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鹿児島県にある仙巌園では毎年、冬牡丹の展示が行われています。
通常は春に咲く牡丹を、温度調整によって冬に咲かせるのが『冬牡丹』です。美しい赤色が
特徴の品種『島津紅(べに)』をはじめ、12 種類の冬牡丹が松風軒レストラン下の芝生広場
に展示されています。また、寒さや雪から守るために藁を束ねて作られた、
「わら囲い(わら
ぼっち)」も冬に咲く牡丹ならではの風景です。
【冬牡丹の展示】
期間：2015 年 12 月 30 日（水）～2016 年 1 月 5 日（火）
住所：鹿児島市吉野町 9700-1
TEL：099-247-1551
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【２０１５年１２月号】 旅ランド

皆さん、壱岐と言ったら何を思い浮かびますか？
壱岐牛・ウニ・猿岩・辰の島などありますが、まだまだ壱岐には素敵な
場所がたくさんあります。

壱岐市芦辺町には、岸から約 150m 沖の海に「小島」という小さな島が浮かんでいます。
そこに「小島神社」があり、太陽と月の引力によって生じる干満によって、干潮時は海が
割れて参道が現れ、満潮時は島に変わるのです。
自然と一体になったこの特別な神社は、
「壱岐のモンサンミシェル」
といわれ、近年全国でも知られるようになった話題のパワースポッ
トです。恋愛運だけでなく、五穀豊穣や安産などにもご利益がある
といわれています。

「諸津観音」
（もろつ）として親しまれており、原石で掘られた高さ約 9ｍの観音様を中
心に様々な仏像や奉納灯籠に囲まれた公園となっています。観音菩薩は自在に姿を変える
救済の仏で、宗派の区別なく助けを求める全ての人の前に現れるといわれています。この
公園近くに某テレビ番組で放送された『箱崎諸津の手積み石垣』があります。親子二代で
50 年余りの歳月をかけて手積みされた石垣。まるで古い遺跡を漂わせる雰囲気も漂ってい
ます。
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今月の紙面

まだまだ魅力いっぱい！～壱岐～
一面右上
日本の第二のマチュピチュ「越前大野城」一面左中
本物の飛行機が見れる！
～ＪＡＬ工場見学ＳＫＹ ＭＵＳＥＵＭ～ 二面右上
～日向木挽 新酒まつり～
二面右中
旅の掲示板「旅遊人倶楽部」
二面左上

浦海（うろみ）海岸の小さな岬の付け根に『雪の島』と呼ばれる
流紋岩でできた真っ白な岩があります。万葉集にも詠まれたほど愛
くるしくて、何か願いごとをすれば叶えられそうな・・・不思議な
岩。地元では白っぽく見えれば晴れ、黒っぽく見えると雨が降ると
信じられています。

今から２８年前に見たドラマがきっ
かけでした。ドラマのタイトルは覚え
ていませんが添乗員として全国（世界
だったかも？）を廻り、人探しをして
いた様なドラマだったと思います。当
時は旅行会社って「何をする会社だろ
う？」と思っていました。だって「旅
行をする会社」のイメージだったので
す。
高校生の時に車の免許取り立てで、
何処かに行きたい時に、自分で日帰り
旅行の計画を立て、友人数人で旅行を
した事がありました。当時からお世話
役が好きだった様に思います。建築関
係の仕事（大工）をしていた父は、継
がせたかった様でしたが「絶対に継が
ない」事を決めていました。と言って
も、どんな職に就くか決めていたわけ
ではありません。旅行会社に就職した
時も誰にも相談なしに一人できめまし
た。何もかもが初めてで、兎に角楽し
かった事を今でも忘れません。
絶対に生涯の仕事にする事を決めた
のもこの時です。御客様から「ありが
とう！楽しかったよ」と言われ、心の
中でガッツポーズしたり「貴方だから
頼むのよ」と言われ、嬉しくて大騒ぎ
し た り、「 添 乗 員は 貴 方じ ゃ な き ゃダ
メ」と言って私の空いている日程に合
わせて日程調整をして頂いたことも何
度もありました。
誰かの言葉に「生きているだけで丸
儲け」とありますが、実に旅行業界に
いるだけで丸儲けの人生を歩いてきま
した。２８年経った今になって「何故！
添乗員になったのだろう？」と振返る
事がありますが・・・
「やっぱり添乗員
で良かった・・・」と思います。これ
からも沢山の御客様に『旅』をプレゼ
ントしていこうと誓いました。
（石田 和弘）

◎気象条件以下の３つの条件を満
たす必要があります。
➀前日の湿度が高いこと（前日に
雨が降った日など）
②前日の日中と翌日朝方の気温差
が大きいこと（放射冷却現象が起
こるような日）
③風が弱いこと

日本のマチュピチュとして有名にな
った「竹田城跡」。なんと福井県にも「天
空の城」の名にふさわしい素敵なお城
「越前大野城」があります。
越前大野城は福井県大野市の中心部
にある亀山（標高２４９ｍ）にそびえ
る平山城です。麓には城下町が広がり、
この城下町が雲海に包まれ、亀山だけ
が浮かんで見える日に「天空の城越前
大野城」が現れます。市街地よりも高
い場所にある城郭が先に雲海の上に姿
を現し、幻想的な光景をみせてくれま
す。この雲海に浮かぶ大野城の美しい
姿は、いくつかの条件が重なったとき
に見ることができます。

住所：福井県大野市城町３‐１０９
ＴＥＬ：０７７９‐６５‐
５５２０
入館料：大人２００円
小人無料
（中学生以下）

時期：１０月から４月末頃
＊１１月頃が最も『天空の城越前
大野城』が出現する時期といわれ
ています。
時間：明け方から午前９時頃まで

旅

〠822-0027

〠871-0111

福岡県直方市古町４番９号

大分県中津市三光佐知 1032

FAX:0949-29-7778

指宿名物「温たまらん丼」
をご存じですか？温たまら
蔵元ならではの秋のイベント
ん丼は、温泉地として有名な
「雲海酒造 綾蔵 本格芋焼酎
指宿の温泉の熱を利用して
日向木挽 新酒まつり」を開催します。
作られた丼ぶりです。「砂む
・２２日（日）・ し温泉たまご」をメイン食材
日にちは１１月２１日（土）
２３日（月）の３日間。
に「美味しくてたまらない」
メイン会場では、本格芋焼酎（日向木挽） を「たまご」にひっかけてネ
各種と共に、地元の美味いものをお楽しみい ー ミ ン グ し た 指 宿 ご 当 地 グ
ただけます。その他にも、綾自然蔵見学館定 ルメです。
時見学会や、多彩なステージイベント、お楽
お店によって具材、味付け
し み抽選 会とい った様 々な 催しが 行われ ま も様々で、私が食べたのはそ
す。
ぼろ丼。そぼろと言ったら
鶏・牛ですが、ここのお店の
そぼろは黒豚のそぼろで
す！もちろんたまごとの相
性バツグン！
指宿へ行っ
た際はぜひ食
べてみてくだ
さい！！

第１６回目は寒い季節に
ピッタリ！直方地区・田川
地区にある温泉施設をご紹
介します。

TEL:0979-43-2234

FAX:0979-26-8311

外務省は、国際情勢の変化を
受け、安全対策の強化を目的に
「渡航情報」の表現を１３年ぶりに
改定しました。改訂内容は左記の通りになって
おります。
①「渡航情報」の名称を「海外安全情報」へ。

受付時間 20:00 まで
9:30～14:00(土曜日)

営業時間 9:00～21:00
日)
営業時間 9:30～18:00(平

【直方いこいの村】さんは、
福智山のふもとにある宿泊施設です。お風
呂は「多賀の湯」
「遠賀の湯」と呼ばれる大
浴場があり、神経痛・リウマチ・肩こりな
どに効能があると言われています。また、
体育館やテニスコート・会議室などもある
ので、研修や合宿もできます。

福岡県知事登録旅行業第３－５２８号

日向木挽（ひゅうがこびき）
南九州産の厳選された芋（黄金
千貫）を原料に、 宮崎・綾の本格
焼酎蔵で熟練の蔵人達が、丹精込
めて造りあげました。芋本来の自
然な甘み、素朴でコクのある深い
味わいの本格芋焼酎です。

【ふるさと交流館日王の湯】さんは、五
つの棟からなる温泉・健康・宿泊・会議・
研修の場など、様々な目的でご利用できる
施設です。温泉棟「ゆーわく館」には大浴
場、岩風呂、サウナ、水風呂などの浴室が
あります。また、休憩室やマッサージ室も
あり、心身共にリラックスできますよ！
福岡県知事登録旅行業第３－５２８号

《開催場所》
蔵元綾 酒泉の杜
住所：宮崎県東諸県郡綾町南俣 1800-19
TEL：0985-77-2222

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！

（一社）福岡県旅行業協会 正会員

（一社）福岡県旅行業協会 正会員

羽田空港近くにある「JAL 工場見学 SKY MUSEUM」
。日本航空（JAL）の歴史やスタッフの仕事
内容を知ることができ、さらに実際に飛行機を整備している整備工場を見学でき、航空教室に参加
して、飛行機の飛ぶ仕組みなどについて学ぶこともできます。施設内は３つに大きく分けられてい
ます。
《アーカイブスエリア》
1951 年の会社設立から現在までの JAL の変遷を辿ることができます。また、歴代の制服が展示
しており、JAL の歴史を彩ってきたハイセンスな機内誌やポスターなどを見ることができます。
《仕事紹介エリア》
客室乗務員や運航乗務員、整備士の仕事内容や業務に使用する「七つの道具（必携アイテム）」を
紹介。各スタッフの仕事を分かりやすく図解すると共に、様々な疑似体験を楽しむ事が出来ます。
《新商品・サービスエリア》
JAL グループが提供している機内座席、機内食、機内サービスを紹介しています。
②「危険情報」について、従来の４段階のカテ
ゴリーについて、その危険の度合いの記述をわ
かりやすい表現になり、各カテゴリー毎の説明
を変更しました。
・レベル１「十分注意してください。」
→その国・地域への渡航、滞在に当たって危険
を避けていただくため特別な注意が必要です。
・レベル２「不要不急の渡航は止めてください。」
→その国・地域への不要不急の渡航は止めてく
ださい。渡航する場合には特別な注意を払うと
ともに、十分な安全対策をとってください。
・レベル３「渡航は止めてください。（渡航中
止勧告）」
→その国・地域への渡航は、どのような目的で
あれ止めてください。（場合によっては、現地
に滞在している日本人の方々に対して退避の可
能性や準備を促すメッセージを含むことがあり
ます。）
・レベル４「退避してください。渡航は止めて
ください。（退避勧告）」
→その国・地域に滞在している方は滞在地から
安全な国・地域へ退避してください。この状況
では、当然のことながら、どのような目的であ
れ新たな渡航は止めてください。

TEL:0949-29-7777

保証社員
（一社）全国旅行業協会
保証社員
（一社）全国旅行業協会

イオンモール三光店
本社営業所

＊完全予約制でインターネットよりご予約となります。
＊見学は無料
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旅の掲示板 「旅遊人倶楽部」

東京モノレール「新整備場」駅下車、徒歩 2 分

