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神社といえば鳥居。その
鳥居が左右に立ち並び、対
になった鳥居は全国でも
珍しく、縁結びを願う男女
の参拝スポットとしても
人気上昇中！また、良縁祈
願や子宝祈願の神様とし
ても知られています。ご利
益については自分でお確
かめ下さい！

諏訪神社

ような心地です。写真だけ
では伝わらない、自然美の
迫力を
現地で
見て感
大隅半島パワースポット巡り
じて下
さい！

溝ノ口洞穴

子供の頃に憧れた、洞窟探検の
ワクワク感を味
わう事ができる
のが、曽於市に
ある溝ノ口洞穴。
入り口を入る
とひんやりした
空気が漂い、音
も光も闇の中に吸い込まれるよ
うな静寂が漂っています。全長２
００ｍ以上にも及ぶといい、ここ
に入った犬が高千穂の峰に出た
という言い伝えも残されていま
す。

パノラマパーク西原台

家族！恋人！友達と！大隅半島に
ＬＥＴ，Ｓ ＧＯ！
平成の大修理 姫路城お披露目！
まるで秘密基地！ワクワクが止まらない
「忍者寺」
ハウステンボスに変なホテル？？

平 成 ３ 年 か ら ４年 連
続 で 「き れい な星 空日
本 一 」に 認定 され た鹿
屋 市 輝北 町。 輝北 天球
館 は 九州 最大 級の 反射
望 遠 鏡を 備え 、夜 間の
天 体 観測 は勿 論、 昼間
で も 一等 星を 観測 する
こ と が出 来ま す！ 天体
望 遠 鏡が とら えた 星雲
の 写 真展 示や 光フ ァイ
バ ー で星 座を 学ぶ コー
ナ ー 等、 宇宙 を体 験す
る 施 設が 充実 して いま
す。

輝北天球館

今月の紙面

☆まだまだ紹介した
い 場 所が いっ ぱい ある
大 隅 半島 ！是 非一 度お
出掛け下さい！

一面右上
一面左中
二面右上
二面右中

添乗員歴２７年になり
ます。添乗員が・・・
新婚旅行の添乗をした事
が１度あります。添乗員として走り
だした位の時。ゴールデンウィーク
中の２泊３日でした。
通常業務は営業マンとして業務
に追われ、担当するお客様の添乗業
務も兼任する事が多いのですが当
時の私は、担当するお客様も少ない
為、先輩が担当するお客様を代理添
乗する事の方が多い時期でした（今
回も同様です）
。
お客様は挙式を挙げたばかりの
新婚ホヤホヤの夫婦（僕よりは年上
ですが）と披露宴に出席した新郎側
の親戚の方々で、総勢で２５名位の
グループです。バスステッカーも
「○○家御一行」です。
当時は「新婚旅行は海外」なんて
洒落てない時代で沖縄か北海道が
贅沢な時代でした。当然ですが新郎
新婦が主役の為、部屋割りも２名１
室、宴会場も上座に２席用意と当た
り前なのですが何かが違う・・・
あっ！気づきました。常に行動が
別々なのです。車中も観光中も食事
中も一緒にいない事が多いのです。
しかも宴会終了後、新郎は新婦を
置いて出かけてしまったのです。い
つもの事なのか喧嘩している様に
も見えませんでしたが兎に角、別行
動なのです。
私より少し年長でしたから、もう
５０歳を超える年齢ですが上手く
いっているのでしょうか？以来お
会いしていませんが思い出すと気
になってしまいます。
（石田 和弘）

ユニバーサル・ピクチャーズ史上 NO.1 ヒットに輝
いた映画『怪盗グルー』シリーズのキャラクター『ミ
ニオン』が新エリア「ミニオン・プラザ」として 3
月 20 日に新登場しました！エリアはパーク内の
「サンフランシスコ・エリア」に誕生し、ストリー
ト・ショーをお届けします。大人も子どもも笑って
はしゃいで楽しめる事間違いなしです！

福岡県直方市古町４番９号

白く美しい白壁から別名「白鷺城（はくろじょう）
」と呼ばれている姫路城。
「昭和の大修理」
から約 50 年が経ち、2009 年からスタートした「平成の大修理」
。約 5 年半に及ぶ工事が終
わり、地元住民からも予想を超える「白さ」に驚きの声が上がっているそうです。
そもそもどのようなお城なのか？
昨年大ヒットした大河ドラマ「黒田官兵衛」が、永禄 10 年（1567 年）に家督を継いで
姫路城主となりました。豊臣秀吉が官兵衛より譲られた後、3 層の城を造ったと言われていま
す。今日の姫路城の大部分は、池田輝政によって、建てられたもので、関ヶ原の戦いの翌年に
あたる慶長 6 年（1601 年）から 8 年の歳月が費やされ、完成さ
せたのは本多忠政・忠刻。
築城されてから 400 年が経過しておりこれまで空襲被害といっ
た様々な危機に直面しましたが、今から 22 年前に初めてユネスコ
の世界文化遺産に登録。日本に現存するお城の中でも世界的に評価
を受けています。歴史を今なお刻んでいる姫路城に行かれてみては？

目の前に広がる錦江湾と薩摩
半島、桜島。視線を移せば、対岸
にそびえる端麗な開聞岳と大隅
半島最南端部の美しい海岸線。気
持ちが大きく広がり、鳥になった
4 月 1 日、長崎県佐世保市の九十九島パールシーリゾートに新しい遊覧船、
『みらい』が就航
しました。去年 12 月 31 日、32 年間にわたり運航していた「海王」が引退し、新しく『みら
い』が運航中。
「みらいに向かって海を走る」という思いが込められた九十九島海賊遊覧船『み
らい』
。遊覧船としては、日本初の電気推進船で、未来志向の環境や自然に優しいエコな船です。
九十九島の緑と海の青に映える赤色の船体は、海賊ハットをモチーフにした姿に見え非日常を味
わうことができます。また、大きな窓とゆったりとした客室からは、九十九島をパノラマビュー
で楽しむことができます。ぜひ、九十九島海賊遊覧船みらいで九十九島
の景色をお楽しみください★
＊料金 大人（高校生以上） ￥1,400
小人（4 歳から中学生）￥700
＊問合せ 0956-28-1999
（遊覧船事務所直通）
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編集長のコラム

FAX:0949-29-7778
営業時間 9:30～18:00(平

日)

9:30～14:00(土曜日)

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！
◆梅雨時に 咲き乱れるは あじさいや
何処へ映える 見帰りの滝
◆九年庵
初夏の香りの 青葉かな
◆和の文化 心に残る
京都なり

TEL:0949-29-7777

「トライスクル」

福岡県直方市古町４番９号

また、チェックインか
らチェックアウトまで
お客様ご自身によるセ
ルフサービスとなり、フ
ロントでの渋滞を緩和
し、待ち時間を軽減しま
す。必要があれば、ロボ
ットを中心としたスタ
ッフが対応してくれま
す。
宿泊料金はお客様が
金額を決める入札方式
となっており、予約の際
に希望の客室タイプに
合わせて設定された範
囲で自由に金額を決め、
入札を行います。

〠822-0027

全てロボットが作業
を行うホテル。どのよう
になるのか楽しみです。

福岡県知事登録旅行業第３－５２８号

フィリピンの一般
的な移動手段として、
市民の足として活躍
する「トライスクル
」と言う乗り物があ
ります。マニラやセブ等
ではタクシーが主ですが地方
では専ら「トライスクル」や「ジ
プニー」が主流です。タイの「ト
ゥクトゥク」や、インドの「オ
ートリキシャ」に似た重要な交
通手段のひとつです。
１００ｃｃ程度のオートバ
イの横に手製の乗客用サイド
カーを付けたもので定員は〝
乗れるだけ〟（本当は２人乗り
用）です。歩くにはちょっと遠
い位の距離は「トライスクル」
が活躍します。又、タクシーの
様に乗り場もあるし流しもい
ます。殆ど距離に関係なく一律
で４０ペソ～５０ペソ（約１３
０円位）で気軽なのがいいです
ね。少し怖いですが慣れると気
軽で重宝しますよ。是非、一度
お試しあれ！

（一社）福岡県旅行業協会 正会員

第１４回目は、直方地区にある【明治屋産
業】さん、田川地区にある【グラフティ軽
自動車館】さんです。

（一社）全国旅行業協会 保証社員

【明治屋産業】さんは、毎週金・土・日
に開催されている「びっくり市」として知
られています。
『びっくり市』ならではの商
品も数多く取り揃えていて、ご家族でお買
い物やお食事を楽しめる施設となっていま
す。週末は、「びっくり市」へ
Ｇ ！
O

【グラフティ軽自動車】さんは、筑豊最大
級の軽自動車専門店！年間２０００台の販
売実績があり、全メーカーの軽自動車を全
車種、常時１５０台展示しています。御客
様が全メーカーの軽自動車を乗り比べて選
べるのが魅力！筑豊で軽自動車を購入する
ならグラフティ軽自動車にお任せ！

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！
株式会社旅ランド本社営業所

北陸新幹線が開通し、今注目を集めている北陸地方。そんな石川県金沢市に一風変わったお寺があるら
しい・・・。それが「妙立寺（みょうりゅうじ）
」通称「忍者寺」
。加賀百万石の三代藩主・前田利常公が
寛永 20 年（1643 年）に金沢城近くから移築建立したお寺。忍者は居らず、
「隠し階段」
「隠し部屋」
「落
とし穴」等といった要塞としての機能を数多く備えている事から「忍者寺」と呼ばれている。
前田家が徳川幕府に攻撃されると予想し、いざという時の対策として建てら
れた。しかし当時は、城以外に 3 階建て以上の建物は認められていなかっ
た為、この特異な寺が生まれた。外観は、2 階建て、内部は 4 階建て。部屋
数は 23、階段数は 29 もある。
「一度入ったら、二度と出られない」と言わ
れており、ガイドさんに案内して頂きながら見学します。「掛け軸の後ろに
入り口がある部屋」
「どんでん返しになっている部屋」「入ったら内側からは開かな
い部屋」など奇妙な部屋ばかり。これほどの知略を凝らした｢妙率寺｣実は、誰が設
計したのか一切伝わっていない。名も知れぬ天才建築家の技術をぜひあなたも体験
してみては?
それでは、このへんでドロンします！！
ハウステンボスに新
しいホテルが７月１７
日（金）にオープンしま
す。その名も「変なホテ
ル 」。 な ん と 、 フ ロン ト
受付業務や荷物運び、清
掃などロボットが行う
のです。
「変なホテル」という
名称ですが、実は「変わ
り続ける」という意味が
込められています。
フロント受付はヒュ
ーマノイド型のロボッ
トが、ロビーには荷物を
運ぶポーターロボット
が行き交い、掃除もロボ
ットが担当します。
客室の鍵はなく、宿泊
客は顔認証で開錠・施錠
をおこないます。

今、秘かに話題になっている商品があります！音
がしないのに確実に起きられる、という目覚まし
「自動起床装置」
。絶対に寝坊できない JR の乗務員
や消防士らが宿直などで使っていましたが、最近は
個人からの注文も増え、在庫切れになるほどの人気
です。
音が無いのに起きられる。そのヒミツは設定した
時間に敷布団の下の袋がふくらむ仕掛け。JR の乗
務員によれば、
「あまりに不快で起きてしまう」
「目
覚まし時計よりも威力がある」そうです。複数の同
僚が寝ている相部屋でも、静かに目を覚ませます。
商品名は「やすらぎ」
製造・販売するのは山口
県下関市の新光電業株式
会社。起床装置の誕生は約 50 年前にさかのぼり
ます。装置の原型機は国鉄に評価され、直方市の
車両基地に初めて納入。そこから全国に本格導入
されたそうです。名前と違って安らかではないの
が魅力の「やすらぎ」…。私も欲しい！ (笑)

玖珠町の龍門の滝！岩壁を二段で落下す
る様は壮観で夏は滝すべりで家族連れや若
者で賑わいます。そんな滝の入り口にある龍
門茶屋の名物｢鴨そば｣は、鴨肉をはじめ地元
産のニンジンやシイタケ、ゴボウなどの具材
をたっぷり使い時間をかけて煮込み材料の
うまみを引き出しているので芳醇でしっか
りした味になるそうです。田舎作りの建屋で
いただく一杯の鴨そばは滝すべりで冷やし
た体を温めてくれます。
一度ご賞味下さい！
住所：大分県玖珠郡九重町松木
TEL：0973-76-3310

