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明けましておめでとうございます。今年は会員増強の年です。 

        

ＮＰＯロングステイクラブ 理事長 塚本茂 

        

素晴らしいオーストラリア ロングステイ 

                     

１.治安が良いこと 

オーストラリアは諸外国に比べて治安がよく、安心して生活する事ができま

す。 

 

２.気候が温暖なこと 

オーストラリアは太陽がいっぱいで温暖な気候です。冬でもほとんど雪が降ら

ないの 

で生活が楽です。 

 

３.医療施設が充実していること 

オーストラリアの医療制度は世界的にも優れていることで有名です。日本語が

話せる医師や看護婦も多く、他の外国に比べても医療費は比較的安いです。 

 

４.バリアフリーの設備が充実していること 

オーストラリアでは、ごく当たり前にバリアフリーの設備が完備されていま

す。老人介護システムは世界の最先端を誇り、ノーマライゼーション(健常者

も障害者も同じように暮らせること)対応の家具や生活用品が充実していま

す。 
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５.安全で新鮮な食物が安価で入手できる 

第２の人生を楽しむには、安全な食料が安価で入手できることは重要です。 

日本食レストランも数多くあり、日本食が懐かしくなっても大丈夫です。 

 

６.アクティビティーが安価で楽しめる 

ゴルフやマリンスポーツなどが好きな方にとっては、オーストラリアは天国の

ようなところです。気軽で安価な環境は好きなスポーツを心ゆくまで楽しむこ

とができます。 

 

７.英語が公用語である 

海外に長期滞在するときに一番心配なのが言葉の問題だと思います。オースト

ラリアは英語が公用語ですので、外国語としては一度は誰しも勉強した言葉を

使って生活できます。また、オーストラリアは日本語教育が盛んで、日本語を

話すオーストラリア人も増えていますので、英語、日本語の両方でコミュニケ

ーションが図れます。 

 

８.日本との時差が１時間しかない 

ロングステイをするにしても、日本の親戚、友人と連絡をとりたいときもある

でしょう。その時に時差がほとんどないというのは便利です。飛行機で移動す

るときも身体の疲れ方が違います。 

 

 

これら以外にもオーストラリアの魅力はたくさんあります。ぜひ一度オースト

ラリアを訪問してご自分でオーストラリアのすばらしさを体感していただき、

第２の人生を楽しむ場所としてご検討ください。 
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タイ・バンコク 29泊の過ごし方 (2015.10月) 

                  会員： 森川浩司 

 

はじめに 

  

 十人十色、旅には様々な楽しみ方がありますが、私のバンコクでの 29 泊の過ごし方をご紹介いた

しましょう。人気 TV 番組の Dr.X ばりに言うと“ゴルフ、カラオケ、マッサージ、ショッピングは

致しません！”と言うことで、豪華さ、優雅さに欠け、地味で面白みが薄いかもしれませんが、これ

が私の今回の楽しみ方です。ふーん、と思っていただけたり、何かの参考にでもなれば、それだけで

光栄至極です。 

 

動機と日程、滞在場所、航空券そして食事 

 

 まぁ、人生の一コマを楽しむことが根底にはありますが、ロングステイ先としての大都会バンコク

はどんなだろう？と言うのが今回の旅の動機となっています。旅の中で、タイの文化に触れたり、美

味しい南国のフルーツを味わったり、バブル並みに発展し続けている現場を覗いてみたりできるのも

楽しみの一つではありますが。 

 そんなわけで、2015年 10月の一か月間、バンコクのほぼ真ん中に全て込みで月 3万円のコンドミ

ニアム一部屋を借りて、ここぞと思う場所へ徒歩、バス、汽車、船に乗って（タクシーには乗りませ

ん）楽しんできたというわけです。 

 

 航空券は AirAsiaのエコノミーで往復 3万 3千円。映画も食事もないけれど、6時間ほどのフライ

トですからこれで十分です。因みに機内では持参した又吉先生の「火花」を読破しました。 

 食事ですか？レストランには行きません！とまた Dr.X ばりですが、バンコク市民の大半の人と同

じく、屋台やらその延長線上にある食堂や、コンビニのお弁当などを主食としてこれまた屋台で様々

なフルーツをデザートやらおやつにして充実した食事内容となっています。３頁目に写真を載せまし

た。 

 

 そんなわけで、総費用は極端にお安くなっております。（３＋３．３＋３＝約 10万円で 1か月） 

    

（借りたコンドミニアムです、部屋は何もないけれどジム・プール付き） 
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交通手段 

 

流石にバンコクは大都会です。地下鉄も高架線もバスも運河船も汽車も、何でもありますが、料金

によって乗客層が異なっています。安い順から言うと、徒歩→汽車→バス→運河船→地下鉄・高架線

となりますが、汽車では１００ｋｍで 50 円、バスは１０ｋｍで 30 円、運河船は１０ｋｍで 60 円、

そして地下鉄・高架線は１０ｋｍで 120円というところです。まぁ、それでも日本と比べると断然に

安いですが。一番割高な地下鉄・高架線には、オフィス勤めの小ぎれいな若い人たちが乗客の中心で、

市バスはその下のクラスの乗客というところです。私はこれらの交通機関を縦横無尽に駆使して東西

南北津々浦々へと足を運んでいたわけです。 

 

   

（ラッシュ時の高架線       汽車の中         運河船の中） 

 

食べ物 

 

 私はドリアン・フリークと言われた男（？）、ドリアンには目がありません。新鮮なドリアンには

全く臭みがありません。口に入れた時のあの独特なとろっとした食感とその後に広がる形容しがたい

美味しさが、他の果物と比べると 3倍くらい高いけれどつい手が出てしまうわけです。 

 屋台のお食事も美味しくいただけます。米、麺類、お野菜、味付け、どれをとっても満足です。お

まけにお客の回転が早いので材料が新鮮、さらに安い（1食 120 円ほど）ときたら、日本並み料金を

取られるレストランなどには足が向かないのは当たり前ですね。お腹は壊しません、氷も大丈夫です

よ。 

 また、セブンイレブンなどのコンビニはいたる所にあって、日本と同様に、チーン！と温めてくれ

るし、大変重宝します。また、天秤担いだ物売り（特に濡れピーがうまい）もガバの切れ身に砂糖を

まぶしてくれたりして、暑い気候にドンピシャの果物を提供してくれます。特に生姜のきいた熱々の

お粥は、オフィス通いの女性が並び朝 9時までには売り切れてしまいます。観光客だからと言って決

してお金をごまかしたりはしないので安心です。 
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ドリアンの屋台     道端の食堂      天秤からの直売り 

  

29泊の過ごし方 

 

一体全体、29泊もバンコクで何をしていたのか？ えぇそれでは、そのほんの一部をこれからご紹

介いたしましょう。まじ！って、思うマニアックなところもあるかもしれませんが、へぇって思って

もらえたら私は満足です。それでは始めましょうか。写真は後ろにまとめて載せてあります。 

 

その１．チャオプラヤ川の船旅 

 

 チャオプラヤ川は、バンコク市内を北から南へとゆったりと流れタイ湾へと注ぐ川幅のあるタイ最

大の川で、多くの連絡船が走り、地元市民（車を持たない人とか）の利用する交通路にもなっていま

す。この川を利用して北にあるノンタブリ県まで片道 1時間ほどの船旅を楽しみ、ノンタブリ市を見

学し、昼食をして戻ってくるという、そんな一日です。船賃は往復 90円ほどです。 

 ノンタブリ市は観光客もほとんど来ない地元の町で、物価はバンコクよりさらに安く、豪華なショ

ッピングビルもなく、喧噪さもない、落ち着いた雰囲気の漂う、散策にはうってつけの場所です。こ

こで、豚肉串焼き甘ダレ仕上げや、タイシュウマイ、海苔巻きパンなどを買い込み、ななんと、刑務

所前のベンチで昼食。合格点を上げられる一日でした。 

 

その２．クレット島での一日 

 

チャオプラヤ川のさらに北にある中洲、それが歩行者専門のクレット島です。北のアユタヤから移

り住んだ先祖を持ち、独特な文化を保っている地区で、お菓子の島とも言われています。バンコクか

ら市バスで車窓を楽しみながら 2 時間弱で到着。一周６ｋｍの島内の道をのんびりと散策しながら、

時々お土産屋さんやお菓子屋さんを冷やかしたりして、鶏蒸し弁当を買い川の見える公園で昼食。ゆ

ったりとした時の流れる喧騒とは無縁の一日でした。マル（○）でした。貝のふたにココナツベース

の練子を付けて蒸したお菓子が最高でした。交通費は 150円往復でした。 

 

 

 

その３．日曜日毎の競馬 
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 えっ！お寺とか教会ではなくて日曜日にギャンブルかい、って言われてしまいますがすいません。

バンコク市内にはゴルフ場の周りを走る本格的コースを持つ競馬場が 2か所あります。普段は王室と

か高級会員制クラブなので入れませんが、日曜日だけは王族も場所を開放してくれて公営競馬が開催

されています。（2か所隔週毎に持ち回りです）レースはお昼から夕方 6時までに 10レース。馬券は

150 円。そこはタイ民族、シニアのおじさんたちがほどほどに熱くなって、それでいてのんびりと楽

しんでいます。ドレスコードがあってサンダル、T シャツ、G パンは駄目です。私は結局数千円やら

れました。ギャンブルは勝てません、教会へ行くべきでした(涙)。 

 

その４．展覧会鑑賞と銀細工ワークショップ 

 

 少しギャンブルからレベルを上げて芸術に行ってみましょう。バンコク市内にあるアート＆カルチ

ャーセンターで、先生について銀製品の製作を行い、焼成の待ち時間 2時間ほどを同じビル内にある、

無料の絵画展で楽しく過ごすコースです。自分で勝手に作ったコースですがこれがなかなかいい感じ

の一日でした。 

銀細工は性別不明の若い先生が懇切丁寧に指導してくださり、素敵なペンダントが完成しました。

展覧会も画像と絵をうまく組み合わせた展示でとても高尚な気分になり、人間らしさを取り戻した一

日でした。「人間に必要な物、それは芸術だ！爆発だ！」と岡本太郎が言ったような、言わなかった

ような。銀細工の費用は材料費のみ（１ｇ600円） 

 

その５．瞑想寺院で座禅 

 

 芸術で少し人間らしさが戻ったところで、精神修行をしてみようと言うことで、バンコク近郊も含

めると 3か所ある瞑想のできる寺院でそれぞれ 1日ずつ修行をすることにしました。朝にコンドミニ

アムを出発、高架線、運河船などを利用して最寄りの場所へ、そこからは徒歩で寺院(ワット)へ向か

い、ほぼ半日を過ごしてから戻るというコースです。心身共に充実する一日です。 

全て勝手に入って勝手に座禅を組んで瞑想して、帰ってくるので無料なのですが寄進箱にそれぞれ

60円(20バーツ札)を入れてきました。偉い！その喜捨の心（悟り：人間は助け合って生きている）早

速その効果が出ている。 

  

１） ワット・パークナム仏塔６階エメラルドグリーンの間（勝手に名前をつけました） 

２） ワット・マハタート地下の瞑想教室（英語を話す僧侶が一人つきますがほとんど無視） 

３） ワット・ラーチャナッグ３階瞑想の廊下（ここが一番素晴らしい瞑想場所でした） 

 

その６．ラン島で泳ぐ 

 

 バンコクの１０月、日中は３０度を超えるので夕方コンドミニアムに戻ると１５分ほど、ジムで筋

トレをして、その後プールで１５分ほど泳ぎ体を冷やします。でも、泳ぐならやはり海でしょう！と

いうことで、高速バスで２時間かけ、そこらかさらに連絡船で４０分の所にある水のきれいなラン島

（サンゴ礁は全くないけれど）に泳ぎに行くことにしました。 

 若者が沢山きている白いビーチは避け、人の少ない穴場の小さなビーチに陣取りお弁当を食べたり、
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泳いだり、来ている人を観察したりしながらあっという間の一日でした。海は透き通ってはいるもの

のまぁまぁというところでした。 

 

その７．世界遺産アユタヤ訪問 

 

 バンコクから北へ１００ｋｍ、朝９時過ぎの国鉄で２時間ほど、アユタヤ駅に到着しました。世界

遺産なので観光バスが何台も来ておりそれなりに賑わっていましたが、平日だったこともあってゆっ

たり、ゆっくりと、ビルマ軍（今のミャンマー）に首を切られた仏像群を見て回り「夏草や兵どもが

夢の跡」とか思いながらくるっと一周して、近くのケーキ屋さんで生クリームたっぷりのバナナケー

キを食べながら涼をとりました。池のそばの公園でシートを広げお昼をいただき３時半ごろ発の特急

で夕方バンコクへ戻り、楽しい遠足は終わりました。汽車賃は往復で１５０円。 

 

その８．パタヤでリゾート気分 

 

ベトナム戦争時アメリカ兵士の休息地として発展した、タイ湾に面しているワイキキ風海辺リゾー

トですが、ハワイと異なるのは、ゴーゴーバーとか飲み屋とかが軒をそろえて街の中まで伸びていて

今でも一大歓楽地というところです。陽が落ちると海岸道路沿いには１０ｍ間隔で女性（男性？）が

立ち客引きやっていて驚かされます。でもその辺はスキップして私はひたすらに、安くておいしくて

海辺に面したタイ料理屋さんを目指してやっとたどり着き、トムヤンクンやイカリングなどに舌鼓を

うった夜でした。 

 バンコク街中のバス停から専用バスで南へ２時間ほど、町はずれの安リゾートホテル？に２泊して

リゾート気分を満喫しました。ホテルは２泊朝食付き、もちろんジム・プールつきで７０００円とさ

すがにリゾート値段ではあります。 

 

その９．動物園で童心に戻る 

 

 バンコクには立派なドウシット動物園があります。動物たちは暑さでダラダラしていますが流石に

タイ最大の動物園だけあって種類は豊富です。ボートの浮かぶ池あり、大きな食堂もあり、一日童心

に返って楽しめました。沢山の児童たちも遠足に来ていました。入場料は５００円。 

 タイなので象さんを期待して行きましたが、２頭ほど小ぶりの象がうろうろしていただけで拍子抜

け、でも離れたところに象施設を建設中でしたので、完成の暁にはもっと立派な施設と象さんがみら

れることと思います。だから諦めないで！ 

 

その１０．友人宅で国際交流 

 

 毎日、本当にお疲れさまと言う感じですが、動くのが性分なので苦にはなりません。さて、やっと

１０番目にきましたのでこの辺で過ごし方は終わりにしましょう。そこで、最後はドイツと日本の国

際交流にしました、それもタイで。友人の日本人がドイツ人ご夫婦を招くそうなのでそれに便乗させ

ていただきました。お仕事は経営者のコーチと大学教授です。話がスピリチュアルから奇跡の具体例

に及び盛り上がりあっという間の４時間、楽しいひと時でした。 
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まとめ 

 バンコクはロングステイに向いています（但し暑いのが苦手なひとには無理ですが）。バンコクに

は５万人の日本人社会があり、それを支えるビジネスも沢山ありとても過ごしやすい所です。日本人

への偏見もなく、治安も良く、何よりも物価が低いので年金を何倍にも使える感覚です。是非一度挑

戦してみてはいかがでしょうか。 

                          以 上                 

写真集 

 

チャオプラヤ川     クレット島       日曜競馬       銀細工師さんと 

 

瞑想寺院         ラン島               アユタヤ世界遺産 

  

パタヤのホテル     パタヤビーチ     キリンに餌やる出家者   国際交流       
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アイスランド旅紀行 

                      ２０１５ １２月２５日 

                           

会員 田中 和義 

＊＊＊ １ 初めに  ＊＊＊ 

「今年はサファイア婚よ」「え？なに？」「何言っているのよ。結婚４５周年記念をいうの

よ」「アーそうなんだ」「お互い年だし。今年は思い切って大きな記念行事をしようよ」「そ

ーね」という夫婦の会話から出た結論。「北極にいこう」 

退職記念が世界一周のクルーズ。その時に寄った南極大陸のペンギン、クジラなどが時々

夫婦の共通の話題となる。それで「北極で白くまくんと遊ぶ？」「それなら北極圏のアイス

ランドに行こうよ」「火山と氷河と地球の割れ目。いいわね」で決定。 

 

＊＊＊ ２ アイスランド  ＊＊＊ 

 アイスランドはオーロラで有名だ。以前カナダで３日連続オーロラ鑑賞したこともあり

今回はパス。火と氷の国で氷河、温泉、滝を主体としたパックツアーに参加することした。 

雪の降らない自然の中を散策できる時期としての２０１５年９月は私の７４歳誕生月でも

あった。 

イギリス近かくの北海道と四国を足したぐらいの島に３０万人強が住んでい

る。金融立国で失業率も４％と経済的にも安定している。日本で食べるししゃ

もはほとんどがアイスラン産、また自動車は日本からも輸出している。 

 



【海外旅行滞在記】 
 

10 

 

地熱発電、温泉で恩恵を受けている一方で、噴火による災害も多い。つい最近では２０

１０年の噴火で世界中の航空機運用に大きな影響を与えたのは記憶に新しい。火力・原

子力発電は一切ないクリーン発電をしていて首都レイキャヴィークは世界的にも「空気の

きれいな都市」とされている。日本メーカの蒸気タービンが一役買っているようだ。氷河は

国土面積の１１％を占め、氷河の下の地熱活動によって水が溶け、溜まることによって引

き起こされるヨークルフロイプは、ときおり、圧力から急に解放されたことによる火山噴火

の引き金となることがあるようだ。氷河の流氷をみたヴァイキングがアイスランドと命名し

たといわれている。 

＊＊＊ ３ レイキャヴィーク観光  ＊＊＊ 

 海岸線にあるケプラヴィーク空港付近のホテルの早朝では、厚い雲が覆った曇天とビニ

ール袋や新聞紙などが散り舞う強風でまさに北極圏に来たことを実感した。念入りの防寒

対策した服装で散歩に出る。海岸線は東尋坊の小型版というむき出しのごつごつ溶岩が連

なり、しぶきを吹きあげる白波が押し寄せ、その中を水鳥がスイスイと華麗に飛んでいた。

吹き付ける風に飛ばされないよう一歩一歩踏みしめ久しぶりの海外での、妻との手に手を

取ってのデートとなった。 

 レイキャヴィーク市内観光にバスで出かける。世界最北にあり人口３３万人の４０％が

住んでいる活気のある街のようだ。海岸線にあるホフジハウス≪迎賓館）①はレーガン大統領

とゴルバチョフ書記長が冷戦の終結を協議した場所で、白い建物はこじんまりとした２階建て中

を見学することはできなかった。両首脳が歓談している写真が披露されている案内板を拾い読み

（アイスランド語）し、ほんの少し理解した気持ちになって定番の記念写真。 

街のどこからも見える存在感のあるハットルグリムス教会②は1986年竣工で滝をイメー

ジしたらしく高さ４０ｍのコンクリートの建物でヨーロッパでは独特の外観であった。ど

うも開拓当時伐採に伐採をかさね木がなくなった代わりにコンクリートが豊富にあること

からこのようになったらしい。内部もシンプルで正面は聖壇、背後はパイプオルガンの構

成で、シンボルの展望台からの街の眺望も素晴らしい。 

小高い丘の上にあるドーム状の建物がベルトラン（the pearl）③で貯湯タンクを改造し

た複合施設となっている。暖房に８０％、湯に１５％使用でカフェのほか妻が購入した絵

葉書などのお土産店もある。また外一周できる４階展望台からは街を一望できる。１階に

は間欠泉のような水を噴き上げる装置もある。また駐車場近くにはユニークな彫刻がある。 

 

＊＊＊ ４ ゴールデンサークル  ＊＊＊ 

ゴールデンサークルと称される観光地は、地球大自然に触れる滝あり、地球割れ目のギ

ャウあり、間欠泉ありの３か所は今回の旅行の目玉だ。 

＜その１ グルトフォス＞④ 

「黄金の滝」を意味するグルトフォスはダイナミックの滝だ。最大幅は約 70m、
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最大落差は 1段目で約 15m、2段目で約 30mあり、アイスランド随一の規模を誇り代表

的な観光スポットである。この滝に物語がある。滝に水力発電建物建設の計画に反対し

滝つぼに自らの身を投じようとして工事を中止させた少女シグリット像が滝つぼのそばで

今も見守っている。たいしたものだ。土砂降りの雨のような水しぶきが滝つぼから激しく舞

いあがり、圧倒的な水量の迫りくる白波に襲われる感じすらする。記念写真を撮ろうと「お

ーい三恵子」と呼んでも滝の音にかき消されたのか無視された。男性的な滝にアイスラン

ドの自然の強さを実感できた。 

 

＜その２ ギャウ・シングヴェトリル国立公園＞⑤ 

地球の大陸創生の源を見ることができる場所であるとともに世界最古の議会が開かれたという

歴史的にも重要なポイントでもある。２００４年にユネスコの世界遺産に指定されている。展望台か

ら左右に広がる地球の割れ目「ギャウ」と一段低くなった広々とした台地が目に入る。このギャウ

はユーラシアと北米の二つの大陸のプレートの境界が地上で割れ目として現れたので地上で見ら

れるギャウは世界で２箇所しかなくもう一箇所はアフリカのエチオピアのようだ。割れ目は５，６人

が一緒に歩ける程の広さもところもありアップダウンもゆるく両側の断崖絶壁の景色を自然の力を

感じながらゆっくり歩く。一方が高い断崖になっているところにアイスランドの国旗がはためいてい

る所が世界最古の議会が開かれた場所らしい。発言者の声がよく反射して響くので選ばれたよう

だ。バスはギャウ散歩道の終点に先に来て待っている。その道中は平坦できれいな水をたたえて

流れている小さな川沿いに小路ができており、たまり水にはコインが投げ込まれていた。どこでも

ありそうな光景だが、銀色の硬貨がキラキラと輝きながら沈んでいくさまは絵になる。何かお願い

ごとしたくなる。アイスランドクローナ（１クローナ＝０，９円）に混じって日本の硬貨もあった。現地

人に混じって遠くはなれた日本人も祈願したようだが願いはかなったのだろうか。 

 

＜ その３ ストロックル間欠泉・ゲイシール間欠泉＞⑥ 

ストロック間欠泉は地熱地帯にあり周辺には熱湯が沸き立ったぬかるみが広が

り、いたるところから蒸気が上がっている。その近くにはかつて最も強力なゲイシ

ール間欠泉があったが火山活動の変化により現在は不定期な噴出になってしまっ

た。ほぼ 5～10分おきに噴出し、沸騰した熱湯を 20メートル上空まで吹き上げる。

その後数秒で、泉は元の状態へと戻り周辺の水は引いていく。その過程を見ている

だけでも楽しい。地下水が地熱を受け地殻を通って無数の泡となり湧き上がるため

蒸気圧が水圧を超えると水面が徐々に上昇し、透き通ったビー玉のように美しい色

で山盛りになったと思ったその瞬間突然ものすごい勢いで上空へと噴き出す。まる

で命が宿っているようだ。周囲に硫黄のにおいが立ちこめる活発な地熱地帯の活動

と、その周囲を取り囲む澄んだ空気と広大な大地はここでもアイスランドの自然を

肌に感じる。 
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  レイキャヴィーク市内             グルトフォスの滝 

  

        ギャウ・シングヴェトリル国立公園 
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フィリピン・セブ、短期英語留学紀行 

 

                          2015 年 12 月 4 日 

                          中村一彦 

仕事をしている関係上、時間がとれるお盆休みを利用して、フィリピンのセブに短期英

語留学（1 週間）をして来ました。今更、英語の勉強？と思われる方も多いと思いますが、

そう思われるのも当然だと思います。英語力の向上は期待しつつも、今回の目的は、歳と

った頭脳に刺激を求めるブラッシュアップです。 

決定したのが遅かったせいもあり、安い航空券は、売り切れや、香港で一泊、深夜到着

など、適当な航空券が見つからず、ANA のマニラ乗り換えでフィルピン航空のセブ行きを

手配しました。 

朝 9:55 発の NH08690 に乗車し、マニラ着 13:30、 

ターミナル 3 に到着しましが、荷物は ANA からフィリピン航空に積み替えてもらえない

ため、一旦、入国審査を済ませ、荷物を受け取り、国内線のターミナル２にいき、再度荷

物を預けてチェックインしました。 

ターミナルが異なる事は全く知らなかったので、少し慌てましたが、時刻表では乗り換

え時間が５時間位ありましたので､全く問題有りませんでした。 

 マニラ空港でセブ行きのフィリピン航空 PR1863 に乗り換えですが、出発が４時間程度

も遅れ、致し方なく空港内で時間を潰していました。同じように日本からの乗客でセブ行

きを待っている方も多く、雑談などしていましたが、夏休みを利用して、中学校の女性教

師三人がスキューバダイビングをしに行かれるなど、結構、潜りが目的で行かれる方が多

かったです。 

私は、上記の 3 人連れに「仕事で行かれるのですか」、と聞かれましたので、いいえ、と言

うと「観光ですかと」と言われましたが、「それも違います」というと、「えー一体何で行

かれるのですか？」 

と全くわからない様子で不思議そうに聞き返すので、「英語留学ですよ」というと、「本当

ですか？偉いですね」とほめられました。 

マニラとセブの距離は、500ｋｍ少々で、飛行時間は 1 時間 15 分程度、マクタン・セブ空

港に到着しましたが、もう、0 時近くの深夜です。 

迎えに来ている英語学校の車をやっと見つけ、学校の寮に直行でした。 

 

現地の英語学校は、某 「LANGUAGE SCHOOL」で、高層コンドミニアムの何回かを
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借り切り創られており、学校、寮、食堂、売店などが併設されています。 

宿泊は、一室 1～4 人です。長期に滞在される若い方は、一室に 3～4 人入っている方が多

いようですが、私は、短期間でも有り１人で入りました。 

部屋は 4 ベッドと 4 机がある広い部屋でした。一人部屋と言うのは無く、4 人部屋を一人で

使う状況でした。クーラー及び、シャワー付で、まずまずでした。 

シャワーは、電熱式で、あまり熱いお湯は出ませんし、お湯の出も悪かったですが、 

暖かい所なので、我慢の範囲内でした。 

しかし、トイレは水洗なのにティッシュは流せず、ゴミ箱に入れるのには驚きました。 

食事は、朝昼晩、3 食付きで、食堂に食べに行きます。 

食事時間前になると、食堂の開くのをまって、大勢の生徒が集まって来ます。 

レストランやホテルの食事と比較は出来ませんが、学食としてはこの程度のものではない

かと思います。三品ぐらいの料理が有り、セルフサービスでの食事です。 

韓国の生徒もいるので、キムチなど、韓国系のおかずも出ておりました。 

 

当学校の生徒は、日本人以外の生徒（主に韓国人）と思われる人を含め 100 名以上の生

徒が在籍していると思いますが、コースも多様で、教室の多いため、正確なところは不明

です。時期によっても異なるようです。 

生徒は、学生や仕事を持っている日本人で、20 代～30 代の方が中心でした。中には塾の先

生が引率してこられた九州の中学生の生徒さんも 4 人おられました。転職の合間に、2 週間

滞在でレッスンを受けておられる 20 才代後半の方もおられました。 

年齢では、私が一番歳上でしたが、60 才以上の年配の方は、私を含めて 3 人でした。 

一人は、和歌山県から来られた方で。元英語教師で、現在は塾で英語を教えている方が、

トレーニングに来られていました。男女の比率は、同じ程度と思います。 

日本人以外には韓国人が何名かいたようですが、クラスも異なるので何人ぐらい在籍して

いたかわかりません。 

 

入学の初日は、半日程度、リスニング、ライティング、スピーキングのテストが有りク

ラス分けされます。何十年ぶりかに英語の試験を受けた私のレベルはご想像にお任せしま

す。 

コースもいろいろありますが、私は、POWER ENGLISH COURSE で、昼食時間を除

いて、朝 8:30～夕刻 5:30 まで、１時限ごとの 6 回の個人レッスンと、1 時限ごと 2 回のグ

ループレッスンを受講しました。 

先生は、フィリピン人の男女で、教職の経験がある方もおられます。レベルに併せてレ

ッスンしていただけますし、個人レッスンなので、恥ずかしがらすに、話せます。時折、

個人的な内容や、フィリピンや日本の話題も話をするなど楽しい授業でした。グループレ

ッスンは、女性を含む 20 代、30 代の生徒さん 4～5 人でした。忘れた英語を必死に思い出
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しながら、ディスカッションするのは、自分の歳も忘れて若返った気持ちになり、リフレ

ッシュできました。 

一週間の缶詰で、英語も少しは思い出しましたが、それよりも当初の目的である頭脳の

ブラッシュアップは効果があったものと思い、今後の生活につなげていきたいと思ってお

ります。 

今回は、1 週間という期間制限と、一日中の授業のため、早朝や、授業が終わった夕刻に、

学校の周りを散歩するぐらいで、観光、レジャーは全く出来ませんでした。一度、授業終

了後、先生の友達がやっている道路脇にある露店の焼き鳥を食べに行きました。日本のス

ーパーで品物を入れる薄いビニール袋を裏返しにして、手をいれ、チキンの焼き鳥をつか

んで食べます。この方法は、確かに清潔だと思います。いろいろ風習があるものです。 

味は、結構おいしかったです。 

コンドミニマム１Ｆの出口をでて、右の方は、住宅が、ちらほらある閑静な所ですが、左

の方は 200ｍ位で大通りにでます。片側二車線の道路ですが、多くの車がひっきりなしに通

っており、信号があるにもかかわらす、無いと同じ。危険を感じながら、クラクションが

鳴っている車の間を縫って横断し無ければなりませんでした。 

セブンイレブン等のコンビニエンスストアーや、現地のファミリーレストランも軒を並べ

ている、夜でも明るい通りでした。 

ある日、勉強に来ている大学院生の女性と、お昼に食堂で食事をしながら話をしていて、「レ

チョン」のおいしいレストランがあるので、食べに行こうと言うことに話がまとまりまし

た。その晩は学食の夕食は抜きで大通りにあるレストランに「レチョン」を食べに行きま

した。 

「レチョン」フィリピンでは有名な料理です。子豚の丸焼きで、豚を串に刺して、炭火で

ゆっくりと焼きあげた料理です。私は初めての経験でしたが、皮がパリパリとした食感で

おいしかったです。フィリピンでは、結婚式やお祭りなどのお祝いの時には欠かせないそ

うです。 

1 週間もあっと言う間にすぎて、最終日の夕刻は終了式です。 

修了式には、その日に修了する生徒さんで出席された方 20 人ぐらいをはじめ、先生方、ス

タッフの方々が集まり執り行われました。一人ずつ名前が呼ばれ、修了証なるものが手渡

されました。 

また、生徒の中から 3～4 人が指名され、スピーチを行いますが、私も指名され、壇上でス

ピーチ（もちろん英語です）を行いました。その様な事もあろうと、前夜、スピーチを考

えて、メモ書きもして置いたので助かりました。 

いよいよ明朝は、帰国です。コンドミニマムから空港までは、タクシーで行かなければな

りません。タクシーを予約しようと事務室に行きましたら、予約しなくてもコンドミニマ

ムの出入り口にタクシーがいますと言うことでしたが、明朝は心配なため、早めの 5:30 頃

にコンドミニマムの出入り口に行きました。丁度、1 台のタクシーが来ましたので、これ幸
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いにと空港までお願い致しました。 

8:55 のフィリピン航空 PR1846 で、マニラまで行き、マニラで NH0870 に乗り換えて、羽

田に帰ります。搭乗手続きのための PR 搭乗カウンターは、非常に混雑しており、何十にも

折り重なって、150 人ぐらいの人が順番を待っていました。こんなに長い列だと、時間に間

に合うかなと心配しながら、仕方なく並んでいました。 

しばらくして、空港または PR のスタッフと思われる中年の女性が来て、私に「こっちに来

い」というではありませんか、後をついて行くと、４～5 人しか並んでない搭乗カウンター

につれていかれ、ここに列べというではありませんか、このカウンターは特別なカウンタ

ーで、シルバーは使って良いとのことでした。（そのほか、小さな子供連れの人も列んでま

した）シルバーが何歳からか？私が何歳に見えたか？わかりませんが、 

最初の長い列に列んでいたら、1 時間半以上はかかっていましたし、出発時刻にもイライラ

し無ければならないところでしたが、本当に助かりました。 

シルバーの特別カウンターは初めての経験でした。日本でもそのようなカウンターを開設

してもらいたいものです。 

マニラでは、4 時間 30 分ぐらいの乗り換え時間が有りましたので、乗り換え専用のシャト

ルバスでターミナル 2 からターミナル 3 への移動、そして、昼食、買い物、ANA のチェッ

クインなど余裕を持って行えました。 

行きは、ANA から荷物を受け取って、フィリピン航空に再度荷物を預けましたが、 

帰りは、荷物の引き取りも無くフィリピン航空から ANA へ積み込んでくれるので非常に楽

でした。 

マニラから空路を立って、羽田空港に着いたのは、スケジュールどおりで､ほぼ、20 時でし

た。自宅に着いたのは、11 時近く、お茶漬けを食べて、日本茶と白米のおいしさをかみし

めました。費用は、航空運賃を含まず、英語学校で必要な経費で、約 130,000 円ぐらいで

した。 

フィリピンは東南アジアの英語圏として、日本から近く、低コスト（人件費が安い＝マン

ツーマンも授業も充実）、です。 

年配の方にはもちろん、時間があれば、若い方には是非おすすめしたいと思います。 

                                   以上   

 

 

 

フィリピン・セブ島地図と写真集 

 

 



【語学留学】 
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学校が入っているコンドミニマム       授業間の移動 



【語学留学】 
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グループレッスンの先生と生徒              食堂 

 

     

個人レッスン教室 

  

修了式                修了書授与 



【語学留学】 
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露天の焼き鳥屋            学校近くの大通り 

 

  

大通りと反対側の住宅地            道路脇のお店 

 

        

フィリピン料理 「レチョン」 

 

                                



【東海道ウォーキング】 
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東海道ウォーキング （その２） 

     

                       会員 遠藤華子 

箱根町から沼津 

 

    5月になり箱根峠と三島宿へ出掛けました。箱根町までは湯本からバスで行

き箱根峠迄は 2キロ程でそれほど大変ではありませんでしたし、次の三島宿へ

は下り坂が 16キロ続きます。 

    箱根 8里というのは小田原宿から箱根峠迄が 4里 16キロ、箱根峠から三

島宿迄の 4里となります。箱根峠からの下りに山中城跡というかなり大きな規

模の山城跡があり、これは秀吉の来襲に備えた北条氏の築いた城跡でした。旧

道は整備されている所もありますが急に道がなくなってしまったりしていて、

これなら車道を行けば良かったかなと思ったりしました。 

   この辺は鉄道や幹線道路からも離れているので静かで民家の間をひっそり

と旧道が続いています。時折三島の方から上がって来るウォーキングの人達に

あったり、また松並木がきれいに残っている所もありなだらかな下りの道を三

島大社迄来ると三島大社の前に三島宿とかかれた道標がありました。 

   三島付近は富士山の覆流水があちこちで湧いていて街中もきれいな水が流

れ近くには柿田川湧水群があります。箱根町から三島宿まで 18キロでしたので

東海道線で一駅分頑張って 20キロを達成しようと沼津宿まで行く事にしまし

た。三島も沼津も大きな町で旧道も広い道になっているので他の道を行かない

よう気を付けましたが、旧道といった風情はなく戦災にあっているのかも知れ

ません。沼津まで思ったより距離があり結局 27.3キロ、38000歩も歩いてしま

いました。 

 

静岡・府中宿から 藤枝宿    

 

    3月中旬から始めたウォーキングで成果が出た事といえば体重が 4キロ程

減った事です。ウォーキングをしていると内臓の筋肉まで締まったような感じ

で体がしゃきっとするのです。以後多少食べ過ぎても代謝が良くなったのか体

重が増えなくなりました。ランニングは心臓への負担が大きいと思いますので

ランニングはしない事にしています。 

   5月の連休に吉原まで行きその後忙がしくなり次のウォーキングは 6月下旬

に泊まりで行く事にしました。吉原から静岡までは東海道線と平行しているの



【東海道ウォーキング】 
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で、合い間に行けますが府中宿と呼ばれる静岡から丸子宿など山の中を行くの

で静岡から先をまず進めました。 

   静岡駅の近く呉服町に府中宿の表示があり 34号線の広い道から 1本南側に

入った道が旧道で安倍川を渡ってから 、国道 1号線に少し合流し丸子川よりに

細い道が続き、浮世絵で有名な丸子宿に着きました。茅葺屋根のとろろ汁で有

名な丁子屋があり、ここでとろろ汁を食べようと楽しみにしていたのですが残

念ながら定休日でした。 

 

 

              丸子の宿  丁子屋 

   

 

 

 ここから国道 1号線と平行して山の中の道が続き宇津ノ谷峠に突き当たり、国

道はトンネルに入り旧道は山道になりました。結構木の繁った暗いつづら折り

の道で途中に石碑があったりほとんど人も通っていませんでした。宇津ノ谷峠

を越すと、次々と小さな集落があり山道を行くと急に開けて国道 1号線の上を

跨ぐように旧道が続いています。 

 

 

 



【東海道ウォーキング】 
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               宇津の谷 

 

         
 

             宇津の谷峠 

 



【東海道ウォーキング】 
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岡部宿跡には町で管理する観光施設があり大福を売っていたりお茶も出して

くれました。そこからは退屈で平坦な道が藤枝まで続いています。そしてこの

日の宿ですが藤枝の近くにルートインが見えたのでスマホでルートインを検索

し電話をしてみると空き部屋があり無事に宿泊出来ました。ルートインのポン

タカードを作り宿の一覧表の冊子をもらってこれは地図と一緒にしておいてウ

ォーキングの宿の資料としました。この日は夕方まで歩いたので 30キロ  43800

歩も歩いてしまいました。 

                 

金谷から掛川 

 

   藤枝から次の宿場は島田宿となり大井川を渡って金谷宿となります。島田宿

は平坦な道ですので後回しにして、金谷宿から山道になり東海道線からしばら

く離れますので、金谷からの山道を行く事にしました。 

 

    藤枝から２つ目の駅が金谷でここから大井川鉄道が出ていて大井川沿いに

千頭まで SL列車が走っています。金谷宿から道はすぐに山道になり古いお寺が

あったりまたお茶畑が続いています。金谷坂とわざわざ名前がついているので

それなりに重要な所のようで、気持ちの良い道をしばらく行くと西行の歌碑が

あり「年長けて  また越ゆべしと 思ひきや  命なりけり  小夜の中山」。また

茶畑のなかを芭蕉は馬に乗って通って行ったようで朝早く眠くて馬から落ちそ

うだったとの歌が刻まれていました。 

 

                茶畑 



【東海道ウォーキング】 
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  ここは中山峠ともいいかなりの坂道があります。坂道の途中で地元のおじさ

んに話かけられあまりに急に道で落ちそうになり立っているのが大変でした。

こんな急な道を大名行列も行ったのかと思ってしまいます。 

      

 
         中山峠 

   ここを過ぎると日坂宿となり今は幹線道路からはずれた小さな宿場まちが

そのまま残っていました。そして事任八幡宮という坂上田村麻呂のお手植えの

木がある古い神社を過ぎそれからは掛川までたいくつな平坦な道が続きました。

この日掛川まで 21キロ  31000歩でした。 

              

日坂宿     

                            （次号に続く） 



               【ＬＳＣイベント】 
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      ２０１５年 １１月座談会（新人会） 

日時 １１月１７日（火）午後１：３０～４：００、 

場所 浦和パルコ さいたま市市民活動サポートセンター 

講師 森川浩司氏 

参加者、清水チエ子、榎元智津子、安田みかよ、中井川久男、中村一彦、桂惇、田中和義、

峯尾健一、三浦昭子、吉原紘昭、大野康昭（敬称略、順不同）の皆さんでした。 

講演概要 

タイトル：バンコク２９泊の過ごし方 

   （要約 座長の田中和義氏作成） 

＊ 2015年 9月から 10月までの２９泊（３０泊までビザ不要）。 

＊ 航空券はＡｉｒＡｓｉａ航空往復３３０００円、事前予約、直行便で約 5 時間半。宿

泊はマンション１２Ｆ、ネットで予約、家賃３００００円・月、家具・テレビなど別途個々

契約。保証金は 3 か月分（返却される）、スマホは空港で３００バーツ（1 万円＝３０００

ｂ）で購入（日本の携帯は日本経由のため通信費は高いので使わない）980円・月、 

＊ 交通は地下鉄、高架線、トゥクトゥク（三輪タクシー）、バス、渡し船など数多くあ 

るが、鉄道は高く、東京駅並の混雑が激しい。改札口でも荷物検査も行われている。エ 

スカレーターは大阪方式と同じ。100人乗り渡し舟は１０ｂ、国鉄は 3時間９０ｂ≪垂れ流 

し）、バスは１２０ｂ。アユタヤやパタヤまで足を延ばした。ラン島で海水浴を楽しんだ。 

＊ 食事は食堂や屋台利用。朝２０ｂ、昼５０ｂ、夕６０ｂ。ドリアンは一切れ１００ｂ 

＊ 動物園１５０ｂ象・キリン・カバ・オオトカゲ、生鮮市場アヒル・鶏・臭い・汚い、 

＊ チャオプラヤー川の中州クレット島の一周散策は楽しめる。ゴルフ場の周りが競馬場と 

なっていて馬券５０ｂ、入場料５０ｂ、一昔前の施設でオーロラビジョンなどなくゴール

近くで観客が身を乗り出し歓声あげての興奮が伝わってくる。２回で２０００円損。 

＊ マンションのジムとプールを楽しむ。キックボクシングがさかん。宝くじは売れてい 

るようだ。男性のほとんどが仏像のペンダントをしている。瞑想寺院は無料座禅。女性は

救われない（出家できない）ので坊さんに施しをすることで救われる。 

＊＊新人会＊＊ 

伊藤哲也氏≪欠席）清水チエ子さん（英国好き、１０日ぐらいの国内外一人旅満喫希望）、

中村一彦氏（現役社長、リタイヤ・早期ＬＳ実現考慮中、バンコクでゴルフ三昧希望） 

******************************************************************************** 

        ２０１５年 ＬＳＣ忘年会 開催さる 

 

１２月１２日（土） 午後５：００より日本海庄や 浦和店 

（ワシントンホテル２階） 

参加者は１０名でした。 
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ロングステイクラブ 平成 28年度 活動計画                                                                                          

 行事 日時    場所  概要 備考 

   

1月 

座談会 

会報新春号発送 

19火 13:30-15:30 

28木 10:00-12：00 

 

さいたま市市民活動サポー

トセンター（以下 さいた

まサポートセンター） 

ロスアンゼルス 

ＶＯＬ.９４ 

懇親会 

 

２月 

 

理事会 

 

6土   13:00-15:00 

  

さいたまサポートセンター 総会準備  

 

３月 

 

座談会 

ＬＳＣ総会 

 

15火  13:30-15:30 

29火  14:00-16:00 

 

さいたまサポートセンター 

浦和コミセン 10F  

 

テーマ後日発表 

13:30受付開始 

懇親会 

懇親会 

 

４月 

 

理事会 

川口ロングステイスクー

ル 

2土   13:00-15:00 

24日 13:30-16:00 

 

さいたまサポートセンター 

川口パートナーST 

 

 

 

 

 

５月 

 

新緑をたずねて/散策の

会 

座談会 

会報初夏号 

9月 10:00-15:00 

 

17火 13:30-15:30 

27金 10-12:00 

東京谷中界隈 

 

さいたまサポートセンター 

サイタマサポートセンター 

日暮里駅集合 

テーマ後日発表 

VOL.95 

雨天順延 

 

懇親会 

 

６月 

 

理事会 

 

7土  13:00-15:00 

  

さいたまサポートセンター 

 

テーマ後日発表 

 

 

 

 

７月 

理事会 

 

2土  13:00-15:00 

 

さいたまサポートセンター 

 

前期総括 

 

 

 

８月 

 

夏休み 

納涼･暑気払いの会 

   

詳細後日発表 

 

 

９月 

  

理事会 

座談会 

会報中秋号発送 

 3土 13:00-15:00 

 20火 13:30-15:30 

27火 10:00-12::  

さいたまサポートセンター 

同上」 

同上 

 

テーマ後日発表 

VOL96 

 

懇親会 

 

１０     

 月 

 

所沢ロングステイスクー

ル 

料理教室 

 

16日 13:30-16:00 

 

22土  10:00-13:00 

 

所沢文化センターミューズ 

 

下落合コミセン 

 

台湾 

 

 

 

定年時代 

シ ョ ッ パ

ー 

 

 

１１ 

 月 

座談会 

打ち上げツアー又は国内

１泊旅行 

15 火  13:30-15:30 

11月下旬 

 

さいたまサポートセンター 

 

 

テーマ後日発表 

 

 

懇親会 

 

 

１ ２ 

月 

忘年会 10土  会場後日発表  

 



【編集後記】 
 

28 

 

★★★２０１６年 ロングステイクラブ総会のお知らせ★★★ 

２０１６年 総会が下記の通り行われますので、会員の皆様にご通知申し上げます。 

今年すでにお手元に届いている、今年度会費支払いのお願いの通知に同封の葉書に出席の

可否をご記入いただき、欠席の方は委任状をお願いいたします。 

総会出席通知並びに委任状は２月２８日までにご投函ください。 

 

記 

日時：２０１６年３月２９日（火）  １３：００～１５：００ 

場所：浦和パルコ１０階 浦和コミュニティーセンター 第２集会室 

議題：２０１５年会計報告、２０１５年活動報告、今年度活動計画 その他 

以上 

 

 

『編集後記』 

明けましておめでとうございます。 

今年は申年、干支に因んだ株式市場の格言に「申酉騒ぐ」というのが 

あるそうです。申年と酉年は株式相場が荒れるという意味らしいです。 

これを株式相場だけでなく、いろいろと世情が動く年ととらえても 

よろしいようです。今年は、リオオリンピックの年でもあります。 

本年が、会員の皆様にとり、良いお年でありますようお祈りいたしております。 

               （大野記）  

 

 

 

２０１６年 新春号 Ｖｏｌ.９５ 

発行日  ２０１６年 １月２７日 

発行人    塚本 茂 

編集・校正  大野康昭、中井川久男  

 

 

 

 



☆ロングステイクラブの概要と入会について☆

＜目的＞ 

☆ ロングステイクラブは、快適な生活環境を求めて海外および国内で長期滞在

を希望する方々 を対象とし、その日常生活に必要な各種情報の提供や体験セ

ミナーなどを通じて現地での「不安」「疑問」から解放して、生きがいのあ

る滞在ができるように支援し、広く公益に貢献することを目的とします。 

＜主旨＞ 

1. 自分の収入に応じて(主に年金等の範囲内で)  

2. 自分の力で(体力経験等に応じて)  

3. 自分なりの方法で(単独・家族・友人等で)  

4. 自分なりの生きがいを求めて(国際交流・語学研修・ボランティア・スポーツ

等)  

5. 海外で生活体験をする(ツアーでも移住でもなく)  

そのための情報交換・友人作り・高齢化社会におけるシルバー世代の余暇活用を

生き方の選択肢とし活動します。 

＜主要活動＞ 

1. 月例会の開催(海外体験報告・海外滞在計画の発表・情報交換)  

2. 地域別交流会の開催(東京・千葉・神奈川・埼玉・関西・九州)  

3. 同好会活動(海外各国別の同好会・各趣味の同好会等)  

4. 会員相互の自主企画による海外グループ旅行の推進  

5. 国際交流活動(各国友好協会・ボランティア・語学研修・ホームステイ) 

6. 会報「ロングステイクラブ」の発行 

＜留意事項＞ 

1. 当会及びリーダー（名称の如何を問わず）は、会員が企画海外旅行・滞在・同

好会の諸行事等において一切責任を負いません。参加者は一切責任が自己

に帰することを承知の上で参加下さい。 

2. 当会は、非営利の団体です。会員は当会の諸活動（例会・会報・会員名簿等）

を営利目的に利用することを禁止されています。 

＜入会＞ 

当クラブの主旨に賛同される方は、年齢・性別・国籍に関係なく、どなたでも歓迎し

ます。 

年会費  

 4000円 (1月から12月) を下記口座にお振り込み下さい。 

お振込先口座  

 銀行口座  

りそな銀行東京中央支店普通 5807817  

ロングステイクラブ 

郵便振替 

 00120-2-166202 ロングステイクラブ  

NPO ロングステイクラブ事務局 

〒337-0017 

埼玉県さいたま市見沼区風渡野470 

電話/FAX受付：048-685-2470 

E-mail : info@longstayclub.jp 

ＵＲＬ http://www.longstayclub.jp  

特定非営利活ＵＲＳ動法人「ＮＰＯロングステイクラブ」の目

的 

 この法人は、快適な生活環境を求めて海外及び国内での

長期滞在を希望する人々を対象とし、その日常生活に必用

な各種情報の提供や体験セミナーを通じて現地での「不

安」「疑問」から開放して、生きがいのある滞在が出来るよ

う支援し、広く公益に貢献することを目的とする。（法人の

定款第３条） 

 

「ロングステイクラブ」は、登録商標です。 

（登録第４５４６８１１号） 

 

 

mailto:info@longstayclub.jp
http://www.longstayclub.jp/
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