冬の風物詩『霧氷』
。
霧氷とは、冷たい霧や雲が
樹木や建物などに吹 き付
けたとき、表面に付着する
氷のことです。霧氷を見る
には２つの条件がう まく
満たされないと見る こと
ができないのです。
①気温が０度以下に なっ
ていること
②霧が発生していること
こうした現象が発生す
るには、低気圧や寒冷前線
が通過しその後、西高東低
の冬型気圧配置にな ると
いう気象条件が必要です。
そのため、毎日霧氷が発
生するわけではなく、数日
に１回ぐらいしか見 るこ
とはできないのです。
そんな霧氷を九州で見
れるスポットをご紹介！

ヨーロッパへ行く方は気をつけて！！

『ビザ（査証）最新情報！』
２０１３年７月１９日より、シェン
ゲン国境規則が改定され、ＥＵ加盟国
以外のパスポートを持っている方が、
シェンゲン協定加盟国に短期滞在目的
で渡航する場合、パスポートの有効期
限がシェンゲン協定加盟国からの出国
予定日から、３カ月以上残っており、
かつ１０年以内に発行されたパスポー
トの所有が義務付けられました。

旅ランド本社営業所

福岡県直方市古町４番９号
TEL 0949-29-7777

FAX 0949-29-7778

nogata@tabiland.jp

今回は、海外旅行で役立つアプリを３つご紹介
します★ぜひ旅行の際はインストールを！
●旅行翻訳機
全世界３６ヶ国語を相互に互換
して翻訳して聞くことができるア
プリです。これをインストールし
ていれば、世界中どこにでも行けちゃう！！
●旅行の持ち物リスト
旅行に持っていくアイテムの
リストを作成してくれるアプ
リ 。 つ い 忘れ 物 をし て しま う 人
におすすめ★
●為替レート
現在の為替レートを計算して
くれるアプリ。通貨と金額を入
力するだけで自動で計算してく
れます。
●海外旅行便利アプリ
このアプリ１つで海外旅行のあれこれをサポ
ートしてくれるのです。為替レートはもちろん、
時差、チップの値段、現在地、
気温、電話のかけ方など、気に
なる情報が、国ごとにまとまっ
ています。

一面右上
一面左上
一面左中
二面右上
二面左上

本日のコースは福岡
から鹿児島へバス旅行。
桜島までは約３時間半
の道のり、流暢なガイド
の説明を聞いているうち
にバスは桜島展望道路へ。日本百名道
の絶景をバスは走り続け桜島南岳の
火口に一番近い！有村溶岩展望所に
到着。バスを降りて間もなく間近に見
える噴火口から噴煙が物凄い勢いで
ほぼ直角に真夏の空へ吹き上げるそ
の姿を見せられ、お客様は口々に驚き
の声を発していました。まさに大自然
の力を体験させてもらいました。
数分置きに続く噴火は時折大きい
ものを含めてとどまることを忘れた
かのようで４０分の見学時間もあっ
という間。今日は風向きに恵まれ灰を
かぶることは無かったのですが、それ
でも火山ガスの影響か、鼻を突くよう
な匂いがして数人の方が持参したマ
スクを着けたりしていました。
翌日の午後でした。お客様を昼食に
ご案内しているところへドライバー
が私に駆け寄り、「添乗員さん、エア
コンがオーバーヒートして始動でき
ません！」というのです。「エー！と
いうことはクーラーが使えないとい
うことですか？」「そうです！」
ドライバーのあわてた報告に私は
びっくり。
「原因はなんですか？」
「は
っきりとは断定できないですが昨日
の桜島観光で、火山灰をバスのタイヤ
が巻き上げ、ラジエーターの細かい網
に付着したかも知れない。」とのこと。
「えー？」真夏のこの時期に、おまけ
に窓の開かないバスで、これからクー
ラーなしで３時間半かけて帰るなん
て！帰着時間を考えれば修理する時
間もないし・・・。悩んでる間に出発
時間が近づき、お客さまに事情を報告
しかけた時、ドライバーから「添乗員
さん何とかなりました。」との報告。
「エッ！治ったんですか！本当に大
丈夫ですか？」の問い詰めに、「ここ
の駐車場には【高圧洗浄機】が備えて
あり、それでラジエターを洗浄したら
回復しました！安心して下さい。との
こと。」
鹿児島ではよくあるので、常にそう
いう備えをしているそうで さ[すが ！]
火山灰の降る鹿児島なんだと感心し
ました。
お客様を無事予定時刻に福岡へご
案内。また行きたいね！のお礼言葉に
私は 苦笑い・・・
[
]
（篠原 寄）

九州の霧氷スポット！！
旅の掲示板 「旅遊人倶楽部」
旅に役立つアプリをご紹介！
厳しくも楽しい青森県津軽の
地吹雪体験ツアー
☆山鹿温泉の新名所☆『さくら湯』

今月の紙面

☆雲仙岳の霧氷
普賢岳・妙見岳一帯では、１２月から３月
初旬にかけて霧氷を見ることができます。
地元では「花ぼうろ」とも呼ばれています。
◎所在地：長崎県雲仙市小浜町雲仙
◎お問い合わせ：雲仙観光協会
TEL:0957-73-3434
☆釈迦岳霧氷
釈迦岳は津江山系の主峰で、標高約
1,230m の展望台は日田地方で最も
高いところにあります。
◎所在地：大分県日田市前津江町大野

発行所

☆鶴見岳の霧氷
１１月下旬から３月中旬の間山頂一帯が神秘的な世
界となります。ロープウェイや山頂からの眺望は素晴
らしいですよ！
◎所在地：大分県別府市南立石字寒原 10-7
◎お問い合わせ：別府ロープウェイ
TEL:0977-22-2278

本来 入国しようと している外 国人が
入国する際に、 ビザ（査証）を受け な
けらばなりませ ん。これは入国にふ さ
わしいかを事前 判断する身元審査と な
ります。ヨーロ ッパでは、国境検査 な
しで国境を越え ることを許可する協 定
を結んでいて、 それを「シェンゲン 協
定」と言います 。しかし、加盟して い
ない所もありますのでご注意
下さい！

シェンゲン協
定って？？

【２０１3 年 12 月号】 旅ランド （偶数月発行）
信
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旅の掲示板 「旅遊人倶楽部」
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【鶏飯おにぎり 結屋】さんは、吉野鶏め
しを扱う筑豊では、唯一の店舗です。おにぎ
りはもちろん、お弁当のメニューもたくさ
ん！！いつもお店の前を通る
と鶏飯のいいにおいがしてい
ます☆
【Happy ベーカリー Sizenya】さ
んは、丸い煙突の可愛い外観が目印で
す☆食事パン・菓子パンなど種類が豊
富！朝７時から開いていて、お店の外
にはイーストスペースがあり、購入し
たパンをすぐ
に食べることができます！

TEL:0949-29-7777
FAX:0949-29-7778
営業時間 9:30～18:00(平 日)
9:30～14:00(土曜日)

各店舗の営業時間・所在地などは、
旅ランドホームページにてご確認下さ
い！

通 信

【２０1３年 12 月号】 旅ランド

「じゃっぱ」とは、共通語で言
う「雑把」の意味で、通常は魚
を三枚におろして残った頭や
内臓、身の付いた骨を総称して
指し示す津軽弁です。鱈は青森
を代表する冬の魚で、じゃっぱ
汁は鱈で作られるのが一般的
です。じゃっぱ汁は、じゃっぱ
と野菜などを加えて煮込んだ
塩や味噌で味付けしたもので、
寒い冬には身体が芯から暖ま
る青森の冬には欠かせない代
表的な郷土料理です。

（偶数月発行）

本州最北端、青森県に
厳しくも楽しい体験
ツアー『地吹雪体験ツ
アー』が行われていま
す。一体、どんなツア
ーなのでしょうか。

近鉄特急「しまかぜ」のススメ！
本年度、伊勢神宮は
第６２回式年遷宮を迎
えました。二十年に一
度、内宮・下宮の建物、
御装束神宝の全てを造
り替えて、神様にお引
越しいただく最重要のお祭で、千
三百年に亘って受継がれてきまし
た。兎に角、参拝者が多く、駐車
場や路線バス、タクシーも常に満
席の状態が続いています・・・。
が、今回のおススメは近鉄特急「し
まかぜ」です。
伊勢神宮参拝の為、大阪難波か
ら宇治山田を利用しましたが、ハ
ッキリ言って快適！！予約状況も
満席が多く、難波駅のホームには
見学者が出るほどの人気ぶりで
す。全席予約制でサロン席や和風
個室、洋風個室等があります。カ
フェ車両も設備され松坂牛カレー
等が楽しめます。一般シートには
エアクッションが装備され、リク
ライニングやレッグレストは電動
式、ピッチもゆったりの１２５ｃ
ｍあります。１時間４０分の乗車
時間 でしたが 「まだ
降り たくない ！」と
思う ほどです 。お伊
勢参 りの計画 があり
まし たら、一 度、試
しては如何ですか？

（一社）全国旅行業協会

第７回目は、直方地区にある、
【鶏飯おにぎ
り 結 屋 】 さ ん 、【 Happy ベ ー カ リ ー
Sizenya】さんです！

ド

最近では地元津軽でもあまり見かけない、かつての北
国の冬の標準装備のモンペ、角巻（かくまき）
、カンジ
キといった北国の衣を身に纏います。
津軽の地吹雪を目の当たりにして、恐ろしさすら感じ
るツアー客もいるといいます。このスリル体験も北国だ
からこそできる貴重な体験です。そして、北国の厳しい
冬をこれでもかと体験したあとは、津軽の冬の郷土料理
の代表「鱈のじゃっぱ汁」を頂くこと
ができます。
地吹雪体験ツアーの主なターゲット
は「南国」からの旅人です。ハワイや
台湾からの観光客が多く、今までの体
験者数は１万人を超えています。
皆さんも一度体験されてはいかかでし
ょうか？きっと旅に欠くことのできない「非日常」の体
験となるはずです。
場所・・・五所川原市金木地区

旅行に関する熱い思い！・感動！・ハプニング！・笑
い ！など を川 柳にし ません か？ どし どし御 応募下 さ
い！ 短歌も大歓迎です！

◆常栄寺
師走も忘れる
静かさよ
◆大観峰
寝釈迦も見ゆる 初日かな
◆霧氷見に はるばる来たぜ 函館へ

熊本県北部に位置する山鹿温泉は、九州屈指の温泉地です。そ
んな山鹿に九州最大級、江戸期の建築様式を色濃く残す大浴場
「さくら湯」という温泉があります。
今から３７０年前の細川藩主の御茶屋として記録が残る威風
堂々の木造温泉「さくら湯」。明治初期の大改装以降、市民温泉
として愛されてきた山鹿の元湯が、平成２４年１０月末、残され
た平面図に基づき、浴室や唐破風のある南北の玄関や十字にクロ
スした独特の屋根の形、貴賓客が使用した「龍の湯」など、江戸
期の建築様式を再現し、昨年の１０月末に復元されました。今年
復元して、１周年を迎えました。
●開館時間・・・６時～２４時
●休館日・・・第 3 水曜日
●入湯料・・・大人・中学生以上３００円
こども 3 歳以上小学生以下１５０円

心斎橋にあるパンケーキ専門店のお店『ＨＯＫＵ
ＨＯＫＵ』
。
ガイドブックにも載っていて気になっていたので、
行ってきました！お店は小さくておしゃれで可愛ら
しいお店です。
私は季節のフルーツパンケーキを注文しました。
パンケーキは３枚重ねでボリューム満点！クリーム
もたっぷり！生地はふわふわでもちっとしていて美
味しかったです♪
種類もたくさんあるので、今度
は違うパンケーキを食べてみた
いです！！
株式会社旅ランド本社営業所

旅 ラ ン

青森県津軽の冬といえば、
「寒さ」と「猛吹雪」という
マイナスなイメージが思い浮かびますが、それ
を逆 転の発想で 観光スポット に変えた企 画が
あります。その名も青森県津軽の『地吹雪体験
ツアー』！
津 軽の 雪は、 空か ら降って くる ものと は違
い、激しい西風とともに地面から強烈に吹きあ
げてくる、「地吹雪」とも呼ばれる雪。一度吹
き出すと、ひどい時には自分の足元さえ見えな
くなるほどです。この厄介な「地吹雪」を観光
資源に変えようと、 今から２５年前に地元の
青年たちが中心となって
「地吹雪体験ツアー」が始ま
りました。
このツアーは一面銀世界
の津軽平野の雪原に降り立
ち地吹雪の中をひたすら歩
くだけ！
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