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７月１６日（土）に新しい王国が誕生します。
その名も「ロボット王国」
。ハウステンボスでは光、
花、ショーと音楽、ゲーム、健康の 5 つのコンセ
プトを軸とする王国シリーズを展開しており、
「ロ
ボット王国」はシリーズ 6 つ目となります。新施
設には、店長と料理長がロボットの『変なレスト
ラン』や体験型ミュージアム＆ショップ『ロボッ
トの館』など、ロボットと身近に触れ合うことが
できます。

.

大分県名物といえば・・・
「とり天」ですよね！とり天は
下味が付いていて、衣がサクサ
クしてボリュームがあり、 たれ
につけて頂きます。別府にある
『レストラン東洋軒』。ここは
「とり天発祥のお店」と言われ
ており、お昼時は行列が出来る
ほど人気のお店です。お肉も柔
らかく、からっとふわっとした
感じで美味かったです。
《大分県別府市
石垣東 7-8-22》
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【２０１６年 6 月号】

旅ランド

６月＝梅雨。ジメジメした季節はどこに行こう・・・？
この季節にしか見ることのできないお花をご紹介！！
海の中道海浜公園
約 540 ヘクタールという広大な土地に
動物園、遊園地、木工体験施設などが集ま
っているスポットです。現地に到着するま
での景色も良く、ドライブにも最適！園内
にある「あじさいの小径」では、松林の間
を 1 万２千株の紫陽花が梅雨から初夏にか
けて次々と咲き誇り艶やかな姿を見ること
ができます。
住所：福岡市東西戸崎
18-25

千光寺
久留米市にある「千光寺」は、建久三年
（1192 年）に建てられた日本最古の禅寺
のひとつです。アジサイの数は約４０種、
約５千本と言われ、その光景は圧巻！「あ
じさい寺」としても親しまれており、6 月
に開かれる「あじさい祭り」では、境内に
たくさんの観光客が訪れます。

神楽女湖花しょうぶ
鶴見の山々に抱えられた「神楽女湖」は、
平安時代に鶴見岳社の歌舞女が住んでいた
といわれるなど、伝説につつまれた湖で、
80 種類、約 1 万 5 千株の花菖蒲が湖面を
淡い紫色に染め上げ、神秘的な 1 シーンを
見ることができます。

高瀬裏川花しょうぶまつり
高瀬裏川一帯には、高瀬目鏡橋をはじめ
江戸時代からの石橋や石垣、古い商家が残
っており、それを背景に 5 月下旬から 6
月上旬にかけて６万６千本の花菖蒲が美
しく咲き誇ります。まつり期間中は様々な
イベントが行われ、夜間も楽しめるように
花菖蒲のライトアップも
行われます。
住所：熊本県玉名市
高瀬裏川水際緑地公園

住所：大分県別府市
神楽女湖

住所：久留米市山本町
豊田 2287
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今月の紙面

随分昔の話になりますが、昭和５３
年９月のことです。本日は３５名の団
体を沖縄本島へ２日間の慰安旅行にご
案内です。
貸切バスで福岡空港へ１時間の道の
りでしたので、この時間を借りて現地
での行程を説明し、沖縄旅行のお得な
情報（免税制度）
など本土にはない様々
な特典の説明をしたところ、お客様か
らすかさず、「沖縄のバスは大丈夫か
ね！」の質問。私は、「はい！新車の
バスにベテランガイドを手配しており
ますので必ずご満足頂けると思いま
す！」と返答したところ、「いや！そ
うじゃないで、事故は大丈夫かねと聞
いとるんよ」とのこと。一瞬、私は〈あ
っ！そうか、あのことを聞いているの
か〉と質問の真意を理解し、「お客様
大丈夫です！ドライバーは十分に訓練
を重ねたベテランの方ですのでご安心
下さい」と。
実は当時、沖縄は本土復帰６年目、
全県下では様々な制度の転換が行われ
た頃でした。交通ルールも例外ではな
くそのルールが日本式に移行されたの
が「昭和５３年７月３０日」のことで
す。その実施日に由来して７３０（ナ
ナ・サン・マル）の名称が付けられま
した。その実施日から２ヶ月後の旅行
でしたので事故の不安をもたれるのも
理解できます、すかさず私はお客様へ、
「この時期だからこそ沖縄県のドライ
バーは特に安全運転に心がけておりま
すのでご安心下さい」と説明したとこ
ろ納得したようでした。
飛行機は那覇空港に到着、新車の貸
切バスに乗車して早速南部戦跡めぐり
へご案内。お客様は少し緊張気味でし
たがおきなわ弁を交えたガイドの流暢
な案内に打ち解けたのか一人のお客様
から「ガイドさんあの後（７月３０日）
バスの事故は無いんかね？今日の運転
手さんは添乗員からベテランと聞いて
とるから安心はしとるんだが？」
「はい！実はですね～、ベテランドラ
イバーは右側通行が体に染みついてい
ますので切り替えに時間がかかってい
ます。そのため本日のドライバーは左
側通行に慣れた新人のドライバーです
のでご安心下さい」とのこと。
ふしぎな説明でしたが納得したもよう
で事故も無く、思い出残る沖縄旅行に
なりました。

（篠原 寄）

季節の花を見に行こう！！
一面右上
ディズニーリゾート新しいホテルオープン一面左中
添乗員日記 第四十二話「７３０」
一面 下
第６５回金沢百万石まつり
二面右上
ついに上陸！プレミアムバーガー
「カールスジュニア」１号店
二面右下

東京ディズニーリゾートに新しく『東京ディズニーセレブレーションホテ
ル』がオープンします。日本国内のディズニーホテルでは、4 番目のホテル
となります。『東京ディズニーセレブレーションホテル』は２棟からなり、
2016 年６月１日（水）に「夢」や「ファンタジー」がテーマの「東京ディ
ズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ」、9 月１０日（土）に「冒険」
や「発見」がテーマの「東京ディズニーセレブレーションホテル：ディスカ
バー」がオープンします。
『東京ディズニーセレブレーションホテル』は、客室はもちろん、ロビー
や中庭などホテル館内のあらゆる場所に、東京ディズニーランド・東京ディ
ズニーシーを彷彿とさせる装飾を取り入れ、パークで過ごした夢のような時
間を思い返し、滞在を満喫できるコンセプトとなっています。
また、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに開園 15 分前から入
園できる「ハッピー15 エントリー」を利用することができ、パークを思い
っきり満喫したい方には嬉しい特典！東京ディズニーリゾートまでは無料
の専用シャトルバスが運行し、各パークまで約 15 分で着くのでとっても便
利です！！
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【２０１６年 6 月号】

米国カリフォルニア発のプレミアムバーガー１号店が日本に上陸
しました。第１号店は東京・秋葉原にオープンです。
アンガス牛１００％のパティを使用したバーガー等、こだわりの食
材で最高品質に注目です。すべてが近代的で、ワンランク上のカリフ
ォルニアをテーマにした内装が施され、
他のハンバーガーレストラン
とは一味違う、プレミアムな美味しさを提供してくれます。
注文が入ってから調理し、
できたてを席まで運
んでくれるスタイルで人気です。
★プレミアムバーガーとは？

（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

ハンバーガーは牛肉で造る〝パティ〟を丸パンの〝

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

バンズ〟で挟むシンプルな構成の食べ物。メインの食

〠822-0027

〠871-0111

材である牛肉の品質に拘りブランド牛や健康的に飼

福岡県直方市古町４番９号

大分県中津市三光佐知 1032

育された牛肉を使用して作られるのが「プレミアムバ

TEL:0949-29-7777

TEL:0979-43-2234

ーガー」と言います。食材の拘りは牛肉だけではなく、

FAX:0949-29-7778

FAX:0979-26-8311

バンズや、ほかの具材も同様です。パティを注文を受

営業時間 9:00～21:00

けてから焼くなど、焼き方も店独自の工夫があり、ソ

受付時間 20:00 まで

ースや具材の種類も拘っています。

営業時間 9:30～18:00(平

日)

9:30～14:00(土曜日)

旅ランド

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！

（一社）全国旅行業協会

信

◆年を取り
マイカーよりも バスツアー
◆旅に出よう 未知の世界を
知るチャンス
◆生き甲斐は 妻です旅です
川柳です
＊ペンネーム祥ちゃんさん

イオンモール三光店

本社営業所

通

今回もご投稿、ありがとうございました！

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☆★

ド

音楽パレードから始
まり、ミス百万石、
お松の方、前田利家
公入城行列など各行列が続き、約
４時間にわたって豪華絢爛な行列
が市内を練り歩きます。毎年、利
家公役、お松の方役ともに俳優を
起用しており、まつり最大の見せ
場となっています。
その他「加賀友禅燈ろう流し」
、
「百万石踊り流し」、「兼六園のラ
イトアップ」などイベントが盛り
だくさんで朝から晩まで楽しめる
お祭りとなっています。

旅ランド通信をご覧の皆様、初めまして遠藤です。
おかげ様でイオンモール三光店は６月１９日に１周年を迎えます☆★
１年間を通して様々なお客様の旅行を手配させて頂きました。
お客様それぞれ、旅の目的は違いますが「楽しもう！！」という
気持ちは皆様同じです。出発前までの「楽しみ」や旅行中の
「楽しい～」
、帰着後の「楽しかった」という気持ちをお客様
に感じて頂けるように、
「旅のお手伝いが出来たらいいな」と
思っております。パンフレットも多数ご用意しておりますので
気軽にお立ち寄り下さい！
２年目のイオンモール三光店もどうぞよろしくお願い致します。
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【日時】２０１６年６月３日（金）
～６月５日（日）
【場所】石川県金沢市

上の写真を見て、「こんな急勾配な
坂、車が登れるの？」と思った方！
これは「江島大橋」といい、島根県
松江市八束町から鳥取県境港市渡町
を結ぶＰＣラーメン構造の橋では日
本一の長さを誇る橋です。その全長は
１，７０４ｍにおよびます。橋の下を
５千トン級の大きな船も通過するこ
とができるように島根県側で６．
１ ％、鳥取県側で５．１ ％の勾配を
設け、高さ約５０ｍまで上ります。テ
レビＣＭでは、橋の急勾配からアクセ
ル全開！ベタ踏みの坂ということで
「ベタ踏み坂」と表現されるようにな
りました。

市民や観光客が港に集い、まつりを通して
長崎の海と港の素晴らしさを再認識して頂く
ことを目的に、毎年７月に開催されている『な
がさきみなとまつり』。
長崎の夏を代表する祭りとして定着してお
りステージイベントや飲食出店、打上花火な
ど、子どもから大人まで楽しめるイベントが
盛りだくさん！
花火は２日間で合計１０，０００発！
◎開催日：２０１６年７月３０～７月３１日
◎場 所：長崎市長崎水辺の森公園、長崎港
◎ＴＥＬ：０９５-８２２―０１１１
（ながさきみなとまつり実行委員会事務局）
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石川県で毎年行われている石川
県最大級のお祭り『金沢百万石まつ
り』。６月という北陸では過ごしや
すい季節に開催され、観光客も多く
訪れ、祭りの来訪者は金沢市の人口
と同じくらいです。「金沢百万石ま
つり」は、加賀藩祖・前田利家公が
天正１１（１５８３）年６月１４日、
金沢に入城し、金沢の礎を築いた偉
業をしのんで開催されています。
（６月１４日の日付は尾山神社誌
に基づきます。
）
尾山神社での封国祭に合わせて、
大正１２年から昭和２０年まで金
沢市祭として行われてきた奉祝行
事がルーツで、終戦後は進駐軍の指
導により昭和２１年から６年間、尾
山まつりとして尾山神社奉賛会に
よって開催されました。
現在の「金沢百万石まつり」は、
昭和２７年に金沢市と金沢商工会
議所が中心となって開催した商工
まつりが第１回目となります。
「金沢百万石まつり」は３日間行
われ、メインはなんといっても祭り
２日目に行われる「百万石行列」で
す。金沢市の繁華街、
メインストリートを
回るパレードでは、
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