
【巻頭言】  
 

本年の目標 

                                    

          NPO ロングステイクラブ理事長 塚本茂   

（１）会員の増強  （２）会員相互の親睦をはかる （３）会員の為 
   国、内外のステイ先をさがす （４）沖縄・北海道のロングステイ 
南の楽園、沖縄。北の大地、北海道と日本列島の両端に位置するふたつの 
エリアは、今ロングステイを実現する理想の地として注目をあつめています。 
沖縄編 
 １  先ず、良く行くホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ 
    国頭群本部町山川 電話０１２０－０８１－７１５ 

 ２  （株）沖縄シャングリラ 名護市港 2-６-５ 

    電話 0980-54-6677 

    3        ケニーコースト国頭郡恩納村名嘉真 2288-563 

   電話 098－967-７２７０ 

 ４  ハーバービューマンション本館 

    那覇市泉崎２－１０１―３ 

    電話 098－８５５-８１１１  

 ５  プリンスパラッツオ 

    那覇市恩納村名嘉真伊武部原 2288-２４３ 

     電話 098-967-8466 

    ６  沖縄大京 

   那覇市久茂地２－８－１ 

    電話 0120ー099880 

 ７  カヌチャベイホテル＆ブィラズ 

    名護市安部１５６－２ 

    電話０９８０－５５８８８０ 

   判らない事がありましたら塚本迄（電話０４８－６８５－２４７０）ご連絡下さい 
          （北海道編は次回にします）          
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フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンはははは““““危危危危なくないなくないなくないなくない国国国国””””！！！！ですよですよですよですよ（（（（いろいろいろいろいろいろいろいろ市市市市ととととボラカイボラカイボラカイボラカイ島島島島でのでのでのでの３３３３週間週間週間週間））））

（（（（そのそのそのその２２２２））））    

                                                                                                                        森川浩司森川浩司森川浩司森川浩司    

 

 

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン家族家族家族家族 DielDielDielDiel 家家家家    

        

エリートエリートエリートエリート層層層層にににに属属属属するするするする DielDielDielDiel 家家家家のごのごのごのご主人主人主人主人はははは、、、、スペインスペインスペインスペイン系系系系でででで大学大学大学大学ののののオリンピックオリンピックオリンピックオリンピック選選選選

手手手手コーチコーチコーチコーチ、、、、奥様奥様奥様奥様はははは韓国系韓国系韓国系韓国系ででででイロイロイロイロイロイロイロイロ市市市市のののの初初初初・・・・中等学校中等学校中等学校中等学校のののの教頭教頭教頭教頭、、、、そしてそしてそしてそして混血混血混血混血のののの娘娘娘娘

さんはとてもさんはとてもさんはとてもさんはとても美美美美しくこころのしくこころのしくこころのしくこころの優優優優しいしいしいしい素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい女性女性女性女性。。。。英語英語英語英語だけでだけでだけでだけで育育育育てられてられてられてられ今今今今はははは

おおおお母母母母さんとさんとさんとさんと同同同同じじじじ学校学校学校学校のののの先生先生先生先生であるであるであるである。。。。そしてそしてそしてそして一家一家一家一家はとてもはとてもはとてもはとても敬虔敬虔敬虔敬虔ななななクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン。。。。

彼彼彼彼らのらのらのらの属属属属するするするする派派派派ははははセブンスデーセブンスデーセブンスデーセブンスデー・・・・アドベンチスアドベンチスアドベンチスアドベンチストトトト教会教会教会教会といいといいといいといい日本日本日本日本ではではではでは「「「「第第第第 7777 日日日日

安息日再臨派安息日再臨派安息日再臨派安息日再臨派」」」」といわれているといわれているといわれているといわれているプロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタントのののの一一一一つつつつ。。。。土曜日礼拝土曜日礼拝土曜日礼拝土曜日礼拝をををを守守守守っていっていっていってい

るかなりるかなりるかなりるかなり厳格厳格厳格厳格ななななキリストキリストキリストキリスト教徒教徒教徒教徒であるであるであるである。。。。    

    平日平日平日平日のののの昼昼昼昼ごろにごろにごろにごろに奥奥奥奥さんとさんとさんとさんと娘娘娘娘さんのさんのさんのさんの勤勤勤勤めるめるめるめる学校学校学校学校をををを見学見学見学見学させてもらったさせてもらったさせてもらったさせてもらった。。。。町外町外町外町外れれれれ

のののの住宅街住宅街住宅街住宅街にあるにあるにあるにある小規模小規模小規模小規模なななな学校学校学校学校でででで、、、、日本日本日本日本でででで言言言言うううう小中学生小中学生小中学生小中学生ののののクラスクラスクラスクラスがががが中心中心中心中心でででで各各各各クラクラクラクラ

スススス 40404040 名名名名ほどのほどのほどのほどの生徒生徒生徒生徒がががが学学学学んでいたんでいたんでいたんでいた。。。。学校学校学校学校のののの基本基本基本基本ははははキリストキリストキリストキリスト教教教教でありでありでありであり、、、、授業授業授業授業はもちはもちはもちはもち

ろんろんろんろん英語英語英語英語であるがであるがであるがであるが彼彼彼彼らのらのらのらの日常会話日常会話日常会話日常会話ははははイロイロイロイロイロイロイロイロ訛訛訛訛りのりのりのりのタガログタガログタガログタガログ語語語語であるであるであるである。。。。青青青青いいいい制制制制

服姿服姿服姿服姿のののの生徒生徒生徒生徒はみなはみなはみなはみな、、、、にこにことにこにことにこにことにこにこと明明明明るくとてもるくとてもるくとてもるくとても感感感感じがじがじがじが良良良良かったかったかったかった。。。。英語習得英語習得英語習得英語習得のののの目的目的目的目的

でででで日本人日本人日本人日本人でもこのでもこのでもこのでもこの学校学校学校学校にににに聴講聴講聴講聴講生生生生としてとしてとしてとして入入入入ることはることはることはることは可能可能可能可能でででで教頭教頭教頭教頭のののの許可許可許可許可をもらいをもらいをもらいをもらい授授授授

業料業料業料業料（（（（非常非常非常非常にににに安安安安いいいい））））をををを払払払払いいいい現地現地現地現地ででででビザビザビザビザをとればをとればをとればをとれば 1111 年間年間年間年間のののの滞在滞在滞在滞在もももも可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

    あるあるあるある日日日日 DielDielDielDiel 家家家家でのでのでのでの昼食昼食昼食昼食にににに招招招招かれかれかれかれジプニージプニージプニージプニーととととトライシクルトライシクルトライシクルトライシクル（（（（オートバイタクシオートバイタクシオートバイタクシオートバイタクシ

ーーーー））））をををを乗乗乗乗りりりり継継継継いでいでいでいで訪問訪問訪問訪問したしたしたした。。。。大理石大理石大理石大理石がふんだんにがふんだんにがふんだんにがふんだんに使使使使われているわれているわれているわれている立派立派立派立派なななな家家家家でででで、、、、母母母母

方方方方のののの祖父祖母祖父祖母祖父祖母祖父祖母、、、、ごごごご夫婦夫婦夫婦夫婦、、、、そしてそしてそしてそして成人成人成人成人したしたしたした子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの 3333 世代世代世代世代でででで暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている。。。。    

宗教的理由宗教的理由宗教的理由宗教的理由からからからからベジタリアンベジタリアンベジタリアンベジタリアンなのでなのでなのでなので肉料理肉料理肉料理肉料理はははは無無無無くくくく、、、、にんにくのたっぷりにんにくのたっぷりにんにくのたっぷりにんにくのたっぷり入入入入ったったったった

生春巻生春巻生春巻生春巻きがきがきがきが大皿大皿大皿大皿にににに盛盛盛盛られられられられ、、、、サラダサラダサラダサラダやややや季節季節季節季節のののの果物果物果物果物もふんだんにごもふんだんにごもふんだんにごもふんだんにご馳走馳走馳走馳走になったになったになったになった。。。。

親戚親戚親戚親戚にはにはにはにはアメリカアメリカアメリカアメリカ、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアでででで働働働働きききき暮暮暮暮ららららしているしているしているしている人人人人たちもいるそうでたちもいるそうでたちもいるそうでたちもいるそうで、、、、

国際的国際的国際的国際的であるであるであるである。。。。日本人日本人日本人日本人へのへのへのへの感情感情感情感情はははは祖父祖母祖父祖母祖父祖母祖父祖母ではではではでは非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いいいい。。。。1941194119411941 年年年年にににに日本軍日本軍日本軍日本軍がががが

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンをををを占領占領占領占領しししし 3333 年間傍若無人年間傍若無人年間傍若無人年間傍若無人なななな振振振振るるるる舞舞舞舞いをしたためであるいをしたためであるいをしたためであるいをしたためである。。。。ごごごご夫婦夫婦夫婦夫婦のののの感感感感

情情情情はははは少少少少しししし複雑複雑複雑複雑だがだがだがだが日本人日本人日本人日本人をををを受受受受けけけけ入入入入れているれているれているれている。。。。娘娘娘娘さんやさんやさんやさんや息子息子息子息子さんになるとさんになるとさんになるとさんになると戦争戦争戦争戦争のののの

記憶記憶記憶記憶もももも無無無無いためいためいためいため特特特特にににに悪感情悪感情悪感情悪感情はははは持持持持っていないっていないっていないっていない。。。。日本人日本人日本人日本人としてはあのとしてはあのとしてはあのとしてはあの戦争戦争戦争戦争のののの歴史歴史歴史歴史をををを

踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた上上上上ででででフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンのひとたちとのひとたちとのひとたちとのひとたちと付付付付きききき合合合合うううう必要必要必要必要があるのだろうとがあるのだろうとがあるのだろうとがあるのだろうと思思思思うううう。。。。    

    

    

ボラカイボラカイボラカイボラカイ島島島島へへへへ    
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                        ((((有名有名有名有名ななななホワイトビーチホワイトビーチホワイトビーチホワイトビーチ))))                    （（（（ビーチビーチビーチビーチののののバーバーバーバー））））    

                    

                        ((((現現現現地地地地のののの友人友人友人友人とととと筆者筆者筆者筆者((((左左左左))))))))                    （（（（美美美美しいしいしいしいサンセットサンセットサンセットサンセット））））        

                                        

    イロイロイロイロイロイロイロイロ市市市市のあるのあるのあるのあるパナイパナイパナイパナイ島島島島のののの北端北端北端北端にににに浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶボラカイボラカイボラカイボラカイ島島島島はははは美美美美しいしいしいしいビーチビーチビーチビーチをををを持持持持つつつつ

のんびりとしたのんびりとしたのんびりとしたのんびりとしたリゾートリゾートリゾートリゾート（（（（南北南北南北南北７７７７ｋｍ、ｋｍ、ｋｍ、ｋｍ、東西東西東西東西２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍのののの細長細長細長細長いいいい島島島島））））でででで何度何度何度何度でもでもでもでも行行行行

きたくなるきたくなるきたくなるきたくなる場所場所場所場所ですですですです。。。。イロイロイロイロイロイロイロイロ市市市市からはからはからはからはバスバスバスバスでででで 7777 時間時間時間時間カティクランカティクランカティクランカティクランまでまでまでまで行行行行きそきそきそきそ

こからはこからはこからはこからはボートボートボートボートでででで 15151515 分分分分でででで到着到着到着到着するするするする。。。。    

    到着時到着時到着時到着時はははは丁度丁度丁度丁度スコールスコールスコールスコールでどしゃでどしゃでどしゃでどしゃ降降降降りりりり。。。。トライシクルトライシクルトライシクルトライシクル（（（（オートバイタクシーオートバイタクシーオートバイタクシーオートバイタクシー））））

でででで街中街中街中街中まではまではまではまでは 200200200200 円円円円。。。。高級高級高級高級ホテルホテルホテルホテルからからからから安宿安宿安宿安宿までまでまでまで沢山沢山沢山沢山のののの宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設ががががホワイトビーホワイトビーホワイトビーホワイトビー

チチチチにににに立立立立ちちちち並並並並んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。DielDielDielDiel 家家家家がががが良良良良くくくく利用利用利用利用するとするとするとすると言言言言ううううビーチビーチビーチビーチからからからから数分数分数分数分にあるにあるにあるにある中中中中クククク

ラスラスラスラスののののペンションペンションペンションペンションにににに到着到着到着到着。。。。コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート建建建建てのてのてのての清潔清潔清潔清潔ななななコテージコテージコテージコテージでででで 1111 泊泊泊泊 2000200020002000 円円円円、、、、    

1111 週間滞在週間滞在週間滞在週間滞在することでさらにすることでさらにすることでさらにすることでさらに割引割引割引割引してもらったしてもらったしてもらったしてもらった。。。。    

近近近近くにはくにはくにはくには小小小小ぶりのぶりのぶりのぶりの市場市場市場市場がありがありがありがあり食料品食料品食料品食料品からからからから日曜雑貨日曜雑貨日曜雑貨日曜雑貨、、、、おみやげにいたるまでおみやげにいたるまでおみやげにいたるまでおみやげにいたるまで何何何何でででで

もももも現地現地現地現地プライスプライスプライスプライスでででで手手手手にににに入入入入りりりり、、、、さらにさらにさらにさらに食堂食堂食堂食堂ではではではでは朝食朝食朝食朝食からからからから夕食夕食夕食夕食までとてもまでとてもまでとてもまでとても経済的経済的経済的経済的にににに

またまたまたまた美味美味美味美味しくしくしくしく食食食食べることができるべることができるべることができるべることができる。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく美美美美しいしいしいしい海海海海ととととビーチビーチビーチビーチ。。。。毎日泳毎日泳毎日泳毎日泳いだりいだりいだりいだり

読書読書読書読書をしたりおをしたりおをしたりおをしたりお店店店店をををを冷冷冷冷やかしたりしながらやかしたりしながらやかしたりしながらやかしたりしながら過過過過ごすごすごすごす。。。。夕陽夕陽夕陽夕陽をををを見見見見ながらのながらのながらのながらのサンセッサンセッサンセッサンセッ

トトトト・・・・スイミングスイミングスイミングスイミング、、、、そのそのそのその後後後後ははははビーチビーチビーチビーチののののバーバーバーバーでのでのでのでのハッピーアワーハッピーアワーハッピーアワーハッピーアワー（（（（飲飲飲飲みみみみ物物物物がががが半額半額半額半額にににに

なるなるなるなる）、）、）、）、そしてそしてそしてそしてそばにそばにそばにそばに居居居居るるるる欧米欧米欧米欧米アジアアジアアジアアジアのののの人人人人たちとのたちとのたちとのたちとの会話会話会話会話をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ。。。。日本人日本人日本人日本人とはとはとはとは一一一一

人人人人もももも会会会会わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。やはりやはりやはりやはりフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン＝＝＝＝危険危険危険危険ということでということでということでということで旅行者旅行者旅行者旅行者はははは少少少少ないのだないのだないのだないのだ
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ろうろうろうろう。。。。逆逆逆逆にいうとにいうとにいうとにいうとフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンははははリゾートリゾートリゾートリゾート地地地地のののの穴場穴場穴場穴場ということになりそうだということになりそうだということになりそうだということになりそうだ。。。。    

    

教会礼拝教会礼拝教会礼拝教会礼拝へのへのへのへの出席出席出席出席    

    ボラカイボラカイボラカイボラカイ島島島島でででで土曜日土曜日土曜日土曜日のののの礼拝礼拝礼拝礼拝にににに出出出出ようとようとようとようとスコールスコールスコールスコールのののの中中中中、、、、トライシクルトライシクルトライシクルトライシクルをとばしをとばしをとばしをとばし

てもらっててもらっててもらっててもらって現地住民現地住民現地住民現地住民のののの住住住住むむむむ山側山側山側山側にあるにあるにあるにある教会教会教会教会をををを訪訪訪訪ねたねたねたねた。。。。余余余余りりりり裕福裕福裕福裕福ではないではないではないではない住宅街住宅街住宅街住宅街

のののの斜面斜面斜面斜面にたつこざっぱりとしたにたつこざっぱりとしたにたつこざっぱりとしたにたつこざっぱりとした清潔清潔清潔清潔なななな木造木造木造木造 2222 階建階建階建階建てのてのてのての教会教会教会教会でででで、、、、訪問者訪問者訪問者訪問者はははは誰誰誰誰でもでもでもでも

受受受受けけけけ入入入入れてくれるれてくれるれてくれるれてくれる。。。。老若男女老若男女老若男女老若男女 50~6050~6050~6050~60 名名名名がががが集集集集いいいいプロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクターでででで映映映映しししし出出出出されたされたされたされた賛賛賛賛

美歌美歌美歌美歌をををを歌歌歌歌いいいい、、、、信徒信徒信徒信徒のののの証証証証しにしにしにしに続続続続いていていていて若若若若いいいい牧師牧師牧師牧師のののの説教説教説教説教をををを聴聴聴聴いていたいていたいていたいていた。。。。聖書聖書聖書聖書はははは英語英語英語英語だだだだ

がががが説教説教説教説教のののの大半大半大半大半ははははタガログタガログタガログタガログ語語語語。。。。でもでもでもでも、、、、聖書聖書聖書聖書はははは宗派宗派宗派宗派をををを越越越越えてえてえてえて世界共通世界共通世界共通世界共通のものなのでのものなのでのものなのでのものなので

説教箇所説教箇所説教箇所説教箇所をををを読読読読むことでむことでむことでむことでメッセージメッセージメッセージメッセージのののの概要概要概要概要はははは理解理解理解理解することができたすることができたすることができたすることができた。。。。    

    イロイロイロイロイロイロイロイロ市市市市でもでもでもでもハロハロハロハロ教会教会教会教会、、、、モロモロモロモロ教会教会教会教会そしてそしてそしてそして世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに登録登録登録登録されているされているされているされているサンサンサンサン

トトトト・・・・トマストマストマストマス・・・・デデデデ・・・・ヴィリャヌエバヴィリャヌエバヴィリャヌエバヴィリャヌエバ教会教会教会教会などかなりなどかなりなどかなりなどかなり大大大大きくきくきくきく立派立派立派立派なななな由緒由緒由緒由緒あるあるあるある教会教会教会教会がががが

あるがあるがあるがあるが、、、、実実実実はそのはそのはそのはその他他他他にもにもにもにも地元地元地元地元にににに根根根根ざしたざしたざしたざした多多多多くのくのくのくの小小小小さなさなさなさな教会教会教会教会がありそれらががありそれらががありそれらががありそれらが住民住民住民住民

のののの信仰心信仰心信仰心信仰心をををを高高高高めめめめ、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のののの中中中中でもでもでもでも大切大切大切大切なななな役割役割役割役割をををを担担担担っているといえるっているといえるっているといえるっているといえる。。。。多多多多くのくのくのくの

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人人人人がががが物質的物質的物質的物質的にはにはにはには貧貧貧貧しくてもしくてもしくてもしくても、、、、こころこころこころこころはははは豊豊豊豊かでかでかでかで明明明明るくおおらかにるくおおらかにるくおおらかにるくおおらかに暮暮暮暮らららら

していけるしていけるしていけるしていける理由理由理由理由のののの一一一一つがそのつがそのつがそのつがその辺辺辺辺にあるのだろうにあるのだろうにあるのだろうにあるのだろう。。。。    

帰国帰国帰国帰国    

    あっというあっというあっというあっという間間間間にににに 3333 週間週間週間週間がががが過過過過ぎぎぎぎ帰国帰国帰国帰国のののの時時時時がががが来来来来たたたた。。。。来来来来たたたた道道道道をををを戻戻戻戻るるるる形形形形ででででボラカイボラカイボラカイボラカイ→→→→

イロイロイロイロイロイロイロイロ→→→→マニラマニラマニラマニラ→→→→成田成田成田成田へとへとへとへと帰国帰国帰国帰国したしたしたした。。。。    

このこのこのこの旅旅旅旅ではではではでは夜遅夜遅夜遅夜遅くまでくまでくまでくまで飲飲飲飲んだりしたこともあったがんだりしたこともあったがんだりしたこともあったがんだりしたこともあったが、、、、一度一度一度一度としてとしてとしてとして危危危危ないないないない目目目目にあにあにあにあ

ったりったりったりったり、、、、感感感感じのじのじのじの悪悪悪悪いいいい応対応対応対応対をををを受受受受けたりけたりけたりけたり、、、、怪怪怪怪しいしいしいしい誘誘誘誘いにあったりいにあったりいにあったりいにあったり、、、、誰誰誰誰かがかがかがかが近寄近寄近寄近寄ってってってって

きたりきたりきたりきたり、、、、ぼられたりしたこはなくぼられたりしたこはなくぼられたりしたこはなくぼられたりしたこはなく快適快適快適快適にまたにまたにまたにまた楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごすことができたごすことができたごすことができたごすことができた。。。。タイタイタイタイ

とととと比比比比べたらべたらべたらべたらフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンこそはこそはこそはこそは微笑微笑微笑微笑みのみのみのみの国国国国、、、、安全安全安全安全なななな国国国国であることをであることをであることをであることを実感実感実感実感できたできたできたできた。。。。

またまたまたまた、、、、このこのこのこの旅旅旅旅ではではではでは素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい出会出会出会出会いがありいがありいがありいがあり多多多多くのくのくのくの刺激刺激刺激刺激をををを受受受受けたけたけたけた。。。。やはりやはりやはりやはり旅旅旅旅はいはいはいはい

いないないないな！！！！とのとのとのとの思思思思いをいをいをいを新新新新たにしたたにしたたにしたたにした。。。。今回今回今回今回のののの旅旅旅旅ののののテーマテーマテーマテーマであるであるであるである「「「「キリストキリストキリストキリスト教教教教とととと英語英語英語英語」」」」

についてもについてもについてもについても、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人家庭人家庭人家庭人家庭、、、、学校学校学校学校、、、、教会教会教会教会などをなどをなどをなどを訪問訪問訪問訪問することでそのすることでそのすることでそのすることでその一端一端一端一端にににに

触触触触れることができたれることができたれることができたれることができた。。。。400400400400 年年年年にににに及及及及ぶぶぶぶ植民地時代植民地時代植民地時代植民地時代のののの遺産遺産遺産遺産としてのとしてのとしてのとしてのキリストキリストキリストキリスト教教教教とととと英英英英

語語語語ははははグローバルグローバルグローバルグローバル時代時代時代時代をををを向向向向かえたかえたかえたかえた今今今今、、、、世界世界世界世界、、、、特特特特ににににキリストキリストキリストキリスト教教教教とととと英語英語英語英語ががががベースベースベースベースのののの欧欧欧欧

米世界米世界米世界米世界へのへのへのへの強力強力強力強力ななななパスポートパスポートパスポートパスポートとしてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れられているれられているれられているれられている。。。。またまたまたまたキリストキリストキリストキリスト教教教教のののの博博博博

愛主義愛主義愛主義愛主義はははは””””他人他人他人他人をををを自分自身自分自身自分自身自分自身のようにのようにのようにのように愛愛愛愛するするするする””””というというというという倫理観倫理観倫理観倫理観をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。このことこのことこのことこのこと

がががが多多多多くのくのくのくの国国国国ででででフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人看護師人看護師人看護師人看護師をををを受受受受けけけけ入入入入れているれているれているれている理由理由理由理由のののの一一一一つになってつになってつになってつになっているのいるのいるのいるの

だろうだろうだろうだろう。。。。またまたまたまた、、、、来来来来たいたいたいたい国国国国フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン。。。。そんなそんなそんなそんな思思思思いでいでいでいで帰国帰国帰国帰国のののの途途途途にににに着着着着いたいたいたいた。。。。    

                                                                                            以上以上以上以上    

筆者自己紹介筆者自己紹介筆者自己紹介筆者自己紹介    

    1947194719471947 年生年生年生年生まれのまれのまれのまれの団塊世代団塊世代団塊世代団塊世代。。。。定年退職後定年退職後定年退職後定年退職後、、、、好好好好きなきなきなきな旅旅旅旅とそれにとそれにとそれにとそれに伴伴伴伴うううう勉強勉強勉強勉強をををを趣味趣味趣味趣味にににに楽楽楽楽しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。女房女房女房女房ははははリゾートリゾートリゾートリゾート派派派派でそでそでそでそ

れれれれ以外以外以外以外のののの所所所所へはへはへはへは私一人私一人私一人私一人でででで旅旅旅旅をするのがをするのがをするのがをするのが決決決決まりでまりでまりでまりで自由自由自由自由にさせてもらっているにさせてもらっているにさせてもらっているにさせてもらっている。。。。    



             【海外ロングステイ】 

マイルーム    鈴木幸子 

2011 年 11 月 04 日 | 日記 

本記事は、現在タイ・チェンマイにご夫婦でロングステイされている会員の鈴木康司・幸子夫

妻の奥様のブログに掲載されたものを、奥様に承諾いただいて本紙に転載したものです。 

 

Ｍｙ ｒｏｏｍ紹介に参りましたー 

今回は念願の角部屋です、角はなかなか空かないのです。 

部屋探しはチェンマイを去る時にしました、そしてほかの人に取られないよう

に保証金を払ってきました、 

と言っても１００％その部屋に住めるわけではないのです、オーナーから見て

条件のいい人、例えば１年契約の人とかが現れたら持って行かれてしまいます。

もちろん保証金は戻ってきますがね。 

 私たちは本社が日本にある不動産屋を通して借りています、不動産屋は誠実で

もオーナーの気が変わったらどうしようもありませんよね。 

 現に初回のチェンマイ滞在では到着１週間前にオーナーが部屋を売ってしま

った、となりましたから。 

そのときは仲介した日本の不動産屋が別な場所を推薦してくれました、わざわ

ざ下見に行ったのに、と不承不承諦めていたらその部屋の売買は不成立でした、

となり元のさやにおさまることができたのです。 

友達も保証金払っておいたのオーナーチェンジで部屋代が高くなってしまった

り。この場合は不動産屋に他の部屋を紹介されました、そして１か月後に自分

で探したコンドに引越しました。 

また、新築コンドに住むはずだったのに来てみたらまだ完成してなかったり。 

いろいろあります、ここは外国だから… 
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             【海外ロングステイ】 

不動産屋を通さない日本人もたくさんいます、というよりそういう人のが多い

かもしれません。オーナーと直接契約です。オーナーとのトラブルも身近では

聞いたことありませんね。 

タイには不動産屋がないと聞いています。 

私たちが使っている日系不動産屋も旅行代理店、日本食材、長期荷物預かり、

日本書籍図書館（無料・狭いけど充分）…etc なーんでもやっています。 

角部屋だから広々してます。 

 

リビングと２ベッドルームとキッチンとベランダ 
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             【海外ロングステイ】 

 

 

角だから解放感たっぷり、眺めもたっぷり、 

おひさまもたっぷり  

 黒いソファーに淡い色の布カバーをかけて、ダイニングテーブルにクロスをか

けて、…って思ってるうちに２週間もたってしまったー 

  

窓からの眺め～  
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             【海外ロングステイ】 
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ソファーと食卓にクロスがかかってイメチェンしたらまた来てね。 



             【海外旅行滞在記】 

 

 

 9

モロッコツアーモロッコツアーモロッコツアーモロッコツアー（（（（9999 日間日間日間日間））））のののの旅旅旅旅            桂 惇（かつら あつし）    

        

１１１１．．．．旅行費用旅行費用旅行費用旅行費用    

    支払総額支払総額支払総額支払総額＝￥＝￥＝￥＝￥１３５１３５１３５１３５，，，，４２０４２０４２０４２０／／／／１１１１人人人人    

主催者主催者主催者主催者はははは名古屋名古屋名古屋名古屋ののののジャンボツアージャンボツアージャンボツアージャンボツアー社社社社というというというというマイナーマイナーマイナーマイナーなななな？？？？旅行社旅行社旅行社旅行社でででで同同同同じじじじ日程日程日程日程でででで最最最最もももも安安安安かったかったかったかった。。。。    

２２２２．．．．参加人員参加人員参加人員参加人員とととと添乗員添乗員添乗員添乗員    

    

            ２２２２月月月月    ２５２５２５２５日日日日    出発出発出発出発    ～～～～    ３３３３月月月月    ３３３３日日日日    帰国帰国帰国帰国    

               

 

参加人員名古屋参加人員名古屋参加人員名古屋参加人員名古屋３７３７３７３７名名名名、、、、東京東京東京東京２２２２名合計名合計名合計名合計３９３９３９３９名名名名。。。。    

    日本日本日本日本からのからのからのからの添乗員添乗員添乗員添乗員のののの同行同行同行同行なしなしなしなし。。。。    

    中継点中継点中継点中継点（（（（ドーハドーハドーハドーハ））））にてにてにてにて全員集合全員集合全員集合全員集合。。。。    

３３３３．．．．搭乗航空機搭乗航空機搭乗航空機搭乗航空機    

    カタールカタールカタールカタール航空航空航空航空 KK KK KK KK （（（（エアーバスエアーバスエアーバスエアーバス AAAA３３０３３０３３０３３０））））    

４４４４．．．．航空経路航空経路航空経路航空経路    

    成田成田成田成田－－－－関空関空関空関空－－－－台北台北台北台北－－－－ドドドドーハーハーハーハ（（（（カタールカタールカタールカタール）（）（）（）（ここまでここまでここまでここまで約約約約１５１５１５１５時間時間時間時間！）－！）－！）－！）－カサブランカカサブランカカサブランカカサブランカ（（（（モロモロモロモロ

ッコッコッコッコ）（）（）（）（約約約約８８８８時間時間時間時間））））    

５５５５．．．．観光地観光地観光地観光地    

    世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産マラケシュマラケシュマラケシュマラケシュ－－－－世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産アイトアイトアイトアイト・・・・ベンベンベンベン・・・・ハッドゥハッドゥハッドゥハッドゥ－－－－カスバカスバカスバカスバ街道街道街道街道－－－－サワラサワラサワラサワラ砂漠砂漠砂漠砂漠    

    （（（（メルズーカメルズーカメルズーカメルズーカ大砂丘大砂丘大砂丘大砂丘））））－－－－世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産フェズフェズフェズフェズ－－－－世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産メクネスメクネスメクネスメクネス－－－－首都首都首都首都ラバトラバトラバトラバト－－－－カサブランカカサブランカカサブランカカサブランカ

－－－－帰国帰国帰国帰国。。。。    

    ６６６６．．．．感想感想感想感想    

        最最最最もももも安安安安いいいいツアーツアーツアーツアーをををを選選選選んだのでんだのでんだのでんだので往復往復往復往復のののの飛行時間飛行時間飛行時間飛行時間がががが極端極端極端極端にににに長長長長くくくく驚驚驚驚いたいたいたいた！！！！    

        安安安安いいいい理由理由理由理由はこのはこのはこのはこの飛行機飛行機飛行機飛行機にあったようだにあったようだにあったようだにあったようだ！！！！！！！！    

        飛行機飛行機飛行機飛行機のののの中中中中でででで５５５５回食事回食事回食事回食事がががが出出出出たのはたのはたのはたのは初初初初めてのめてのめてのめての経験経験経験経験だっただっただっただった！！！！    

            モロッコモロッコモロッコモロッコ王国王国王国王国ははははベベルベベルベベルベベル人人人人ととととアラブアラブアラブアラブ人人人人とそのとそのとそのとその混血混血混血混血のののの人人人人だけでだけでだけでだけで民族紛争民族紛争民族紛争民族紛争のののの起起起起ききききようのないようのないようのないようのない



             【海外旅行滞在記】 
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立憲君主国立憲君主国立憲君主国立憲君主国でででで元元元元フランスフランスフランスフランスのののの植民地植民地植民地植民地だっただけにだっただけにだっただけにだっただけに町並町並町並町並みはみはみはみはフランスフランスフランスフランス風風風風でででで洒落洒落洒落洒落たたたた町並町並町並町並みだっみだっみだっみだっ

たたたた。。。。            サワラサワラサワラサワラ砂漠砂漠砂漠砂漠でのでのでのでの夜明夜明夜明夜明けのけのけのけのラクダラクダラクダラクダ乗乗乗乗りはりはりはりは貴重貴重貴重貴重なななな経験経験経験経験だっただっただっただった。。。。馬馬馬馬にくらべるとはにくらべるとはにくらべるとはにくらべるとは

るかにるかにるかにるかに背背背背がががが高高高高くくくく背中背中背中背中のののの巾巾巾巾もももも広広広広いのでまるでいのでまるでいのでまるでいのでまるで股裂股裂股裂股裂きのきのきのきの刑刑刑刑にににに会会会会ったようなったようなったようなったような苦痛苦痛苦痛苦痛をををを感感感感じたじたじたじた。。。。    

３０３０３０３０分乗分乗分乗分乗るのがるのがるのがるのが精精精精いっぱいだったがそのいっぱいだったがそのいっぱいだったがそのいっぱいだったがその光景光景光景光景はははは素晴素晴素晴素晴らしかったらしかったらしかったらしかった！！！！！！！！    

    

    

    

気候気候気候気候ももももサワラサワラサワラサワラ砂漠砂漠砂漠砂漠のののの国国国国にしてはにしてはにしてはにしては暑暑暑暑くなくくなくくなくくなく、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど熱帯熱帯熱帯熱帯のののの乾期乾期乾期乾期にににに当当当当ったらしくったらしくったらしくったらしく快適快適快適快適だっただっただっただった。。。。    

食事食事食事食事はははは名物名物名物名物ののののタジンタジンタジンタジン鍋鍋鍋鍋はははは感激感激感激感激するほどのものではなかったがまずいするほどのものではなかったがまずいするほどのものではなかったがまずいするほどのものではなかったがまずい外国料理外国料理外国料理外国料理のののの多多多多いいいい中中中中ではではではでは    

まあまあまあまあ美味美味美味美味しいしいしいしい方方方方だとだとだとだと言言言言えるえるえるえる！？！？！？！？    

    出発前出発前出発前出発前のののの日本日本日本日本ではではではではエジプトエジプトエジプトエジプトややややリビヤリビヤリビヤリビヤややややアルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリアととととモロッコモロッコモロッコモロッコもももも同様同様同様同様にににに危険地帯危険地帯危険地帯危険地帯のようにのようにのようにのように    

言言言言われていてわれていてわれていてわれていて心配心配心配心配してくれるしてくれるしてくれるしてくれる人人人人もいたがもいたがもいたがもいたが、、、、全全全全くのくのくのくの杞憂杞憂杞憂杞憂にににに過過過過ぎなかったぎなかったぎなかったぎなかった。。。。 

 

 

 

モロッコはお勧めの観光地です。ただし熱帯の乾期は１２月から３月初旬までだ 

そうなのでその時期を外さない方が良さそうだ！！？ 
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        東日本震災関連東日本震災関連東日本震災関連東日本震災関連ボランティアボランティアボランティアボランティア        

         阪神阪神阪神阪神・・・・淡路大震災語淡路大震災語淡路大震災語淡路大震災語りりりり部部部部 VVVV、、、、神奈川大学経営学部神奈川大学経営学部神奈川大学経営学部神奈川大学経営学部（（（（非非非非））））講師講師講師講師        磯田昇磯田昇磯田昇磯田昇    

                                                                            （（（（エッセイストエッセイストエッセイストエッセイスト    桂木俊介桂木俊介桂木俊介桂木俊介））））    

    

おおおお世話世話世話世話になっているになっているになっているになっている皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方    へへへへ    

                                                                                                                    2011-11-21    

                                    ～～～～今年度最終今年度最終今年度最終今年度最終 VVVV 活活活活レポートレポートレポートレポートですですですです～～～～    

    

寒寒寒寒くなりましたがおくなりましたがおくなりましたがおくなりましたがお元気元気元気元気でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

11111111 月月月月 18181818 日日日日～～～～数日間数日間数日間数日間、、、、多方面多方面多方面多方面のののの専門性専門性専門性専門性をををを持持持持つつつつ会員会員会員会員のののの多多多多いいいい NPONPONPONPO がががが現地現地現地現地でのでのでのでの支援活支援活支援活支援活

動動動動をどのようなをどのようなをどのようなをどのような形形形形でででで実施実施実施実施できるかとのできるかとのできるかとのできるかとの調査調査調査調査にににに代表者代表者代表者代表者のののの方方方方とととと急遽同行急遽同行急遽同行急遽同行してきまししてきまししてきまししてきまし

たたたた。。。。    

予報予報予報予報よりよりよりより天候天候天候天候にににに恵恵恵恵まれあまりまれあまりまれあまりまれあまり寒寒寒寒くはなかったのですがくはなかったのですがくはなかったのですがくはなかったのですが、、、、各地各地各地各地でででで少少少少しながらしながらしながらしながら復復復復

旧旧旧旧のののの足音足音足音足音がががが    

感感感感じられましたじられましたじられましたじられました、、、、主主主主にそのにそのにそのにそのレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方のごのごのごのご判断判断判断判断をををを仰仰仰仰ぎたいとぎたいとぎたいとぎたいと思思思思いいいいコメントコメントコメントコメントをををを控控控控ええええ、、、、映像映像映像映像をををを増増増増やしましたやしましたやしましたやしました、、、、

宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい    

申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。尚多尚多尚多尚多くのくのくのくの方方方方にににに送信出来送信出来送信出来送信出来るようにるようにるようにるように映像映像映像映像はははは圧縮圧縮圧縮圧縮ししししピクセルピクセルピクセルピクセルなどもなどもなどもなども相相相相

当落当落当落当落としてありますのでとしてありますのでとしてありますのでとしてありますので拡大拡大拡大拡大されるとされるとされるとされるとボヤボヤボヤボヤけるかもけるかもけるかもけるかも知知知知れませんれませんれませんれません、、、、あしからずあしからずあしからずあしからず。。。。    

        

    

●●●●釜石市釜石市釜石市釜石市    

①①①①        被災直後被災直後被災直後被災直後    ⇒⇒⇒⇒（（（（乗乗乗乗りりりり上上上上げたげたげたげた船船船船はははは 10101010 月撤去月撤去月撤去月撤去・・・・YahooYahooYahooYahoo からからからから、、、、    今今今今ドッドッドッドッ

ククククへへへへ））））    

                            ＜＜＜＜地盤沈下地盤沈下地盤沈下地盤沈下～～～～約約約約 70707070 ㎝㎝㎝㎝はそのままはそのままはそのままはそのまま、、、、満潮時満潮時満潮時満潮時付近付近付近付近はははは冠水冠水冠水冠水するするするする    ↧↧↧↧    ＞＞＞＞    
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②②②②        ガソリンガソリンガソリンガソリン SSSS（（（（8888 月時点月時点月時点月時点、、、、    9999 月撤去月撤去月撤去月撤去、、、、        ⇒⇒⇒⇒        11111111 月月月月～～～～新設工事中新設工事中新設工事中新設工事中））））    

                                        

    

③③③③        倉庫倉庫倉庫倉庫・・・・事務所事務所事務所事務所    ??8??8??8??8 月月月月            ⇒⇒⇒⇒                    11111111 月月月月（（（（改築工事中改築工事中改築工事中改築工事中））））    

                                                    

    

    

●●●●大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市（（（（ブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザー等等等等がががが大量大量大量大量にににに投入投入投入投入されているされているされているされている、、、、復旧工事復旧工事復旧工事復旧工事がががが始始始始まっまっまっまっ

たたたた????????））））    

○ 破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた三陸鉄道三陸鉄道三陸鉄道三陸鉄道    （（（（南南南南リアスリアスリアスリアス線線線線））））            

    「「「「鉄道鉄道鉄道鉄道がががが復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興するのかどうかするのかどうかするのかどうかするのかどうか    

➥➥➥➥    ➥➥➥➥    誰誰誰誰にににに聞聞聞聞いてもいてもいてもいても判判判判りませんりませんりませんりません!!!!!!!!!!!!」」」」    

↥↥↥↥釜石方面釜石方面釜石方面釜石方面                                                    ↥↥↥↥気仙沼方面気仙沼方面気仙沼方面気仙沼方面    

                                                

    ●●●●陸前高田市陸前高田市陸前高田市陸前高田市    ＜＜＜＜残念残念残念残念ながらながらながらながら殆殆殆殆どがどがどがどが手手手手つかずのつかずのつかずのつかずの状態状態状態状態＞＞＞＞    

                    水門水門水門水門？？？？                                新防波堤新防波堤新防波堤新防波堤????工事中工事中工事中工事中                海岸際海岸際海岸際海岸際のののの球場球場球場球場もももも

…………    
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高級高級高級高級ホテルホテルホテルホテル…………↥↥↥↥大船渡方面大船渡方面大船渡方面大船渡方面                「「「「道道道道のののの駅高田松原駅高田松原駅高田松原駅高田松原」」」」            スーパースーパースーパースーパー：：：：仮設営業仮設営業仮設営業仮設営業    

                    

        ●●●●大槌町大槌町大槌町大槌町    ＜＜＜＜陸前高田市同様殆陸前高田市同様殆陸前高田市同様殆陸前高田市同様殆どどどど被災直後被災直後被災直後被災直後のままのままのままのまま…………一部一部一部一部スーパースーパースーパースーパーがががが工事中工事中工事中工事中＞＞＞＞    

                水門水門水門水門…………                                病院跡病院跡病院跡病院跡…………                            町内町内町内町内はそのままはそのままはそのままはそのまま…………    

                            

                    満潮時満潮時満潮時満潮時ここもここもここもここも海水海水海水海水がががが…………                おおおお墓墓墓墓もそのままもそのままもそのままもそのまま    

                                    

最後最後最後最後にににに    

➥➥➥➥＜＜＜＜被災地被災地被災地被災地のののの象徴象徴象徴象徴～～～～元元元元気一本松気一本松気一本松気一本松～＞～＞～＞～＞    （（（（珍珍珍珍しいしいしいしい遠野市遠野市遠野市遠野市・・・・朝朝朝朝もやもやもやもや風景風景風景風景））））    

                                                        

    

    

◎◎◎◎至至至至るるるる所所所所にににに野積野積野積野積されたされたされたされた大量大量大量大量ののののガレキガレキガレキガレキなどがなどがなどがなどが今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように処理処理処理処理されるのかによってされるのかによってされるのかによってされるのかによって、、、、復復復復

旧旧旧旧・・・・復興復興復興復興がががが進進進進んでいくのではないでしょうかんでいくのではないでしょうかんでいくのではないでしょうかんでいくのではないでしょうか、、、、被災地被災地被災地被災地のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの心身共心身共心身共心身共にごにごにごにご健康健康健康健康をおをおをおをお祈祈祈祈

りしたいとりしたいとりしたいとりしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。            有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    



              【海外便り】 
 

タウンズヴィル便り                                                      

中村てる子 

  
オーストラリア、クィーンズランド州のタウンズヴィル市からの便りです。 
  
この度の東日本大震災や原発で被害にあわれた方々に、心からお見舞い申し上げます。

少しでも早く、癒していただけるように、この街の人々は何か出来たらと心を痛めてお

ります。 
  
震災があったからという訳ではないでしょうが、日本に関係したイベントが、たくさん

開かれています。５月２０日には、オーストラリア人の手による浮世絵展覧会がありま

した。この展覧会には、江戸時代の日本の浮世絵師の写楽や、歌麿、安藤広重、葛飾北

斎などの作風が見事にオーストラリア人の版画師によって描かれた作品が多数展示さ

れていました。光栄にも、私が開会宣言をさせて頂きました。この企画をしたパーク、

タカ、リージョナル、ギャラリーは、日本人に敬意を表して下さって、私を開会宣言に

選んでくれたような気が致します。この展覧会の作品のおもしろい点は、日本の浮世絵

を真似て彫っていますが、ある部分がオーストラリア的に表現されている所でした。例

えば、広重の東海道５３次の大井川渡しなどの風景では、絵の中の男の人は、ふんどし

ではなく、水泳パンツをはいている点などです。 
  
また、８月７日には、『日本の文化の日』と題した折り紙の展示会とワークショップが

この美術館で開かれました。主催者の希望は、出来るだけ日本の文化とオーストラリア

の文化に関係あるような作品を折って欲しいということでした。シドニーの友人に相談

した所、彼女の叔母様が、とても凝った折り紙を作っていて、誰もが賞賛しているとい

う話でしたので、ぜひ、その方の作品を送って頂くようお願いしました。その方は、日

本に住んでいらしてボランティアでいろいろな方に折り紙を教えていらしゃる水田と

く様と仰る方です。その方から、芸術的な折り紙の作品をたくさん送って頂き、下記の

写真のように展示いたしました。作品は、オーストラリアの牧歌的風景である羊や、カ

ンガルー、コアラなどです。その他に、ひな祭りのひな壇に飾ったお内裏様、お雛様な

どや、また、端午の節句の作品、漫画のキャラクターのドラえもんなどなどで、タウン

ズヴィル市民が大勢押しかけました。私も宣伝のため、タウンズヴィルのラジオ局でイ

ンタビューを受け、朝のニュースで放送されました。ラジオ局の録音が終わったら、今

度は、チャネル７のテレビ局から突然ニュースにも出てくれと頼まれました。 
その昔、私がイギリスで勉強していた頃に、ピザのお店で働いていたのですが、その時、

そろばんを使って計算していたら、新聞社の人が来て記事にした事を思い出しました。

 14



              【海外便り】 
 

今度のラジオ局やテレビ局の取材は、４０年前の出来事が、この２１世紀に起こったの

で、タイムスリップしたような気持ちになりました。この街では、私たち日本人がニュ

ースにならないと思うような事でも、ニュースになってしまう事なんだと思います。そ

れは、この街が、文明に遅れているということではなく、文化や歴史が少ない国だけに、

移民の国の文化を認め、その国々の文化から多国籍文化という新たな文化を作ろうとし

ている気持ちの表れだと思います。 
  
今、日本では、最新のコンピューターやロボットなどの新技術が幅を効かせていて、何

事にも無関心の人達もいるという話を聞いているだけに、この街の人たちが、折り紙を、

子供だけでなく、大人も、心行くまで鑑賞したり、一緒に折り紙を折ったりして、『出

来ない』 などと頭をひねっている姿は、本当にほほえましく、 また、もしかしたら、 
こんな些細なことに喜んでくださるこの街の人々は、なんて素直な心を持っているかと、

今更ながら思い、私たちが忘れかけている心の優しさを学びました。この展示会の作品

を送って下さった水田様に感謝しています。水田様は、偶然にも前日の８月６日が、米

寿のお祝いということで、お祝いに、この喜ばしい展示会のお知らせが伝えられたこと

は、二重に喜ばしい事でした。 

 
水田様の作品の“放牧の風景         右奥にひな飾り 

  

          
  

画のキャラクターの折り紙展示     折り紙の講習風景『老若男女』           

 

 漫
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次のイベントは、９月２日に、夏に向けてプール開きが予定されていまして、美術館か

子供用プール開きに使われ、 
しま

ら１２００枚の折り紙で作る１００個の“くす玉“を頼まれています。３十分に一個く

らいしか出来ないので、今、毎日、数個ずつ折っています。タウンズヴィルに住んでい

る日本の女性達に応援を頼もうと思っています。 
ようやく、１００個の折り紙ボールが出来上がり、

プールに浮かべ一夜の異文化を楽しみました。ただ、風が強くプールの端によって

ったのは残念でした。記念に参加者が喜んで折り紙ボールを貰ってくれました。また、

ある人は、イベントが終わった後で、これを買いたいと言って、私の所を美術館から聞

いて、買いに来ました。買った人は、３個で３０００円を出し、お釣りは、震災の被災

者にと寄付してくれました。残りの折り紙は、次に開かれる日本のお祭りでこれを売り、

日本で被災した遺児たちを支援する資金集めに使う事にしています。 

     

折り紙を浮かべての子供用プール開き よさこいソーランのメンバー 

０月１６日、今度は、私が支部長をしていますオーストラリア、ジャパン、ソサイテ

し、ロングスティの皆さまの中で、何かアイディアがあり、是非、展示したいと言う

  

  
１

ィでお祭りを開きます。お祭りと言っても、この街にある日本に関係したグループのた

ちが集まって、いろいろ披露するのです。会場はスポーツセンターの所を借り、よさこ

いソーラン節などの踊り、茶道、書道、折り紙展示、折り紙の講習会、柔道、剣道、居

合い抜き、たこ焼きの屋台、寿司のデモンストレーションなどなど。こうしようと思う

ことは、何でも出来るのが、小さな街の利便性です。とても、不思議なくらいです。 
  
も

ご希望がございましたら、来年の日本の祭りに、ぜひ、ご参加下さい。ご参加は無料で

す。何か作品を売りたいと言う場合は、１０００円程度の参加費を頂くだけです。地域

社会の人達と触れ合うのもロングスティの皆様の目標なのではないでしょうか。詳しく

は、オーストらリア、ジャパン、ソサエティのサイトにどうぞ。 サイト

は、 ajs.townsville.jp/en で日本語と英語で可能です。 
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私が会長をしております豪日協会では、『立ち上がれ日本』の一環として署名運動をし、

被災された学生さんの中で、ぜひ、この街で学びたいという学生さんに、学費、ホーム

スティなど支援しようとしています。各イベント開催中に署名運動をして、今までに数

百人の方々の署名が集まりました。その署名を持って、市長に交渉したところ、全面的

に応援する由の手紙を頂きました。まだ、どの学生さんに来て頂くかの選考は、次のミ

ーティングで決めることになっています。こういったイベントを通じて、たくさんの方

のご署名を頂いたこと、そして、それが、市長さんを動かし、応援して頂けるようにな

った事、それが、私たち外国に住む者の精一杯の気持ちですが、それによって、被災さ

れた皆様が、少しでも癒され、将来に夢や希望をつなげて頂ければ、とても嬉しいこと

です。 
 

  
（茶道の紹介）            日本の武道 

の度の大震災は、想像を絶するものでしたが、救われることは、世界の人達、すべて

 
 
  
こ

が日本を気遣い、心配しているということを確認したことは、とても有難いことでした。

どうぞ、今、全てを無くして戦っていらっしゃる東北の皆様、お辛いでしょうが、少し

でも前に向かって歩かれて下さることを、心からお祈りいたしております。 
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  ハワイ便り （Ｉ）     

                          佐藤さをり 

ロングステイクラブの皆様、お元気でいらっ

しゃいますか。強風の中開催された 2011 年

度ホノルルマラソンの翌日、12 月 12 日にこ

の文章を書いております。今頃は完走した方

たちが、完走証書と記念の T シャツを受け取

りに、出向いていらっしゃることと思います。

ホノルルマラソンは、世界で唯一、公式マラ

ソンでスタート時に花火を打ち上げます。と

いうのも、スタートは午前 5 時。冬空は真っ

暗な中を走り始める、これも世界各地のマラ

ソンとまったく違っているところです。マラ

ソンと同じ日に、メイヤーズ・ウォークとい

って、ホノルル市長と共に歩くイベントも行

われます。ランナーの皆様は言うにおよばず、

日本からはボランティアや応援のツァーもあ

るそうですが、地元ではこのイベントのため

のボランティアが大勢いて、イベントの進行

をさまざまな形で支えています。おそろいの

T シャツを着た公式ボランティア以外にも、

マラソンをサポートする人はたくさんいます。 

マラソンのコースに当たる地域の住民は、見

物したり声援を送るだけでなく、差し入れの

食べ物を提供したり、いろいろな形で参加者

を応援しています。また、ゴール地点では大

勢のボランティアがレース参加者にいろいろ

なサービスをしています。指圧治療院では、

普段施術をしている技術者だけでは足りず、

トレーニングを受けて指圧のサービスをした

い人を募る広告も以前見かけました。私の友

人で、三ツ星ホテルのスパで働くマッサージ

師も、毎年この日は仕事を休んで、ボランテ

ィアをしています。 

マラソンにまつわる話題はたくさんあります

が、今年私の印象に残ったのは、前回の

2009 年まで 7 年間に 5 回続けて出場してい

たグラディスさんという女性が、ホノルルマ

ラソンの殿堂入りを果たし、アバクロンビー

知事とホノルルマラソン実行委員長とならん

で微笑んでいる写真でした。昨年のグラディ

スさんのタイムは 9 時間 53 分で、今年はマ

ラソンの距離は卒業し、10 キロウォークチ

ームのリーダーとして徒歩レースに参加しま

した。それもそのはず、昨年のマラソン出場

時、彼女は 92 歳だったのです。92 歳で

42.195 キロを！これまでは時折ホノルルに滞

在していたオレゴン州の方ですが、これから

はもっと長く住民として暮らしたい、と語っ

ていました。「ここの方たちは、私に心（ハ

ート）を下さったから、ここで暮らすことが

大事だと思うようになったのです。」 

私自身は、残念ながらホノルルマラソンに出

場したことはありません。しかし、これまで

に日本から参加した、私の親戚や友人たちに

よると、人々の応援、あたたかさに一番感動

を覚えたそうです。走っているときの声援の

みならず、まったくの見ず知らずの方々が、

レース後に労わってくれたとか。。。日本国

内に留まらずアメリカ各地のマラソンに参加

している身内も、ホノルルマラソンは特別、

と申します。アロハスピリットを誇りとする、

ハワイ住民のかもし出す、えもいわれぬ精神

風土と言ったらよいのか、訪れる人をいつで

も心から歓迎する包容力が、このマラソンの

ときも、参加者の心に暖かい灯をともすので

しょうか。 

  18
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ハワイで大きなイベントはホノルルマラソン

だけではありません。一年中、どの季節にい

らしても、お楽しみいただけるイベントがあ

ります。日本からのお客様に知られている、

メリーモナーク（フラの大会）や祭りインハ

ワイ、ホノルルフェスティバル、ソニーオー

プン以外にも、アメリカならでは、ハワイな

らではの楽しいものがたくさんあります。例

として、秋から冬のころの催しの中から、ほ

んの少しご紹介しましょう。 

ワールド・インヴィテーション・フラフェス

ティバル、こちらは世界中のフラスクールが

参加するフラの祭典。フラの教室がハワイと

日本以外にこんなにあるのか、と驚かされま

す。フラは土地との結びつきをたいへん重視

する芸術ですが、ハワイと遠く隔たった土地

でも、ハワイの根をしっかりと継承した、フ

ラの伝統を守り続けるクム・フラ（フラの先

生）には、ほんとうに畏敬の念を抱かずには

いられません。（今年から会場が変わり、二

―ルブレイスデル・コンサートホールに） 

ハワイ大学の太平洋調理師専門学校を支援す

る催しである、レストラン・ウィークも年に

一度、11 月の大きな楽しみです。この一週

間、ハワイのレストラン、ホテルのダイニン

グから、町のファミリーレストラン、食品流

通業者まで、ハワイの外食産業の多くが一丸

となって、このイベントに参加します。調理

師専門学校の新しい施設建設のために、参加

企業は利益から寄付をします。消費者にとっ

ては、行ってみたいけれどお財布が心配、と

日ごろは高嶺の花だったレストランや、新し

くできたレストランに行ってみるチャンス到

来です。レストラン・ウィークのコースメニ

ューはほんとうにお値打ち。高級ホテルはビ

ーチフロントのレストランでも、選りすぐり

のメニューが楽しめます。 

11 月から 12 月は、アラモアナセンターステ

ージにも、いつもに増して活気があふれます。 

アラモアナセンターは、4 つの大規模デパー

トを含む 290 店舗以上のある、ハワイ最大の

ショッピングモールです。約 8 千台停められ

る駐車場が、クリスマス前はいっぱいになり、

駐車できない為にお買い物をあきらめて帰る

という事がありえるのです。観光のお客様だ

けでなく地元住民にとってもお買い物といえ

ばこちら。食料品や日用品、くすりの調達、

郵便局、などなどの用足しに便利なセンター

は、ロングステイの皆様にも身近になること

でしょう。このセンターの中央、センターの

案内所前、エスカレーター横に、舞台があり

ます。この時期は、学校のブラスバンド、オ

ーケストラ、ダンス、コーラス、また地域の

お稽古スクールやコミュニティ・グループの

発表の舞台として、センターステージもフル

稼働。買い物客もしばしその力演に足を止め、

惜しみない拍手を送ります。 

さて、ロングステイクラブの皆様は、ハワイ

にロングステイにいらっしゃったら、どんな

ことをしてお過ごしになりたいでしょうか。

それぞれにご趣味、楽しい計画をお持ちと拝

察しますが、こちらではテニス、ゴルフ、水

泳、ハイキング、ヨガなど、個人でもグルー

プでも楽しむ場はたくさんあります。しかし、

健康志向の人の間で、最近のトレンドは、な

んといってもズンバです。公立学校のカフェ

テリア、コミュニティセンター、フィットネ

ススタジオなど、ホノルル市内だけでもズン

バができる場所は数え切れません。毎日、朝

から晩までどこかで習うことができます。ズ

ンバはラテン音楽を中心に、ギリシャ、イン

ドなどの民俗音楽、ロックやポップスなど音

楽にあわせて踊る運動で、エアロビクスやジ

ャズダンスに近いものと考えることができま

す。しかし、心拍数を上げるとかある筋肉を

鍛えることに重点はなくて、インストラクタ
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ーの動きとずれいても一向に構わない、自分

のペースでやりたいようにどうぞ、というお

おらかさがあります。ズンバについていける

か心配、という方には、ズンバゴールドのク

ラスもあります。動きが複雑でなく、ペース

もゆったりで体に負担がかかりません。ちな

みにゴールドは、日本で言えばシルバー

（？）。リタイアしてその後の人生を楽しも

うという世代は、アメリカではゴールデンエ

イジ、ゴールデンイヤーズといいます。日本

でズンバはちょっと。。。という方も、年令

もボディサイズも幅広い人が、楽しそうに思

い思いの動きで大丈夫の、ハワイのズンバは

いかがでしょうか。誰も知っている人がいな

いのも、かえって恥ずかしくなくていいかも

しれません。たいていのクラスは男女一緒。

ほとんど力士と見まごうような体格の方も、

男女いらっしゃいます。ツイスト、サルサ、

サンバもどきの動きで汗をかくのは爽快です。

ちなみにズンバはクラスではなく、ズンバパ

ーティと呼ばれています。楽しくなくてはい

けない、というわけです。 

また、ヨガも根強い人気があります。ヨガは

ビーチに集まってするグループのビーチヨガ

もありますが、カイムキ地区にヨガのスタジ

オがたくさん集まっているところがあります。

ヨガマットを抱えて歩いている人をよく見か

けます。カイムキのレストラン街、大きな駐

車場付近に、いろいろなタイプのスタジオが

ありますので、ヨガをお好きな方は、一度お

試しになってはいかがでしょう。 

私の勤めている、ハワイ大学カピオラ二・コ

ミュニティ・カレッジでは、幅広い生涯学習

プログラムを提供しています。調理、介護、

外国語、運動、和太鼓。。。変わったところ

ではゴースト・ハンティング（幽霊探し）と

いったものまで。もちろん暦としたインスト

ラクターがいます。座って講義をきく、古く

からの教壇スタイルではなく、ハンズオン、

とにかく参加するものが多いので、英語での

授業が多少心配でも、思い切って参加なさっ

てはいかがでしょう。外国語のクラスでも、

とにかく参加して習う方式が徹底しているの

で、話す力が身につきます。 

ハワイはシニアが元気なところです。全米で

もっとも心臓病発症率が低い州です。特に

2006 年から 2010 年の間に、発症率が 4.6%か

ら 3.7%に下落しています。最も高いのはケ

ンタッキー州の 8.2%だそうです。また、

「全米で住んでみたい州」ランキングで、こ

のほどハワイは 1 位に。2001 年から連続し

て 1 位だったカリフォルニアを抜きました。

また「全米で住んでみたい街ランキング」で

はホノルル市が昨年の 14 位から 9 位に順位

を上げました。なんとなく、ハワイは観光で

訪れるところ、そんなイメージがありますが、

ロングステイしてこそ味わえるハワイのすば

らしさがあると思います。これまで、ロング

ステイクラブメンバーさんの長期留学をお手

伝いをしたり、大学キャンパスのご案内など、

メンバーの皆様とのご縁を戴いております。

ハワイは何かを学ぶには最適なところです。

ハワイの人々はホスピタリティにあふれてお

り、ご滞在中、きっとたくさんの友人がおで

きになるでしょう。どうぞ一度ダイヤモンド

ヘッドのふもとにあるキャンパスにお越しく

ださいませ。 

ハワイ大学カピオラ二・コミュニティカレッ

ジ 

ポール・S・

ホンダ国際センター 講師 佐藤さおり 
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                    ハワイハワイハワイハワイ便便便便りりりり    （ＩＩ）（ＩＩ）（ＩＩ）（ＩＩ）    

                                                        

                    スターツスターツスターツスターツ・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル・・・・ハワイハワイハワイハワイ                        畑畑畑畑    華子華子華子華子    

                          ２０１１年 １０月１１日 

（（（（本文本文本文本文はははは著者著者著者著者のののの経営経営経営経営するするするするスターツスターツスターツスターツ社社社社のののの顧客向顧客向顧客向顧客向けにけにけにけに書書書書かれたものですがかれたものですがかれたものですがかれたものですが、、、、有用有用有用有用なななな情報情報情報情報がががが含含含含まれていますのでまれていますのでまれていますのでまれていますので、、、、当会報当会報当会報当会報にににに掲掲掲掲

載載載載させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました））））    

  

アロハアロハアロハアロハ！！！！オフシーズンオフシーズンオフシーズンオフシーズンがないがないがないがないハワイハワイハワイハワイでもでもでもでも秋秋秋秋はははは

比較的静比較的静比較的静比較的静かなのですがかなのですがかなのですがかなのですが、、、、今年今年今年今年はははは８８８８月末月末月末月末ににににコオコオコオコオ

リナリナリナリナににににアウラニアウラニアウラニアウラニ・・・・ディズニーディズニーディズニーディズニーががががオープンオープンオープンオープンしししし、、、、

１１１１１１１１月月月月ははははアジアアジアアジアアジア太平洋経済協力太平洋経済協力太平洋経済協力太平洋経済協力（（（（APECAPECAPECAPEC））））会会会会

議議議議がががが開催開催開催開催されるのでされるのでされるのでされるので世界世界世界世界メディアメディアメディアメディアがががが注目注目注目注目ですですですです。。。。

首脳会議首脳会議首脳会議首脳会議のののの最終日最終日最終日最終日ももももコオリナコオリナコオリナコオリナでででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。

思思思思えばえばえばえば日本日本日本日本ののののバブルバブルバブルバブルのおのおのおのお陰陰陰陰でででで出来出来出来出来たともたともたともたとも言言言言ええええ

るるるる美美美美しいしいしいしいラグーンリゾートラグーンリゾートラグーンリゾートラグーンリゾート。。。。JALJALJALJAL 所有時代所有時代所有時代所有時代もももも

あったあったあったあったイヒラニホテルイヒラニホテルイヒラニホテルイヒラニホテル隣隣隣隣にににに米国象徴米国象徴米国象徴米国象徴ディズニディズニディズニディズニ

ーーーーがががが。。。。ここでここでここでここで野田首相野田首相野田首相野田首相がどんながどんながどんながどんな日本日本日本日本のののの発信発信発信発信をををを

されるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうか。。。。    

    

コオリナコオリナコオリナコオリナのののの隣街隣街隣街隣街、、、、カポレイカポレイカポレイカポレイにあるにあるにあるにあるハワイハワイハワイハワイ大学大学大学大学

西西西西オアフオアフオアフオアフ校校校校がががが、、、、大学敷地一部大学敷地一部大学敷地一部大学敷地一部のののの約約約約７７７７千坪千坪千坪千坪ををををハハハハ

ワイワイワイワイ東海国際大学東海国際大学東海国際大学東海国際大学にににに売却売却売却売却しししし、、、、東海大学東海大学東海大学東海大学とのとのとのとの提提提提

携強化携強化携強化携強化もももも発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。現在現在現在現在カピオラニカピオラニカピオラニカピオラニにあにあにあにあ

るるるる同校施設同校施設同校施設同校施設からからからから新校舎新校舎新校舎新校舎のののの建設建設建設建設、、、、移転移転移転移転ですですですです。。。。総総総総

工費工費工費工費１１１１億億億億ドルドルドルドルをかけをかけをかけをかけ、、、、来秋来秋来秋来秋にもにもにもにも開校開校開校開校とのこととのこととのこととのこと。。。。

親子留学親子留学親子留学親子留学ででででハワイハワイハワイハワイ移住移住移住移住されたいごされたいごされたいごされたいご家族家族家族家族にもにもにもにも注注注注

目目目目ですですですです。。。。日本政府日本政府日本政府日本政府もももも海外留学支援海外留学支援海外留学支援海外留学支援にににに１００１００１００１００億億億億

円円円円のののの援助金援助金援助金援助金をををを発表発表発表発表をしをしをしをし、、、、若者若者若者若者のののの＜＜＜＜内向内向内向内向きききき＞＞＞＞傾傾傾傾

向向向向をををを外外外外にとはにとはにとはにとは良良良良いいいい事事事事ですねですねですねですね。。。。    

    

減少減少減少減少したしたしたしたハワイハワイハワイハワイへのへのへのへの地方便地方便地方便地方便がががが、、、、米国会社米国会社米国会社米国会社によによによによ

りりりり増便増便増便増便というというというという朗報朗報朗報朗報。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、国際線国際線国際線国際線チャータチャータチャータチャータ

ーーーー会社会社会社会社、、、、サンサンサンサン・・・・プラスプラスプラスプラスがががが１１１１１１１１月月月月からからからから１１１１月月月月のののの間間間間

にににに２１２１２１２１便便便便のののの運航計画運航計画運航計画運航計画。。。。これまでこれまでこれまでこれまで直行便直行便直行便直行便のなかのなかのなかのなか

ったったったった広島広島広島広島、、、、仙台仙台仙台仙台、、、、熊本熊本熊本熊本などからなどからなどからなどから。。。。またまたまたまた、、、、デルデルデルデル

タタタタ航空航空航空航空はははは年末年末年末年末からからからから季節運航季節運航季節運航季節運航としてとしてとしてとして、、、、福岡福岡福岡福岡－－－－ホホホホ

ノルルノルルノルルノルル便便便便のののの開始開始開始開始をををを発表発表発表発表。。。。    

ハワイアンハワイアンハワイアンハワイアン航空航空航空航空もももも羽田羽田羽田羽田・・・・大阪大阪大阪大阪にににに続続続続きききき４４４４月月月月からからからから

福岡便福岡便福岡便福岡便をををを決定決定決定決定。。。。羽田羽田羽田羽田のののの国際化国際化国際化国際化にににに加加加加ええええ、、、、今後今後今後今後まままま

すますすますすますすます地地地地方方方方からからからからハワイハワイハワイハワイがががが近近近近くなりますくなりますくなりますくなります。。。。さらさらさらさら

にににに、、、、８８８８月月月月にににに中国中国中国中国のののの東方航空東方航空東方航空東方航空がががが上海上海上海上海－－－－ホノルルホノルルホノルルホノルル

直行便直行便直行便直行便をををを就航就航就航就航させましたさせましたさせましたさせました。。。。中国人中国人中国人中国人のののの流流流流れのれのれのれの直直直直

行便影響行便影響行便影響行便影響はははは大大大大きくきくきくきく、、、、中国本土中国本土中国本土中国本土からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客、、、、

投資投資投資投資がががが目立目立目立目立ちますちますちますちます。。。。    

    

ハワイハワイハワイハワイのののの““““地方地方地方地方””””であるであるであるである隣島隣島隣島隣島のののの不動産販売状不動産販売状不動産販売状不動産販売状

況況況況についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、落落落落ちちちち込込込込みみみみ続続続続けていたけていたけていたけていたハワハワハワハワ

イイイイ島島島島ののののコンドコンドコンドコンド取引取引取引取引がががが、、、、８８８８月月月月はははは昨年比昨年比昨年比昨年比２０２０２０２０％％％％増増増増。。。。

中間販売価格中間販売価格中間販売価格中間販売価格もももも２１２１２１２１％％％％上昇上昇上昇上昇していますしていますしていますしています。。。。カウカウカウカウ

アイアイアイアイ、、、、マウイマウイマウイマウイ島島島島ではまだではまだではまだではまだ価格価格価格価格はははは上昇上昇上昇上昇していましていましていましていま

せんがせんがせんがせんが、、、、販売件数販売件数販売件数販売件数がががが増増増増えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。世界中世界中世界中世界中

ででででマルティハビテーションマルティハビテーションマルティハビテーションマルティハビテーション（（（（複数複数複数複数のののの生活拠点生活拠点生活拠点生活拠点

をををを持持持持つつつつ多住生活者多住生活者多住生活者多住生活者））））層層層層がががが増増増増えるえるえるえる現象現象現象現象ももももハワイハワイハワイハワイ

不動産不動産不動産不動産にはにはにはには大大大大きなきなきなきなポイントポイントポイントポイントですですですです。。。。セカンドホセカンドホセカンドホセカンドホ

ームームームームでなくでなくでなくでなく第第第第３３３３、、、、第第第第４４４４のののの家家家家のののの方方方方もももも居居居居りりりり、、、、彼彼彼彼らららら

のののの移動移動移動移動、、、、切切切切りりりり替替替替えのえのえのえの素早素早素早素早さにはさにはさにはさには感心感心感心感心しますしますしますします。。。。

世界規模世界規模世界規模世界規模でででで成功成功成功成功するするするする人人人人はははは動動動動きがきがきがきが早早早早くくくく住居住居住居住居にににに拘拘拘拘

りますねりますねりますねりますね。。。。堅実堅実堅実堅実なのはなのはなのはなのはオアフオアフオアフオアフ島島島島。。。。住宅価格住宅価格住宅価格住宅価格はははは

まだまだまだまだ低迷気味低迷気味低迷気味低迷気味ですがですがですがですが、、、、全体全体全体全体でででで販売件数販売件数販売件数販売件数はははは８８８８月月月月

からからからから上昇傾向上昇傾向上昇傾向上昇傾向にににに。。。。一部一部一部一部のののの新新新新しめのしめのしめのしめの高級高級高級高級コンドコンドコンドコンド

物件物件物件物件はははは非居住者非居住者非居住者非居住者のののの現金買現金買現金買現金買いでいでいでいで在庫薄在庫薄在庫薄在庫薄、、、、値段値段値段値段もももも

上上上上がってきていますがってきていますがってきていますがってきています。。。。２２２２千万円前後千万円前後千万円前後千万円前後のののの投資物投資物投資物投資物

件件件件もももも引退金活用引退金活用引退金活用引退金活用などになどになどになどに人気人気人気人気でででで在庫薄状態在庫薄状態在庫薄状態在庫薄状態。。。。円円円円
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ととととカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル高高高高、、、、模様模様模様模様ですですですです。。。。    

    

MercerMercerMercerMercer’’’’s Quality of Living survey s Quality of Living survey s Quality of Living survey s Quality of Living survey によるとによるとによるとによると、、、、

ホノルルホノルルホノルルホノルルはははは住住住住みたいみたいみたいみたい良良良良質都市質都市質都市質都市ランクランクランクランク米国内米国内米国内米国内でででで

はははは１１１１位位位位をををを５５５５年連続獲得年連続獲得年連続獲得年連続獲得ですですですです。。。。またまたまたまた今年今年今年今年ははははエコエコエコエコ

都市都市都市都市としてもとしてもとしてもとしても２２２２位位位位にににに。。。。観光地観光地観光地観光地でなくでなくでなくでなく、、、、居住地居住地居住地居住地

としてとしてとしてとして世界中世界中世界中世界中からからからから注目注目注目注目されされされされ続続続続けているけているけているけている調査結調査結調査結調査結

果果果果ですねですねですねですね。「。「。「。「もっともっともっともっと長長長長くくくく滞在滞在滞在滞在したくなるしたくなるしたくなるしたくなる」「」「」「」「住住住住

んでみたくなるんでみたくなるんでみたくなるんでみたくなる」」」」にはにはにはにはクリーンクリーンクリーンクリーンなななな環境環境環境環境がががが大切大切大切大切。。。。

海海海海、、、、太陽太陽太陽太陽とととと風風風風、、、、自然自然自然自然のののの揃揃揃揃ったったったった地地地地でででで技術技術技術技術はははは進進進進んんんん

でおりでおりでおりでおり、、、、オアフオアフオアフオアフ島西部島西部島西部島西部ではではではでは、、、、太陽熱発電所太陽熱発電所太陽熱発電所太陽熱発電所がががが

建設中建設中建設中建設中。。。。太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、新海水新海水新海水新海水からくみからくみからくみからくみ

上上上上げたげたげたげた海水海水海水海水でででで冷却冷却冷却冷却システムシステムシステムシステムというというというという代替代替代替代替エネルエネルエネルエネル

ギーギーギーギーもももも実用化実用化実用化実用化されされされされ話題話題話題話題ですですですです。。。。常夏常夏常夏常夏のののの島島島島だからだからだからだから

こそこそこそこそ、、、、エコエコエコエコななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー活用活用活用活用にににに注目注目注目注目。。。。    

    

日本日本日本日本クラブクラブクラブクラブではではではでは、、、、恒例恒例恒例恒例となったとなったとなったとなったビーチクリービーチクリービーチクリービーチクリー

ンアップンアップンアップンアップ作作作作戦戦戦戦をををを主催主催主催主催。。。。早朝早朝早朝早朝からからからから地元日本人地元日本人地元日本人地元日本人がががが

２００２００２００２００人人人人もももも集合集合集合集合しししし、、、、ビーチビーチビーチビーチのののの清掃活動清掃活動清掃活動清掃活動にににに汗汗汗汗をををを

流流流流しましたしましたしましたしました。。。。参加費用参加費用参加費用参加費用としてとしてとしてとして集集集集めためためためた献金献金献金献金はははは、、、、

日本日本日本日本へのへのへのへのハワイハワイハワイハワイからからからから義捐金義捐金義捐金義捐金のおのおのおのお返返返返しもこめてしもこめてしもこめてしもこめて

地元地元地元地元のののの協会協会協会協会にににに寄付寄付寄付寄付されましたされましたされましたされました。。。。なでしこなでしこなでしこなでしこクラクラクラクラ

ブブブブというというというというハワイハワイハワイハワイからからからから日本日本日本日本をををを支援支援支援支援していこうとしていこうとしていこうとしていこうと

いういういういう女性女性女性女性グループグループグループグループもももも発足発足発足発足されましたされましたされましたされました。。。。日本日本日本日本のののの

国力国力国力国力にににに危機感高危機感高危機感高危機感高まるとまるとまるとまると、、、、海外海外海外海外のののの日本人日本人日本人日本人はははは結集結集結集結集

してきてるようですしてきてるようですしてきてるようですしてきてるようです。。。。地道地道地道地道なななな海外在住日本人海外在住日本人海外在住日本人海外在住日本人

のののの社会活動社会活動社会活動社会活動もももも、、、、日本日本日本日本ととととハワイハワイハワイハワイをををを結結結結ぶぶぶぶ支支支支えになえになえになえにな

るとるとるとると嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。    

    

さてさてさてさて、、、、今月今月今月今月はははは香港香港香港香港とととと東京東京東京東京ででででハワイハワイハワイハワイ不動産相不動産相不動産相不動産相

談会談会談会談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    東京東京東京東京セミナーセミナーセミナーセミナーではではではでは、、、、LALALALA、、、、

グアムグアムグアムグアムのののの代表代表代表代表からもからもからもからも各各各各地地地地のののの不動産状況不動産状況不動産状況不動産状況のののの説明説明説明説明

がありますがありますがありますがあります。。。。スターツスターツスターツスターツはははは今世界今世界今世界今世界２０２０２０２０拠点拠点拠点拠点でででで、、、、

駐在員駐在員駐在員駐在員だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、マルティハビテーションマルティハビテーションマルティハビテーションマルティハビテーション

のののの需要需要需要需要、、、、海外投資海外投資海外投資海外投資、、、、移住移住移住移住へのへのへのへの需要需要需要需要へもへもへもへも応応応応えてえてえてえて

いきますいきますいきますいきます。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか現地現地現地現地にいらっしゃれないにいらっしゃれないにいらっしゃれないにいらっしゃれない

方方方方もももも、、、、ぜひともごぜひともごぜひともごぜひともご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    マハロマハロマハロマハロ    

 

 

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日付日付日付日付けけけけ『『『『ハワイハワイハワイハワイ州観光局州観光局州観光局州観光局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ』』』』            

ワイルドワイルドワイルドワイルド・・・・ハワイハワイハワイハワイ・・・・オーシャンオーシャンオーシャンオーシャン・・・・アドベンチャーズアドベンチャーズアドベンチャーズアドベンチャーズ    ----    グリーングリーングリーングリーン・・・・サンドサンドサンドサンド・・・・ビーチビーチビーチビーチ・・・・ツアーツアーツアーツアーのごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

 

ワイルド・ハワイ・オーシャン・アドベンチャーズでは、美しいコナ・

コーストから南へ進み、手つかずの秘境、グリーン・サンド・ビーチ

へ向かう 5 時間のツアーを実施しています。ボートでしか近づけない

グリーン・サンド・ビーチは、だれにも邪魔されることのないグリー

ン・サンド・パラダイス。この上なく柔らかい緑の砂のビーチで日光

浴やランチ、砂遊び等、リラックスした時間をお楽しみください。帰

り道には、有名なファスト・ボート・ライド（Fast Boat Ride）で、

海岸線近くをクルーズ。溶岩洞や、潮吹き穴、波によって砕かれた岩

石層等、名所の数々を巡ります。人ごみから離れてこそ鑑賞できるハ

ワイの未開地について学ぶ忘れられない旅へとご案内します。 

 

写真提供:ワイルド・ハワイ・オーシャン・

アドベンチャーズ 
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格安ピーチが就航記念運賃 

 

                 関西関西関西関西――――福岡福岡福岡福岡・・・・札幌札幌札幌札幌「「「「２５０２５０２５０２５０円円円円」」」」    

   （（（（毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日朝刊日朝刊日朝刊日朝刊よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

    

来年来年来年来年３３３３月月月月にににに関西国際空港関西国際空港関西国際空港関西国際空港からからからから福岡福岡福岡福岡、、、、札幌便札幌便札幌便札幌便をををを就航就航就航就航するするするする全日本空輸系全日本空輸系全日本空輸系全日本空輸系のののの格安航空会社格安航空会社格安航空会社格安航空会社（（（（LCCLCCLCCLCC））））

「「「「ピーチピーチピーチピーチ・・・・アビエーションアビエーションアビエーションアビエーション」」」」はははは１５１５１５１５日日日日、、、、関西関西関西関西――――福岡便福岡便福岡便福岡便のののの片道最低料金片道最低料金片道最低料金片道最低料金をををを大手航空会社大手航空会社大手航空会社大手航空会社のののの半半半半

額以下額以下額以下額以下のののの３７８０３７８０３７８０３７８０円円円円〔〔〔〔手数料別途手数料別途手数料別途手数料別途２１０２１０２１０２１０円必要円必要円必要円必要〕、〕、〕、〕、札幌便札幌便札幌便札幌便をををを４７８０４７８０４７８０４７８０円円円円（（（（同同同同））））にするとにするとにするとにすると発表発表発表発表

したしたしたした。。。。        またまたまたまた就航就航就航就航キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンとしてとしてとしてとして１２１２１２１２月下旬月下旬月下旬月下旬からからからから、、、、片道片道片道片道２５０２５０２５０２５０円円円円（（（（２２２２路線路線路線路線５０００５０００５０００５０００

席限定席限定席限定席限定））））でででで予約販売予約販売予約販売予約販売するするするする。。。。来年来年来年来年３３３３月月月月からからからから３３３３月月月月２４２４２４２４日搭乗分日搭乗分日搭乗分日搭乗分までがまでがまでがまでが対象対象対象対象。（。（。（。（来年来年来年来年３３３３月月月月とあるのとあるのとあるのとあるの

はははは、、、、今年今年今年今年３３３３月月月月になになになになりますりますりますります））））    

主主主主ななななＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ関連航空会社関連航空会社関連航空会社関連航空会社とととと路線路線路線路線    

    

    

    

    

社名社名社名社名    拠点拠点拠点拠点    就航日就航日就航日就航日    路線数路線数路線数路線数    

ジェットスタージェットスタージェットスタージェットスター航空航空航空航空    豪州豪州豪州豪州    07070707 年年年年 3333 月月月月    成田成田成田成田――――ゴールドコーストゴールドコーストゴールドコーストゴールドコースト等等等等 5555 路線路線路線路線    

セブセブセブセブ・・・・パシフィックパシフィックパシフィックパシフィック    

航空航空航空航空    

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン    08080808 年年年年 11111111 月月月月    

    

関西関西関西関西――――マニラマニラマニラマニラ１１１１路線路線路線路線    

チェジュチェジュチェジュチェジュ航空航空航空航空    韓国韓国韓国韓国    09090909 年年年年 3333 月月月月    関西関西関西関西――――ソウルソウルソウルソウル仁川仁川仁川仁川、、、、金浦金浦金浦金浦））））などなどなどなど５５５５路線路線路線路線    

エアプサンエアプサンエアプサンエアプサン    韓国韓国韓国韓国    10101010 年年年年 3333 月月月月    成田成田成田成田――――釜山釜山釜山釜山などなどなどなど３３３３路線路線路線路線    

ジェットスタージェットスタージェットスタージェットスター・・・・アアアア

ジアジアジアジア航空航空航空航空    

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール    10101010 年年年年 7777 月月月月    関西関西関西関西――――台北台北台北台北――――シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール１１１１路線路線路線路線    

春秋航空春秋航空春秋航空春秋航空    中国中国中国中国    10101010 年年年年 7777 月月月月    茨城茨城茨城茨城――――上海上海上海上海などなどなどなど３３３３路線路線路線路線    

エアアジアエアアジアエアアジアエアアジア XXXX    マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア    10101010 年年年年 12121212 月月月月    羽田羽田羽田羽田――――クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールなどなどなどなど２２２２路路路路線線線線    

イースターイースターイースターイースター航空航空航空航空    韓国韓国韓国韓国    11111111 年年年年 5555 月月月月    成田成田成田成田――――ソウルソウルソウルソウル（（（（仁川仁川仁川仁川））））などなどなどなど２２２２路線路線路線路線    

ジンエアージンエアージンエアージンエアー    韓国韓国韓国韓国    11111111 年年年年 7777 月月月月    新千歳新千歳新千歳新千歳――――ソウルソウルソウルソウル（（（（仁川仁川仁川仁川））））などなどなどなど１１１１路線路線路線路線    

ティーウェイティーウェイティーウェイティーウェイ航空航空航空航空    韓国韓国韓国韓国    11111111 年年年年 12121212 月月月月    福岡福岡福岡福岡（（（（仁川仁川仁川仁川））））１１１１路線路線路線路線    

ピーチピーチピーチピーチ・・・・アビエーシアビエーシアビエーシアビエーシ

ョンョンョンョン    

日本日本日本日本（（（（全日空全日空全日空全日空

系系系系））））    

12121212 年年年年 3333 月月月月    関西関西関西関西・・・・新千歳新千歳新千歳新千歳などなどなどなど３３３３路線路線路線路線    

エアアジアエアアジアエアアジアエアアジア・・・・ジャパジャパジャパジャパ

ンンンン    

日本日本日本日本（（（（全日空全日空全日空全日空

系系系系））））    

12121212 年年年年８８８８月月月月    国内線国内線国内線国内線、、、、国際線双方国際線双方国際線双方国際線双方にににに就航予定就航予定就航予定就航予定    

ジェットスタージェットスタージェットスタージェットスター・・・・ジジジジ

ャパンャパンャパンャパン    

日本日本日本日本（（（（日航系日航系日航系日航系））））    12121212 年末年末年末年末まままま

でででで    

国内線国内線国内線国内線、、、、国際線双方国際線双方国際線双方国際線双方にににに就航予定就航予定就航予定就航予定    



                【健康コラム】 

 24

 



                【健康コラム】 

 25

 

 



                【健康コラム】 

 26
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ロングステイクラブロングステイクラブロングステイクラブロングステイクラブ    平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    上期活動計画上期活動計画上期活動計画上期活動計画        2012/01/212012/01/212012/01/212012/01/21    

    

月月月月    テーマテーマテーマテーマ////主な行事主な行事主な行事主な行事////活動概要活動概要活動概要活動概要        日日日日            場場場場    所所所所            概概概概    要要要要    備考備考備考備考    

    

    

１１１１

月月月月    

理事会理事会理事会理事会////上期上期上期上期 LSLSLSLS テーマ研究会テーマ研究会テーマ研究会テーマ研究会    

    

    

座談会座談会座談会座談会////田中（和）田中（和）田中（和）田中（和）    

    

新年号会報発送新年号会報発送新年号会報発送新年号会報発送////塚本・大野塚本・大野塚本・大野塚本・大野    

10101010 火火火火    

    

    

16 16 16 16 月月月月    

    

21 21 21 21 土土土土    

    

さいたま市民支援さいたま市民支援さいたま市民支援さいたま市民支援

センター（パルコ９センター（パルコ９センター（パルコ９センター（パルコ９

FFFF）（以下パルコ９）（以下パルコ９）（以下パルコ９）（以下パルコ９

Ｆ）Ｆ）Ｆ）Ｆ）    〃〃〃〃    

    

                〃〃〃〃    

LSLSLSLS 関連情報とは何関連情報とは何関連情報とは何関連情報とは何

処から、収集・伝達処から、収集・伝達処から、収集・伝達処から、収集・伝達

等等等等        

【アジア】【アジア】【アジア】【アジア】    

    

    

    

10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00    

    

    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

    

10:0010:0010:0010:00----15:0015:0015:0015:00    

    

    

    

２２２２

月月月月    

理事会理事会理事会理事会////塚本塚本塚本塚本    

    

    

LSLSLSLS・旅情報交換会・旅情報交換会・旅情報交換会・旅情報交換会////吉原吉原吉原吉原    

7777 火火火火    

    

    

24242424 金金金金    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF    

〃〃〃〃        

23232323 年度総会準備年度総会準備年度総会準備年度総会準備    

ステイ・旅情報、移ステイ・旅情報、移ステイ・旅情報、移ステイ・旅情報、移

動・生活＆旅テク動・生活＆旅テク動・生活＆旅テク動・生活＆旅テク    

10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00    

    

    

13:0013:0013:0013:00----15:0015:0015:0015:00    

    

    

３３３３

月月月月    

座談会座談会座談会座談会////田中（和）田中（和）田中（和）田中（和）    

    

23232323 年度ＬＳＣ総会年度ＬＳＣ総会年度ＬＳＣ総会年度ＬＳＣ総会    

            

終了後懇親会終了後懇親会終了後懇親会終了後懇親会    

20202020 火火火火    

    

29292929 木木木木    

パルコパルコパルコパルコ 9)9)9)9)    

    

浦和コミセン浦和コミセン浦和コミセン浦和コミセン    

１０１０１０１０F(F(F(F(第九集会第九集会第九集会第九集会

室室室室))))    

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ    

    

13:3013:3013:3013:30 受付開始受付開始受付開始受付開始    

決算報告、行動計決算報告、行動計決算報告、行動計決算報告、行動計

画、役員人事等画、役員人事等画、役員人事等画、役員人事等    

    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

    

    

    

14:0014:0014:0014:00----16:0016:0016:0016:00    

16:3016:3016:3016:30----18:0018:0018:0018:00    

 

 

４４４４

月月月月 

理事会理事会理事会理事会////塚本塚本塚本塚本    

    

川口川口川口川口    ロングステイスクールロングステイスクールロングステイスクールロングステイスクール////塚塚塚塚

本・吉原本・吉原本・吉原本・吉原    

    

春季号会報発送春季号会報発送春季号会報発送春季号会報発送////塚本・大野塚本・大野塚本・大野塚本・大野    

    

14141414 土土土土    

    

20202020 金金金金    

    

    

28282828 土土土土    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF    

    

川口市民パートナ川口市民パートナ川口市民パートナ川口市民パートナ

ーステーションーステーションーステーションーステーションM4FM4FM4FM4F    

    

パルコ９Ｆパルコ９Ｆパルコ９Ｆパルコ９Ｆ    

    

    

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア    

ハワイハワイハワイハワイ    

10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00    

    

13:0013:0013:0013:00----15:3015:3015:3015:30    

    

    

10:0010:0010:0010:00----15:0015:0015:0015:00    

    

    

    

５５５５

月月月月    

座談会座談会座談会座談会////田中（和）田中（和）田中（和）田中（和）    

東京散歩東京散歩東京散歩東京散歩////大野大野大野大野    

15151515 火火火火    

17171717 木木木木    

    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF    

六義園散策と叙情六義園散策と叙情六義園散策と叙情六義園散策と叙情

歌ライブ（巣鴨）歌ライブ（巣鴨）歌ライブ（巣鴨）歌ライブ（巣鴨）    

テーマ後日テーマ後日テーマ後日テーマ後日    

昼食をはさんで昼食をはさんで昼食をはさんで昼食をはさんで

１５：００位まで１５：００位まで１５：００位まで１５：００位まで    

詳細後日詳細後日詳細後日詳細後日    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

    

    

６６６６

月月月月    

理事会理事会理事会理事会////塚本塚本塚本塚本    

    

所沢所沢所沢所沢    ロングステイスクールロングステイスクールロングステイスクールロングステイスクール////塚塚塚塚

本・吉原本・吉原本・吉原本・吉原    

佐渡島体験ツアー佐渡島体験ツアー佐渡島体験ツアー佐渡島体験ツアー////榎・大野榎・大野榎・大野榎・大野    

5555 火火火火    

    

22222222 金金金金    

さいたま市民支援さいたま市民支援さいたま市民支援さいたま市民支援

センターセンターセンターセンター    

所沢市民会館所沢市民会館所沢市民会館所沢市民会館    

【ミューズ】【ミューズ】【ミューズ】【ミューズ】    

    

    

オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア    

東南アジア東南アジア東南アジア東南アジア    

詳細後日詳細後日詳細後日詳細後日    

10101010：：：：00000000----12:0012:0012:0012:00    

    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    
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ロングステイクラブロングステイクラブロングステイクラブロングステイクラブ    平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    下期活動計画下期活動計画下期活動計画下期活動計画        2011/01/212011/01/212011/01/212011/01/21    

 

月月月月    テーマテーマテーマテーマ////主な行事主な行事主な行事主な行事////活動概要活動概要活動概要活動概要    日日日日            場場場場    所所所所        概概概概    要要要要    適用適用適用適用    

    

    

７月７月７月７月    

下期下期下期下期 LSLSLSLS テーマ研究会テーマ研究会テーマ研究会テーマ研究会////吉原吉原吉原吉原    

    

座談会座談会座談会座談会////田中（和）田中（和）田中（和）田中（和）    

    

夏季号会報発送夏季号会報発送夏季号会報発送夏季号会報発送////塚本・大野塚本・大野塚本・大野塚本・大野    

10101010 火火火火    

    

17171717 火火火火    

    

21212121 土土土土    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF    

                

        〃〃〃〃    

    

        〃〃〃〃    

楽しい楽しい楽しい楽しい LSLSLSLS 生活の生活の生活の生活の

楽しみ方、旅テク楽しみ方、旅テク楽しみ方、旅テク楽しみ方、旅テク    

    

10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00    

    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

    

10:0010:0010:0010:00----1500150015001500    

            

    

８月８月８月８月    

    

夏休み夏休み夏休み夏休み    

    

納涼カラオケ会納涼カラオケ会納涼カラオケ会納涼カラオケ会////田中田中田中田中((((靖靖靖靖))))    

    

    

    

    

25252525 土土土土    

        

    

    

詳細後日詳細後日詳細後日詳細後日    

    

        

    

９月９月９月９月    

理事会理事会理事会理事会////塚本塚本塚本塚本    

    

    

座談会座談会座談会座談会////田中（和）田中（和）田中（和）田中（和）    

    

8888 土土土土    

    

    

11118888 火火火火    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF    

    

    

        〃〃〃〃    

    

    

    

    

10101010：：：：00000000----12121212：：：：00000000    

    

    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

    

    

１ ０１ ０１ ０１ ０

月月月月    

LSLSLSLS・情報交換会・情報交換会・情報交換会・情報交換会////吉原吉原吉原吉原    

越谷越谷越谷越谷    ロングステイスクールロングステイスクールロングステイスクールロングステイスクール////塚塚塚塚

本・吉原本・吉原本・吉原本・吉原    

秋季号会報発送秋季号会報発送秋季号会報発送秋季号会報発送////塚本・大野塚本・大野塚本・大野塚本・大野    

料理教室料理教室料理教室料理教室////林林林林    

10101010 水水水水    

19191919 金金金金    

    

20202020 土土土土    

27272727 土土土土    

パルコ９Ｆパルコ９Ｆパルコ９Ｆパルコ９Ｆ    

越谷市民センター越谷市民センター越谷市民センター越谷市民センター    

    

パルコ９Ｆパルコ９Ｆパルコ９Ｆパルコ９Ｆ    

下落合コミセン下落合コミセン下落合コミセン下落合コミセン    

    

オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア    

東南アジア東南アジア東南アジア東南アジア    

10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00    

    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

10:0010:0010:0010:00----15:0015:0015:0015:00    

10:0010:0010:0010:00----14:0014:0014:0014:00    

    

    

１ １１ １１ １１ １

月月月月    

座談会座談会座談会座談会////田中（和）田中（和）田中（和）田中（和）    

新人会員の会新人会員の会新人会員の会新人会員の会    

打ち上げツアー打ち上げツアー打ち上げツアー打ち上げツアー    ソウル、ソウル、ソウル、ソウル、    台北台北台北台北

又は上海又は上海又は上海又は上海////吉原吉原吉原吉原    

20202020 火火火火    

    

22222222 金金金金

～～～～24242424    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF        

    

２泊３日２泊３日２泊３日２泊３日    

年末プロ他年末プロ他年末プロ他年末プロ他    

詳細後日詳細後日詳細後日詳細後日    

    

    

格安パッケージ格安パッケージ格安パッケージ格安パッケージ

研究の旅研究の旅研究の旅研究の旅    

13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    

    

    

    

１ ２１ ２１ ２１ ２

月月月月    

理事会理事会理事会理事会////塚本塚本塚本塚本    

    

忘年会忘年会忘年会忘年会    

    

    

8888 土土土土    

    

14141414 金金金金    

パルコ９パルコ９パルコ９パルコ９FFFF    

    

南浦和南浦和南浦和南浦和    

次年度テーマ次年度テーマ次年度テーマ次年度テーマ    10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00    



                【編集後記】 

★ ★★ ２０１２年 ＮＰＯ法人ロングステイクラブ総会のご案内 ★★★ 
会員の皆様へ 
２０１２年総会が下記の通り行われますので、ご出席のほどお願い申し上げます。 
同封の葉書に出席の可否をご記入頂き、欠席の方は委任状欄に署名捺印並びに必要事項

をご記入ください。 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：２０１２年３月２９日(木)  １４：００～１５：００ 
場所：浦和パルコ１０階 浦和コミュニティセンター  第九集会室 
議題：役員人事、２０１１年度会計報告、前年度活動報告、今年度活動計画、会報発行等 

以上 
  
 
 
 
編集後記 
会員の皆様 明けましておめでとうございます。昨年は東日本大震災・福島原発事故が日

本に計り知れない災いと、それに続く試練をもたらしました。被災地の方々も苦難を乗り

越え復興への道筋を確かにする年を迎えております。我々ＮＰＯロングステイクラブも復

興・再生への希望を共有し、思いを新たに２０１２年に船出をしていきましょう。 
 
 
２０１２年 新年号 Ｖｏｌ.７９ 
発効日  ２０１２年 １月２１日 
発行人    塚本 茂 
編集・校正  大野康昭 

その他編集員 
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                【広告】    

 

 31



                『広告』 
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