期 間：2016 年 2 月 6 日（土）～2 月 27 日（土）
問合せ：雲仙灯りの花ぼうろ実行委員会
（雲仙観光協会内）
ＴＥＬ：0957-73-2233

TEL 0949-29-7777

《期

生島足島神社

FAX 0949-29-7778

nogata@tabiland.jp

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！
◆夫婦連れ 旅の楽しさ
倍になる
◆旅の良さ 見たり聞いたり 学んだり
◆旅をして 命の洗濯
して戻る
（ペンネーム 祥ちゃん）
投稿ありがとうございました！

今日は自治会員の研修旅行で、お
世話係の事務局長と職員さん含め
て４５名のバス旅行です。座席は満
席状態、貸切バスで起伏の多い中国
自動車道を目的地に向け出発。「本
日お泊り頂きます玉造温泉は山陰
を代表する名泉です ･･･
」 私は２ 日
間の行程や注意事項など説明しマ
イクをバスガイドに渡しました。
間もなく後方のお客さんから「添
乗員！安来節歌え！」とドスの利い
たご指名の声があり、よく見るとお
世話係の事務局長さんです。だいぶ
お酒もまわっているようでしたの
で私は気持ち良く間髪いれずにガ
イドさんからマイクをもらい「安～
き～名物～♪」と切り返して歌いま
した。お客さんから「アラエッサッ
サ」の合いの手がかえってき、車内
は盛上がり、談笑のなかバスは最初
の観光地、松江城へ到着。国宝の天
守閣や国の史跡など、バスガイドを
先頭に見学へご案内しました。
見学を終えて出発時間になりま
した。人騒がせはそこから始まりま
す。お酒のだいぶまわった事務局長
さんがいないのです。周辺を捜すの
ですが見当たらず時間は立つばか
りで痺れをきらした自治会役員さ
んから「とりあえず宿へ行こう」と
のこと。事務局員を残して玉造温泉
の宿へ。お客様は温泉やお部屋で寛
いで頂き、宴会開始まで少し時間が
あったので私も戻り事務局員の方
と再度捜しましたが見つからず一
旦宿へ戻り役員さんへ報告しまし
た。捜索願いを出す話も出ました
が、その前に「酒の好きな人だから
もしかして」と松江市内の歓楽街を
重点的に捜すことになり役員や事
務局員で手分けして飲食店を隈な
く調べましたが２１時を過ぎた時
点でも手掛かりはなく、宿へ戻って
今後の対策を練ることにしました。
その時です。ロビーで打合せ中
に、本人の奥さんから「主人が自宅
に帰ってきました。酒をかなり飲ん
でおりまして」とお詫びの電話が役
員さんにあり。
「エ～！なんで自宅なんじゃ」と驚
きの合唱！無事の知らせを聞いて
即解散。玉造温泉で疲れを癒し遅め
の２次会へ。
その後ご本人は自治会役員さん
宅へお詫びまわりで大変だったそ
うです。こんな酔っ払いには困った
ものです！
（篠原 寄）

平成２８年大河ドラマ～真田丸～
一面右上
雲仙灯りの花ぼうろ
一面左上
添乗員日記四十話「人騒がせな酔っ払い」一面 下
日本の新三大夜景発表！
二面右上
旅の掲示版「旅遊人倶楽部」
二面左上
イオンモール三光便り
二面左中

今月の紙面

間》平成 28 年 1 月 17 日（日）
～平成 29 年 1 月 15 日（日）
《時 間》9：00～17：00
《場 所》上田城跡公園内
《問合せ》0268-75-2554
《料 金》大
人 600 円
小中学生 300 円

〔いくしまたるしまじんじゃ〕
生島神、足島神の二神。ご神体は
大地。武田信玄の「戦勝願状と社
領安堵状」や真田昌幸をはじめと
した願文・朱印状十一通他、計九
十四通の古文書が残されており、
国の重要文化財に指定されてい
ます。

<住 所>上天草市松島町合津 2856
<ＴＥＬ>0969-56-0200

天正 11 年、幸村の父・昌幸
が築城。真田の力を世に知ら
しめたあの｢上田合戦｣の舞
台。かつて徳川の大軍を二度
退けたことから「不落城」と
して知られ、近年では受験生
にも人気です。桜や新緑､紅
葉なども見どころです。

福岡県直方市古町４番９号

戦国の荒波を駆け抜けた主人公、真田
幸村の波乱万丈な生涯を描くドラマ
のストーリーに沿って、
撮影に使用す
るセットや衣装などを展示し、
大河ド
ラマの世界の魅力を紹介する施設と
なっています。

発行所

上田城

旅ランド本社営業所

★信州上田真田丸大河ドラマ館

熊本県上天草市にある小さなお寺「向陽寺」（こうよ
うじ）
。このお寺が、実は大人気の観光スポットになっ
ています。なぜ大人気かと言いますと・・・住職さんに
ありました！
向陽寺は天草の松島、雲仙天草国立公園の一角にあり
ます。旅の僧、悟室宗舜上座により観音様のお堂が建て
られたのが始まりで、境内には雨乞いの鐘など重要な史
跡も残されています。
そんな向陽寺には県内だけでなく、県外からも多くの
方が住職さんに会いに訪れます。実は向陽寺の御住職で
ある渡辺紀生僧侶は「ギター和尚」なんです！ギターと
笑いのお元気お説法はいつも満員の大人気！

平成２８年の大河ドラ
マは「真田丸」です。真田
丸（さなだまる）とは、真
田幸村が大阪城の城内に
築いた出城の名称で、この
出城から壮絶な戦いを行
ったことで有名です。
戦国時代、真田家は武
田・上杉・北条・豊臣・徳
川ら強豪の中で、時には従
い、時には対立し、遂には
上田城を築いて東信濃随
一の武将に成長しました。
真田父子は築城したばか
りの上田城で、徳川方の大
軍を２度にわたって撃退
し、真田の名を天下に知ら
しめました。しかし、関ヶ
原の戦いは徳川方の勝利
に終わり、昌幸・幸村は幽
閉され、その軌跡が高野山
と麓の九度山町に残って
います。
ドラマでは真田幸村の
波乱に満ちた生涯と幸村
を育んだ真田家の家族が
描かれるそうです。

冬の雲仙の山々につく霧氷を地元では「花ぼうろ」と呼んでいます。
「雲仙灯りの花ぼうろ」は霧氷をイメージした灯りのイベントで、雲
仙の温泉街や散歩道のツリーなどがイルミネーションによってきらび
やかに彩られます。
また、期間中の土曜日に雲仙温泉街中心地から冬の夜空に花火が打
ち上げられる「灯りの花ぼうろ花火の宴」も見どころです。
（21：30～）

【２０１６年２月号】 旅ランド
信
通
ド
ン
ラ
旅
第４２号
２月吉日
２０１６年（平成２８年）

1

2

２０１６年（平成２８年）

２月吉日

第４２号

旅

ラ

ン

ド

通

信

【２０１６年２月号】 旅ランド

旅の掲示板 「旅遊人倶楽部」

保証社員

（一社）全国旅行業協会

保証社員

（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

福岡県知事登録旅行業第３－５２８号

福岡県知事登録旅行業第３－５２８号

〠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

TEL:0949-29-7777

TEL:0979-43-2234

FAX:0949-29-7778

FAX:0979-26-8311

営業時間 9:30～18:00(平

日)

9:30～14:00(土曜日)

営業時間 9:00～21:00
受付時間 20:00 まで

第１位『長崎』
代表的なスポット稲佐山のほかに、鍋冠山・風頭
公園など、多くの夜景スポットがあります。
第２位『札幌』
北海道では長年「函館」の夜景が最も美しいとさ
れていましたが、
「札幌」の夜景も負けていません。
札幌夜景の魅力は何といっても光の量。光り輝く
夜景は多くの人が生活している札幌だからこそ見
られるものなのです。
第３位『神戸』
宝石を散りばめたような美しさの夜景がとっても
幻想的☆六甲山・摩耶山からなる「山エリア」は
１０００万ドルの夜景と称賛されるほど！
ちなみに・・・
４位は函館市、５位は北九州市となりました。
上位５位までを「日本新五大夜景」としても認定さ
れており、今後は三年に１度投票を行い、改選する
予定です。

愛媛県の西南部に位置する南予地域には、美しいリ
アス式海岸の続く海岸線をはじめ、 海、川、森など
の豊かな自然や、懐かしい町並みといった、貴重な観
光 資 源 が 存 在 し、 お も てな し の 文 化 が 根付 い て いま

（一社）全国旅行業協会

す。 え ひめ い や し の南 予 博 ２０ １ ６ で は、 南 予 の 「本
物の魅力」や「真の豊かさ」を体感できます。

イオンモール三光店

本社営業所

【期間】２０１６年３月２６日～１１月２０日
【場所】愛媛県南予地域ほか

次回もイオンモール三光店のホットな話題をお送りします☆★

付加価値税（ＶＡＴ）とは？？

付加価値税（ＶＡＴ）とは、間接税の
一つで、付加価値に対する税を製造・卸売・小売
と各取引段階でそれぞれ納付するものです。
そのため世界２７カ国ではこの付加価値税を払
い戻す制度があります。手続きに従って書類を申
請すれば、買い物した分の税金が戻ってくるので
す。特にヨーロッパでこの制度を取り入れている
国が多いです。還付の方法として、３つの方法が
あります。

①現地空港でキャッシュ・リファンドカウンター
にて換金する。

②成田、関空、ＴＣＡＴ（東京シティターミナル）
のキャッシュ・リファンドカウンターにて当日の
為替レートにて日本円へ換金する。

③現地で受け取り方法を選択し、専用封筒でポス
トへ投函すると、２ヶ月後位にクレジットカード
へ返金または小切手が郵送される。

＊注意する点は、付加価値税の対象となるもの
は、未開封、未使用の商品のみ。例えば、現地で
衣類を買って現地で袖を通してしまうと、国内で
の消費となり、付加価値税の返金は出来ません。
また、国によって異なりますが約９０日以内に行
う必要があります。複数の都市を滞在する場合は
基本的にその国ごとに手続きを行います。

皆さん始めまして！吉村と言います。
「吉村」と聞いて、お気付きになられた方は「旅ランド通信」通な方！（笑）
実は私、2015 年 5 月まで本社で勤務していましたが、6 月より大分県中津
市にあるイオンモール三光店のＯＰＥＮに伴い、赴任して業
務にあたっております。
場所はレストラン街の入口側にあり誰でも気軽に入れるアッ
トホームなお店になっていますよー！！パンフレットの品揃
えも豊富でスタッフも明るく元気に応対しております。
近くまで来られた際は、休憩がてら是非遊びに来て下さい！
僕の笑顔とパンフレットをプレゼントします（笑）
お待ちしておりまーす♪

ハウステンボスのイルミネーション「光の王国」
が、2015 年 10 月 31 日(土)～2016 年 4 月 18
日(月)の期間中に開催されます。全国イルミネーシ
ョンランキングで第１位に輝いたイルミネーショ
ン「光の王国」が今年はパワーアップ！
『光と噴水の運河』は運河を舞台に、様々に色
と形を変える幻想的なイルミネーション。 運河全
体が水中から虹色に輝く、光と噴水のショーはこ
れまで見たことが無いような光景！
66m の高さから「光のアートガーデン」の広大
な光の海へと流れる「光の滝」が新登場。見る場
所によって、滝のイメージが違って見えるのが魅
力的！
「イルミネーション」×「絶叫」の最強コラボ
『光のバンジージャンプ』も新しく登場します。
20m の高さからイルミネーションの海に向かって
ダイブする、ロマンチックかつスリルのあるアト
ラクションです。

北陸地方で有名な海産物は「ズ
ワイ蟹」や「しろえび」
「ホタル
イカ」等、魚介類の宝庫ですが、
《幻の魚》と呼ばれる「ノドクロ」
を御存じですか。
日本海側では最高の味を誇る
魚で、鯛や鮃よりも重宝されてい
ます。正式名称は「アカムツ」と
言いますが地域によって呼名が
違うようです。漁獲量が少ない
為、高級魚として扱われます。
北陸地方へお出か
けの際には御賞味
下さい。

