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２０２０年 

１１ 

９⽉初旬、⾎液に異常があると診断されて急遽検査⼊院となり、結果

的に⻑ければ数ヶ⽉の⼊院治療が必要だと⾔われていた武村ガイドで

したが、担当医師も驚くほどの驚異的な回復⼒で１ヶ⽉⾜らずで退院。

医師からも早々と仕事復帰 OK のお墨付きを頂きました。⼊院中から

医師に相談した上で基礎体⼒維持のトレーニング（点滴しながらのサ

イクリング等 笑）を⽋かす事がなかった武村さんでしたが、念の為、

退院後１ヶ⽉は休養して頂き、再開後も年内は設定本数を減らし、ガ

イドも軽い⼭歩きまでにする事しました。そして１０⽉下旬、いよい

よツアーガイドを再開、記念すべき復帰戦は武村ガイドがとても楽し

みにされていた新企画「信州紅葉（もみじ）探訪」となりました。 

こちらのツアーでは初⽇の⼣⾷後、参加者の皆様を対象に記者会⾒

（笑）を実施。早期復帰の武勇伝を延々と語っておられました。 

引き続き、武村ガイドの魅⼒あふれる旅プランにご期待下さい。 

海外ツアー再開の第⼀歩は⼊国（帰国）待機の解除 
現在、⽇本では他国から⼊国される⽅は邦⼈・外国⼈問わず、⼊国後 14 ⽇間の⾃宅やホテルでの待機

と、空港から待機場所まで公共機関の利⽤しないこと、また待機場所と移動⼿段を検疫所に登録すること

が求められています。海外ツアー再開においては、まずはこの対策が不要となる事が前提となります。 

その上で外務省の⽅針を確認し、現地オペレーターと細かい打合せを経て、はじめて企画⽴案を検討する

事となります。具体的な再開時期は、募集準備も考慮する必要があるので、早くても２０２１年２⽉以降

となる予定です。国内を例にあげると、緊急事態宣⾔中は県を跨いでの移動を控えるように⾔われていま

したが、そこから徐々に緩和され、今では GOTO トラベルも⼿伝って⽇本各地に皆さんが出かけやすい

環境になってきました。きっと海外旅⾏も同様に、少しずつ再開出来るだろうと期待しております。スイ

スのように⽇本⼈に対しては⼊国後の待機や PCR 検査の必要の無い国も増えつつあります。さらに最近

ではビジネス関係の渡航が少しずつ緩和され始めてきました。私達の訪れる国は観光産業が国の⼤切な財

源となっている国も多く存在します。今、まさに国をあげて安全対策を進めておられます。⼀⽇でも早

く、安全・安⼼・快適な海外旅⾏が楽しめる⽇が来る事を願っております。 
 

令和 2 年 10 ⽉ 29 ⽇現在 

ホテルのフロント前にある検温コーナーは記者会⾒場（もちろ

んホテル許可済）となり、早期復帰の武勇伝を延々と語る武村

ガイドと眠そうな参加者の皆様。当⾯、武村ガイドのツアーで

はこのイベントが⾏われるかも知れませんがご⾟抱下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唎酒師 三木浩嗣が講師として登壇 山旅人月例 日本酒勉強会♪ 

毎⽉、唎酒師有資格者の三⽊が⽇本酒を取り寄せて、スタッフを対象

に「⽇本酒勉強会」を実施する事となりました。添乗員として⽇本全

国を往来するスタッフ達にも宿題があり、全国から「⽇本酒に合いそ

うなアテ」を探し求め、それを当⽇までに⽤意して発表する事が義務

付けられている、とても真⾯目な勉強会です。そうです︕ただの飲み

会ではありません。これは仕事なのです︕とても⼤切な仕事なので

す︕決して浮かれて酒をくらっている訳ではありません。 

皆、真剣です。なので経費として認めて下さいね、⻄宮税務署殿。 

久保は⼿作りのローストビーフ、浮⽥は仙台の⽜タン、三⽊は北海道の珍味を⽤意。⼤変美味しくいただきました。問題は右の⼆⼈。業務命令を忘れて 

いた岡本は当⽇コンビニで購⼊。それすら忘れていた堀は消毒液を持って必死でごまかす始末。何事も⼀事が万事。仕事の姿勢がわかりますねぇ 

今回の⽇本酒は三⽊が契約している珍し

い⽇本酒や希少価値の⾼い⽇本酒等を定

期 購 ⼊ 出 来 る サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン

「SAKETAKU」から届いた⽇本酒をくら

いました。学びました。三⽊は専⽤のグラ

スまで準備、この酒に合ったアテを厳選

し皆に振る舞いました。指導しました。 

来⽉はどんなお酒を学べるか楽しみ♪ 

社長 堀祐希の「僕のダイエット講座」③ 
上部の記事を⾒ていると、説得⼒がありませんが… 今⽉もやります、

社⻑ 堀のダイエット講座。前回のお話でフル稼働していた胃や腸を

1 ⽇休める事により、良質な睡眠がとれて快適な⽣活が出来たという

お話をしました。さらにこのダイエット本で嬉しいポイントは断⾷以

外の⽇、つまり⽕曜⽇から⽇曜⽇まで「酒」は OK なのです。ただ寝

る２時間前までに終わるという事、量を多くとるのはダメ、もちろん

アテはアウト。でも２杯くらいまでは OK の範囲なので、これはやる

気が出ます。でも実際にはじめてみると全く飲まない⽇が結構増えま

すね。今⽇はいいやってなります。⾷事を１⽇ガマンする事で、⾃信

がつくのか、運動量も意識的に増えて睡眠時間も気にするようになり

健康に対してとても真剣に考える様になりました。    堀祐希 

月曜断食を読んで実施した 

スタート１ヶ月間の食事ルール 
 

月曜日 断食（水又は湯のみ） 

火曜日～金曜日 酒は OK♪ 

朝 ヨーグルト フルーツ 

昼 普通の食事でご飯（炭水化物）抜き 

夕 野菜料理でご飯（炭水化物）抜き 

土曜日・日曜日 制限無し 
 

 

でも始めてみると食べてＯＫの日も自然

と量は少なくなるし、土日もとくにガッ

ツリ食べようとは思いませんでした。 

それよりも最初の一ヶ月は顕著に成果が

出るので、体重や体脂肪、腹回りを計る

のが楽しみになって、もっとがんばろう

とエンジンがかかります。来月は継続の

コツについてお話しますね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒーローズクラブの本が出ています！ 

Amazon ４部門でランキング１位 

ご興味のある方はお送りさせて頂きます♪ 
 

⼭旅⼈も参画する社会貢献活動グループ、ヒーローズクラブ。

私達は⾃分達がいろいろな試練を乗り越えてきた経験や体験 

を通して学んだ事を伝 

え、⽇本を元気にする講 

演活動を⾏っています。 

こちらの本はヒーローズ 

クラブの先輩、メディア 

ラボとＳＴＳのお話。 

仲の悪かった幹部がお互 

いを理解し、ワンチーム 

となる実話です。ご興味 

のある⽅にはお送りし 

ますのでご⼀報下さい。 

２０年の時を超え、今でもお客様とご一緒出来る奇跡に感謝 

今から２０年前、２０００年８月に撮影した田中光子様との写真 

 

そして２０２０年 九重の山旅でご一緒させて頂いた時の写真 

 

⽗の経営する旅⾏会社に⼊社したのが１９９７年。その当時から

常連さんだった⽥中光⼦さん。その頃の私は⾏く⼭すべてが初め

ての⼭というド新⼈。そんな中、百名⼭を目指しておられた⽥中

さんから、⼭の事、⼭⼩屋の事、ガイドさん事など、いろいろ教

えて頂いた事を今でもよく覚えています。２００１年１２⽉、⽗

の会社が倒産してしまい、翌年の２００２年に⼭旅⼈を⽴ち上げ

た時も真っ先にかけつけて下さったのが、こちらの⽥中さんをは

じめ、２０年近く⻑きに渡りご愛顧頂いているお客様達です。 

本当にありがたい事です。そして何より、そんな古くからご愛顧

頂いているお客様達が、常⽇頃から新しいお客様達に優しく、親

切に迎え⼊れて頂けている事で、私達の会社は成り⽴っていると

感じております。東⽇本⼤震災、リーマンショック、SARS や

MARS、度重なる⾃然災害、そして今回のコロナショック。どんな

状況になっても、その壁を越える事が出来るのは、今ご参加頂い

ているお客様すべての⽅々のおかげです。私達⼭旅⼈はこれから

もずっと２０年、３０年の時を越え、皆様とご⼀緒出来る旅⾏会

社を目指します。そして皆様と何枚も、何枚も⼀緒に笑顔の写真

を取り続けたいと願っております。改めまして皆様のご愛顧にス

タッフ⼀同⼼より感謝申し上げます。 
 

代表取締役 堀祐希 

懐かしいお写真大募集♪ 

スタッフやガイドと一緒に撮影した 

懐かしい写真を大募集します！ 
 

応募頂いた写真で「⼭旅⼈かわら版」に採⽤させて

頂いた⽅へは⼭旅⼈の旅で利⽤出来る 2,000 円分

の優待券を差し上げます。現在⼭旅⼈で活躍してい

るスタッフ、ガイドとご本⼈様の写っている写真で

１０年以上前のものであればどんなお写真でも 

ＯＫです。皆様のご応募お待ちしております︕ 
 

■応募⽅法 

お写真（プリント）、LINE、Ｅmail で 

ご応募下さい。お写真（プリント）の場合は

お返し出来ませんので予めご了承下さい。 

※カラーコピーでの提出も可 



 

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 

●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 ＬＩＮＥはじめました！お友達になって下さい 
 

山旅人の公式 LINE アカウントをオープンしました。ツアーの最新情報や楽しい山旅の 

情報をどんどん掲載します。皆さんお友達になって下さい。登録してお名前を LINE して 

頂くだけでポイントカードのハンコを２つサービス！お友達申請は以下の URL 

 https://yamatabito.com/line-hajimeta-2 又は右記のＱＲコードで 

●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。 

●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。 


