
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日帰りグルメツアー四季旅人 ５月のお勧め 「黒あわびフルコース」 
地形の恩恵を受け京丹後の海は近くの山からの養分が海に流れ込むことから、貝類が健やかに育つために不可

欠な植物性プランクトンが豊富。羽衣荘の黒鮑はこの栄養豊富な海で育った天然もののみを使用します。蒸し

鮑から吸い物までのフルコースの中で特に好評なのは新鮮な肝をすりつぶした肝醤油をつけていただく｢刺し

身｣と、蒸し鮑を更にバター焼きにした｢ステーキ｣。肉厚な黒鮑をお楽しみください。大阪出発あり、催行決定、

残席僅かです。 
 

 

琴引浜の｢黒あわびフルコース｣とスイス村芝桜 
日おお時：５月２１日（火） 

旅行代金：３８，０００円 

出発場所：大阪 8:00 川西 8:40 宝塚 9:10 

行おお程：各地＝琴引浜 羽衣荘(黒あわびﾌﾙｺｰｽ) 

＝ｽｲｽ村(約 9 万株の芝桜)＝各地(18:00 予定) 

先日、伯耆大山の秘境ブナの森ハイキングへ白神山地の人気ガイド斉藤栄作美さんに同行して頂き

ました。斉藤さんは森の自然解説のスペシャリストです。彼の大山での解説は長年地元でガイドし

ている私も新しい発見があり驚きました。皆様も２つの対象的な森の違いを自分の目で確かめに出

かけませんか。                         山旅人スタッフ 津森豊 

 

大山の魅力は、奈良時代に山岳信仰の霊場として開山されてから現在に至るまで神聖な場所として

人々の手で護られてきた自然。その中でも特に寺社などの歴史建造物の聖域に囲われるように残る

橅(ブナ)と日本杉の共生林は理想的な森の形態です。「全国津々浦々歩いたがこのような森は見た

ことがないね。歴史と人に護られ残った景観は先人の神霊的感性が伺えますね。」と斉藤さんは語

ります。「白神山地の魅力は人類誕生から今日に至るまで人の影響をほとんど受けていない原生的

なブナ天然林が世界最大級の規模で分布していることです。四季折々の美しさが鮮烈に体感できる

自然度の高い森が世界遺産として認められ今年で２５年が経ちました。本当に良い森ですから見て

くださいね。」 

 

今年もおもしろサプライズが盛りだくさん♪ 

 

今年の謝恩企画は３月９日・１１日の２便出発で総勢５０名様に

ご参加頂きました。今年は１７周年という事で伊那（１７）へ行

って地元武村ガイドに案内して頂きました。それでは今年のサプ

ライズを時系列でご紹介します。 

 

１日目移動中 １７周年参加者限定 歩ぷ楽２０００円割引券 

１日目下山後 武村ガイドお手製のホットフルーツワイン 

１日目夕食時 山旅人３種の選べるプレゼント   こちら→ 

２日目山頂で 武村ガイドお手製のホットりんごジュース 

２日目現地発 信州有名製菓店のりんごケーキのプレゼント 

２日目移動中 山旅人特製ボールペンのプレゼント 
 

来年は１８周年という事で１８をキーワードに今回ゲストで参加

頂いた小林ガイドが考案中です。もちろん来年の先行予約も現在

好評受付中。ご予約はお早めに！ 
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先⽉、⼩林ガイドの九州ミステリーツアーで⼤分県豊後⾼

⽥の昭和の町を皆で楽しく散策。地元ガイドさんからお昼

ご飯ならいい店があると教えてもらい⾏ってきました「⼤

寅⾷堂」！なんと開業９１年の⾷堂でメニューも値段も昔

のまんま！！麺類、丼など全品 350 円！！！この平成も終

わろうとしている時代にですよ！？美味しいのはもちろん

気取らない雰囲気に昔の良き時代を思い出し僕の⼼もほん

わか。テレビや漫画にも登場し、観光客だけでなく地元の

⽅にも愛され「ふれあい⾷堂」として⼦供から⾼齢の⽅ま

で世代を超えて幅広く利⽤されています。これだけ⻑く続

けられるってすごいですし、すごく勉強になりました。 

私達もがんばります。            岡本哲也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの写真は伯耆⼤⼭の⾏者⾕尾根にて。雪⼭登⼭のワ

ンショットです。写っている⽅々は全員ガイドです。左か

ら⽩神⼭地の佐藤浩ニさん、安部美保⼦さん、会⻑の⻫藤

栄作美さん。その後ろが屋久島のリーダーガイド渡辺太郎

さん。そして、⼤⼭ガイドクラブの吉野功会⻑と雪花荘の

若旦那佐伯勇治さん。実は⽩神屋久島⼤⼭ガイド研修と銘

打って各地から⼤⼭にお集まり頂き、⼭岳登⼭とブナの森

の観察会を⾏いました。世界⼀のブナの森と世界⼀の屋久

杉の森、それの中間地点にある⻄⽇本随⼀のブナの森を⼀

緒に観察しながら情報交換。素敵なガイドさん達ととても

楽しい価値あるひとときを過ごしました。    津森豊 

 

先⽇、JR ⻄⽇本から新たな⻑距離列⾞のニュースが発表さ

れました。その名も「WEST EXPRESS（ウエストエクス

プレス）銀河」。最近の夜⾏列⾞といえば「ななつ星」「瑞

風」「四季島」など、何⼗万円もする⾼級列⾞がほとんど

でしたが、今度計画されているこの列⾞はリーズナブルな

設定を計画されているそうです。運⾏区間は京阪神〜⼭

陽・⼭陰エリアなど、⽚道 5〜10 時間ほどで移動できる距

離で、具体的には⼤阪〜出雲市などが挙がっていて、運

賃・料⾦は⼤阪〜出雲市間で⼤⼈ 1 ⼈あたり 1 万円前後に

設定される⾒通し。運⾏開始は 2020 年春。気軽に列⾞の

旅が楽しめそうで来春が待ち遠しいですね♪ 

三⽊浩嗣 

 

買ってみました 

『いぶりがっこのタルタルソース』。どうでしょう、商品棚

でこの名前を⾒つけた瞬間、秋⽥の佐々⽊ガイド・斎藤ガ

イドの顔が思い浮かび即、⼿に取ってみました。タルタル

ソースとはマヨネーズに、タマネギ、キュウリのピクルス、

ケッパーなどをみじん切りにして混ぜ込んだ⽩い濃厚なソ

ース。⽇本では粗みじん切りにしたゆで卵が加えられるこ

とが多く、主に海鮮類のフライに添えられます。ある⽅が

「タルタルソースの風呂に浸かりたいくらい好き」と話し

ていたのを思い出します。ピクルスの代わりにラッキョウ

の⽢酢漬け・柴漬けなど⽇本の漬物を⼊れる場合もあるら

しいのでいぶりがっこも「有り」ですね。こちらには茹で

卵は⼊らず、がっこと⽟ねぎがたっぷり⼊ります。がっこ 

のコリコリとした⻭ごたえ、蒸し 

鶏に合わせると鶏⾃体を燻製にし 

たようなスモーキーな風味に。⼤ 

⼿スーパー内の輸⼊⾷品店舗で購 

⼊できます。燻製好きな⽅は⼀度 

お試し下さい。     徳永恵 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつかしてみたいな、こんな企画 

その① ⼤阪環状線⼀周ウォーキング どこでリタイヤし

ても OK。ゴールは下町風情漂う店で⼀杯やって解散 

その② 天王寺から難波から梅⽥へぶらぶらと 町から街

に変わっていく景⾊をたのしみます。これは⼀回したけど

⾯⽩かったです 

その③ 本当にしてみたいダーツの旅 某 TV の番組です

が（笑）・・・町とふれあい美味い物を⾷べて帰ります 

その④ 釣ったその場で調理、釣旅⼈ そのままです 

その⑤ サイコロが決めます今⽇の散歩場所 ダーツの旅

に似ていますがこちらは電⾞の沿線でやってみたい 

その⑥ ⼤⼈の隠れ家、昼編 なんかそれっぽいところに

⾏きます 

その⑦ ⼤⼈の隠れ家、夜編 やっぱりそれっぽいところ

に⾏きます 

以上、ふと⼀杯やりながら思いついたことでした。 

なにか皆様の⼼に響いた企画はありましたでしょうか？ 

あればぜひお声がけ下さい。本当に作ります！ 

浮⽥健⼀ 

ジビエ料理を⾷べました！ 

実は私の周りには⼆⼈も猟師さんがいるのです。⻄宮に住

んでいてこんなに猟師に出会うものだろうかと不思議です

が、⼀⼈は会社員で冬場だけ狩りにでる男友達。もう⼀⼈

はとても綺麗な⼥性ハンター。今回は⼥性ハンターの⽅が

仕留めてきた⿅のお⾁を BBQ で頂くことに。以前男性ハン

ターから頂いたお⾁は新鮮すぎて包丁を⼊れるのに⼿が震

えたのですが、今回は彼⼥の鮮やかな⼿捌きで⿅⾁が綺麗

に下処理され、BBQ でじっくりゆっくり調理。特性のネギ

ダレをつけて完成！⿅⾁は脂⾝が殆どなく、こんなに⾷べ

やすいものだと感動し、⼀つまた⼀つとお箸が⽌まらな

い！デザートには美味しい焼き芋も！森の中で春の訪れを

感じつつ⾷を楽しんだ⼀⽇でした。 久保世⾥⼦ 

 

 

 

 

 

 

 

学⽣の頃の旅、第３話目。悪友 2 ⼈とレンタカーで九州に

⾏った時の話。地図を⾒ていた友 1 が「こっちが近道みた

いだ」と⾔うので⾔われるがまま⾛っていたら、案の定迷

いました。やっと村⼈を⾒つけ道を聞きに。帰ってきた友

1 に「どう⾏けばいいの？」友 1「しばらくまっすぐ⾏っ

てどっかで右に曲がるようだ」との答え。「ちゃんと聞いて

こいよ！」と⾔うと、「お前らも⼀緒に聞けばわかる」と⾔

い張る。釈然としないまま次に出会ったご⽼⼈に 3 ⼈揃っ

て道を聞きに⾏ってみる。友 1「すみません。〇〇に⾏き

たいのですが道を教えてくれませんか？」 ご⽼⼈「あぁ

〜〇×％＄＆＃…」我々「えっ？？」ご⽼⼈「＆＄％＃＠

＊＃…」⽅⾔がきつすぎて何を⾔っているのかさっぱり分

かりません。ご⽼⼈はこちらの⾔葉は理解されているよう

で、⽅向を指し⽰しながらとても丁寧に教えてくださって

いるようです。でも我々が理解できるのは指の⽅向のみ...

とりあえず丁寧にお礼を⾔って、ご⽼⼈が最初に指さす⽅

向に進むしかすべがなく・・「ここは⽇本か？」と思った瞬

間であり、永久にここから出られないのではと焦った若か

りし⽇の思い出深い旅となりました。     近藤恒毅 

 

温かい⽇も多くなった今⽇この頃、僕は１か⽉先にやって

くる⻑期休暇の予定を⽴てるのに⼀⼈ウキウキしていま

す。今年のゴールデンウィークはなんと１０連休もあるん

ですよ！社内ではゴールデンウィークだと、どこも⼈がい

っぱいで外には出歩けないなー、なんて⼝にしていますが、

やはり⻑い休みは嬉しいものでスタッフ各々楽しい計画を

考えています。ちなみに僕は、当初⺟の故郷である沖縄に

⾏こうと思っていましたが、⾶⾏機のハイシーズン料⾦の

あまりの⾼さに驚き、⼀旦保留にしました(笑) 次に思い

浮かんだのは、離島。なぜか⼈のいない場所に⾏きたいと

思い、調べていると⾹川県にある塩飽諸島の⼀つ「佐柳島

（さなぎじま）」という島にたどり着きました。猫が多くて

有名な島で⼈⼝は約１００⼈と少なく、両墓制という珍し

い習わしがあります。遺体を埋葬する「埋め墓」とその霊

魂を祀る「まいり墓」を設けていてそれぞれ別の役割があ

るそうです。そんな調べれば調べるほど奥の深い島に、気

ままな⼀⼈旅には最適かなと胸を踊らせています。…と⾔

いつつも直前で⾏き先が変わっているかもしれませんが

(笑) せっかくの⻑期休暇楽しんできます！ 横⽥和則 



 

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。 

但しツアー日数が７日以上は２枚利用可、１３日以上は３枚利用可、１９日以上は４枚利用可となります。(2018 年 3 月より) 

※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・・・ 

●山旅人の募集スケジュール 春夏号(5月～9月)は１月発送 秋春号(10月～4月)は７月発送です。 
１月発送 夏秋号…５月～９月出発の新ツアーと１０月～１１月出発の先行発表ツアーを掲載 

７月発送 秋春号…１０月～１１月出発の追加設定ツアーと１２月～翌年４月出発の新ツアーを掲載 

次号のパンフレットは秋春号です。２０１９年７月発送予定 

決定したコースを順次お知らせ致しますので、お気に入りの企画には先行予約をお入れ下さい。 
 

●お客様の旅コラムを随時募集中 
かわら版に掲載させて頂くお客様の旅コラムを募集して

おります。旅のエピソードをはじめ、山旅人のツアーで

感じた事ならなんでも結構です。４００文字以内で下記

メールアドレス又はお手紙・FAX でご応募下さい。 
 

※お写真の掲載も可能です。※編集の都合により文章を省略させて頂

く場合もございますがご了承下さい。※採用は掲載をもって発表とさ

せて頂きます。 

●「お客様の声」をお聞かせ下さい 
ホームページに「お客様の声」を掲載させて頂いてお

ります。山旅人にご参加頂いて楽しかった事や嬉しか

った事を簡単な文章にまとめ、お写真と一緒にホーム

ページの応募フォームかＥメールでお送り下さい。 

掲載させて頂いた方には１０００円の割引券を贈呈致

します。 


