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日帰りグルメツアー四季旅人 ６月のお勧め 「丹後とり貝料理」 
丹後地方限定の「丹後とり貝」は大型肉厚で独特の甘みがあり、グルメも認めた希少な高級食材です。出荷は、

６～７月が中心ですが売り切れ御免の短期間で販売が終了する場合もあります。貝は水温が高くなると抵抗力

が低下し死亡してしまうため、多くの地域では夏を迎える前に漁獲されますが丹後では夏を越えて２年近く生

育するため、とても大きく成長することができます。舞鶴湾、宮津湾は大型の天然トリガイが漁獲される、日

本有数の優良漁場として知られており、今回は宮津の｢料亭ふみや｣で刺身、焼き、釜飯など会席料理でご堪能

いただきます。料亭ふみやおすすめ｢焼き鯖ずし｣のお土産付きです。出発決定、大阪発ございます。 
 

 

希少な丹後とり貝料理と丹後ちりめんの郷 
日おお時：６月１４日（金） 

旅行代金：４３，０００円 

出発場所：大阪 8:30 川西 9:10 宝塚 9:40 

行おお程：各地＝料亭ふみや(丹後とり貝料理)＝丹後ちりめん 

の郷＝各地(18:00 予定) 
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以前⼩話でご紹介させて頂いたあいの風とやま鉄道の新

しい観光列⾞「⼀万三千尺物語」がこの４⽉運⾏開始。９

⽉にお席を確保することができました！この列⾞は厨房

のある⾞両を連結していて、富⼭駅から泊駅まで⽴⼭連峰

の景⾊を楽しみながら、握りたての極上な富⼭湾鮨が味わ

えるコースに乗⾞します。さらに今回はえちごトキめき鉄

道の⼈気列⾞「雪⽉花」の予約も確保できました！糸⿂川

駅から妙⾼⾼原まで、海と⼭の景⾊を楽しみながら、海⼭

の幸を盛り込んだ三段重ね弁当をいただきます。宿泊は⾚

倉温泉のホテル⾦甚に泊って、温泉と妙⾼⾼原の散策も。

富⼭では「令和」の年号で⼀躍有名になった⾼志の国⽂学

館も訪ねましょう。⼈気のダイニング列⾞２つに乗⾞でき

るなんとも贅沢なツアー、もちろん私三⽊が添乗させてい

ただきます。15 名様限定、ご予約はお早めに！ 

三⽊浩嗣 

富山県・長野県 ＪＲ利用 

北陸を走る人気のﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ列車に乗車 

「雪月花」「一万三千尺物語」 

ゆらり 

レベル 1 
体力 ★☆☆☆☆ 

 

出 発 日 

旅行代金 

 

募集定員 
 

 

9 月 28 日(土) 1 泊 2 日 

98,000 円 
※１名１室希望は 4,000 円増 

15 名 最少催行 7 名 
 

 

食事 
 

朝 1 昼 2 夕 1 
 

宿泊 
 

 

 

①赤倉温泉ホテル金甚 

 

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ 
 

②散策程度 

 

［行程］三木浩嗣同行 

①大阪駅(9:46 予定)－京都駅－<特急･新幹線>－糸魚川駅

－<えちごトキめき鉄道「雪月花」に乗車約 2 時間(車内で

三段弁当の昼食)>－妙高高原駅＝赤倉温泉(泊)②赤倉温

泉＝妙高高原(散策)＝上越妙高駅－<新幹線>－富山駅－<

あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」に乗車約 2 時間(車

内で富山湾鮨の昼食)>－泊駅(折返し)－富山駅＝高志の

国文学館(見学)＝富山駅－<北陸新幹線・特急>－京都駅－

大阪駅(19:38 予定) 

一万三千尺物語 

雪月花 

（上）雪月花の食事と車内(下)一万三千尺物語の食事と車内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友⼈夫婦の息⼦、⼀哉(カズヤ)はもう 25 才。⽣まれた時

からずっと⼀緒に遊んだり旅⾏に⾏ったり、娘しかいない

私にとって彼はまるで息⼦のような存在。その彼ももう社

会⼈。⽴派に働いていて１０年以上会っていなかったので

すが、先⽉突然電話が。「てっちゃん、今⽇会いたいねん」

かなりおっさんの声になったカズ。いつもなら友⼈夫婦も

⼀緒にくるはずが「今⽇は⼆⼈で⾏くわ」と。いったい誰

や？と思っていると、あの⼩さかったカズは綺麗な彼⼥と

⼀緒にケーキとプレゼントのお財布を持ってきてくれまし

た。その彼⼥のお腹には⼦供も。なんと 7 ⽇前に⼊籍した

ので真っ先に報告したかったとわざわざ来てくれたので

す。涙涙感動〜！！今⽇は私の誕⽣⽇だったのです。 

 

岡本哲也 

 

 

早春の⼤⼭ 
⼤⼭が最も早春にあたる４⽉に、⼭旅⼈では初めてツアー

を設定し、お客様と⾏ってきました。⼭菜の観察会を主と

した散策でしたが、いつもとは違う⼤⼭を発⾒することが

できました。まだ上部にたっぷりと雪を頂く⼤⼭本峰の景

⾊や、麓から⾊づいてくる新緑の森。雪解けの⽔で満たさ

れた渓流の流れ。ブナの芽吹きはもう少し先ですが、⾒通

しの良い森は葉が育つと⾒ることの出来ないこの時だけの

美しい光景です。⼀番から芽吹くコゴミ、ゼンマイ、ワサ

ビなど地の⼭菜はいきいきとして、⼭が活動をしだした光

景を目の当たりに⼼躍る散策となりました。   津森豊 

 

《和⾷店にて》 

四季ツアー企画のために試⾷に訪れていますが先⽇の出来

事を⼀つ。或る和⾷店のカウンター席、筆者のすぐ隣には

タレント、ジローラモさん似のイケメンが。お連れの⽅と

の話に飽きたのか、時々私が⾷べる様⼦をチラチラと⾒て

いたと思ったらそのうち「オイシイデスカ」と問いかけて

こられました。ミラノ出⾝で⽇本⼈⼥性がボーカルの“カン

トリー・ロック”ミュージシャンだそうです。２週間前に来

⽇し、札幌とこの店の刺し⾝がとても旨い、とのこと。焼

物の後に出た煮物を箸で上⼿に⾷べながら｢さっきのに⽐

べてなんて味が無いんだろう｣と急に｢クックッ｣と笑いだ

しました。この後に⾷事（ご飯と味噌汁）が出るのでその

バランスのためかな、というと、なるほど〜と納得したよ

うでした。それよりイタリアンと⽐べて量的に全然物⾜り

ないでしょう、と聞くと｢⽇本に来て慣れたよ｣とニヤリ。

最後は｢富⼠⼭がきれいに⾒えたよ｣と 

嬉しそうにカメラの映像を⾒せて下さ 

いました。⼩さな外交の⼀瞬、サイン 

でも貰っとけば良かったなあ。徳永恵 

来年の３⽉末に企画する旅のご紹介 

「岳⼈の森に泊まって♪ 南阿波 花と滝巡り」 
ここ最近の視察で⼀番びっくりしたのはマイクロバスでも

⼊る事の出来ない秘境にある名もなきミツマタの⼤群⽣

地。これをメインとして⼤渓⾕やいろいろな滝を⾃社タク

シーで巡りませんか。お宿は岳⼈の森の中にある⼭⼩屋で

すが、お料理は超こだわり！有名料理店、京都下鴨茶寮を

はじめ、全国各地の料理店で修⾏を積まれた料理⻑が皆様

のお⾷事を担当します。神⼭町はきっと桜も最盛期。 

さぁ、添乗員を呼び出して今すぐご予約を！ 

堀祐希 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県宇陀市にある本郷の瀧桜。桜周 3m、⾼さ 13m、⼤

きく枝を広げたシダレザクラは、樹齢 300 年とも⾔われ、

戦国武将後藤⼜兵衛が落ちのびたという伝説が残ることか

ら「⼜兵衛桜」とも呼ばれています。２０００年の NHK ⼤

河ドラマ「葵三代」のオープニングに登場したことから有

名になり毎年多くの⼈を魅了する桜になりました。初めて

出会う⼤きな桜の⽊は美しく「綺麗」以外の⾔葉が出てこ

ないのです。３００年も何を⾒続けてきたのだろう。ずっ

とそこに⽴ち、毎年花を咲かせ、散らしまた新たに歳を重

ねてこんなに美しい姿になったのかな。風に吹かれて枝が

なびく姿は優雅で美しいのに儚さは感じず⼒強い。⼀⽇中

その姿を⾒続けていたいと思いましたがそういう訳にもい

かずまた来年来ることを胸に満開の桜を後にしました。 

久保世⾥⼦ 

何を隠そう私は料理が⼤好きです。今回は⼭旅⼈スタッフ

にも好評だった「豚⾁のパイナップルトマト煮」をご紹介。 

材料：トンテキ⽤の厚切豚⾁ 4 枚・パイナップルの⼤きい

⽅の缶詰・トマトのカット缶（４００㌘程度） 

洋風出汁(コンソメ顆粒や創味シャンタン DX 等) 

作り⽅：豚⾁は筋切りして、底の広い鍋かフライパンに⼤

匙⼀杯程度の油をひいて⾁を並べて置き、表⾯を少し焦げ

目が付く程度に両側共軽く炙ります。表⾯が焼けたら、そ

の中にパイナップル缶の汁のみ⼊れて、次にトマト缶を全

部⼊れてください。蓋をして沸騰したら弱⽕と中⽕の間位

の⽕⼒で 15〜20 分程度コトコト煮込んでください。適度

に煮あがったら洋風出汁(私はシャンタン DX 派)を適量⼊

れます。塩加減はご家庭ごとに違うと思いますので味⾒し

ながら調節してください。お皿に盛って輪切りのパイナッ

プルを上に乗せてこれで完成。豚⾁がパイナップル汁に含

まれる酵素で柔らかくなり⼦供にも好評です。⼤⼈は⼀味

を⼊れてピリ⾟に！残った汁は、⼈参や⽟葱を⼊れスパゲ

ティのスープにして 2 度楽しめます。⼀度お試しを！ 

近藤恒毅 

《⼭旅⼈で働きだして早２年―僕の決意表明―》 

⼊社当初は添乗員の持つ荷物の多さに驚き、担ぐのも精⼀

杯で先輩達に叱咤激励されたことや、初めて登った⿃取県

の⼤⼭では、両⾜が痙って⼦⿅のように登ったことは今で

は少し恥ずかしいですが僕の中でいい思い出になっていま

す。２年間⾊々なツアーに同⾏し、それまでの暮らしの中

では決して経験することの出来なかった⾃然の素晴らしさ

を肌で感じてきました。ツアー登⼭ならではの、そのリア

ルな感動をご参加頂いたお客様と分かち合うことが何より

も僕の仕事の原動⼒になっています。この気持ちは初めて

添乗員として携わらせて頂いた時から変わりません。数少

ない経験の中で⾃然の厳しさを⾝を以て味わうこともあり

ました。たった⼀つの間違いでも重⼤な事故に繋がること、

⾃然の恐ろしさを学び、いつも最悪のケースを想定し最善

な⾏動に移せる⼼構えを持つことを⽇々学んでいます。お

客様にツアーを安全に楽しんでもらい、無事に旅の思い出

を持って帰って頂くことを目標に、これからも⼀層皆様に

満⾜して頂き、⼼に寄り添えるそんな添乗員になりたいと

思います。                 横⽥和則 

《最近のマイブーム》 

⾃宅勤務が増え会社に⾏く機会がめっきり減り、なかなか

阪急電⾞を利⽤しなくなった今この頃、⽉に数回出社する

時に楽しみにしていることがあります。それは阪急梅⽥駅

構内にあるラーメン屋さんでラーメンを⾷べて帰ること！

これが密かなマイブームになっています。お店の名前は「麺

や たけ井」ある⽇お腹が減ってふらっと⽴ち寄ったそのラ

ーメンが病みつきになり、今では阪急梅⽥駅に到着すると

「今⽇は真っ直ぐ帰ろう」と思いつつ、ついつい⽴ち寄っ

てしまっています。ラーメンのメニューは２種類のみ。⿂

介系と⾁系のエキスをじっくり煮込んだ濃厚なスープのつ

け麺と、澄んだスープにしっかり深みのある味の中華そば

系のラーメン。この２つ、どちらを⾷べてもとにかく私の

好みで「美味い！」の⼀⾔です。この記事を書いている今

も想像しただけで⾷べたくなってきたハマりようです。皆

様もご興味がありましたら⼀度ご賞味あれ。お店は時間帯

によっては⼤変混雑していますが、その時間をずらせばス

ムーズに⼊店できます。そしてラーメンはどちらもおいし

いですが、おすすめは「つけ麺」です。    浮⽥健⼀ 



 

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。 


