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日本最大のお菓子の祭典「全国菓子大博覧会」は４年に１度、全国各地で開催さ
れており、今回で 27 回目、三重県伊勢市で開催されます。
日本中の菓子職人が匠の技を展示する「お菓子の匠工芸館」
、大手お菓子メーカー
がお菓子の魅力を PR し、イベントもある「お菓子にぎわい夢横丁」や日本中のお
菓子が勢ぞろいし、お土産や試食もある「全国お菓子夢の市」
など、お伊勢さん菓子博 2017 は「みる・たべる・かう」の
魅力が満載の博覧会です！！企画も多数開催し、甘いものが
好きな方にはたまらないイベント！大人から子どもまで楽し
めます！
【開催期間】2017 年 4 月 21 日（金）～５月 14 日（日）
【開催場所】三重県営サンアリーナ及びその周辺
【料
金】大 人：2,000 円 中高生：1,400 円
小学生： 800 円 シニア：1,600 円
【 テーマ 】お菓子がつなぐ『おもてなし』を世界へ
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【２０１7 年 4 月号】

旅ランド

誰もが知っているおもちゃの「レゴ」。その「レゴ」のテーマパーク『レゴランド ジ
ャパン』が、名古屋に 2017 年 4 月 1 日（土）にオープンします。「レゴランド」
はレゴブロックの本格的な屋外型テーマパークで 2 歳から 12 歳とその家族がターゲ
ットとなっています。レゴの本社があるデンマークをはじめ、アメリカ（２ヶ所）、
イギリス、ドイツ、マレーシアの６カ所にあり、ドバイに現在建設中、日本初、世界
で 8 ヶ所目のレゴランドになります。園内は７つのエリアに分けられ、それぞれ違っ
たテーマでレゴの世界を体感出来るアトラクションが設置されています。

★7 つのエリア★
①ミニランド
2500 万個のブロックを使って、
国内の象徴的な建物や街並みを
全てレゴで再現。
②ブリックトピア
レゴブロックを使った自由な想
像力を育む体感型エリア。
③アドベンチャー
「探検」がテーマのエリア。

＜場所＞愛知県名古屋市港区
金城ふ頭 2 丁目 2 番地
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今月の紙面

二面右上
二面右中
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添乗員だって体調が悪
くなる時があるんです。
常に健康には気を配り、
添乗 業務の数 日前から は生物 等を避
け、「手 洗い」や「うがい」「マ スク
着用 」等で万 全の体調 管理を 心掛け
てい ます。し かし「そ れは」 突然や
ってきました。
釜 山へ 添乗 中の最 終日 の朝 ！目 覚
めた 私はもの 凄い悪寒 とかな りの高
熱（ 体温計が ないので 計って はない
が・ ・・）で ベッドか ら立つ 事が困
難な 状態です 。幸いに も最終 日は飛
行機 で帰るだ けの行程 なので 集合時
間が 遅い為、 ギリギリ まで部 屋で休
める 事と飛行 時間が短 い事。 更に福
岡空 港到着後 に「空港 解散」 だった
事です。
季 節は 初夏 位でし ょう か？ 迂闊 に
も就 寝時のエ アコンの 付けっ 放しが
原因 だと思い ます。そ れでも 御客様
に気 付かれな い様に笑 顔と根 性で福
岡空 港まで頑 張りまし た。解 散して
救急 病院（土 曜日でし た）へ 直行！
やは り、３９ 度近い高 熱です 。月並
みですが「安静にして休んで下さい」
と医者に言われました。
し か～ し！ 駄目な ので す。 先生 に
「注 射でも浣 腸でもい いので 今日中
に治 して下さ い！」と 懇願。 何故な
ら翌 日の夕方 からタイ へ添乗 の予定
が入 っている のです。 先生に は「絶
対に ダメ！」 と言われ ました が「絶
対に 行く！」 と言い張 り、呆 れられ
ました。
注 射や 薬で 翌朝は ３７ 度位 まで 熱
を下 げました が体調は 戻りま せん。
薬と 大量のポ カリスエ ットを 抱えて
タイ への添乗 を強行し ました 。幸い
タイ では特に 悪化する 事もな く旅行
自体 は無事に 終了しま した。 最終日
に恐 る恐る煙 草に火を 付け「 健康」
を確認して帰国しました。
釜 山３ 日間 とタイ ４日 間の 連続 添
乗は 無事に終 了し、今 では笑 い話で
すが 添乗員と は実に「 替えの 利かな
い」 仕事なの だと痛感 しまし た。不
注意 により参 加者全員 に迷惑 をお掛
けす る事や航 空券もネ ーム変 更が不
可の 為、取消 料発生や 当日の 高額航
空券 購入等で の迷惑等 、体力 が勝負
の添 乗業務！ 若い方が 多いの もその
為かも知れません！

（石田

日本初上陸！おもちゃの世界！名古屋に
「レゴランド」オープン！！ 一面右
お伊勢さん菓子博２０１７
一面左上
観光列車「かわせみ やませみ」
運行します

入場料は・・・
1DAY：大人 6,900 円
子供 5,300 円
（3 歳～12 歳）

④レゴ・シティ
ドライビングコースもあるレゴ
の街。
⑤ナイト・キングダム
中世の世界観をモチーフにした
エリア。
⑥パイレーツ・ショア
レゴの海賊たちがいるエリア。
⑦レゴファクトリー
レゴブロックがどのように作ら
れるかを見学できるエリア

ＵＳＪ新エリア誕生！

皆様からの旅の情報お待ちしておりま
す。おすすめ観光地、地元等で開催され
るイベントなど何でもかまいません！
また、トラベル川柳も大募集です！
ＦＡＸ：0949-29-7778
メール：nogata@tabiland.jp
ハガキ：〒822-0027
福岡県直方市古町 4-9

4 月 1 日（土）、クロサキメイ
ト店がオープンします！！場
所は黒崎駅横にあるクロサキ
メイト４階になります。
店舗の情報は次号お知らせ予
定となっておりますのでお楽
しみに！！

旅

全 部で４ ０を超え るアトラ クショ ンやショ ー
が 楽しめ 、レスト ランで食 事もで きます。 ま
『レゴランドホテル』も開業予定となって
た、
います。
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旅の掲示板 「旅遊人倶楽部」
海外でやってはいけないこと！

日本で は当たり前の様 にやっ て
いる事 が海外では失礼 に当た る
事があ ります。海外旅 行に行 く
際は気をつけましょう。

・裏ピース
イギリス・オーストラリアでは手のひ
らを内側に向ける裏ピースは、卑猥な
意 味 にな りと て も失 礼な行 為 にな る
ので注意！

・トイレのドアをノックする
当 た り前 の様 に 入っ ている か を確 認
する行為ですが、欧米では「早く出て
来い！」と催促の意味になります。人
が い るか どう か を確 かめる に はド ア
ノブをまわす様にましょう。

・子どもの頭をなでる
タ イ では 頭は と ても 神聖な も のと さ
れています。特に、子どもの頭は精霊
の宿る場所と信じられているので、頭
はなでてはいけません。

・絶対左手を使わない
イ ン ドで は左 手 で絶 対に食 事 をと り
ません。食事以外では、物を渡す時、
お金を払う時、握手の時など、左手を
使うと失礼にあたるので
気をつけましょう。

ホイアンの「ランタンと来遠橋」に感動！
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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
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに新エリア『ミニオン・パーク』が
２０１７年４月２１日（金）にオープンします。
「ミニオン・パーク」は、
映画「怪盗グルー」に登場する人気キャラクターミニオンが大量に発生す
るエリアでミニオン達が乗っ取ったトイストア、お菓子製造工場、ミニオ
ン達が独自に開発したゲームなど、様々な施設がエリア内に立ち並び、ハ
チャメチャな世界を繰り広げるエリアとなります。
注目は新ライド型アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」
。
怪盗グル―の邸宅兼研究室を舞台に、グル―が発明した乗り物に乗り込ん
で、研究室をめまぐるしく駆け巡ったり、思いっきりハジけ飛んだり、は
たまた地の果てまで真っ逆さまに落ちたり…。と、直径 20 メートル以上
のドーム型スクリーンに映し出される映像に合わせてライドが動き、“ハ
チャメチャ″な臨場感を味わえるアトラクションとなっています。

＜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＞
2017 年 2 月 8 日～
１ディ・スタジオ・パス 大 人：7,600 円
子ども：5,100 円
シニア：6,830 円
＜ハウステンボス＞
2017 年３月１日～
１ＤＡＹパスポート 大人：6,900 円
中人：5,900 円
小人：4,500 円
散策チケット

大人：4,400 円
中人：3,400 円
小人：2,100 円

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

イオンモール三光店
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◆猪口に酒
球磨川下る
こたつ舟
◆磯香る
綱敷の宮
梅盛り
＊ペンネームよっちゃんさん
◆旅に出よう 未知の世界に 触れてみよう
＊ペンネーム祥ちゃんさん

本社営業所

ン

今回もご投稿、ありがとうございました！

ベトナムの中部ダナン市から南に車で４０分に位置するホイアンは世界文化遺産に
登録された古い港町です。私は雨季も終わりの１月にこの町へ初めて訪れました。
ホイアンの旧市街地区の中心を走るチャンフー通りとトゥボン川沿いに並行してあるバックダン通り地
区一帯は、西洋や中国・ベトナム風の家並みが程よく調和された状態で残されており、なんとなく「日
本のレトロ」な街並みを見るような懐かしさを覚えます。１９９９年に世界文化遺産に登録され、たく
さんの外国人観光客も増え、通りの店先にはお土産品がところ狭く飾られています。特にランタン（提
灯）は大小の幅広い値段で売られています。旧市街地区では毎夜にランタンに火が灯り町が幻想的に浮
かび上がる景観に感動します。
また日本橋という橋があります。正式名称は来遠橋（らいおんばし：朋あり遠方より来るまたたのし
からずやの意味）といいますが、１６世紀後半に日本人居住者が中国人とベトナム人の協力で築造した
４００年の歴史を持つ日本人橋（正式名称：来遠橋）が街の中心に今も魅力ある姿で立派に残っていま
す。当時橋を中心に西と東に日本人街と中国人街があり、正式には日本と明との貿易関係が無かったた
め、ここホイアンが中継貿易港とし脚光を浴びたそうです。
来遠橋は長さ１８㍍、幅３㍍で橋脚は強固なレンガが使用され、屋根は漆喰で固め
た瓦が葺かれ橋の中にカウ寺という小さなお寺があり祭壇も設けられています。当時
は交易の架け橋として今はホイアンを代表する観光名所の一つとして健在する来遠橋
はベトナム観光には外せない名所としておすすめします。 （篠原 寄）

ラ

２０１７年３月４日
（土）からＪＲ九州で
「かわせみ やませみ」
が運行を始めます。
「かわせみ やませみ」
は１１番目のＤ ＆Ｓ列車となり、 熊
本から人吉間で 毎日３往復運行し ま
す。
肥薩 線の「川 線」と呼 ばれる 区間
を走ることから 、球磨川の水面の 色
や沿線の自然をイメージした「川線」
にふさわしい外 観デザインになっ て
います。車内の 基調色は、球磨川 の
ひすい色をイメ ージ。１号車「か わ
せみ車両」は青 、２号車「やませ み
車両」は緑です。
車内 のいたる ところに 人吉球 磨産
のヒノキや杉を 使用し、座席はリ ク
ライニングシー ト、ボックス席、 窓
向きのカウンタ ー席があり、さら に
軽食を提供する ビュッフェや地元 特
産品を販売するサービスカウンタ
ー、肥薩線に並行する
球磨川がよく見える展
望スペースなどもあり
ます。
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