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年２回実施している「ツアー登山の安全」をテ

ーマにしたスタッフ研修会とは別に、添乗業務

に特化した研修会をベテランガイドでもありベ

テラン添乗員の高千穂有康さんをお招きして開

催しました。主に円滑な旅程管理のテクニック

を学ぶ事に集中。この研修会は今年で４年目。

去年入社した２年生スタッフから２０年目のベ

テランスタッフまで、添乗業務の原点を改めて

学ぶことができました。 
高千穂ガイド プロフィール ※2017 年 4 月現在 
 

初めての登山 幼年期、英彦山 ガイド歴 18 年 

年間約 200 日山や海外を案内。海外登山、国内登山、雪

山、BC ボード、海外旅行を案内。特技:サッカー、水泳、

ビリヤード 山頂から滑走の会主宰 高千穂自然イベン

ト主宰 1998 年より 2014 年までの 16 年以上登山旅行業

界に携わり世界の山々を歩く。登山ツアー同行本数 370 

本、(海外渡航歴 240 回)訪問数 109 国と地域 

主な高所山歴 

南米最高峰:アコンカグア(6964m)、ヨーロッパ最高峰:エ

ルブルース(5642m)、アフリカ最高峰:キリマンジャロ

(5895m)10 回以上、オーストラリア最高峰:コジオスコ山、

ヒマラヤ・アイランドピーク 6189m、アンデス・コトパク

シ 5897m、アンデス・ウトゥルンク 6009m など 

 
高千穂さんは常にアグレッシブに活動を続けておられ、ご一緒する度に講師としての技術が上がっ 

ている事を強く感じます。最近はガイド＆イベント業だけではなく、名古屋外国語大学の「ツーリ 

ズム論理」の外部講師、地元福岡の中学校の「国際理解教育」「キャリアアップ授業」で、撮影し 

てきた海外の写真や動画を使って、将来の夢と仕事について授業をしておられます。授業となると 

話を聞く気が無い子もいるそうです。そういった場面に出会う度に、どうすれば自分の話を聞いて 

くれるか、どうやったら自分の話をもっと楽しんでくれるかを研究されているそうです。飽きさせ 

ない話術は添乗員には必要不可欠なもの。ツアーで「高千穂ガイドと行くと登れた」海外登山では 

「高千穂マジックで登頂出来た」という声は本当なのだと強く思いました。私にとって高千穂さん 

の話術は引き出しの宝庫であり少しでも早く彼のレベルに近づけるように社内や人前で発表した 

り表現する機会を増やしています。お客様に満足していただけるツアー運営を頑張ります。津森豊 

高千穂ガイドから皆さんへ 「海外登山は夢で終わっちゃダメ！」 
海外の登山やトレッキングの楽しみは単なる山登りではありませんよ！ 海外旅行という括りの中では、

実は登山が一番現地を知り現地の人と触れ合うことが出来るのです。通常の観光旅行は、40 人の団体で、

現地ガイドが日本人なら現地の人はドライバーだけかもしれません。そして既に決められた食事(コスト

と人数で仕方ない)。一方登山やトレッキングは、多くの現地スタッフや外国人登山者との触れ合いも楽

しく、一面のお花畑でランチしたり、幻の高山植物に出会ったり、民泊したり、1 年前から予約が必要な

氷河湖畔のロッジに泊まり景色を見て感無量な思いに耽ったり一生忘れられないものとなるでしょう！

食事は毎食とはいきませんが、チョイスメニューを増やし、個々好きなものや興味あるものを食してもら 

 

 

えます。山小屋泊やロッジ、そしてキリマンジャロのテント泊でも 3

コースで食事が出るのです。よく「海外登山の敷居は高い」「高山病

心配」「私が海外の山なんて」等の声が聞こえてきます。「日数、費

用、レベル」と気軽に参加とはいかないかもしれません。しかし数年

後にあの時登っておけば！と思うことが一番悔やまれます。他社の弾

丸富士山で途中高山病になり山頂に立てなかった方が私の「トレーニ

ング富士山」に参加され登れました。嬉しさの余り（笑）キリマンジ

ャロに申込み！なんと登っちゃいました！ポジティブに考え、挑戦し

た結果です。みなさんも夢を叶えましょう！お手伝いします！高千穂 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る４月２３日（日）、休日を利用して阪神間から車で約

１時間。兵庫県と大阪府、さらに京都府の県境が入り組む北

摂東部の山村へ妻と４歳の子供と一緒に訪れました。目的は

築１００年を超える古民家とその周辺の視察。お天気にも恵

まれて、のんびり、ゆったり、家族で素敵な１日を過ごすこ

とが出来ました。 
 

事の始まりは先月のはじめ頃、以前から交流のあった父の

知人Ｋさん(御歳８０歳)からお話があり「能勢町に自分が生

まれ育った古民家がある。今は誰も利用していないので、何

か人様のお役に立てる事が出来ればと考えている。例えば都

会の生活に疲れた方々の憩いの場として使ってもらう等…

旅行業をしている祐希くんの話も一度聞いてみたい」との事

でお声がけを頂きました。実はＫさん、１５年前までとある

地銀の副頭取をされていた超エリートサラリーマン。私の様

な超若輩経営者からすればまさに雲の上の人。ビジネスにな

る、ならないは別として、ゆっくりとお話を聞かせて頂ける

だけでも大収穫なので「まずは現場を見せて下さい」とお願

いし、今回の視察実施となりました。 
 

Ｋさんのアイデアは次の様な旅の企画です。都会の人達は

とにかく毎日忙しく心が疲れている。そこで、どこに行くと

か、何をするとかでは無く、１日のんびりする事を目的にし

た旅を企画してみたい。例えば街を朝１０時頃に出発すれ

ば、１１時過ぎにはこの村へ到着します。そこには自由に使

える古民家と地元の婦人会が作った田舎料理だけが用意さ

れていて、後は夕方のお迎えが来るまでご自由にお過し頂く

だけ。あるのは里山や田畑の風景だけという企画です。 

仮にご自分の田舎が地方にあるという方でも、実際に

行くとなると身内の方々にいろいろと気を使います。さ

らに移動はかなりの時間を要するという方がほとんど

だと思います。でも都会から片道約１時間のこの古民家

なら日帰りが可能。原則ほったらかしなので気遣いは不

要。ぶらぶら散歩でも、読書でも、昼寝でも、ただぼー

っと過ごすだけというのも良いでしょう。 
 

多忙なサラリーマンや経営者等のビジネスマンが主

なターゲット。Ｋさん曰くビジネス街にある居酒屋常連

客をターゲットにするのも良いのではと。ちょっと目線

を変えて、子供連れのママ友同士で遊びに行って、交代

で子供を見るのも良いかな…。私達も何かアイデアでお

手伝い出来ればと考えています。皆様も何か面白いアイ

デアがあればお知らせ頂けると幸いです。 

 

山旅人スタッフ 堀 祐希 

かざはやの里の一面のアジサイ 

 

39 種 75,000 株ものあじさいが広大な敷地一面に咲き誇る姿に思わ

ず圧巻されること間違いなし！あじさいは「セルマ」「シャローナ」

「セリーナ」「サンドラ」「サブリナ」「ソラヤ」の三重県の「かざ

はやの里」でしか見ることの出来ない品種や「青てまり」「白てま

り」「ピンクてまり」「すみだの花火」「スカイブルー」「マリンブル

ー」「ツカサブルー」「チャプリット」「サンガイア」「レッドセンセ

ーション」「恋路が浜」「カスラリンピンク」「ウズ」「紅額」「青額」

「白額」「七段花」「城ケ崎」「十二単」「姫あじさい」「アナベル」

など見頃は 6 月上旬～7 月上旬。天気も心配、花の状況も心配そこ

で直前に確認してよさそうなら日帰りでぶらっと行きませんか？  

 

江戸時代の宿場町の雰囲気を色濃く残す関宿場町をぶらり。七万五

千株のアジサイが一面咲き乱れる「かざはやの里」へ。そして英虞

湾の絶景の中に位置する話題の「志摩地中海村」へ。東京ドーム２

個分の広い敷地に地中海の街並みを再現した異国情緒を味わえま

す。パールロードを全線ドライブして日帰りで帰路へ。 

「どうせ行くならお天気がいい時に行きたい」ですね。 

直前にお電話でお誘いしますのでいつでもいいわという方

はお早めにご連絡下さい！ 
 

予定コースは・・・ 
各地(8:00予定)＝関宿(散策)＝かざはやの里(あじさい見学)＝ 

志摩地中海村(散策)＝<パールロード>＝各地(18:00 予定) 
※旅行代金＠18,000 円 定員９名 ドライバー岡本哲也 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

私の父親の故郷但馬では昔から各家ごとで自家製どぶろく作りが盛んでした。今でこそ作

る家は少なくなりましたが西崎家では今でも変わらず作り続けています。今回は家庭で楽

しめるどぶろく作りをご紹介します。まず、どぶろく（濁酒、濁醪）とは、発酵させただ

けの白く濁った酒をさします。もろみ酒、濁り酒（にごりざけ）、濁酒(だくしゅ)、白馬

（しろうま）ともいいます。炊いた米に、米こうじや酒粕に残る酵母などを加えて発酵さ

せることによって造られる、日本酒（清酒）の原型とされています。 

 
自家製どぶろくの作り方 ※温度管理がかなり重要 

【材料】 

米三升/水田舎の裏の大カツラの樹の下からの湧水 10〜15 リットル/15 リットルの甕(か

め)/米麹/ドライイースト菌 

【製法】 

①米を蒸し器の適量ごとにザルに分けて水につける。②甕を熱湯処理③酒（アルコール）

で中を拭き殺菌④米を薪で蒸す⑤指で米を潰せるぐらいになると、木板に広げて約 50 度

ぐらいになるまで冷ます。冷めたら米麹を均等にいれてかき混ぜる（温度が高すぎると米

麹が死んでしまうので注意）⑥湧水を沸かして同様に約 50 度まで冷ます。⑦甕に米→イ

ースト菌→ぬるま湯の順に数回に分けて詰める。⑧仕込み終わると、空気に触れないよう

に蓋をして冷暗室で最低約 3 ヶ月寝かせて出来上がり！ 

 

西﨑家では恒例行事で毎年稲刈りが終わってから仕込みます。今回は敢えて春に作ってみました。家族で飲み楽しん

でいますが、私は飲み口になれずほとんど父親の口へ（笑）飲みすぎると悪酔いまっしぐら！私も潰れた経験がある

くらいです。あくまでも自家製の為作り方には多少オリジナルが入っています。ご家庭で簡単に作れますので是非と

も作ってみてください！くれぐれも悪酔いに注意です！  西崎竜彦 

先月半ば、添乗員念願の佐渡島へ行ってまいりました。花の佐渡、とは聞いていましたが聞

きしに勝る花の宝庫でした。訪問設定は宿の関係で実は少し遅いかな、と思いましたが全国

的に遅い春の到来で桜も何もかも満開ぴったりになりました。本州ならちょっとした水芭蕉

やカタクリの群生を見ようと思ったら少し～かなりのハイキングが必要ですが「車窓で楽し

める高山植物」と言う名言もなるほどと納得させられます。カタクリ、ユキワリソウ、イカ

リソウ、ミズバショウ…花が見つかるたびに車をストップさせているとなかなか、前に進め

ず…の繰り返しでした。６月のトビシマカンゾウ、秋のスカイラインから望む絶景紅葉。海

岸線も美しく、日本海とは思えない海の透明度やブルーがかった白波、と言った自然はもち

ろん、佐渡は「能」が有名な地でもあります。江戸時代から始まった能は地元に溶け込み毎

年４月から１２月まで何処かで楽しめる芸能です。もう一つ佐渡といえば鬼太鼓（おんでこ）。

今回上陸して最初に目にしたのがこの鬼太鼓でした。家内安全、子孫繁栄、商売繁盛、五穀

豊穣を願って二匹の鬼が交代で太鼓を打ち鳴らしながら早朝から夜中までかかって各家々を

門付け（かどづけ）してまわります。ちなみに世界に名を馳せる和太鼓集団“鬼太鼓座”は

半世紀ほど前に佐渡で結成されました。 

気になる食事は…どこで頂いてもほぼハズレ無し。本州では中々お目にかかれない種類のす

しもここでは気軽につまめます。食肉加工のドイツ公認資格ゲゼレ（職人）を持つ工房のハ

ム・ソーセージや、生でも美味しいイチゴを凍らせてそのままかき氷にしてしまう「いちご

けずり」も外せません。昨年はあまりの人気に生のいちごが無くなってしまい、真夏にも関

わらず「いちごけずり」が完売してしまったそうです。 

伊丹から新潟まで１時間、新潟空港から佐渡島までもジェットフォイルで１時間、とても近

い佐渡島へぜひお訪ね下さい。今回は観光のお客様をご案内しましたが、山歩きを楽しみた

い皆様にもしっかり登山道をご用意しておりますのでご安心下さい。山旅人では秋の佐渡島

を企画しております。山のコースにはなりますが、春以外にも行ってみたいと思われる方に

お勧め、すでに順調にお集まりいただいております。 



 

山旅人のツアーへ初めてご参加のお客様へ 

 

この度は山旅人をご利用頂きまして誠にありがとう

ございます。こちらは当社サービスのご案内です。 

 

●山旅人ポイントカードはお名前をご記入の上、ツアーにご参加頂いた際、添乗員へお渡し下さい。 
本日お渡ししたポイントカードはご参加頂いた際、添乗員がそのツアー日数分（例：日帰り１個、１泊２日２個）

のハンコを押させて頂きます。６個貯まると次回以降のツアーで１０００円をキャッシュバックします。 

 

※利用はご本人のみ、キャッシュバックは１ツアー１枚限りとなります。 

※夜行フェリーは往復で１個となります。（片夜行の場合はポイント加算無し） 

※個人プラン、買取企画等のパンフレット未掲載ツアーはポイント、キャッシュバックの対象となりません。 

 

株式会社 山旅人 TEL：0798-56-1026 FAX：0798-53-5379 
〒662-0825 西宮市門戸荘 18-38 E ﾒｰﾙ：info@yamatabito.com 観光庁長官登録旅行業第 2015 号 全国旅行業協会正会員 

●山旅人メール会員登録で本日ポイント２つ追加 登録専用アドレス touroku@yamatabito.com 
携帯電話・パソコン どちらでも OK！メール会員に登録するだけでポイントカードのハンコを２つサービス！登

録は下記の登録専用アドレスへメールを送るだけ。もし面倒なら登録は添乗員が代行します。(携帯電話持参の

方)情報送信は月に数回、催行状況や新規募集ツアーの情報をお知らせします。こんな時にメールが届きます・・・

｢パンフレット未掲載の新企画募集を開始した時｣｢山旅人のツアー催行状況を更新した時｣ 

｢満席のツアーに空席が出た時｣…等々  
※必ず件名に「メール会員登録」本文に登録者の氏名を入力してから送信してください。 

※年会費や入会金不要 解約はＥメール・ＦＡＸ・お電話でいつでも受け賜ります。 

※お預かりしたアドレスは厳重に管理し、山旅人の旅行情報関係以外のメールは送信致しません。 

●当社では添乗員スタッフの撮影したビデオの販売や写真の無料ダウンロードサービスがあります。 
山旅人のツアーでは、スタッフがビデオ・写真の撮影をします。撮影したビデオ・写真をご希望の方は 120 分Ｄ

ＶＤ1 本 1000 円（写真はＣＤ500 円・プリント７枚 500 円）各送料込で販売致します。120 分に収まれば何コー

スでも 1000 円です。いくつかのコースをためてから注文して頂いても結構ですし、気に入ったビデオ１コース

だけを注文して頂いても結構です。ご注文・お支払いは添乗員まで。後日ご自宅へお送り致します。 

さらにパソコンやスマートフォンで当社ブログページから添乗員の撮影した画像データを無料でダウンロード

する事も出来ます。詳しくは添乗員までお問合せ下さい。 
※例え 5 分のみのビデオを 1 本で注文されても 1000 円となります。※すべてのコースでビデオ撮影サービスをご提供するとは限りませ

ん。悪天候時やトラブル発生時、危険箇所が多い行程等、当社スタッフの判断でことわりなくビデオ撮影を中断・又は中止する場合もあ

ります。その他、ビデオカメラの故障や機材不足の場合でも撮影は行いません。 

●ご希望の方へ「日本百名山登頂カード」と「九州百名山登頂カード」を差し上げます。 
まずは百名山登頂アンケートで（添乗員にご請求下さい）これまで登った百名山についてお答え下さい。 

登頂された山にハンコを押したカードを後日、当社からご自宅へお送りします。 

日本百名山を含むツアーへご参加の際お持ち下さい。添乗員が登頂した山にハンコを押します。 

個人山行、他社ツアーでの登頂も自己申告をして頂ければハンコを押します。 
 

※ハンコを押すのは当社ツアー参加中に限ります。（当社事務所を含むツアー以外の場所では押せませんのでご了承下さい） 

※百座すべてを登頂された方には当社より素敵なプレゼントを進呈させて頂きます。 

※すでに百名山をすべて登頂されたという方も希望であればカードをお渡しします。（もちろんプレゼントも差し上げます！） 

※その他、ご不明な点はお気軽に添乗員まで・・・ 

山旅人メール会員にご登録頂ければ 
最新の山旅人かわら版をインターネットで 

ご覧頂けるようになりました。 
 

２０１５年１月からメール会員にご登録頂ければ、山旅

人かわら版をＷＥＢで御覧頂ける様になりました。会員

様には毎月新しいかわら版をアップした閲覧専用ページ

アドレスをお送りします。山旅人メール会員に是非ご登

録下さい。詳しくは下記に記載しております。 


