８０回以上続く競技大会で、日本三大花火
大 会の 一つ 。規 模・ 権威あ る大 会と して 位置 づけ
ら れて いる のは 、花 火をつ くっ た本 人自 らの 手で
打 ち上 げる 真の 競技 大会で ある こと 、内 閣総 理大
臣 賞・ 経済 産業 大臣 賞・中 小企 業庁 官賞 ・文 部科
学大臣奨励賞が授与されることです。
全 国 の花 火師 が己 の最 高傑 作 を持 ち込 む為 、打
ち 上が る全 ての 花火 のレベ ルが 高く 、市 内中 心部
が 交通 規制 され るほ ど多く の花 火フ ァン に愛 され
ています！

TEL 0949-29-7777

FAX 0949-29-7778

nogata@tabiland.jp

旅ランド本社営業所

焼きいかも所変われば味も変わる！
出雲大社参拝の折に立ち寄る日御
碕海岸には石積みの灯台としては東
洋一の高さを誇る日御碕灯台があり
ます。ここの参道沿にある土産物店の
軒先からもあの芳ばしい焼きいかの
香りがあたりを賑わせています。
ついついこの芳りに根負けし、いか
をほおばりながら灯台を見学してい
ます…。これは私の姿です（笑）
広大な日本海の前に立ち、白亜の灯
台を背景にして焼きいか
を食する満喫感！は他の
地とは一味違った美味さ
があります。みなさんも
一度味わってみてはいか
がですか！

大分県北部、国東半島の北端付近
につき出した半島「香々地（かかじ）
長崎鼻」があります。ここは半島全
体がリゾート地になっており、キャ
ンプ場、海水浴場があり、何といっ
ても花の名所。
中でも夏に咲き誇るひまわりは、
今年は１２０万本と九州最大規模！
展望ピラミッド「花・花・花」から
見える景色は、
海をバックに黄色の絨毯が広がります！
また、ひまわり畑のあちこちに、オノ・ヨーコ氏の作品
「見えないベンチ」が隠れています。散策しながらアー
トも楽しんじゃいましょう。また、秋にはコスモス・春
には菜の花と四季折々の花々で毎年にぎわっています。

旅ラ ンド 通信 ファ ンの皆 様初
めまして。新入社員の
えなりかずきと申しま
す。間違えました。本
名は西村亮祐と申します（笑）
私は ４月 に入 社し 、５月 にサ
ブ 添乗 員と して 初の 添乗業 務を
お こな いま した 。バ スと新 幹線
を使い鹿児島へと行きました
が 、バ スが ２台 でし たので 、私
は ２号 車に 乗り お客 様に初 めて
の挨拶をさせていただきまし
た 。１ 週間 前か ら挨 拶の文 を考
え て作 って いた ので すがそ の紙
を見ているのに文字が見えな
い 。ん ？ど うい うこ と？と 思っ
た 方も おら れる と思 います が。
そ の答 えは ・・ ・緊 張のあ まり
視 力が 一時 的に 低下 して文 字が
見 えな くな った と私 は考え ます
（ 笑） せっ かく 作っ た文も 緊張
で ただ の景 色に しか 見えな い。
そ のお かげ で何 度も 噛んで しま
う とい う失 態を 犯し てしま いま
した（笑）
し か し お客 様 が優 し い方ば か
り で「 頑張 れ～ ！」 などの 声援
を 送っ てく ださ り、 そのお かげ
で 無事 に挨 拶を 終え ること がで
き まし た。 その 瞬間 ！人の 温か
さ 、人 と人 の繋 がり の大切 さ。
それを改めて感じることがで
き 、お 客様 に感 謝の 気持ち でい
っぱいです。
そ ん な 素晴 ら しい お 客様と 鹿
児 島を 観光 し、 砂蒸 し湯で 有名
な 指宿 温泉 の「 指宿 白水館 」に
宿 泊。 夜は 宴会 があ り、宴 会の
と きに チー フの 石田 から「 一番
に カラ オケ 歌え ！」 との指 示が
あ りス テー ジへ との ぼり森 高千
里 さん の「 気分 爽快 」を歌 いま
し たが 、お 客様 は知 ってい る方
が 少な かっ たみ たい で、失 敗し
た かな と思 った その とき！ 皆さ
ん 一緒 に盛 り上 がっ てくだ さり
こ こで も救 われ まし た（笑 ）そ
の 後は カラ オケ も次 々と歌 いだ
し 、ト ップ バッ ター として の役
割 を果 たせ たの でホ ッとし まし
た。
今 回 の 初添 乗 では 、 添乗員 の
難 しさ 、そ して 人間 の素晴 らし
さ を感 じる こと がで き、人 生の
中 で素 晴ら しい ２日 間にな りま
し た。 この 経験 を糧 に頑張 って
いきます！
（西村 亮祐）

第８９回全国花火競技大会ｉｎ秋田
一面右上
スイーツ列車運行！！
一面左上
日本一○○しにくい？元乃隅稲成神社
二面右上
「天空の城ラピュタ」までの道は
阿蘇にありました
二面右中
沖縄でも指折りの絶景スポット「古宇利大橋」二面左上

今月の紙面

創造花火の部
全国で初めて取り入れられた花
火で、秋田県が発祥の地。花火師
の創造性を追及したものとなっ
ています。

福岡県直方市古町４番９号

九州最大規模のひまわり畑

昼花火の部
昼花火の競技は全国でもここ
だけ！煙物は夜の光の代わり
に色煙を駆使して花火の形と
鮮明な色彩を描き出します！

発行所

10 号玉の部
それぞれに開く花火は、より精
巧に「整」を追及し完璧な調和
美を描き、世界一華麗な芸術美
を作ります！
【問合せ 先】大 曲商工 会議 所
ＴＥＬ ０１８７ ６
-２ １
-２６２

特別なスイーツコースを楽しみながら贅沢な時間を過すことができる新しい列車 JRKYUSHU
SWEET TRAIN『或る列車』が 8 月８日（土）より運行をします。
「或る」のローマ字表記『ARU』には、
「Amazing」(すばらしい九州の魅力を広く発信)・
「Royal」
(豪華なデザイン、すばらしいスイーツコース)・
「Universal」(世界中の皆さまに愛される列車)
といった意味が込められているそうです。
列車内では、九州の食材等の魅力を広く発信。東京南青山の「NARISAWA」オーナーシェフ、
成澤由浩氏監修の下、レシピが作成され、パンやスープ等の軽い食事から始まり、スイーツを 3
品、最後にミニャルディーズ(焼き菓子)を楽しめるメニューなどが提供されます。
運行区間：大分駅～日田駅 1 往復/日(2015 年夏季)
佐世保駅～長崎駅 1 往復/日(2015 年秋季以降)
運転日：金曜・土曜・日・祝日などを中心に運行

【２０１5 年 8 月号】 旅ランド （偶数月発行）
信
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第 39 号
8 月吉日
２０１5 年（平成２7 年）

1

２０１5 年（平成２7 年）8 月吉日
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！
◆聞くよりも 自ら出向く
旅やよし
◆人生に
彩り添える
旅やよし
（ペンネーム 祥ちゃん）
投稿ありがとうございました！
◆かちわりで 売り子も競う
甲子園！

2

〠822-0027
福岡県直方市古町４番９号
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)

第 １ ５ 回目 は 、直 方 地区に あ る 【整 骨 院
長生庵】さん、飯塚地区にある【ララリアン】
さんです。

福岡県知事登録旅行業第３－５２８号
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【２０15 年 8 月号】 旅ランド （偶数月発行）

山口県長門市の海沿いに並ぶ元乃隅稲成神社（もとのすみいなりじんじゃ）
。
「日本でもっとも入れにくい賽銭箱」として某テレビ番組でも紹介されて
いる面白い神社です！京都の伏見稲荷の他、全国で 3 万社以上の稲荷神社
がありますが、
「稲成」と書くのは島根県にある太鼓谷稲成神社（たいこだ
にいなりじんじゃ）とここの 2 社だけ。
日本で一番入れにくい？賽銭箱
大きな鳥居をよく見ると上のほうに賽銭箱が！地上から約 5 メートルの
高さにあり、普段神社で見る賽銭箱より小ぶり。投げなければならないた
め、入れるのが難しい！これには、深い歴史があるわけではなく、神主さ
んの「何かおもしろいことを！」というお茶目心より生まれたとのことで
した。（笑）これだけ賽銭しにくいと、ご利益が倍増しそうな気がしませ
んか？
是非一度、元乃隅稲成神社にお参りに行かれてみてはいかがですか？

タイトルを見て、皆さん「はっ？」となったはずです。実は、宮崎駿監督作のアニメ「天空の城ラピュ
タ」のワンシーンを思わせる場所が、熊本県阿蘇市の外輪山にあるんです！
百聞は一見にしかず。という事で、右の写真をご覧下さい！
阿蘇谷に雲海が発生すると、岬のように突き出した地形と道路が雲に
浮かんだように見える。そこから「天空の道」「ラピュタロード」と呼ば
れるようになったそうです！
阿蘇の阿蘇谷から北外輪山に至る坂道で、正式名称を「阿蘇市道狩尾
幹線」
（あそしどうかりおかんせん）
。路面は荒れた箇所が多く、道幅も
狭く普通乗用車の行き違いが困難な場所も多くあり、とても細く険しい
道ですので、注意が必要です。お出掛けの際はお気を付けて！

「行って来ました！
話題の新エリア！」
去年、ＵＳ
Ｊへ行って来
ました。ここ
２、３年毎年
行っているような・・・笑
去年７月に出来た、今話題の
新エリア『ウィザーディング・
ワールド・オブ・ハリー・ポッ
ターエリア』へ。平日でしたが、
「人！」
「人！」
「人！」とにか
く多かったです。ハリーポッタ
ー人気は凄いです。
エリアに入るとビックリ！
他のエリアとは世界観が違い、
ホグワーツ城、ホグワーツ列車
など、本当にハリーポッターの
映画の中に居るような感じが
しました。
「ハリーポッター・アンド・
ザ・フォービトゥン・ジャーニ
ー」という乗り物はまるで魔法
使いのように空を飛んでいる
ようで、自分が映画のワンシー
ンに出ているよう！（笑）
ハニーデュークスというお
店が気になったのですが、２時
間待ちでした・・・。
１２月でしたので、夜は『ユ
ニバーサル・ワンダー・クリス
マス』というショーがあり、ク
ライマックスでは大きいクリ
スマスツリーの点灯。とても感
動しました。
ハリーポッター好きの方は
興奮する事間違いなし！今年
からは「ハリーポッター・アン
ド・ザ・フォービトゥン・ジャ
ーニー」が「３Ｄ」で新しくな
り、ますます目が離せなくなり
ますね！（って事はまた行かな
いと・・・笑）

（一社）福岡県旅行業協会 正会員

ラ

まるで海の上を走っているような感覚を味わえ、一面に広
がるエメラルドグリーンの海の景色を堪能できます。
また、車を停めて歩いて渡る事もでき、夕焼けの絶景スポ
ットでもあります！古宇利大橋を渡った先は、沖縄版のアダ
ムとイブ伝説が残っていたり、古代ロマンにあふれた島。
「恋
島」＝「くい島」＝「古宇利島」となったとされ、近年カッ
プルに人気のスポットとなっています。

【整骨院長生庵】さんは、
「来ると痛みも
沈んでいた気持ちも全部なくなる！」
、
「ここ
に来ただけで元気になれる！」と思っていた
だける整骨院です。予約制ではないので、
少しでも肩・腰等に違和感がある方は、
整骨院長生庵にお越し下さい！

保証社員

旅

沖縄県北部今帰仁村（なきじんむら）の古宇利島（こうり
じま）と名護市の屋我地島(やがじしま)を結ぶ「古宇利大橋」。
宮古島と伊良部（いらぶ）
島を結ぶ、伊良部大橋に次
いで通行料が無料の橋とし
ては国内 2 番目の長さとな
ります。

【ララリアン】さんは、フランス語で『絆』
を意味する言葉『Ｌｉｅｎ』を由来にウェデ
ィングにふさわしく、より華やかにリズミカ
ルに表現しています。笑顔と感動があふれる
結婚式をプロデュースいたします。
特別な一日はララリアンに決まり！

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
（一社）全国旅行業協会
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