村で、主人公の子
どもたちと交流します。
◇�ホーチミン市の戦争証跡博
物館、南部女性博物館で館
長や関係者と懇談します。
◇�ベトナム戦争を体験された
方々にちひろの想いを伝
え、交流の機会を持ちます。

◇�ネパールの村々
を支援する OK
バジさん 25 周
年記念イベント
に参加

◇�世界遺産・古都
バクタプルを訪
問、ネワール文
化に触れる

◇�サチコール村に 3泊。村の暮らしを知り、現代の暮らしを
考える

◇�古都フエにゆったり 3 連
泊。枯葉剤被害児の支援施
設、リエン日本語学校教室
の生徒と交流

◇�ホーチミン市郊外の、枯葉
剤被害者のための職業訓練
施設を訪問・見学

◇�雄大なメコン川を手漕ぎ
ボートでクルーズ。肥沃なメコンデルタを体感。

８
日間

７
日間

９
日間 いわさきちひろ生誕１００年特別企画

ベトナム 「戦火の中の子どもたち」 を訪ねる
１１月１８日 （日） ～１１月２５日 （日）

￥２４８，０００

横井久美子さんと行くネパール

「村人総出で作った音楽ホール」 の舞台 ・ サチコール村訪問
３月１０日 （日） ～１８日 （月）

￥後日発表

戦争証跡博物館に新設される 「横井久美子コーナー」 を見学

第 17 回　横井久美子さんと行くベトナム
１月２５日 （金） ～３１日 （木）

￥２１６，０００ （サイゴンモリン利用）

￥１８９，０００ （バンブーホテル利用）

旅行代金

旅行期間

１５名２０名募 催 ガ旅行代金

旅行期間

２０名３０名募 催 添 イヤ
ホン

©いわさきちひろ　けしの花のなかのあかちゃん
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旅行代金

旅行期間

中　国

旅行代金

旅行期間

１５名２０名募 催 添

韓　国

旅行代金

旅行期間

南太平洋

旅行代金

旅行期間

宮崎 （国内）

韓　国

韓　国

韓　国

旅行代金

旅行期間

１０名１５名募 催 添

ドイツ、 オーストリア

旅行代金

旅行期間

１５名３０名募 催 添 イヤ
ホン

歴史的転換点を迎える朝鮮半島をめぐる 赤羽末吉の絵本の世界をめぐる

芸術・文化を楽しむ旅

６
日間 治安維持法国賠同盟中央本部企画

韓国縦断　平和 ・ 連帯の旅
１０月２２日 （月） ～２７日 （土）

成田 ・ 中部発　￥１７８，０００　

関西 ・ 福岡発　￥１７３，０００　

◇�在韓被爆者や「慰安婦」支援団体、そして「光復会」
の治安維持法犠牲者遺族と交流
◇�日本でも活動されていた平和運動家の方とも交流、東
アジアの非核化と平和構築を展望します
◇�オプションで南北首脳会談が行われた「平和の象徴」
板門店訪問も

①成田/関西/中部/福岡発（午後）5釜山（午後）　朝鮮通信使史跡【釜山泊】②日
帝強制動員歴史館、民主抗争記念館6ハプチョン　在韓被爆者、運動団体と交流6
大邱【大邱泊】③海印寺　7ソウル　青瓦台　大韓民国歴史博物館【ソウル3泊】④
光復会、市民運動団体と交流⑤戦争と女性の人権博物館　「慰安婦」支援団体と交流　詩人・
尹東柱ゆかりの地⑥自由行動e：板門店　仁川（夕刻）5成田/関西/中部/福岡（夜）

４
日間

５
日間3.1 独立運動、 光州 5.18、 そして板門店へ

韓国　ろうそく革命の源流と平和への展望
１２月２６日 （水） ～３０日 （日）　￥１８２，０００

　１月２３日 （水） ～２７日 （日）　￥１７６，０００

　

◇�歴史的転換点を迎える
朝鮮半島、南北首脳が
会談した「平和の象徴」
板門店を訪問
◇ �3.1 独立運動や映画
「タクシー運転手」、
「1987」ゆかりの地を
めぐり、平和の激動を
生んだろうそく革命の
源流を学びます
◇�光州では民主抗争の体
験者や人権団体の方の
お話をうかがいます

①成田他各地発（午前）5仁川（昼）7光州【光州2泊】②旧全羅南道庁ほか光州民主抗争の史跡、体験者や人権団体のお話③7ソウル　映画「1987」
の朴鐘哲記念館、李韓烈記念館　大韓民国歴史博物館【ソウル2泊】④板門店ツアー、3.1独立運動のタブゴル公園⑤自由行動　仁川（夕刻）5成田他各地（夜）

６
日間中塚明先生 ・ 朴孟洙先生と行く

第１３回東学農民革命の歴史を訪ねる旅
１０月１２日 （金） 〜１７日 （水）

￥１７８，０００

◇中塚明先生と朴孟洙先生が全行程同行
◇現地の韓国の市民の方々と交流、民間交流を深めます
◇�東学農民革命ゆかりの地、日清戦争ゆかりの地をめぐりな
がら歴史を学びます

①成田・関空～ソウル（ソウル泊）②景福宮，故宮博物館6天安と成歓邑の日清戦争跡地＜牙
山泊＞③外巌民俗村、勝戦谷闘地、白華山、東学農民軍慰霊塔（泰安）＜牙山泊＞④洪州戦闘地、
洪州義士塚、公城、牛禁峙戦闘地、現地の方と交流＜太田泊＞⑤利仁戦闘地、連山戦闘地6ソ
ウル＜ソウル泊＞⑥ソウル5成田・関空

８
日間ポール ・ ゴーギャン生誕 170 年をむかえて

画家が憧れた楽園 ・ タヒチの旅
2019 年１月１５日 （火） ～２２日 （火）　

詳細後日発表

◇�昨年生誕 170 年をむかえたゴーギャンが晩年すごしたタ
ヒチ・マルケサス諸島を訪ねます

◇�作品にも描かれた原色をちりばめたような色鮮やかな海・
山・南国の動植物を眺めながらゆったり散策

◇�ダンス鑑賞や遺跡などの見学をとおして、ポリネシアン文
化にも触れます

①成田空港発(午後)5タヒチ島6パペーテ（タヒチ博物館、アラフラフのマラエ、バイハピ・
ガーデン）【パペーテ市内泊】②パペーテ終日自由行動【パペーテ市内泊】③パペーテ5ビバ・
オア島(ゴーギャンの「快楽の家」、博物館センター、墓地、プアマウの考古学的遺跡、イポナ遺跡、
ウペケ遺跡)【ビバ・オア島泊】④午前：自由行動5パペーテ【パペーテ泊】⑤パペーテ8モー
レア島(ティキ・ビレッジ・シアター、手書きパレオ染め体験)、午後自由行動【モーレア島泊】
⑥モーレア島(ティキ・ビレッジ・シアター、手書きパレオ染め体験)、午後8パペーテ6
パペーテ空港へ⑦夜便にて帰国の途へ5機中泊5成田空港(午前)

８
日間オーケストラとともに年末年始を過ごす （ANA 便利用）

ベルリンとウィーン音楽の旅
１２月２８日　（金） ～　１月　４日 （金）

￥４２８，０００

◇�ベルリン・フィルのジルヴェ
スターコンサート　指揮バレ
ンボイムの奏でるモーツァル
ト＆ラヴェル

◇�ウィーン・コンツェルトハウ
スにてベートーベン「交響曲
第９番　合唱付き」◇オラニ
エンブルク訪問　ザクセンハ
ウゼン強制収容所見学

①成田または羽田発5経由ベルリン【ベルリン
泊】②6カイザー・ヴィルヘルム教会、ベルリ
ンの壁、楽器博物館、ブランデンブルク門【ベルリ
ン泊】③6ザクセンハウゼン収容所6クリス
マスマーケット　（夜）ジルヴェスター・コンサー
ト【ベルリン泊】④5ウィーン（夜）年越しディ
ナー【ウィーン泊】⑤アルベルティーナ美術館（夜）
コンツェルトハウス「第９」演奏会【ウィーン泊】
⑥終日、自由見学（e公演）【ウィーン】⑦ウィー
ン5乗継5【機中泊】⑧成田または羽田着

８
日間赤羽末吉が描いた絵本 『あかりの花』 のふるさと

中国雲南 ・ 貴州　一面の菜の花畑とミャオ族の村々をあるく
２月１６日 （土） ～２月２３日 （土）

￥２９５，０００

◇�日本の子ども達と中国をつなぐ架け橋となる絵本『あか
りの花』のルーツをたどります

◇�赤羽末吉の研究をする親族、赤羽茂乃さんに、制作エピ
ソードを交えてご案内いただきます

◇�少数民族の村々に加え、羅平の「菜の花の海」やアジア
最大の滝などの絶景もお楽しみください

①成田発（午前）5昆明（夜）【昆明泊】②
6羅平「菜の花の海」、金鶏峰などカルスト
地形　【羅平泊】③羅平「菜の花の海」6黄
果樹【黄果樹泊】④黄果樹瀑布6竜宮風景
区	6貴陽【貴陽泊】⑤6凱裏　李刀ミャ
オ族寨　民族舞踊鑑賞【凱裏泊】⑥6青曼
ミャオ族の村、トン族の村（肇興、三江・格江
など）訪問【肇興泊】➆トン族の村（堂安など）
6貴陽【貴陽泊】⑧貴陽（午前）5成田（夜）

３
日間宮崎 ・ 高千穂の夜神楽を鑑賞

赤羽末吉が描く 「日本神話」 の世界
１１月３０日 （金） ～１２月２日 （日）

￥１０５，０００
◇�高千穂神楽を見学、赤羽末吉
が描いた「人々の暮らしの中
にある神々」を発見しません
か。

◇�絵本『日本の神話』シリーズ
を読み進みながら、ゆかりの
地を赤羽末吉の親族、赤羽茂
乃さんと共に巡ります

◇�秋の高千穂峡の絶景や、煮し
めなどの郷土料理、名物かっ
ぽ酒などもお楽しみいただき
ます

①羽田発（午前）5熊本6阿蘇6高千穂【高
千穂2泊】②高千穂神社、天岩戸神社、国見ケ丘、
高千穂峡　夜神楽鑑賞③6一ッ葉海岸、青島
海岸　宮崎5羽田（夜）

旅行代金

旅行期間

２５名３５名募 催 添 イヤ
ホン

高千穂・夜神楽

絵本『あかりの花』と

中国・ミャオ族の風俗

日　時 ： 12月７日 （金） 18 ： 00～ 20 ： 00

講　師：赤羽茂乃さん（赤羽末吉のご親族）

参加費 ： 1,000円

内　容 ： �赤羽末吉が 『あかりの花』 の

中で描いた、 中国少数民族

ミャオ族の、美しい刺繍の入っ

た衣装や独特の髪形、 暮らし

をご紹介いただきます。

旅行代金

旅行期間

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

TRAVEL SCHOOL

１５名２５名募 催 添 イヤ
ホン

１５名２０名募 催 添 イヤ
ホン

©中国国家観光局 （大阪）

 　　　　　　　国際法律家協会 ・ 笹本潤先生と行く

今こそ韓国の平和運動から学ぼう―日本の憲法９条加憲論の危険、 朝鮮半島の平和プロセスの実態

韓国　憲法と米軍基地、 南北問題を知る
１１月１８日 （日） ～２１日 （水）

￥１５９,000　

◇�憲法 9条に「自衛隊」を明記したらどう
なるか？　韓国の憲法の経験をきく
◇�ろうそく革命、南北対話につながった草
の根市民団体と交流
◇�世界最大の米軍基地となったピョンテク
基地、南北会談の舞台となった板門店を
訪問

①東京・関西・福岡（午前）5ソウル、大韓民国歴史博物館、
憲法についての懇談【ソウル泊】②6板門店、南北対話につい
てのお話　【ソウル泊】③6ピョンテク基地、ろうそく革命に
ついて市民団体と懇談【ソウル泊】④自由行動、5東京・関西・
福岡（夕刻）

募 添 イヤ
ホン１０名２０名催
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編集後記　　　　　　　　　
西日本を襲った豪雨により、被災された皆様に心よ
り御見舞い申し上げます。地球温暖化などの影響も
あり、集中豪雨が頻繁に発生しています。また大き
な地震の発生も同様に多くなっています。自然災害
は発生予測が難しいことや発生の速度が速く、避難
が困難な場合が多く見られます。今後このような被
害が起こらないように、右肩あがりの考えから、国
民の安全・安心を考える国の役割を明確にすること
が重要だと感じています。

（H.Y）

フィンランド

北海道

マレーシア

カナダ

秋田 ・ 青森

ニュージーランド

北海道

スイス

旅行代金

旅行期間

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

旅行代金

出発日

旅行代金

旅行期間

１０名１５名募 催 添 イヤ
ホン

旅行代金

旅行期間

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

旅行代金

旅行期間

８名１２名募 催 ガ

旅行代金

出発日

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

旅行代金

旅行期間

６名１２名募 催 添 イヤ
ホン

①成田・関空発（午前）5経由5イナリ【イナリ泊】②サーミ博物館【イナリ泊】③終日自由見
学（e:スノーシュー・ハイキング、ソリでオーロラハンティング）④終日自由見学（e:スノー
モービル体験、専用車でオーロラハンティング）⑤イナリ5経由5⑥成田・関空着（午前）

①羽田発（午前）5稚内空港着　フェリーで利尻島へ【利尻島内泊】②利尻島内一周見学、甘露泉
水・旧道ハイキングコース【利尻島内泊】③フェリーで礼文島へ　ウニ丼を堪能後、桃岩歩道散策【礼
文島内泊】④午前：フェリーで稚内へ　宗谷岬見学　午後：稚内空港5羽田空港着

①成田発（午前）5コタキナバル【コタキナバル泊】②6登山ゲートw中腹の山小屋【山小屋泊】
③山小屋wローズ・ピーク（キナバル山山頂）w中腹の山小屋【山小屋泊】④山小屋w登山
ゲート6コタキナバル【コタキナバル泊】⑤6ロッカウィ・ワイルドライフパーク6サバ
州博物館6モスク6空港5クアラルンプール【機中泊】⑥5成田

①羽田発（午後）5トロント6ナイアガラ【ナイアガラ泊】②ナイアガラの滝6トロント【ト
ロント泊】③5プリンスエドワード島6【シャーロットタウン泊】④6グリーンゲイブルズ
ハウス【シャーロットタウン泊】⑤5モントリオール6モン・トランブラン【モン・トランブ
ラン泊】⑥9トランブラン山w【モン・トランブラン泊】⑦モントリオール5⑧成田着（午後）

①羽田発（午前）5大館能代空港着　岳代周辺散策【深
浦町泊】②白神岳登山　登山口（240m）～白神岳（1,232m）
【深浦町泊】③十二湖散策　青池・沸壷の名水・ブナの原
生林【深浦町泊】④ウェスパ椿山駅より五能線の旅　秋田
空港発5羽田着（夕刻）

①成田発（夜）5②経由5クライストチャーチ6マウントクック【マウントクック泊】②フッ
カーバレー・ハイキング【マウントクック泊】③6テ・アナウ【テ・アナウ泊】④ルートバーン【マッ
ケンジー湖小屋泊】⑤ルートバーン【ルートバーンフォールズ小屋泊】⑥ルートバーン6クィーン
ズタウン【クィーンズタウン泊】⑦クィーンズタウン5経由5 ⑧成田着

①羽田空港発（午前）5中標津空港　知床へ【ウトロ温泉泊】②午前：フレペの滝スノーシューハ
イキング（約２km）午後：流氷ウォーク、車移動で冬の動物ウォッチング【ウトロ温泉泊】③午前：
原生林スノーシューハイキング（約３km）午後：自由行動　【ウトロ温泉泊】④午前：道の駅に立ち寄り、
中標津空港へ　午後：中標津空港5羽田空港着

①成田発（午前）5ミラノ6ティラーノ【ティラーノ泊】②7ポントレジナ【ポントレジナ泊】
③9コルヴァッチwフェックス谷【ポントレジナ泊】④7オスピッツォwベルニナ峠
9ディアボレッツァ【ポントレジナ泊】⑤6ソーリオ村7ダヴォス【ダヴォス泊】⑥9
ヤコブスホルンwグラヴァデーラーアルプ【ダヴォス泊】⑦7チューリッヒ5経由5⑧
成田着

◇�ラップランド最大の湖イナリ湖畔　人工灯が少なく、空が
広いのでオーロラ観測に最適
◇�オプショナルツアーで「スノーモー
ビル」や「スノーシュー」など体
験
◇�原住民サーミの故郷イナリ　歴史
と文化を学ぶサーミの博物館見学

◇�紅葉の利尻島とリンド
ウの季節の礼文島で自
然散策を楽しみます
◇�往復、稚内空港へ直行
便を利用
◇�ウニ丼や塩ラーメンな
どお食事もお楽しみに

◇�名峰キナバル山（4092.5 ｍ）を抱く世界遺産の国立公園へ　
山小屋 2連泊
◇�登山中は 5人につき 1人の山岳ガイドと添乗員のサポート　
安全に山頂を目指します
◇�オラウータンやテングザルなど希少なボ
ルネオの動物、熱帯の植物を観賞

◇�遊覧船でナイアガラの滝を
見学　テーブルロックから
滝壺を眺める

◇�シャーロットタウン 2連泊　
秋色に染まる「恋人の小路」
「お化けの森」散策
◇�ゴンドラでトランブラン山
へ　山頂からの展望と紅葉ハイキング

◇�自然だけでなく歴史や文化などそ
の土地の背景から説明できるガイ
ドがご案内

◇�不老不死温泉や海の幸も満喫
◇�津軽三味線の生演奏も聞ける五能
線で列車の旅

◇�雄大な山岳コース、ルートバーントラックを踏破！ガイド
2人体制の安心のハイキング

◇�サザンアルプスの主峰アオラ
キ（3724 ｍ）を望む　マウン
トクック国立公園ハイキング

◇�湖畔の町テ・アナウでは OP
ツアーでツチボタル洞窟見学

◇�初めてでも安心！ネイチャーガ
イドのご案内で流氷ウォーク・
スノーシューハイキング

◇�冬の動物ウォッチングは車移動
でらくらく見学

◇�２月は流氷フェスティバルに参
加します

◇谷あいの小さな村ダヴォスではヤコブスホルン山頂へ
◇�秋は黄葉が美しい季節　フルチュラ
ス展望台からフェックス谷をハイキ
ング

◇�エンガディンの味覚を代表する栗料
理やジビエ、山のチーズを満喫

世界と日本の自然を楽しむ旅

旅行代金

出発日

８名１２名募 催 添

紅葉 ・ リンドウの季節

秋の利尻島 ・ 礼文島をあるく
９月２７日 （木） ～３０日 （日）

￥135,000

マレーシア最高峰を登る　山小屋 2 連泊

ボルネオ島 ・ キナバル山をあるく
１月２４日　（木） 発 ・ ２月２１日　（木） 発

￥２４８，０００

人気ローカル線 ・ 五能線に乗車

白神山地をあるく
９月３０日 （日） ～１０月３日 （水）

￥105,000

流氷ウォークとスノーシューハイキング

冬の知床をあるく
①２月２４日 （日） 発　②３月１３日 （水） 発

①￥１２９，０００　②￥１３９，０００

黄金に輝くカラマツとスイス料理を満喫

秋のスイス 黄葉のエンガディンをあるく
１０月２日 （火） ～９日 （火）

￥３６８，０００

４
日間

６
日間

４
日間

８
日間

４
日間

オーロラベルトの真下 ・ イナリ湖畔 4 連泊　

フィンランド ・ オーロラを訪ねる旅
①１月１７日　（木） 発　②３月２５日　（月） 発

①②￥２６８，０００

『赤毛のアン』 の舞台と絶景の紅葉をめぐる

プリンスエドワード島とメープル街道
１０月４日 （木） ～１１日 （木）

￥３８５，０００

アオラキの麓　ハーミテージホテルに 2 連泊

ニュージーランド　ルートバーントラックをあるく
１月２４日　（木） ～１月３１日 （木）

￥４４８，０００

６
日間

８
日間

８
日間

８名１２名募 催 添


