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　ロースクールの学生で 22 歳だったとき、私の人生を
変える出来事が起こりました。
　私の国がイラク侵攻の支持を決定したのです。私は、
コスタリカの平和憲法を使ってこの決定を覆そうと訴訟
を起こしました。2003 年のことです。それから世界中
を旅し、平和憲法と日本の 9 条の大切さを語ってきまし
た。この過程で、富士国際旅行社と出会い、ツアー参加
者が旅を通して、平和や文化を発展させ、より良い平和
な世界に貢献していることに気づきました。これまで、
私は、旅行の参加者に喜びと達成感を持って話をしてき
ました。今回の富士国際旅行社の 55 周年記念イベント
にお越しいただき、平和への闘いについて私の体験を、
ぜひ聞いていただけることを願っています。

（弁護士　ルイス・ロベルト・サモラ・ボラーニョス）

　弊社は１０月１４日で創
立５５周年を迎えます。当
社の観 光庁長官（設 立時
は運輸大臣）登録番号は第
８４号です。今では日本で
１９番目に古い旅行社であ
り、資本系列もなく旅行業
を本業とする数少ない専門
旅行社の一つです。５５年
の歴史は民主的な運動や多
くのお客様に支えられて今

日を迎えることが出来ました。感謝を申し上げます。
　旅行業は平和産業です。平和でなければ旅行はできま

せん。わたしたちは「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する」という理念を持つ会社
です。社内全体で理念を基に仕事をしています。困難が
あっても理念で一致団結し乗り越えてきました。今後も
様々なことがあると思いますが、経営理念の実現に向け
て次の６０年を目指してまいります。
　また、５５周年を記念してイベントを沖縄で開催しま
す。軍隊をすてた国コスタリカからロベルトサモラ弁護
士とコメディアンの松元ヒロさんをお呼びして平和への
権利をかんがえるイベントを企画しました。皆様のご参
加をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　（代表取締役社長　太田 正一）

※2面にてイベント詳細をご覧ください。

このパンフレットは地球環境にやさしい再生紙を使用しています。

軍隊をすてた国コスタリカから憲法訴訟を起こし大統領から
“平和憲法” を守ったロベルト・サモラ弁護士来日

経営理念にもとづくわたしたちの役割

富士国際旅行社 創立５５周年 記念イベント
～平和への権利を求めて～

上映会

「コスタリカの奇跡
　～積極的平和国家のつくり方～」
日　時 ： 　８月２０日 （火） 18 ： 00 ～ 20 ： 00

　９月１７日 （火） 18 ： 00 ～ 20 ： 00
１１月２７日 （水） 18 ： 00 ～ 20 ： 00

　１月１６日 （木） 14 ： 00 ～ 16 ： 00

参加費 ： 1,000 円 （要予約）

内　容 ：  環境にどのように投資して現在にいたるのかを描いてい

ます。 軍隊廃止を宣言したホセ ・ フィゲーレスやノーベル

平和賞を受賞したオスカル ・ アリアス元大統領、 学生の

時に国を違憲で訴えたロベルト弁護士なども登場します。

（映画本編 89 分）

TRAVEL SCHOOL

コスタリカ

○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メキシコ5【サンホセ２泊】②国立博物館、国立劇場、家庭訪問で料理体験③6コー
ヒー農園6サラピキでエコツアー【サラピキ泊】④ボートツアー、自然保護区散策⑤国会、選挙
最高裁判所訪問、現地の方と交流【サンホセ泊】⑥サンホセ5メキシコ【空港待機】⑦メキシコ
5⑧成田着

◇�平和憲法を持ち常備軍を持
たない国に学ぶ

◇�エコツーリズム発祥の国で
多様な動植物が生息する豊
かな自然を観測

◇�現地の方との交流でコスタ
リカの市民の生活を知る

８
日間

①１１月１１日 （月） ～１１月１８日 （月）

②　１月２０日 （月） ～　１月２７日 （月）

③　３月２３日 （月） ～　３月３０日 （月）

①￥３７３，０００　②￥３７７，０００　

③￥３８２，０００

平和憲法を持つ国 ・ 人権を大切にする国

平和憲法を活かすコスタリカを訪ねる
旅行期間

旅行代金

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン

ー�経営理念�ー
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。
ロベルト弁護士　講演会

東京・大阪でも開催いたします！
12 月上旬予定
詳細はお問い合わせください（担当： 遠藤 / 石井）

第2回日本文化交流会（スイス　ミューレン）

１.軍隊をなくした国
1949 年、憲法第 12 条で常備軍を廃止。1983
年には「永世・積極的・非武装」中立を宣言
しました。
２.国家予算の３割が教育費

「兵士の数だけ教師をつくろう」と、国家予算
の３割を占めていた軍事費を教育予算に回し、
無償化に。医療費も無料。
３.国内消費電力98％が自然エネルギー

４年連続で国内消費電力 98％以上を自然エネ
ルギーによる電力で賄っています。多くの割合
で河川水力、次いで風力、地熱発電となってい
ます。
４.こども投票がある国

コスタリカの大統領選挙では、選挙権を持たな
い未成年のこどもたちが投票できる模擬選挙も
行われ、候補者たちがその結果を重要視するほ
ど注目されています。

 コスタリカって

　 どんな国？

かりゆしウェア提供：藤崎紅型工房
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富士国際旅行社 創立５５周年 特別企画
創立 55 周年という節目を記念し、沖縄でイベントを開催します！
いつも旅づくりを支えて下さる皆様に感謝の気持ちを込めて企画いたしました。
ふるってご参加ください！

【日時】 2019 年 11 月 29 日（金）　14：00 開場
　　　　第一部 15：00 ～ 17：00 頃予定
　　　　第二部 18：00 ～ 19：30 頃予定
【場所】 琉球新報ホール（ゆいレール「県庁前」駅徒歩３分）
【定員】 600 名

第一部
コスタリカ在住　
ロベルト・サモラ弁護士講演会

第二部

松本ヒロさん　お笑いライブ

【お申込み】

イベントのみご参加の方はＱＲコード、もしくは富士国
際旅行社ＨＰに設置している申込フォームより、お申込
みくださいませ。
※ツアーにご参加いただく方は必要ありません。

プレゼント企画

イベントご参加者には先着 200 名様に

フィリピンのエコバックをプレゼント！
下記掲載ツアーご参加の皆様には
全員にプレゼントさせて頂きます。

地方発着も承ります

羽田空港以外の発着地でもお手配可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。

全国からのご参加お待ちしております。

グループ参加大歓迎

地域のお仲間、 組織団体の
オリジナル沖縄ツアーも企画可能です。
お誘い合わせの上ご参加ください！

沖縄本島コース （1 泊 2 日）

創立55周年記念イベント参加ツアー

１１月２９日 （金） ～３０日 （土）

￥４９，０００( 羽田往復航空券 + ホテル 1 泊 )

１日目： 各地空港→那覇　午後：
オプショナルツアーあ
り、各自琉球新報ホー
ルへ移動、５５周年イ
ベント参加、終了後各
自ホテルへ

2 日目： 自由行動（オプショナ
ルツアーあり）、夕刻
那覇空港→羽田空港

沖縄本島コース （2 泊 3 日）

沖縄本島兼固段文化と交流の夕べ

１１月２９日 （金） ～１２月１日 （日）

￥８５，０００
1 日目： 各地空港→那覇、午後：不

屈館見学、弊社 55 周年イベ
ントに参加、夜：夕食参加
者交流会

2 日目： 中部基地（普天間基地、嘉
手納基地周辺）、宮森小学校
米軍機墜落事件から 60 年・
石川宮森 630 会の方のお話、
辺野古、夜は箇段集落にて
伝統的な獅子舞を鑑賞しな
がら地元の方と交流します。

3 日目： 自由行動（オプショナルツ
アーご用意）、夕方那覇空港
→羽田空港

宮古島コース （3 泊 4 日）

宮古島 ・ 平和と交流の旅

１１月２９日 （金） ～１２月２日 （月）

￥１２５，０００
1 日目： 午前羽田→那覇、午後：不屈館見学、夕方～：弊社 55 周年イベントに参加、夜夕食交流会
2 日目： 那覇→宮古島、宮古島内見学（戦跡めぐり、自衛隊配備予定地、アリランの碑）
3 日目： 宮古島内見学（ハンセン病国立療養所・伊良部

下地島見学）
4 日目： 宮古島内見学（憲法 9 条の碑、地産地消の食材

が売っている市場、伝統的な宮古上布工房、泡
盛酒造見学、景勝地東平安名崎）、夕方宮古島→
羽田空港

石垣島コース （2 泊 3 日）

八重山の歴史を学び、 伝統芸能鑑賞

１１月２９日 （金） ～１２月１日 （日）

￥１１２，０００
1 日目： 午前羽田→那覇、午後：不屈館見学、夕方～：弊社 55 周年イベントに参加、夜：夕食参加

者交流会
2 日目： 那覇→石垣島、石垣島内見学（戦跡めぐり、戦争マラリアを語り継ぐ会の方と交流）、夕方：

八重山芸能鑑賞
3 日目： 石垣島内見学（自衛隊配備問題について

地元の方と交流）、夕方石垣島→羽田空港

創立 55 周年特別企画！　沖縄平和ツアー　

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。

「国際観光旅客税」について
2019 年１月７日以降、日本から出国される方を対象に『国際観光旅客税』が導入さ
れました。当社では、2019 年 1月 7日以降に出発する海外ツアー、航空券をお申し
込みのお客様より、お一人様 1,000 円を別途徴収させていただきます。

information

旅行期間 旅行期間旅行期間

旅行期間

旅行代金 旅行代金旅行代金

旅行代金

表彰されました！
　2019 年 6 月、 ＪＡＴＡ （日本旅行業協会） 会長表彰が行われ、

弊社は 「働き方 ・ 休み方改革部門」 において、 “審査員特別賞” を

いただきました。 長時間労働是正に向けたワークスタイルや

雇用環境整備推進改革が評価されました。

引き続き、 様々なライフステージにおいて

社員が働きやすい職場環境を整えて参ります。

年金者組合神奈川県本部企画協力 年金者組合神奈川県本部企画協力

①羽田発（午前）5那覇、55 周年イベント in 沖縄【那覇 2 泊】②首里城、平和の礎、ひめゆりの塔、
辺野古、兼箇段にて交流③「基地に頼らない経済」について講演会、琉球新報博物館、不屈館、国際
通り　那覇発5羽田着（夜）

①羽田発（午前）5那覇、55 周年イベント in 沖縄【那覇 2 泊】②首里城、平和の礎、ひめゆりの塔、
辺野古、兼箇段にて交流　③那覇発5石垣着、憲法九条の碑、八重山平和記念館など島内見学④
自衛隊配備候補地見学・地元の方からのお話、川平湾見学　石垣発5羽田着（夕方）

◇兼箇段にて伝統的な獅子舞を鑑賞、地元の方と交流
◇名護市・辺野古を見学、グラスボートで大浦湾の海を見学
◇富士国際旅行社特別企画イベントにご招待

◇�石垣島では自衛隊配備候補地を訪
問し、地元の方と懇談・交流

◇�数多く残る民謡など、八重山芸能
を鑑賞

◇�戦争マラリアの歴史について学び
ます

１１月２９日 （金） ～１２月１日 （日）
￥７７，０００

１１月２９日 （金） ～１２月２日 （月）
￥１２４，０００

辺野古支援と沖縄の発展を見聞する

沖縄本島　平和 ・ 交流の旅
戦争マラリアを学ぶ

沖縄本島と石垣島　平和 ・ 交流の旅
旅行期間 旅行期間

旅行代金 旅行代金３０名４０名募 催 添 イヤ
ホン

催 ２０名５０名募 添

催 ２０名５０名募 添

催 ２０名５０名募 添

２０名４０名募 催 添 イヤ
ホン

※�羽田以外の空港発着の方もご案内可能です。短縮・延泊希望などお気
軽にお問合せください。

イベント詳細

　2019 年 6 月、 ＪＡＴＡ （日本旅行業協会） 会長表彰が行われ、

弊社は 「働き方 ・ 休み方改革部門」 において、 “審査員特別賞” を

いただきました。 長時間労働是正に向けたワークスタイルや

　2019 年 6 月、 ＪＡＴＡ （日本旅行業協会） 会長表彰が行われ、

弊社は 「働き方 ・ 休み方改革部門」 において、 “審査員特別賞” を

いただきました。 長時間労働是正に向けたワークスタイルや
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　毎年六月になると、沖縄の学校では沖縄戦が終結した
六月二十三日を、平和を祈念する月間として「平和学習」
を行います。
　私はおよそ二十年前から、その平和学習で石垣島の
戦争体験を語るための講師として、小・中・高校へ招か
れ、戦争体験を語ってきました。その際、とりわけ小学
校の低学年には、言葉だけでは通じないものがある事を
感じ、絵を描いて見せる方がわかりやすいのではと考え、

描き始めたのがこの戦争画です。
　描き始めてみると、つぎつぎと記憶が蘇って三十枚余
になったころ、展示会をやろうと、友人たちが実行委員
会をつくり第一回目を成功させ、現在第二回展示会を準
備しています。
　この絵が、一枚でもこころの眼にとまり、平和を考え
るきっかけになることができればと、願っています。

（しおひら　まさみち）

戦争マラリアとは
1945 年 4 月頃から八重山諸島の住民が日本軍の疎
開命令によって安全な水や食料の入手が望めないマ
ラリア発生地域に追いやられ、住民や駐留軍人らが
大量に罹患し、死亡した事件。原住地に戻った後も
日本軍が生活手段である家畜や穀物を破壊・消費し
ていたため、さらには 12 月まで医薬品の供給が途
絶えていた事で 6 月の沖縄停戦・8 月の日本降伏後
も被害は続き、最終的には 3600 人以上の方々が犠
牲となりました。

石垣島 宮古島 沖　縄

○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（午前）5那覇5石垣島着　八重山平和祈念館見学【石垣島内泊】②石垣島ＡＡＡ与
那国島　与那国島一周見学【与那国島内泊】③与那国島ＡＡＡ石垣島　憲法九条の碑や川平湾など島
内見学【石垣島内泊】④午前：自由行動　ＯＰ竹富島へ　石垣島発 ( 午後 )5那覇5羽田

①羽田発（午前）5那覇5宮古島着　自衛隊配備予定地見学【宮古島内泊】②ハンセン病国立
療養所 “宮古南静園” 見学、池間島見学【宮古島内泊】③憲法九条の碑など見学、伊良部島・下地島
見学【宮古島内泊】④午前：東平安名崎、あたらす市場　午後：宮古島発5那覇5羽田着

①午前：羽田空港発、那覇空港着、不屈館、琉球新報社博物館、基地に頼らない経済について講演会【那
覇市内泊】②午前：中部基地（嘉数高台、普天間基地・嘉手納基地周辺）【那覇市内泊】③午前：辺野古、
高江訪問【那覇市内泊】④出発まで自由行動（ＯＰで南部戦跡へご案内）、夕方那覇発、夕刻羽田着

◇�強制疎開により多くの犠牲者を出した戦争マラリアの歴史
を学びます
◇�自衛隊配備計画が
進む、石垣島の今
を学びます
◇�数多く残る八重山
民謡など、多彩な
文化もお楽しみ下
さい

◇�自衛隊配備にむけて急ピッチで工事が進む宮古島で住民の
方からお話を伺い交
流します

◇�地域との共生に取り
組むハンセン病国立
療養所を見学します

◇�無料で渡れる日本一
長い伊良部大橋から
青い海を眺望

◇�沖縄の戦前・戦中・戦後の新聞報道を学べる琉球新報社博
物館と記者のお話

◇�中部基地を見学し、日本
の思いやり予算と基地負
担の実態を学びます。

◇�辺野古・高江を訪問。非
暴力の闘いの歴史を学び、
新基地建設問題を考えま
す。

４ ４ ４
日間 日間 日間

①１０月２４日 （木） ～２７日 （日）

②１２月２５日 （水） ～２８日 （土）

①１４３，０００円　②１３９，０００円

①１０月２０日 （日） ～２３日 （水）

②１２月２５日 （水） ～２８日 （土）

①￥１４１，０００　②￥１３５，０００

① 9/8 発　② 10/20 発 ③ 12/26 発

④ 1/19 発 ⑤ 2/16 発　

①④⑤￥９９，５００　②③￥１０５，０００

戦争マラリアの歴史を学ぶ

石垣島 ・ 与那国島　歴史と文化の旅
宮古島 ・ 伊良部島 ・ 下地島 ・ 池間島見学　

宮古島　平和と交流の旅
辺野古 ・ 高江を訪問～基地に頼らない経済を考える～

非暴力の闘いを学ぶ沖縄の旅
旅行期間 旅行期間 旅行期間

旅行代金 旅行代金 旅行代金

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン １０名２０名募 催 添 イヤ

ホン １５名３０名募 催 添

石垣島の戦争体験を絵に

～戦争マラリアを絵からかんがえる～

石垣島在住　潮平 正道

①マラリアは、高熱が出るので水を流して熱をさました。

③マラリアで死んだ孫を運ぶ老人

②字石垣の池城安吉氏に、字荒川の同姓同名の召集令状が誤って届けられた。誤りに気がつい
た字石垣の池城氏は、役場に届け先の間違いを知らせに行くと、そこに上等兵の憲兵がいて、「徴
兵を拒否する言いわけだ」と池城氏に激しい暴力をふるった。たまたまそこに字石垣の池城氏
を知る軍曹の憲兵がきて事情を知り、逆に上等兵の憲兵が強い叱責を受け、字石垣の池城氏の
疑いが晴れて召集令状配達の間違いが正された。

④潮平寛保（正道の父）は、住民のための食糧を確保
する食糧営団の責任者だった。山への避難命令がでた
ときのために、山中での住民の食糧の米を備蓄してお
いたが、ある朝、軍人たちが突然家にやってきて、雨に
濡れた軍の米と、備蓄しておいた住民の米とを交換す
るよう求めてきた。雨にぬれた米は腐りやすく保存がで
きないので、寛保が断ると、軍人は、「軍の命令は、天
皇陛下の命令であるから、命令に背くお前は非国民だ」
と言った。長い間、在郷軍人会の会長だった寛保は、
家のたんすから勲章をとりだしてみせたので、軍人たち
はしぶしぶ引き上げていった。そのため、避難命令が
でた際の寛保の日記には、『避難前に住民に米を配給し
た』という記録が残されている。

一番右が潮平さん
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２５人から始まった日本最北マラソン大会

2020年 第２０回 島をあげてのおもてなし
利尻島一周悠遊覧人ｇ （ユウユウランニング） 第 19 回実行委員長　黒川 健一

　日本最北の離島利尻島は日本海に浮かぶ周囲約６０Ｋ
Ｍ、中央には日本 100 名山の秀峰利尻富士が聳え、毎年
この頂をめざし、多くの登山者が訪れる自然に恵まれた
美しい島です。
　「利尻礼文・サロベツ国立公園」のランドマークともい
えるこの島を一周するマラソン「「利尻島一周悠遊覧人
ｇ」（53.7 ＫＭ）が今年も 6 月 2 日に 19 回目として開催
されました。残雪を抱いた利尻山を眺めながら、グルーッ
と島を一周すると刻々と変わる山容、日本海を吹き抜け

る潮香を感じる風、飛び交うかもめや野鳥の歌声、山裾
の芽吹いたばかりの柔らかい緑、どれをとっても間違い
なく大自然をたっぷりの癒しの空間です。
　この利尻島一周マラソンのきっかけは、地元利尻高校
がふるさと教育の一環として高校生活 3 年間でふるさと
利尻島の素晴らしさを体験しようということで利尻山登
山、島一周ウォーキング、フェリーを貸し切っての海上
から利尻島を一周（現在は礼文島トレッキング）を実施
していて 3 つを成功させて生徒には卒業時 3 冠王の称
号を与えその実績をたたえるという素晴らしい取り組み
を行っており、当時ＰＴＡとしてこれらに参加し、これ
を何とか町おこしに発展させられないかとの考えから始
まりました。第 1 回大会はそんな流れから、高校と十分
な協議を行いないがら、高校の一周ウォーキングとタイ
アップし、7 月 7 日に一緒に開催させていただきました。
1 回目の参加者は島内 14 人、島外から 11 人の参加を得
て計 25 人でスタートしました。夜中には雷の鳴り出す
暴風雨で気温も 9 度以下、19 回を数える大会の中でも
最も厳しい条件での大会となりました。こんな悪条件で
の大会に参加したランナーは多分来年は来ないだろうと
の不安もよぎりながらの第 2 回大会でしたが、初回の参
加者が仲間を連れて戻ってきてくれました。島外方は約

5 倍の 50 人が参加し計 71 人のエントリーとなりました。
この 2 回大会の最悪で、暴風雨、おまけに翌日皆さんが
お帰りになる一便のフェリーが欠航というおまけまでつ
いてしまいました。この１～２回の大会はランナーも大
変でしたが、途中でリタイヤのできないスタッフも大変
厳しい大会運営でした。外野席の大方は 3 ～ 4 回も続け
ば自然消滅、そんな風に思われていたかもしれません。
しかし私たちはこの大会を乗り切れたことで、これ以上
の悪条件はあり得ない、どんな悪天候でもやれるという
変な自信につながったのも事実です。
　ただ 3 回目までの 100 人以下の大会ではスタートは一
緒でもその後は前後に誰も仲間がいないさびしい状態で
大会アンケートにも「一人でどこかで勝手に練習してい
るのと何も変わらない」「防災無線で雲丹漁などの放送
は入るがこの島は自分たちランナーには全く無関心なの
か、放送もしてくれない」そんな厳しい意見や多くのア
ドバイスもいただきました。
　確かに時々ひとり走っているのがいるが変わり者が勝
手に走っているのだなーくらいにしか感じられなかった
のかもしれません。今は何処にいても前後にだれか仲間
がいてくれ、ランナーの流れも切れることがありません。

漁業や観光の最盛期にもかかわらず沿道にも多くの島民
が応援に出てきてくれる風景になりました。
　全国を走り回っている参加者の皆さんの声は私ども素
人集団にとってはとても大切なアドバイスでした。一つ
一つできることからクリアさせていただきました。私た
ち地元がこの大会の生みの親であれば、支援者や参加者
の皆さんは育ての親といっても過言ではありません。今
はこのイベントは春の利尻島の風物詩として島民にも待
ち焦がれていただける楽しみな大会に育てていただきま
した。
　マラソンブームの昨今やりようによっては千人単位の
大会規模にできるという意見もあります。でも私たちの
この大会は参加人数で規模を競い合おうとは思っており
ません。参加人数が少なくとも参加者に満足いただける
大会、おもてなしが感じられる大会、スタッフもランナー
もお互いが顔の見える、そして共にいい大会を作り上げ
ていくそんな気持ちの通じ合える大会にしていけたらと
思っております。
　来年は記念の 20 回大会となります。是非全国の皆さ
ん最北の［小さくともきらりと光る大会］「利尻島一周悠
遊覧人ｇ」にお出でください。         （くろかわ　けんいち）

北海道 ベトナム 北海道

○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 ( 午前 )5 稚内 6 稚内港 8 鴛泊港　利尻について地元の方からお話【鴛泊３泊】
②利尻島内見学（姫沼・オタトマリ沼）前夜祭に参加③利尻島一周悠遊ランニングに参加④鴛泊港
8稚内港6宗谷岬周辺　稚内発5羽田

①成田発／関空発（午前）5ホーチミン市着、午後：オレンジマラソンレクチャー【ホーチミン市３泊】
②ホーチミン市見学（現地の枯葉剤被害者支援団体と交流）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、午後：自由行動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、ハノ
イへ移動【ハノイ泊】⑤終日：ハノイ市内見学⑥午前：ハノイ市内見学、夕食後ハノイ空港へ5
ハノイ発⑦早朝、日本帰国

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

◇日本百名山の利尻山を眺めながら島一周にチャレンジ！
◇利尻島一周 53.7km、制限時間は 10時間です
◇前夜祭では島民の皆さんの出し物や海産物を満喫！

※�各地空港から出発を
ご希望の方もお気軽
にお問い合わせくだ
さい

◇�選 べ る マ ラ ソ ン コ ー ス
（42km、21km、10km、5km）
◇�枯葉剤被害者支援施設を訪
問、現地の支援団体と交流し
ます。

◇�短期と延泊（ハノイ）コース
をご用意。マラソンは応援の
みの参加も可能です。

◇�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

４ 5/7 ４
日間 日間 日間

６月５日 （金） ～８日 （月）

￥１３９，０００

①１月３日 （金） ～７日 （火）

②１月３日 （金） ～９日 （木）

①￥１８５，０００　②￥２１５，０００　

９月２６日 （木） ～２９日 （日）

￥１３５，０００

最北のマラソン大会 ・ 地元の方と交流

利尻島一周悠遊ランニング参加ツアー
枯葉剤被害者 ・ 障がい者を支援しよう！

ベトナムオレンジマラソン参加ツアー
紅葉 ・ リンドウの季節

秋の利尻島 ・ 礼文島をあるく
旅行期間 旅行期間 旅行期間

旅行代金

旅行代金

旅行代金８名２０名募 催 添 イヤ
ホン

１５名５０名募 催 添 イヤ
ホン

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン
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韓国　光州民主抗爭４０周年に際して

円光 ( ウォングァン ) 大学校総長　朴 孟洙 ( パク ・ メンス )　

　1980 年５月の光州 ( クァンジュ ) ！　その光州で民衆
抗争が起きて、来年で 40 周年になる。その頃、20 代前
半の若い軍人だった私は、来年には大学を退職する年齢
を迎える。しかし、その間に短くない歳月が流れたが、
私はまだ光州の痛みから自由ではない。なぜなら私は、
光州民衆抗争当時、私の意志とは関係なく、光州市民を
虐殺した戒厳軍と同じ軍人の身分だった、すなわち加害
者だったからである。
　去る４０年間、私は加害者という負い目ゆえに、私自
身を変革させ、ひいては韓国社会を変革させるために自
分でも熾烈に生きてきた。しかし４０年の歳月が流れた
今、過ぎ去った日を顧みれば試行錯誤に満ちた人生で
あったことを認めざるをえない。恥ずかしいことこの上
ない。
　幸運なのは、去る４０年の間、光州の痛みと悲劇に共
感すると同時に、その光州の痛みと悲劇を再び繰り返し
てはならないと考える国内外の多くの方々と志を同じく

し、交流する機会を持てたことである。中でも、中塚明
教授をはじめとする日本の良心的知識人および市民の皆
さんとの交流は、閉鎖的な民族主義的思考に埋没してい

た私を、「東アジア
の市民」として再
誕生させてくれた。
この場を借りて心
より感謝を申し上
げたい。
　最近、富士国際
旅 行 会 社 の 方 か
ら、光州民衆抗争
40 周 年 に 際し て
日本にいる多くの
市民の方々が光州
を訪ねてこられる

という嬉しいお便

りを頂戴した。心を開いて熱烈に歓迎するところである。
また、恥ずかしい話ではあるけれども、光州民衆抗争の
当時私が体験した仕事をはじめとして、光州民衆抗争を
契機として変わった私の人生について証言しようと思う。
　最後に、光州を訪問するすべての方々に《ようこそ光
州へ》と申し上げたい。　　　　　　　　( パク ・ メンス )

韓　国 韓　国 韓　国

○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・関西他（午前）5（乗継）光州（午後）【光州 2 泊】②国立 5.18 民主墓地・望月洞墓地、
旧全南道庁、全南大学、5.18 自由公園③光州6益山、朴孟洙先生の講話、6/7ソウル、大
韓民国歴史博物館【ソウル泊】④朴鐘哲記念展示室、李韓烈記念館、延世大学　金浦 / 仁川（夕刻）
5羽田・関西他（夜）

①成田・関西他各地発（午前）5ソウル（午後）6　柳寛順ゆかりの地6 温陽　【温陽泊】
②温陽6天安　独立記念館、堤岩里教会、華城 3.1 運動万歳ギル　6ソウル【ソウル 2 泊】③
西大門刑務所歴史館、タプゴル公園、植民地歴史博物館、ろうそく革命について④「3.1 独立運動」
記念行事、　ソウル（夕刻）5成田・関西他各地（夜）

①羽田または成田・関空5ソウル着、ソウル市内見学（景福宮、三一独立運動発祥地・タプコル
公園）、ソウル市内泊② 午前：西大門刑務所歴史館、午後：ナヌムの家訪問、戦争と女性の人権博物
館③午前：社会問題を解決し新たな未来を創造するための「ソウル革新パーク」、午後：ロウソク革
命から韓国の民主運動を学ぶ（市役所前広場、光化門、現地の方と交流）④出発まで自由行動、夕方
ソウル発5羽田または成田・関空

◇�映画「タクシー運転手」で話
題の光州民主抗争ゆかりの地
をじっくり見学します。
◇�円光大学、朴孟洙先生より、
光州事件当時のお話を伺いま
す。
◇�ソウルでは 1987 年民主抗争
の朴鐘哲記念展示室、李韓烈
記念館など見学、当時のお話
を伺います

◇ �100 周年で注目を集めた「3.1 独立運動」の記念行事に
　参加します
◇�新しく整備された
「3.1 独立運動万歳
ギル」を解説付きで
歩きます（約2時間）

◇�「3.1 独立運動」を
源流とし今日花開
く「ろうそく革命」
について市民運動
家にお話をうかが
います

◇�ナヌムの家を訪問、日本植
民地統治や加害の歴史を学
びます。

◇�韓国の民衆運動の軌跡をた
どり、先進的な取り組みを
学びます。

◇�最終日は自由行動！安心の
３連泊！韓国料理もお楽し
みに。

４ ４ ４
日間 日間 日間

１２月１７日 （火） ～２０日 （金）

￥１６４，０００

２月２７日 （木） ～３月１日 （日）

￥１４９，０００

①２月１７日 （月） ～２０日 （木）

②３月１６日 （月） ～１９日 （木）

①￥１４９，０００　②￥１５５，０００

体験者のお話に学ぶ

韓国　民主化のあゆみをたどる旅
3.1 独立運動からろうそく革命へ

韓国　民衆 ・ 市民の闘いの歴史に学ぶ
春休み企画　歴史を学び韓国の若者と交流

韓国　スタディツアー
旅行期間 旅行期間 旅行期間

旅行代金 旅行代金

旅行代金

１０名２０名募 催 添 イヤ
ホン ２０名１０名募 催 添 イヤ

ホン

１０名３０名募 催 添 イヤ
ホン

国立5.18 民主墓地の市民軍の群像 光州市民が集った錦南路

　先日、初めてのユニバーサルツアーを実施いたしました！
ボンズシップ（訪問看護・訪問リハビリを専門にされている
会社）のスタッフさんにも同行していただき、スカイツリー
観光を楽しみました。普段歩行器をご利用のお客様も、現地
で車いすをレンタルし、ゆったりとお楽しみいただけました。
次回は世界遺産を訪ねる１泊２日の小旅行を企画しておりま
す。車いすご利用のお客様の個人旅行も承ります。お問い合
わせください。

世界遺産 ・ 富岡製糸場と磯部温泉　２日間

１１月１８日 （月） ～１９日 （火）
※ ご旅行代金はお部屋タイプ・人数により異

なります。詳細資料をご請求ください。　

◇ 普段から車いすをご利用の方、見学先で利用し
たい方など、お気軽にご相談・ご参加ください！

◇ 訪問看護・訪問リハビリ専門のボ
ンズシップのスタッフも同行の安
心の旅！

◇ お宿での楽しい講座も企画中！

株式会社アメディア
　1989 年 2 月視覚障害者の自立生活をテクノロジーで支援する会社として設立
された会社です。障害者の自立を支えていくとともに、その周辺の人々との交流
がより活発に行われることを願って、様々な機器を開発し、サービスを展開して
います。
この度、富士国際旅行社とサイトの運営を進めていくことになりましたので紹介
します。

日本の情報サイト"Japamigo"

全国各地のライター募集中！
　 １ヶ 月 に 8,000 件 以 上 の
アクセ ス が ある 情 報 サ イト
“Japamigo” に、記事を寄せて
頂けるライターを募集しており
ます！
　各地の観光地やお祭り、文
化、生活の様子など、世界に
発信したいことならなんでも
OK ！　お問合せください。

（担当：西須 / 石井）

スカイツリー

ユニバーサルツアーを実施しました
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連続講座　宮本百合子『道標』をよむ　第4回　

日　時 ： ９月５日 （木） 18:30-20:30

講　師 ： 谷本　諭さん （日本民主主義文学会）

参加費 ： 1,000 円

内　容 ： 連続講座の最終回。 パリでの主人公 「伸子」

- 世界恐慌と第一次大戦の激戦地ヴェルダン訪問につ

いて解説いただきます。

キューバ映画上映会「低開発の記憶—メモリアス—」

日　時 ： ① 9 月 7 日 （土） 14 ： 00 ～ 17:00

　　　　　　② 11 月 2 日 （土） 14 ： 00 ～ 17:00

講　師 ： 比嘉世津子さん （通訳 ・ 翻訳家）

参加費 ： 1,500 円

内　容：革命からキューバ危機へ、 当時の貴重なドキュ

メンタリー映像を織り込みながら、 圧倒的な緊張感で当

時のハバナを描く、 キューバ不朽の名作。  映画上映後

に通訳 ・ 翻訳家である比嘉世津子さんから映画につい

てお話を伺います。

北の闘いを知っていますか～北の大地からのメッセージ～

日　時 ： 9 月 19 日 （木） 18 ： 00 ～ 20 ： 00

講　師 ： 山本洋子さん （映画監督）

参加費 ： 1500 円

内　容 ： 北海道矢臼別陸上自衛隊演習場で、 国の買

収に応じず土地を守ってきた反戦地主 ・ 故川瀬氾二さ

ん。 その遺志を継いだ人々による平和運動が続いてい

ます。 その 50 年以上の闘いを記録に残そうと映画製作

に取り組んでいる山本監督にお話しを伺います。

天安門広場 「五・四運動」100年、「天安門事件」30年

日　時 ： 10 月 9 日 （水） 18:00-20:00

講　師 ： 高田幸男さん （明治大学文学部教授）

参加費 ： 1,000 円

内　容 ： 韓国の 「三 ・ 一独立運動」 に触発されて 100

年前に中国でおきた 「五 ・ 四運動」。 その運動の背景

や歴史的意義、 さらには 30 年前に起きた天安門事件

との対比などについてお話しいただきます。

体験者が語る「１９８７」韓国民主化抗争

日　時 ： 10 月 10 日 （木） 18:00-20:00

講　師 ： 李 憲模さん （中央学院大学法学部教授）

参加費 ： 1,000 円

内　容 ： 内容 ： 映画 「1987　ある闘いの真実」 で話題

の韓国 87 年民主化抗争を学生時代に体験された李先

生に、 当時の様子を、 また 80 年の光州事件とも絡めて

お話しいただきます。

下町史跡めぐりと東京大空襲・戦災資料センターフィールドワーク　

日　時 ： 10 月 19 日 （土） 13 ： 00 ～ 17 ： 00

集合場所 ： 13:00 東陽町駅改札外

講　師：工藤　芳弘さん （東京大空襲戦災資料センター運営委員）

参加費 ：

内　容 ： 13:00 東陽町駅集合→東陽公園→深川親子

地蔵→深川高校慰霊碑→江東区役所前母子像「希い」

→砂町六地蔵尊 ・ 戦災殉難者供養之碑→江東馬頭観

世音→東京大空襲 ・ 戦災資料センター （館内見学と

空襲体験者の方からのお話） 17:00 ごろ解散

韓国語講座

日　時 ： ２０１９年 10 月　　日 （木） ～　

　　　　　隔週木曜 18:00-19:30　全 10 回予定

講　師 ： 麻生　水緒さん

参加費 ： 2,000 円 （テキスト代別途）

内　容 ： 韓国へ旅行に行って、 看板の文字が読めるよ

うに、 簡単なレストランなどで簡単な会話ができるように、

を目標に、 ハングル文字の基本から始める初心者向け

の講座です。

神田川船の会　船から見る東京フィールドワーク　　

日　時 ： １１月７日 （木） １３ ： ００～１７ ： ００

集合場所 ： １３ ： ００　

参加費 ：

ミクロネシア地域の核実験被害と非核への取り組み

日　時 ： 11 月 26 日 （火） １８ ： ００～２０: ００

講　師 ： 土田弥生さん （日本原水協事務局次長）

参加費 ： 1500 円

内　容 ： ビキニ環礁で計 67 回の核実験を実施し、

1954 年 3 月の行われた水爆 「ブラボー」 実験ではマー

シャル諸島の住民や 「第五福竜丸」 など多くの犠牲者

を出しました。 2020 年 5 月の NPT 再検討会議を前に、

日本原水協で長年取り組んできた土田さんに、 日本や

世界の核廃絶運動についてお話をお伺いします。

＜沖縄関連・連続学習会＞

①沖縄戦争孤児たちの戦後史

日　時 ： １０月１７日 （木） 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 ： 12 万人以上もの犠牲者を出した沖縄戦。 家

族や親せきを失い、 孤児となった子どもたちは想像を

絶する体験をされてきた。 語られてこなかった戦争孤児

たちの証言を、 聞き取り調査を行っている川満彰さんに

お話をお聞きします。

②原義和監督ドキュメンタリー作品上映会

日　時 ： １１月９日 （土）　

時　間 ：

10 ： 00 ～ 12:00

　 ①終われ戦世～証言記録　太平洋を越えて～

13 ： 00 ～ 14 ： 30

　② Born Again ～画家 正子 ・ R ・ サマーズの人生

15 ： 00 ～ 16 ： 00

　③ 「戦場のうた / 元 “慰安婦” の胸痛む現実と歴史」

参加費 ： 500 円 （各回の参加も可能）

内　容 ： 「沖縄戦体験者」 「慰安婦問題」 「精神障害

者の私宅監置」 など、 さまざまな社会問題の取材を続

ける原監督の作品を一挙上映。

③映画 「ザ思いやり」 パート１＆２一挙上映とリランバクレー監督講演会

日　時 ： １０月２０日 （日）　

時　間 ： 10 ： 00 ～ 12 ： 00　「ザ思いやり」 パート１上映　

13 ： 00 ～ 14 ： 00  リランバクレー監督トーク

14 ： 00 ～ 16 ： 00 「ザ思いやり」 パート２上映

参加費 ： 各回 1,000 円 （監督トーク無料）

内　容 ： 日本の米軍への思いやり予算の実態を知ら

せた衝撃映画 「ザ ・ 思いやり」 シリーズを一挙上映。

2019 年 10 月には消費税増税されようとしている日本。

在日米軍基地の実態と税金の使われ方について考えて

みませんか？

横井久美子さんと語ろう♪ベトナムのつどい

日　時 ： １２月７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。 戦争証跡博館に横井久美子コーナーが新設さ

れました。 横井さんとベトナムの関わりについてと、 ベト

ナムの魅力についてお話いただきます！

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@fi ts-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〜

現地集合

現地集合

Book Guide
Book Guide

Book Guide

「反戦歌
 戦争に立ち向かった歌たち」　

竹村 淳 著

（アルファベータ―ブックス） 2,000 円＋税

　「1960 年代～ 70 年代
には反戦歌を唄うことが
流行ったりした。だが、
反戦歌を唄うのならいま
この時だ！」とは、著者
のメッセージである。本
書に収録されいる古今東

西の反戦歌は 23 篇。20 世紀の反戦歌の
中で日本は４篇。その一つが沖縄戦の《さ
とうきび畑》。私も一言。中央大学の学生
歌《惜別の歌》は、昭和 19 年、「赤紙」
を受けて中大学生寮を後にした上級生を偲
んで後輩が藤村の「高楼」に曲を付けたも
のである。それから、旧制大学の寮歌や校
歌がスローテンポになっているのは、校舎
から駅に向かう学徒出陣兵が歌ったためで
ある。（川成洋・記）

「凛としたアジア」　
伊藤千尋　著　

新日本出版社　1600 円＋税

　私たちにとって、最も
理解しやすいのは遠い大
国よりも近隣のアジア。
それも小さな国。しかし、
侮ってはならない。そこ
には日本が抱えている問

題を見事に解決した見本のような例もあれ
ば、知るべきなのになおざりにしてきた歴
史もある。民衆のエネルギー溢れる韓国、
憎しみを克服するスリランカ、米軍基地も
原発もなくしたフィリピン、凜としてたた
かったベトナムを活写。読むと元気になる
一冊です。

「沖縄戦を知る事典」　
編　吉浜忍 ・ 林博史 ・ 吉川由紀　

吉川弘文館　2400 円＋税

　戦後七四年を経ても続
く沖縄の基地問題。今こ
そ沖縄戦の教訓を伝える
べく、新たに収集された
史料や証言をもとに編纂
した座右必備の事典。「鉄

の暴風」が吹き荒れた沖縄戦。その戦闘経
過、住民被害の様相、「集団自決」の実態
など、六七項目を収録。豊富な写真が体験
者の証言や戦争遺跡・慰霊碑などの理解を
高め、“ なぜ今沖縄戦か ” を問いかける読
む事典です。

「海のホーチミン ・ ルート」
日本語版　

グェン ・ ゴック著 ・ 鈴木勝比古訳

光陽出版社 /1500 円 + 税

　ベトナム戦争終結まで
ほぼ完全に秘匿されてい
た壮大な輸送作戦「海の
ホーチミン・ルート」。南
シナ海の風波を乗り越え

て北から南の戦場へ命がけで武器弾薬を運
んだ一二五海軍旅団の戦士たちと、それを
支えた家族や民衆の、冒険と愛のレジェン
ドです。ベトナムの著名な作家・グェン =
ゴック氏の大作を元ベトナム特派員の鈴木
勝比古氏が翻訳。お求めは弊社まで。

「凛としたアジア」「凛としたアジア」

「沖縄戦を知る事典」「沖縄戦を知る事典」

「海のホーチミン ・ ルート」「海のホーチミン ・ ルート」ネパール 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羽田・中部発（深夜）集合は前日 11/1。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（サンギートフェスティバル）【サチコール村泊】⑥サチコール村～マイダン～バイラワ～ 5
カトマンズ【カトマンズ泊】⑦カトマンズ市内で自由行動、e：古都・バクタプル（世界遺産）【カ
トマンズ泊】⑧ カトマンズ5経由5【機中泊】⑨羽田・中部・関西着（午前）
※往路は、関西発なし、サチコール村部分は弊社企画旅行契約外

①成田・関西発5ダナン着⇒フエ　②フエ市内見学・リエン日本語教室交流会【フエ 2 泊】③フエ⇒ダナン5⇒ゲアン
省ナムダン村へ・ナムダン村見学⇒④ナムダン村見学 ( ホーチミン主席の生誕地など )　【ナムダン村 2 泊】　⇒⑤ナムダン村
5ホーチミン市へ・ホーチミン市市内見学【ホーチミン市 1 泊】　⇒⑥ホーチミン市市内見学5成田・関西へ⇒⑦成田・
関西着

◇�ヒマラヤの見える・幸せを呼ぶ
秘境の地　サチコール村へ！
◇ �7/21 のコンサートで歌ってくれ
た青年たちにサチコール村で再

会！
◇�サチコー
ル村の音楽ホールで 4連泊、村人た
ちと交流！

◇�オプショナルでカトマンズの世界遺
産へ。

◇�ツアーで訪れることの少ないホー
チミン主席の生誕地�ゲアン省・ナ
ムダン村に訪問・宿泊！

◇�戦争証跡博物館に今年 3月に展示
された「横井久美子�ハノイに歌う」
LPジャケットの写真を見学！

◇�枯葉剤被害児の支援施設やリエン日本語教
室の生徒と交流も！

９
日間

７
日間

１１月２日 （土） ～１０日 （日）　

￥１８３，０００円

２月７日 （金） 発

￥２０３，０００（ﾊﾞﾝﾌﾞー ﾎﾃﾙ）￥２２３，０００（ｻｲｺﾞﾝ ･ ﾓﾘﾝﾎﾃﾙ）

横井久美子さんと行くネパール

ポカラ ・ サチコール村 ・ カトマンズ
第 18 回ツアー＆コンサート　子どもたちの未来のために

横井久美子さんと行く　ベトナム　～ホーチミン市 ・ フエ ・ ナムダン村～
旅行期間 旅行期間

旅行代金 旅行代金１０名２０名募 催 ガ

１０名２０名募 催 ガ

国内ツアー利用予定バス会社一覧
北海道（釧路衛星、稚内日の丸交通）、秋田（庄交ハイ
ヤー）、関東（メモリー観光バス）九州（五島バス・鹿
児島中央交通・林タクシー・まつばんだ交通）、沖縄（ゆ
いバス、宮古協栄、かびら交通）など
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ドイツ ドイツ ドイツ ・ フランス

○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・関空発5経由【ベルリン２泊】②ベルリンの壁記念館、チェックポイント・チャーリー、
ブランデンブルク門、伊藤千尋さん講演会③ 6ライプツィヒ、ニコライ教会、聖トーマス教会、
メンデルスゾーンの家6【ドレスデン２泊】④ドレスデン、フラウエン教会、市民博物館⑤7
プラハ、プラハ城、旧市街、ヴァーツラフ広場【プラハ２泊】⑥東欧革命当時を知る方と懇談⑦プラ
ハ5経由⑧成田・関空着

①成田発（午前）5ヨーロッパ内都市5ベルリン【ベルリン 3 泊】②ノイエ・ヴァッへ、コル
ヴィッツ美術館など市内見学③退廃芸術とされたバウハウス博物館やピカソ・クレーなどの作品鑑賞
④ベルリン6ドレスデン、フラウエン教会、レジデンツ城【ドレスデン 2 泊】⑤ドレスデン6
モーリッツブルク城、ケーテ晩年の家、レスニックグルント鉄道、ワイナリー⑥ドレスデン5ヨー
ロッパ内都市5⑦成田着（午前）

①成田または羽田発（午後）5（経由）ベルリン（夜）【ベルリン 3 泊】②ブランデンブルク門、ウンター
デンリンデン、ドイツ共産党本部址、森鴎外記念館伊藤千尋さん講演会③ベルリンの壁、グルーネヴァ
ルト駅、ケーテコルヴィッツ美術館、ホロコースト記念碑、④ベルリン5パリ6ヴェルダンま
たはメッス【ヴェルダンまたはメッス泊】⑤ヴェルダンの要塞、納骨堂、記念館　6パリ　【パリ
2 泊】　⑥北駅、オペラ座、凱旋門、クラマールやペレールの下宿、モンパルナス⑦自由行動　パリ（夜）
5【機中泊】⑧成田または羽田（午後）

◇�世界が大きく変化した東欧革命はどのようなものだったの
か、節目の年に現地を訪問
◇�壁崩壊へ繋がったデモの始点ライプツィヒ、空爆から街が
再建されたドレスデンを訪問
◇�現地で伊藤千尋さんの講演を企画。現地の方と交流

◇�戦争を体験しながらも作品を作り続け
た女性作家ケーテゆかりの地へ。ベル
リンのコルヴィッツ美術館やドレスデ
ン近郊の晩年をすごした家を見学。

◇�ナチスにより「退廃芸術」とされたド
イツの現代芸術。思想統制などがいか

に行われていた
か歴史を学ぶ
◇�ベルリンの壁
崩壊 30年の節目に、現地でジャー
ナリスト伊藤千尋さんの講演会に
参加

◇�ベルリン、パリ、戦争に対し
て激しい怒りを覚えた第一次
大戦の激戦地ヴェルダンな
ど、主人公「佐々伸子」ゆか
りの地をめぐります。

◇�文芸評論家の柏木和子さんが
同行、各地で「伸子」が感じ考
えたことを解説いただきます。

◇�「ベルリンの壁」崩壊３０年の
日を現地で。ケーテコルヴィッ
ツなど芸術も堪能します

８ ７ ８
日間 日間 日間

１１月７日 （木） ～１４日 （木）

￥３４９，０００

１１月７日 （木） ～１３日 （水）　

￥３３８，０００

１１月７日 （木） ～１４日 （木）

￥４１０，０００

ジャーナリスト伊藤千尋さんと行くドイツ ・ チェコ

ベルリンの壁崩壊３０年～東欧革命の歴史をたどる旅
〝母の眼からみた戦争″ケーテ ・ コルヴィッツから学ぶ

ドイツの現代史とアートめぐり
激動の時代を生きた宮本百合子の世界をめぐる

第 3 回　小説 『道標』 をゆく　ベルリンからパリへ
旅行期間 旅行期間 旅行期間

旅行代金 旅行代金 旅行代金１５名２０名募 催 添 イヤ
ホン １０名２０名募 催 添 イヤ

ホン １５名２５名募 催 添 イヤ
ホン

「ベルリンの壁」崩壊から３０年、当時の東ベルリンは？

ベルリン ・ ガイド　浜田和子

　 東ドイツの人たちの新しい出発
　1977 年に私が西ベルリンに来た頃は、壁があるのは
自明のことで、誰もそれについて疑問を持たなかった。
西ベルリンは 150 キロメートルの壁でぐるりと囲まれて
いて、西ベルリンを出るときは検問所を通らなければな
らなかった。２８年長らえた壁は 1989 年１１月９日に崩
壊した。その後道路の分断が解除され、徐々に地下鉄網
が繋がり、大分経ってから西ベルリンにも S バーン（電車）
が走るようになり、戦前の鉄道網が復活した。
　そして翌年 1990 年の１０月３日に戦後ずっと続いた
４つの戦勝国による占領が解かれ、ベルリンは一つにな
り、ドイツは統一した。
　 統一は東ド

イツが西ド
イツに吸収
される形で
行 わ れ た。
東の民主化
運動の人た

ちが望んだような、新しい憲法を作って、新しい国家と
しての統一という案は、早い統一を願う東と西の勢力に
つぶされた。その結果東の人たちは全て西ドイツの制度
を受け入れ、全く新しい出発をしなければならなかった。
また多くの企業が閉鎖したためたくさんの人が失業した。
新しい出発は東ドイツの人たちにとって決して平坦では
なかった。

関心が薄れていく東ドイツの歴史とは？
　1999 年に首都移転が行われた。ベルリンが統一ドイ
ツの首都になると、ベルリンへの関心は、ドイツの政治
の中心としての関心に移り、東ドイツへの関心は薄れて
いった。東ドイツの国会と大会議場の建物だったパラス・
デア・レプブリックは取り壊された。東ドイツの歴史を
残すよりも、戦前あったプロイセンのベルリン宮殿を復
元することをドイツ連邦議会が優先したからだ。
　あってはいけなかったベルリンの壁はまもなく撤去さ
れたが、現在街の３か所に当時の壁を残し、街の中心に
は２０キロメートルにわたり、壁があった場所を地面に
記録している。壁の歴史の風化を防ぐためだが、ベルリ

ンに来る国の内外からの観光客のためでもある。観光客
のためには、東ドイツ博物館も作られた。
　壁崩壊３０年ということは、壁があった２８年より長
い年月が経ったことである。東ドイツへの関心も薄くなっ
てきている。そのことに対して、ベルリン市の面白い計
画を新聞で読んだ。
　東ベルリンの一つの地区に 1986 年に作られたエルン
スト・テールマンの巨大なモニュメントがある。ドイツ
共産党党首で労働運動の指導者だったテールマンはナ
チによってブーヘンヴァルト強制収容所で殺害された。
１４メートルの高さで、５０トンもの重さのある東ドイツ
の英雄モニュメントついては市民の理解が少ないだけで
なく、誰なのかを知らない人も多い。ベルリン市は傷ん
だこのモニュメントを修復し、市民が理解できるような
芸術的なコンセプトを作ろうとデザインコンクールを開
いた。
　今年１１月９日の壁崩壊３０年記念式典は、中央会場
はなく、街の７つの会場で開かれる。

（はまだ　かずこ）

変わるロシア、変わらないロシア　レニングラード攻防戦の歴史
日本民主主義文学会　会員　須沢 知花

　「とうとう（ナコニエーツ）！」「帰って来ました（ダモイ・
プリイエーハラ）！」小説『道標』の主人公伸子は、ヨー
ロッパ旅行を終えてモスクワに戻ってきた時、感慨深く
こうつぶやく。私は 2018 年秋、富士国際旅行社のツアー
でロシアの旅をして、モスクワから夜行列車でペテルブ
ルグに着き、同じように「とうとう！」と言いたい気持
ちでいっぱいになった。
　20 年前ペテルブルグに語学留学をしていた私にとっ
て、この街はモスクワに比べて断然なじみがある。モス
クワで久しぶりのロシア語に緊張し、会話力が衰えたこ
とに気落ちしていたが、丁寧で聞き取りやすいペテルブ
ルグのロシア語は耳に優しく、ほっとする思いだった。
二言三言会話しただけで、店員さんからは「まあロシア
語がお上手ね。どこで勉強したんですか？」という褒め
言葉。観光客へのお世辞だと十分わかりながらも、心が
躍ったのだった。
　ペテルブルグでは、『道標』ゆかりの土地や建物を訪

ねるだけでなく、レニングラード包囲と防衛博物館の見
学があった。1941 年、独ソ戦争のさなか、当時レニン
グラードと呼ばれていたこの街は、900 日間にわたりド
イツ軍に包囲された。補給路を絶たれ食糧が底をつき、
配給で配られたのはひとり１日たった 125 グラムの黒パ
ン。壁紙をはがしその糊を煮て飢えをしのぐような過酷
な状況で、市民だけで 100 万人近くが亡くなった。そん
な中でも、人びとは音楽会を開き、ラジオで詩や文学の
朗読をして、「ファシストに街をわたさない」と鼓舞しあっ
た。
　この博物館は、私が留学していた 20 年前には、少な
くともこの場所にはなかった。新しくきれいな建物の外
には、「社会主義リアリズム」的というのだろうか、痩せ
衰えた市民を抱え起こす兵士のモニュメントが設置され
ていた。そのいかにもな演出と、手のひらにすっぽり入
るくらい小さい黒パンの切な。両者は、どこかちぐはぐ
で不釣り合いに見えた。

　

プーチン大統領のもとで、国外的にも国内的にも強権的
な様相を強めているロシア。レニングラード攻防戦の歴
史は、これからどのような歴史の文脈の中で語られてい
くのだろう。留学中、攻防戦を生き残ったという友人の
おばあさんが、私のつたないロシア語を手放しで褒めて
くれた時の優しい笑顔が、思い出された。

（すざわ　ちか）

成田 ・ 関西発
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自然ツアー（ヨーロッパ・ネパール）

旅行代金

旅行代金

旅行代金

旅行代金

旅行期間

旅行期間

旅行期間

旅行期間

①成田（午前）5ミラノ6ティラーノ【ティラーノ 1 泊】②7ベルニナ線でエンガディンへ
【ポントレジナ 3 泊】③9フルチュラス展望台wフェックス谷④ 9ディアボレッツァ展望台
7オスピッツォwサッサルマソン⑤7マイエンフェルトwハイジの村⑥7アローザ
9ヴァイスホルン⑦7チューリッヒ5経由【機中泊】⑧成田着（午前）

①成田（夕刻）5②オークランド6ファカパパビレッジ【トンガリロ国立公園 3 連泊】③ w
トンガリロ・アルパイン・クロッシング・ハイキング④wタラナキ・フォールズ・トラックハイ
キング⑤6オークランド5クライストチャーチ【クライストチャーチ 1 泊】⑥6デカポ湖
6マウントクック【マウントクック国立公園 2 泊】⑦wフッカー・バレートラックハイキング
⑧午前、自由行動　6クライストチャーチ【クライストチャーチ 1 泊】⑨5成田着（午後）

①日本5カトマンズ②5ポカラ6ヒーレwウレリ（2h）③wゴラパニ（4h）④ゴラ
パニwプーンヒル往復（2h）⑤wタダパニ（5h）⑥wガンドルンwキムチェ6ポカ
ラ（4.5h）⑦5カトマンズ5⑧日本着

①日本5カトマンズ②6シャブルベンシ（7 ～ 8h）③ wラマホテル（6h）④ wランタ
ン（6h）⑤wキャンジンゴンパ（3h）⑥wキャンジンゴンパ滞在、（ＯＰ）4 千 m 台の周辺ピー
クを往復⑦wラマホテル（6h）⑧シャブルベンシ（5h）⑨ 6カトマンズ（7 ～ 8h）⑩カトマ
ンズ5⑪日本着

◇�カラマツが黄金色に染まる季節　フルチュラス展望台か
らフェックス谷へ
◇�ディアボレッツァ展望台からピッツ・ベルニナの眺望　
氷河湖の黄葉
ハイキング
◇�ハイジの村マ
イエンフェル
トへ　栗料理
やチーズなど
秋の料理を堪
能

◇�トンガリロ３連泊　アルパイン・クロッシングをあるき
レッド・クレーター（1886 ｍ）から望む
◇�マウントクック２連泊　最高峰アオラキ（3724 ｍ）を眼
前にフッカバ
レーハイキン
グ
◇�サザンアルプ
スに囲まれた
氷河湖、レイ
ク・ デ カ ポ　
善き羊飼いの
教会訪問

ヒマラヤには氷雪をまとった数々の美しい峰々の眺望や山
村の人々の生活に触れる異次元の世界が広がっています。
ゴラパニ村から
未明のプーンヒ
ルに上ると朝焼
けに輝くアンナ
プルナ、ダゥラ
ギリ、マチャプ
チェレ、ニルギ
リの出現に歓声
が上がるでしょ
う。

緑濃く動植物も豊富、静かなトレッキングを楽しむ。イギ
リスの探検家ティルマンが「世界で最も美しい谷のひとつ」
といったランタン谷億部のキャンジンゴンパを訪ねる。ヒ
マラヤ襞に覆
われたランタ
ンリルンやド
ルジェ・ラク
パなどの高峰
に三方を囲ま
れた素晴らし
い谷が広がり
ます。

１０月８日 （火） ～１５日 （火）

￥３６８，０００

１１月１３日 （水） ～２１日 （木）

￥４４８，０００

１０月　６日 （日） ～１３日 （日）

１１月１７日 （日） ～２４日 （日）

￥３３８，０００

１０月２７日 （日） ～１１月６日 （水）

￥３５３，０００

黄葉の季節に 「アルプスの少女ハイジ」 の村を訪ねる

秋のスイス　黄葉のエンガディンをあるく

世界遺産トンガリロ国立公園＆マウントクック

ニュージーランド　北島と南島をあるく

初心者向けプラン　パノラマトレック

アンナプルナ ・ ダゥラギリ眺望

カトマンズの北、 ランタンヒマールの内懐を訪れる

世界で最も美しい谷　ランタン谷パノラマトレック

８
日間

９
日間

８
日間

11
日間

旅行代金

旅行代金

旅行代金

旅行代金

旅行期間

旅行期間

旅行期間

旅行期間

①成田または羽田発（午後）5ナイアガラ【ナイアガラ 1 泊】②8ナイアガラの滝6トロント【ト
ロント1泊】③5プリンスエドワード島6ピークスワーフ【シャーロットタウン2泊】④6グリー
ンゲイブルスハウス⑤5モントリオール6モン・トランブランハイキング【モン・トランブラン2泊】
⑥9トランブラン山⑦6モントリオール5⑥成田または羽田帰着（午後）

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、トナカイの皮の手芸体験、専用車でオーロラハンティング）④終日自由
見学（e: トナカイ牽引のそり体験、そり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日本5カトマンズ②5ルクラwパクディン（4h）③ナムチェ・バザール（6h）④wク
ンデピークwシャンボチェ（5.5h/ クンデＰ登らない方 2h）エベレスト・シェルパ・リゾート泊
⑤wキャンズマwモンジョ（6h）⑥wルクラ（5h）⑦5カトマンズ⑧（ルクラ便運航予
備日）⑨カトマンズ5⑩日本着

①日本 5 カトマンズ② 5 ポカラ③ 6 シワイ w ジヌダンダ（5h）④ w シヌワ（4.5h）
⑤wヒマラヤ（5.5h）⑥wマチャプチャレ BC(MBC)（4h）⑦ MBCwアンナプルナ BCw 
MBC 往復（4h）⑧wバンブー（6h）⑨wジヌダンダ（5h）⑩wトルカ (5h) ⑪wカーレ（6h）
6ポカラ⑫ＡＡＡカトマンズ⑬5日本着

◇�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

◇�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
ノーシュー体験」や「トナ
カイの皮の手芸体験」など

◇�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

エベレストを見たいトレッカーへ夢の実現プラン。ナム
チェ・バザールからエベレスト、ローツェ、などクーンブ
の美しい峰々や岩
峰群の大パノラマ
を満喫。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
トに泊まる。クー
ンブエリアの人気
プラン

アンナプルナ BC（ABC）から驚嘆の 360 度眺望満喫。ポカ
ラから 6～ 7日で氷河舌端のABCに到達する。主峰、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
チャレな
ど眺望放
題。

１０月３日 （木） ～１０日 （木）

￥３８５，０００

１月２２日 （水） ～２７日 （月）

２月１９日 （水） ～２４日 （月）

￥２６８，０００

①１０月１２日 （土） ～２１日 （月）

②１１月　８日 （金） ～１７日 （日）

①￥３９３，０００　②￥３６６，０００

１０月２５日 （金） ～１１月７日 （木）

￥４１０，０００

『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

オーロラベルトの真下　湖畔の町イナリ 4 連泊

フィンランド ・ オーロラを訪ねる旅

初心者向け　ナムチェ ・ バザールトレック

エベレスト街道大パノラマ

核心部内院トレック

アンナプルナのサンクチュアリ

８
日間

６
日間

10
日間

13
日間

旅行代金

旅行代金

旅行代金

旅行期間

旅行期間

旅行期間

①成田発 ( 午前 )5ヨーロッパ内都市5首都ザグレブへ【ザグレブ泊】②ザグレブ6プリト
ヴィッツェ ( 国立公園散策 )　【プリトヴィッツェ泊】③プリトヴィツェ湖群国立公園ウォーキング　　

【プリトヴィッツェ泊】④プリトヴィッツェ6アドリア海沿岸のワイナリーめぐり6トゥロギー
ル【トゥロギール泊】⑤トゥロギール 6スプリット ( ディオクレティアヌス宮殿など )6ドゥ
ブロヴニク【ドゥブロヴニク泊】⑥ドゥブロヴニク ( 旧市街を見晴らせるスルジ山展望台や市内散策、
アドリア海クルーズ )　【ドゥブロヴニク泊】⑦ドゥブロヴニク発（午前）5ヨーロッパ内都市【機
内泊】⑧成田着 ( 午前 )

①成田発（午前）5チューリッヒ7ツェルマット【ツェルマット 3 泊】②ツェルマットスキー（ゴ
ルナーグラート滑走予定）③ツェルマッスキー（シュワルツゼー滑走予定）④7グリンデルワルト

【グリンデルワルト 3 泊】⑤グリンデルワルトスキー（クライネシャイデック滑走予定）⑥グリンデル
ワルトスキー（フィルスト滑走予定）⑦7チューリッヒ5⑦成田着

①日本5カトマンズ②5ルクラwパクディン（4h）③ナムチェ・バザール（6h）④wシャ
ンボチェ経由キャンズマ（2.5h）⑤wタンボチェ（4h）⑥wクムジュン（4h）⑦wターメ

（6.5h）⑧wモンジョ（6h）⑨wルクラ（5h）⑩5カトマンズ⑪（ルクラ便運航予備日）⑫
カトマンズ5⑬日本着

◇�プリトヴィッツェ連泊で、エ
メラルドグリーンの湖畔を
ゆったりウォーキング

◇�紀元前か
らのブド
ウ栽培と
ワイン造
りの長い歴史を持つクロアチアでワ
イナリーめぐり

◇�「アドリア海の真珠」ともいわれる
ドブロブニクでは海鮮料理に舌鼓

◇�白くそびえ立つマッターホルン、ユングフラウ 3山を望
み滑走

◇�スキー板、シューズ、ストック、ゴーグルなど全て現地
レンタル可

◇�添乗員兼スキーガイド同行　スキーコースを案内し安全
に滑ります

エベレスト街道ナムチェの先には、ヒンズー三大聖地の一
つタンボチェがある。さらにタンボチェ・リ（約 4,200 ｍ）
のたかみへ。
強靭なシェ
ルパを輩出
したターメ
はナムチェ
の賑やかさ
が嘘のよう
に静かなト
レイルの往
復になるだ
ろう。

【募　集】�１２名　
【最少催行人数】�7 名
【添乗員】�同行
【その他】�・旅行代金以外に燃油サーチャージ、空港税など別途必要
　　　　・�8 月までにツアー申込、又はご夫婦参加の何れかに方は旅行代金

から 5,000 円割り引きます。

　●ツアーの詳細はツアー別の資料をご請求下さい。

トレッキングのご計画は説明会から始まります。
お近くの方はお気軽にお出かけください。
ご参加の方に、ネパール紅茶をプレゼント！
開催日：2019 年 9月 6日（金）
　　　　① 13：30～　② 18：00～（いずれも 30分前開場）
会　場：富士国際旅行社　会議室
※事前にご予約の上お越しください
TEL：03-3357-3377�　FAX：03-3357-3317（担当：中野）
Eメール：nakano@fits-tyo.com

１０月８日 （火） ～　１５日 （火）　

￥３７４，０００

１ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） ～ ２ 月 ６ 日 （ 木 ）

￥３６８，０００

１１月１９日 （火） ～１２月１日 （日）

￥４１８，０００

湖群公園散策とアドリア海の街めぐり

秋のクロアチア ・ ウォーキング　

スイス航空直行便で行く　白銀のスイス

マッターホルン＆アイガー眺望スキー

クーンブ大パノラマと静かなターメトレイル

聖地タンボチェとターメ

ネパールツアーの共通条件 （その一部）

トレッキングツアー説明会

８
日間

13
日間

催 ８名１２名募 添

６名１２名募 催 添

８名１５名募 催 添

10名20名募 催 添 イヤ
ホン

６名１０名募 催 添

８名１５名募 催 添

８
日間


