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お客様よりアイデアを頂き新しいクラブ⼭⾏がスタート 同年⽣まれ限定募集の⼭旅 
当社では⼀般募集の⼭旅以外に、お客様同⼠のグループツアーの依頼も多く頂いております。例えばお

友達やご家族、⼭の会のお知り合い、さらには弊社ツアーで知り合ってお友達になったという⽅々から

も貸切プランのご依頼を頂きます。中でも昨年頂いたご依頼はとてもユニーク。ツアーでたまたまお知

り合いになった昭和 18 年⽣まれ（未年）のお客様だけで⼭旅に⾏きたいとのご依頼でした。⾏き先は

信州。プランはキャンプ場のコテージに泊り、どこかアルプスの⾒える軽い⼭に登るという⾏程。とこ

ろが台風接近で中⽌となってしまい、それならば冬にでもと再びご依頼を頂き、⼈気の定番プラン「信

州の結氷巡り」を提案させて頂きました。ありがたい事に貸切タクシー８名定員は満席での出発。出発

直後から⾞内は皆様のつきない会話で⼤盛りあがり。ドライバーの私はまるで３，４局のラジオをいっ

ぺんに聞いている様、とても楽しそうな皆様を⾒て、私も幸せな気分になりました。でも後で聞いて驚

いたのは参加者の８名様はお互い今回初めて出会ったという⽅が多かったという事。正直、私は旅の中

盤まで全員最初から顔⾒知りだと思っていました。皆さん初対⾯なのに「タメ⼝（⾔葉は悪いですけど

…）」なので全く気づきませんでした。やはり同級⽣とわかっている⽅同⼠なので、気兼ねなくお話が出

来るのでしょうね。話題も年代が同じなのでとても豊富、なんだか私は疎外感を感じ、少し嫉妬するく

らいの盛り上がりでした（笑）。そんな中、私の頭にひとつアイデアが思い浮かびました。「⽣年ごとに

同じ年の⽅限定募集の旅を作ってみよう」。こんなに皆さんが楽しそうに出来るのは、きっとお互いに気

兼ね無く話が出来る「同い年」だから。ならば同年⽣まれのお客様を限定で募集をしてみようかと考え

ました。６０代以下の皆様はまだまだ⾃分の⾏きたい⼭々に興味があって、⾏き先の希望が全員⼀致す

るのは難しい。でも７０代以上の⽅々なら⼭や旅の経験は豊富のなで、あまり⾏き先には拘る事なく、

楽しく安全に参加出来るなら参加したいのでは…という勝⼿な⾃論でまとめ… 

７０代以上 同じ年の皆様限定で楽しむ山旅をスタートする事にしました！ 

きっと、とっても楽しい旅をご提供出来ると思います。お楽しみに♪ 

添乗員 堀祐希 

７０歳以上の⽅々を対象に順次情報を発信していく予定ですが、もしご興味のある⽅は弊社まで⼀声お

かけ下さい。募集の状況等をお伝えし、優先的にご案内させて頂きます。 

⽺の会の皆様 ２⽉には信州結氷滝巡りへ １０⽉には焼⼭沢 楽しい時間はあっという間ですね 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ⽉に北陸の観光列⾞「雪⽉花」と「⼀万三千尺物語」に

乗⾞するツアーに⾏ってきましが、にわかに盛り上がる!?

⼭旅⼈の鉄道旅。担当の三⽊が次に狙うのは四国の観光列

⾞で来年春から運⾏開始される「志国⼟佐 時代(トキ)の

夜明けものがたり」。⾼知〜窪川間を約２時間半かけて、沿

線のお店から提供された⼟佐ならではの⾷事をいただきな

がらの鉄道旅が楽しめそうです。そして四国には「伊予灘

ものがたり」と「千年ものがたり」という「ものがたり」

シリーズの観光列⾞がすでに運⾏されていて、それらをす

べて乗⾞する「ものがたり３部作ツアー」を模索中です︕

予約が確保でき次第募集させていただきますので、興味の

ある⽅はぜひ先⾏予約しておいてくださいね♪ 三⽊浩嗣 

⼭も楽しいですが、やっぱり運転が⼤好き︕そして楽しい

旅に皆様をお連れするのが⼤好きです。⼭旅⼈のジャンボ

タクシー利⽤のさぽ旅企画が 2015 年からスタートし、そ

れに合わせてタクシーの 2 種免許を取得してから早くも 5

年経ちました。⾞も皆さまのご意⾒を聞きながら⾊々と改

善され 3 代目さぽ旅号は新⾞のグランドキャビンでかなり

快適になりました。時間があれば、少しでも新しい⾞に慣

れる為に運転しています。先⽉ドライバーとして⽇本百名

城シリーズの岐⾩⽅⾯の岩村城址へ⾏ってきました。お客

様から情報を頂いて、すごく良い内容の企画となり、その

運転をさせてもらうなんてもう最⾼でした。宿もよく、⼩

林ガイドと皆さまと楽しい３⽇間を過ごしました。仕事で

ありながらこんなに楽しんでいいのかなと思いながら（笑）

１２⽉は六甲の夜景を⾒る１泊企画もあるのでとても楽し

みです。「こんなとこ⾏きたい」というご希望があればお声

をお聞かせて下さい。 

是非ご案内させて下さ 

いね〜＼(^o^)／ 

ドライバー 岡本哲也 

 

トレッキングの聖地 屋久島 縄⽂杉へ 

屋久島 縄⽂杉のトレッキングコースは多くの⼈が憧れる

素敵なルートです。この世界遺産に登録された太古の森は

花崗岩の岩盤からなっており堆積する⼟が浅いため、栄養

分が少なく⽊々の成⻑が遅いので年輪がしっかり詰まって

いるのが特徴です。そのおかげで強度が強く腐りにくい⽊

質となり、特に杉は１０００年、２０００年と⻑く⽣き続

けることができるそうです。中でも縄⽂杉は２０００年を

優に越えるとされ、⼀説では７０００年の樹齢があるとも

⾔われています。地元ガイドの渡辺太郎さんの⾃然解説に

⽿を傾け、⼤⽊を仰ぎ⾒て島の⾃然と歴史に想いを馳せな

がら、縄⽂杉にたどり着いた時には感動が満ち溢れます。

初めての屋久島 

へは⼭旅⼈のし 

っかりサポート 

で縄⽂杉を⾒に 

出かけてみては 

如何でしょうか。 

津森豊 

私が登⼭旅⾏の事業をスタートしたのは２００２年。堺市

に本社のある旅⾏会社の傘下で、⻄宮営業所として開設し

たのが始まりです。ありがたい事に当時のお客様は今でも

たくさんご参加頂いております。その開設の４年前、登⼭

経験の無い私は２１歳でこの業界に⼊り、様々な⽅に⼭の

いろはをご指導頂き今に⾄ります。当時ガイドといえば⼭

仕事をされているご年配の⽅が仕事の合間にガイドされる

というのが主流でした。しかしその⽅達の歩くペースはと

ても早く、これといった説明や指導もありません。サービ

ス業とはかけ離れた⽅々。(皆様とてもお⼈柄の良い⽅達で

すよ) そんな中、私にとって衝撃的な出会いは今もメイン

ガイドとしてご活躍頂いている⼩林孝⼆さんです。参加者

ひとりひとりに目を配り、とても丁寧に説明をして指導。

中でもペースづくりはピカイチで、お客様からはロールス

ロイスの様な歩き⼼地との感想を頂く程（笑）。この２０年

で業界は⼤きく変わり、今ではサービス業としてのガイド

業は当然となっていますが、その草分けは間違いなくミス

ター⼭旅⼈の⼩林ガイドと愉快な仲間たちである事は間違

いありません。                堀祐希 

志国⼟佐 時代(トキ)の夜明けものがたりの⾞内イメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去年から息⼦と⼀緒に⽉に⼀回丹波篠⼭の畑に通っていま

す。本格的な畑作業ではなく、あくまで体験的なものです

が、種から苗を育て⽥植えから稲刈りをしたり、⼭の芋、

さつまいも、とうもろこし、スイカ、⼩⾖、⿊枝⾖を育て

ています。先⽉は待ちに待った⿊枝⾖の収穫の⽉。去年は

残念ながら暑すぎたり集中豪⾬に⾒舞われたりで不作でし

たが、今年はプリップリのお⾖さんが育ちたくさんの⿊枝

⾖を収穫することができました。ほぼ無農薬なので⾒た目

はあまりよくないのですが、塩でもみ洗いして茹でるだけ

でホクホクと美味しいのです。⾃分達が育てた新⽶で作っ

た⾖ごはんも最⾼。暑い中草むしりをしていたのも今では

いい思い出です。写真は収穫し損ねて放置されていたしい

たけ。こんなに巨⼤になるのを初めて知りました。ちなみ 

に味は変わら

ず⾷べられる 

そうです。 

 

 

久保世⾥⼦ 

久保世⾥⼦ 

今回は沖縄のソーキの作り⽅。圧⼒鍋に豚バラ軟骨⾁を隙

間なく詰めます。家の圧⼒鍋は⼩ぶり(直径 20cm 弱、⾼さ

15cm 位)の為、1kg 位が丁度⼊ります。そこにひたひたの

⽔と匂い消しのニンニク(⼀⽚)・薄切⽣姜・⻑ネギ(無くて

も OK)等を⼊れ鍋が沸騰するまで強⽕。沸騰後、中⽕にし

て 5 分。⽕を⽌めて粗熱取って、⾁と煮汁を分けて冷蔵庫

で⼀晩冷蔵。煮汁の上に冷えて固まった油を全て取り除き

ます（この油を取り易くする為、⾁を出した）残った煮汁

は、⾁から出たゼラチンで煮凝り状態なので、⽕にかけて

溶かしつつ、取り分けた⾁を再投⼊。昆布(5cm 位)と鰹節

粉(⼤匙 1 杯)、泡盛⼜は焼酎(100CC)、⿊砂糖 2 ⽚位(無く

ても OK)、醤油、砂糖を⼊れ（煮詰まるので少し薄味に）

再度圧⼒鍋を沸騰後、5 分程度かけます。(軟骨が固そうな

ら⻑めに)これでソーキが完成︕油を取っているのであっ

さりしていて、⾁も煮汁もコラーゲンいっぱい、骨粗しょ

う症対策もバッチリ︕我が家は固めの軟骨が好きなので加

圧時間が少ないかも︖中⾝が減ってきたら⼈参や⼤根を⼊

れて 2 分位再度圧⼒をかけます。よく染みた⼤根が Good︕

家に圧⼒鍋があればぜひ作ってみてくださいね。近藤恒毅 

外を歩くとどこからともなく⾦⽊犀の匂いが漂ってきま

す。この匂いを嗅ぐともうすぐ寒い冬がやってくるなぁと

毎年思います。少し早いですが、冬の話をしようと思いま

す。僕は⼤の寒がりで、⼩さい頃から寒い夜は⾜を温めて

布団に⼊り、目覚めた時に感じる肌寒さに⼀層布団から出

られず、なかなか起きないのでよく⺟親に叱られました。

反⾯、冬ならではのいい事は海の幸や⼭の幸で頂く鍋がと

ても美味しいことです。具沢⼭のお鍋を出汁やポン酢で頂

き、お餅を⼊れて⾷べるのがいつもの⾷べ⽅で、体が温ま

りほっと幸せを感じます。また、寒い夜は空がいっそう澄

み渡りいつもより⼀層⾼く感じます。今年の冬は⼤阪のビ

ルの隙間から⾒える星を⾒ると、⼭で⾒た星空を思い出す

と思います。皆さんもぜひ寒い時期に⼭に星を⾒に⾏きま

せんか︖きっと空はもっと深く濃く、幻想的な星空が皆さ

んを待ってくれていると思 

います。 

横⽥和則 

〜秋の味覚〜 

毎週末、節外れの台風に⼭旅⼈の⾯々は翻弄されています

が、この時期の⾷の楽しみの⼀つ、新⽶をバスドライバー

の辻元さんから頂きました。辻元さんは兼業農家で⽥んぼ

の管理をしながらバスも運転する⽅なんです。お裾分けし

てもらった新⽶は早速家に持ち帰り頂くことに。実は私、

添乗中にご飯を炊くことに失敗したことがあります。⼤事

な 1 ⾷分の皆さまのお⽶。⽔が⾜りなかったのか⽕が強す

ぎたのか、炊きあがったお⽶は芯が残り硬く、とても皆さ

まにお出しできる物ではありませんでした。この失敗を猛

省し、ご飯を炊くときは必ず鍋とガスコンロで炊飯します。

⽔加減、⽕の強さ、⾼所に⾏った時はどうなるのかをイメ

ージしながら炊き時のベストを研究しています。これが意

外に難しく同じ様にしていてもバラつくのでまだまだ修⾏

不⾜を実感しつつ、今宵もお⽶を炊こうと思います。思い

がけず頂いた無農薬の真っ⽩いお⽶を⾒て、失敗したあの

時を思い出し、次は皆さんに美味しいお⽶を⾷べて貰おう

と思うそんな秋の夜です。  

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 年３回 ダイレクトメールを発送 

３月発送夏号（６月～９月出発） ７月発送秋冬号（１０月～１月出発） １１月発送冬春号（２月～５月出発） 

 
 

●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。 


