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本年９月末頃に発表予定の山旅人パンフレット冬春号(主に２０１８
年１月～４月出発分)に掲載決定の新企画を一部紹介させて頂きま
す。各コースともに少人数募集を予定しておりますので、参加希望の
方は先行予約をお勧めします。いずれの企画も何度も同コースを案内
したガイドが企画し、当日も出発から帰着までご案内しますので安心
してご参加下さい。他のコースも近日発表致します。お楽しみに♪

しまなみ海道サイクリング 絶景の多島美とスイーツを楽しむ

Vol
Vol.89
2017 年
8 月配布

しまなみ海道といえば、日本が世界に誇るサ
イクリングコース。尾道から四国の今治の糸
山まで 70km 弱。この憧れのコースをのんびり
と自転車で走ってみませんか？ 疲れた頃に、
休憩のスイーツをご用意します。最後の来島
海峡大橋を渡れば、心地よい充実感でいっぱ
いになることでしょう！

静寂の上高地と明神池
白銀の穂高連峰とランプの宿「山のひだや」
１月下旬予定 ３日間
夏の喧騒が嘘のような、静寂の冬の
上高地。河童橋から眺めると、白銀
の穂高連峰が静かにそびえ立って
います。この時期に奥上高地の明神
で宿泊できる施設があることをご
存知ですか？ランプの宿「山のひだ
や」に宿泊して、なかなかできない
冬の上高地を楽しみましょう。宿ま
での道はなだらかなので、のんびり
雪遊びをしながら歩きましょう。

① 三 宮 (7:20) ＝ 大 阪 (8:00)
＝平湯温泉 希望者は平湯
大滝へご案内 ②＝釜トン
ネル入口(1310m)…釜トンネ
ル…大正池…田代橋(梓川右
岸)…河童橋…明神③…河童
橋…大正池…釜トンネル…
釜トンネル入口＝入浴＝大
阪＝三宮(18:00 予定)
レベル２ 技術１ 体力２
Gokm

レベル２ 技術１

さらに新着情報… Gokm
究極の島旅
吐噶喇（トカラ）列島
募集決定しました！
４月中～下旬

３日間

体力１

※普 通の自転 車に乗 れる方なら 誰で もご参加い ただ けます

宿泊 ①ふるさと憩いの家 ②サンライズ糸山
コースデータ ②４時間 ③４時間
食事 朝２

昼３

夕２

①大阪(7:30)＝三宮(8:10)＝尾道～向島ーサイクリングー因島ー
生口島ー大三島/多々羅大橋＝ふるさと憩いの家 ②＝大山祗神
社＝多々羅大橋ーサイクリングー伯方島ー大島ー海鮮バーベキュ
ー昼食ー糸山③＝亀老山展望台＝村上水軍記念館＆潮流体験＝三
宮＝大阪(17:00) Gokm

世界が恋する海
慶良間諸島ザトウクジラウォッチングと
座間味島と無人島を歩く ３月中旬 ３日間
世界有数の透明度を誇る、慶良
間諸島。その美しい海では冬か
ら春にかけてザトウクジラが子
育てのために訪れます。海が荒
れず、船さえ出航すれば、確率
はほぼ 100％です！座間味島で
は海を一望できる高月山展望台
から西海岸へハイキング。砂浜
が美しい無人島へも船をチャー
ターして足を伸ばします。

①伊丹✈那覇＝泊港～
高速艇～座間味島 ②
～ザトウクジラウォッ
チング～座間味島～安
慶名敷島(無人島)～座
間味島 ③座間味島ハ
イキング～高速船～泊
港＝那覇✈伊丹
レベル２ 技術１
Gokm

体力１

秋田県男鹿半島の付け根に位置する広大な八郎潟。寒風山の頂上から
一望するその景色は世界三景と呼ばれ、イタリアのナポリ、アルゼン
チンのブエノスアイレスと並び、人類が作った広大な景観として認め
られています。この八郎潟の春の風物詩となっているのが２２ｋｍの
桜並木と菜の花のフラワーロードです。水平な直線道路に遥か彼方ま
で続くピンクと黄色２色のコントラスト。日本離れしたその景色は見
事の一言。実はこのフラワーロードは秋田白神でお馴染みの名物ドラ
イバー佐々木伊作さんが毎日自宅からバス会社へ出勤するための通
勤路。花満開の時期でもラッシュアワー以外の時間はとても空いてい
て爽快だそう(うらやましい！)。そんな佐々木さんの提案で八郎潟の
宿に泊り、車の往来の少ない早朝に爽快なウォーキング花見を企画す
ることに決定しました。他にも秋田滞在中は佐々木さんが最初から最
後まで皆さんを飽きさせませんので乞うご期待。添乗員

津森豊

秋田八郎潟２２km の桜並木と世界三景寒風山
出発日：５月９日(水)出発３日間 ツアーレベル：２ 旅行代金：未定
①伊丹空港→秋田＝寒風山〈見下ろす世界三景〉＝大潟村(泊)②大潟＝〈早朝からバスを並走させ菜
の花＆桜並木ウォーキング〉＝猿倉温泉鳥海荘(泊)③鳥海山山麓滝巡り＝〈秋田観光〉＝秋田空港→
伊丹空港

※平地のウォーキングですので歩きやすい運動靴が必要です。

長野県

ＪＲ利用

秘境の温泉ざんまい

紅葉の秋山郷を歩く
レベル
1

体力 ★☆☆☆☆

ゆらり

出 発 日
旅行代金
募集定員

10 月 25 日(水) 2 泊 3 日
118,000 円
14 名 最少催行 7 名

食事

朝2 昼2 夕2

宿泊

①屋敷温泉秀清館
②切明温泉雪あかり

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ

①②③散策 2～4 時間

北信州栄村にある秋山郷。長野県なのに、長野市からは一度新潟県
へ入らないと行けない秘境の集落です。
ここがおすすめ！①ＪＲで長野駅まで移動♪
大阪からバスで行くと長距離・長時間かかるので、移動だけで行き帰
り２日丸々かかるところをＪＲ利用なら初日も散策が可能。なので今
回は３日間ゆっくり秋山郷だけをめぐることができます。
ここがおすすめ！②秋山郷で２泊♪しかも違う温泉に泊ります。
２泊とも秋山郷にある、異なる温泉、屋敷温泉と切明温泉それぞれに
宿泊し、２つの温泉が楽しめます。
ここがおすすめ！③紅葉のベストシーズンに秋山郷を散策。
岩稜の鳥甲山と百名山苗場山という名峰に挟まれ、紅葉のビューポイ
ントも多数あり、蛇淵の滝や天池など紅葉のベストシーズンにめぐり
ます。
ここがおすすめ！④ガイドはもちろん温泉好きの豊田嘉英さん
［行程］豊田嘉英ガイド案内
①新大阪駅(7:50 予定)－<新幹線･特急>－長野駅＝秋山郷(散策･泊)②秋
山郷(終日散策･泊)③秋山郷(散策)＝長野駅－ <特急･新幹線>－新大阪駅
(20:30 着予定)

今年も暑い夏がやってきました。私が以前働いていたカク

ウキビ畑をヨーロッパの白人が発見しそこに奴隷の黒人

テルバーでお客さんにお話ししていた夏のお酒のエピソ

を連れていき計画的に栽培、砂糖生産をさせました。

ードを紹介します。夏といえば海！海といえば海賊！？海

出来た砂糖を船に乗せ他国に売り、儲けたお金で再び黒

賊といえばラムと連想することからラム酒は夏のお酒と

人を買収しサトウキビ畑に送り込み生産量を増やしま

言われております。ラム酒は主にサトウキビを原料に作ら

す。ラム酒はこのような大航海時代の三角貿易の中で副

れたアルコール度数が４０度以上の蒸留酒のことで西イ

産物的に生まれたお酒と言われております。そんなブラ

ンド洋が発祥の地といわれカリブ海周辺で多く原産され

ックな歴史のイメージは長い時代の流れによって薄れ今

ております。砂糖を作る際にサトウキビの残った搾汁が発

では世界中で知られる蒸留酒の一つとして多くの人々に

酵し酒精分を含み生まれたそうです。正に南国の発祥とい

受け入れられ愛飲されています。特に暑い夏が訪れると

うわけです。種類は大きく分けて、ホワイト、ゴールド、

好まれるカクテルベースにラムの存在は外せません。代

ダークの三種類がありいずれも原料がサトウキビなので

表的なのは、ミントをふんだんに使ったモヒート、老人

甘みを含みます。ホワイトは蒸留したてのフレッシュな状

と海の作家ヘミングウェイがこよなく愛したと言われて

態で色は透明、味わいは淡白で酒精分を強く感じます。ゴ

いるフローズン・ダイキリなど暑い夏を爽やかな気分に

ールドはウイスキーの様に樽に詰め三年から四年ぐらい

させてくれるカクテルはやはりラムの魅力でしょう。皆

熟成させたもので色は琥珀色、味わいは甘みと酒精分のバ

さんも今年の夏はラムベースのカクテルで大航海時代に

ランスがよくそのまま飲むか氷を入れて飲むのにちょう

思いを偲ばせ、リゾート気分を満喫してみてはいかがで

どよい仕上がりです。ダークは熟成期間をゴールドの２倍

しょうか♪

以上延ばしたもので色は黒、味わいは甘みが強くトロっと
した舌触りが特徴的でよく洋菓子の材料に使われるのが
このタイプのラムです。冒頭でお伝えした夏＝ラム酒とい
う強いイメージは南国生まれというだけではなく昔から
よくあるカリブ海の海賊映画の中で海の猛者達が豪快に
ラム酒をあおるシーンの影響が強いのかなーと私は思い
ます。実際のところをお話しますと、西インド諸島のサト

感謝感激！お花好きのお隣さんが心を込めて
お世話をして下さる「山旅人花壇」
私達の事務所前には小さなレンガの花壇があります。私達が開業した１５年
前、そこはくさりかけの木材の支柱と、それにもたれかかる枯れた木が１本あ
るだけのとてもみすぼらしい状態でした。それはある年の大掃除で撤去、その
後はずっと砂漠状態でした。たまに雑草が生えては抜くという状態が何年も続
きました。そんなある日、お隣の奥さんが「もし宜しければこの花壇に花を植
えさせてもらえませんか？」と訪ねて来られました。実はお隣のお家のまわり
にはいつも溢れんばかりの花々。きっと我が社の花壇を見て、悲しい気持ちに
なられ、見るに見かねて訪ねて来られたのでしょう。申し訳無いと思いながら
も甘えさせて頂き、今ではいつも綺麗な花々に飾られています、通行人が足を
止める事もしばしば。中には写真撮影される方や、花壇の前で花の話しをはじ
める方々までおられます。お隣さんには毎日、毎日、お手入れや水やりして下
さり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。来社される方には「すごい花壇で
すね。手間かかるでしょう」と言われ、苦笑いしながら経緯を説明する事もあ
ります。当社では誰がいつという事もありませんんが、たまにお隣さんへ添乗
先のお土産を届けます。きっと皆の感謝の気持ちの現れなのでしょうね。ただ
私達、３０００ｍ級の山々に咲く高山植物なら分かるけど、恥ずかしい事に事
務所前に咲くお花の名前はさっぱりわかりません。(^_^;)
添乗員 岡本哲也

添乗員：浮田健一

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。

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。

●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。

●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。

株式会社 山旅人 TEL：0798-56-1026
〒662-0825 西宮市門戸荘 18-38 E ﾒｰﾙ：info@yamatabito.com

FAX：0798-53-5379
観光庁長官登録旅行業第 2015 号 全国旅行業協会正会員

