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ロングステイロングステイロングステイロングステイをををを推薦推薦推薦推薦するするするする    

          

           ＮＰＯロングステイクラブ理事長 塚本茂                      

北海道編北海道編北海道編北海道編    

  北海道北海道北海道北海道のののの市町村窓口市町村窓口市町村窓口市町村窓口ガイドガイドガイドガイド    

推進推進推進推進しているしているしているしているとととところはころはころはころはリタイアリタイアリタイアリタイア後後後後のののの人生人生人生人生でででで第第第第２２２２のののの故郷故郷故郷故郷をををを北海道北海道北海道北海道でででで探探探探したいというしたいというしたいというしたいという人人人人々々々々にににに向向向向    

けさまざまなけさまざまなけさまざまなけさまざまな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが着着着着々々々々すすんでいますすすんでいますすすんでいますすすんでいます。。。。    

北海道北海道北海道北海道のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、行政行政行政行政をををを上上上上げてげてげてげてロングステイロングステイロングステイロングステイやややや移住移住移住移住のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを積極的積極的積極的積極的にににに    

数多数多数多数多くのくのくのくの市町村市町村市町村市町村ががががワンストップワンストップワンストップワンストップ窓口窓口窓口窓口をををを説置説置説置説置してしてしてして、、、、問問問問いいいい合合合合わせやわせやわせやわせや相談相談相談相談にににに応応応応じていますじていますじていますじています。。。。    

                        

「「「「ロングステイロングステイロングステイロングステイ受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる市町村市町村市町村市町村」」」」    

    

１１１１    当別町電話当別町電話当別町電話当別町電話 0133013301330133－－－－２３２３２３２３－－－－３０７３３０７３３０７３３０７３アクセスアクセスアクセスアクセス新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港７５７５７５７５分分分分（（（（JRJRJRJR））））----石狩石狩石狩石狩    

        当別駅当別駅当別駅当別駅。。。。    

２２２２    小樽市電話小樽市電話小樽市電話小樽市電話 0134013401340134－－－－３２３２３２３２－－－－4111411141114111 アクセスアクセスアクセスアクセス新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（７０７０７０７０分分分分））））(JR)(JR)(JR)(JR)快快快快    

３３３３    室蘭市電話室蘭市電話室蘭市電話室蘭市電話 0143014301430143－－－－25252525ーーーー2181218121812181 アクセスアクセスアクセスアクセス新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（５０５０５０５０分分分分）（）（）（）（JRJRJRJR））））特急特急特急特急    

４４４４    伊達市電話伊達市電話伊達市電話伊達市電話 0142014201420142－－－－23232323ーーーー3331333133313331 アクセスアクセスアクセスアクセス新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（７０７０７０７０）（）（）（）（JRJRJRJR））））伊達駅伊達駅伊達駅伊達駅    

５５５５    浦河町電話浦河町電話浦河町電話浦河町電話 0146014601460146－－－－22222222－－－－2311231123112311 アクセスアクセスアクセスアクセスととかちととかちととかちととかち帯広空港帯広空港帯広空港帯広空港９０９０９０９０分市街中心部分市街中心部分市街中心部分市街中心部    

６６６６    函館市電話函館市電話函館市電話函館市電話 0138013801380138ーーーー21212121－－－－3621362136213621 アクセスアクセスアクセスアクセス函館空港函館空港函館空港函館空港２０２０２０２０分分分分（（（（バスバスバスバス）（）（）（）（JRJRJRJR））））函館函館函館函館    

７７７７    森町森町森町森町電話電話電話電話 01374013740137401374－－－－2222－－－－2181218121812181 アクセスアクセスアクセスアクセス函館空港函館空港函館空港函館空港（（（（バスバスバスバス））））２０２０２０２０分分分分（（（（JRJRJRJR））））函館函館函館函館    

８８８８    八雲町電話八雲町電話八雲町電話八雲町電話 0137―0137―0137―0137―６２６２６２６２―2111―2111―2111―2111 アクセスアクセスアクセスアクセス函館空港函館空港函館空港函館空港（（（（バスバスバスバス））））２０２０２０２０分函館駅分函館駅分函館駅分函館駅６０６０６０６０    

９９９９    東川町電話東川町電話東川町電話東川町電話 0166016601660166－－－－82828282－－－－2111211121112111 アクセスアクセスアクセスアクセス旭川空港旭川空港旭川空港旭川空港１０１０１０１０分分分分（（（（バスバスバスバス））））東川町東川町東川町東川町１０１０１０１０１０１０１０１０網走市網走市網走市網走市

電話電話電話電話 0152015201520152----44444444----6111611161116111 アクセスアクセスアクセスアクセス女萬別空港女萬別空港女萬別空港女萬別空港（（（（バスバスバスバス））））３０３０３０３０分網走駅分網走駅分網走駅分網走駅    

    

ロングステイロングステイロングステイロングステイやおやおやおやお試試試試しししし暮暮暮暮らしについてもらしについてもらしについてもらしについても上記以外上記以外上記以外上記以外にもにもにもにも窓口説置窓口説置窓口説置窓口説置しているしているしているしている市町村市町村市町村市町村はははは７４７４７４７４にににに    

ぼぼぼぼりますのでりますのでりますのでりますので、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく一度一度一度一度行行行行ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。        
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        なぜなぜなぜなぜ老後老後老後老後ははははフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンなのかなのかなのかなのか    

                          小松崎憲子小松崎憲子小松崎憲子小松崎憲子    

 

（参考までにと、一寸昔の原稿をいただきましたが、今でも十分会員諸子の役に立つ情報が記

載されてますので、ご紹介します。） 

    

皆様皆様皆様皆様こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。始始始始めましてめましてめましてめまして。。。。小松崎憲子小松崎憲子小松崎憲子小松崎憲子（（（（こまつざきのりここまつざきのりここまつざきのりここまつざきのりこ））））ですですですです。。。。    

このこのこのこの度度度度はははは、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のののの機関紙機関紙機関紙機関紙のののの貴重貴重貴重貴重なななな紙面紙面紙面紙面をををを割割割割いていていていて頂頂頂頂いていていていて感謝感謝感謝感謝にににに絶絶絶絶えませんえませんえませんえません。。。。どのようなどのようなどのようなどのような内容内容内容内容

にしたらよいのかとにしたらよいのかとにしたらよいのかとにしたらよいのかと迷迷迷迷っていたのですがっていたのですがっていたのですがっていたのですが、、、、結局今結局今結局今結局今のののの私私私私ののののフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン生活生活生活生活をありのままをありのままをありのままをありのまま書書書書くのがくのがくのがくのが

一番一番一番一番だとだとだとだと担当者担当者担当者担当者のののの方方方方にもにもにもにも言言言言われわれわれわれ、、、、そのようにすることそのようにすることそのようにすることそのようにすることにしましたにしましたにしましたにしました。。。。    

    このこのこのこの私私私私のののの一遍一遍一遍一遍のののの拙文拙文拙文拙文がががが皆様方皆様方皆様方皆様方のおのおのおのお役役役役にににに立立立立つとはつとはつとはつとは到底考到底考到底考到底考えられませんがえられませんがえられませんがえられませんが、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のののの標榜標榜標榜標榜されてされてされてされて

いるいるいるいる、、、、柔柔柔柔らかならかならかならかな，，，，優優優優しいしいしいしい、、、、しなやかなしなやかなしなやかなしなやかな発想発想発想発想でででで、、、、私共私共私共私共シルバーエイジシルバーエイジシルバーエイジシルバーエイジのののの幸幸幸幸せのためにせのためにせのためにせのために、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの

ヒントヒントヒントヒントやひらめきをやひらめきをやひらめきをやひらめきを感感感感じてじてじてじて頂頂頂頂けたらどんなにけたらどんなにけたらどんなにけたらどんなに嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい事事事事でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    私私私私ががががフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに引越引越引越引越しましたのはしましたのはしましたのはしましたのは、、、、今今今今からからからから丁度丁度丁度丁度３３３３年前年前年前年前になりますになりますになりますになります。。。。そこからそこからそこからそこから遡遡遡遡ることることることること約約約約１１１１

００００年前年前年前年前（（（（１９８４１９８４１９８４１９８４年年年年、、、、５７５７５７５７才才才才））））どのみちどのみちどのみちどのみち６０６０６０６０才定年退職後才定年退職後才定年退職後才定年退職後はははは、、、、自分自分自分自分のののの生活水準生活水準生活水準生活水準をををを、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの

よりよりよりより年金額年金額年金額年金額にまでおとさなければならないのはにまでおとさなければならないのはにまでおとさなければならないのはにまでおとさなければならないのは自明自明自明自明のののの理理理理ですですですです。。。。それをそれをそれをそれを何何何何とかしてせめてとかしてせめてとかしてせめてとかしてせめて現職当現職当現職当現職当

時時時時のののの水準水準水準水準をををを維持維持維持維持すすすするるるる方法方法方法方法はないものだろうかはないものだろうかはないものだろうかはないものだろうか。。。。先輩諸氏先輩諸氏先輩諸氏先輩諸氏のののの話話話話をををを聞聞聞聞くまでもなくくまでもなくくまでもなくくまでもなく、、、、年金生活年金生活年金生活年金生活のののの将将将将

来来来来ははははジリジリジリジリ貧貧貧貧になるになるになるになる事間違事間違事間違事間違いありませんのでいありませんのでいありませんのでいありませんので・・・・・・・・・・・・随分贅沢随分贅沢随分贅沢随分贅沢なことをなことをなことをなことを言言言言っているとっているとっているとっていると思思思思われるでしわれるでしわれるでしわれるでし

ょうがょうがょうがょうが、、、、自分自分自分自分しかしかしかしか頼頼頼頼れるもののいないれるもののいないれるもののいないれるもののいない一人暮一人暮一人暮一人暮らしのらしのらしのらしの女性女性女性女性にとってにとってにとってにとって、、、、考考考考えればえればえればえれば考考考考えるほどえるほどえるほどえるほど不安不安不安不安がががが

増増増増してきますしてきますしてきますしてきます。。。。    

それをそれをそれをそれを少少少少しでもしでもしでもしでも和和和和らげるにはらげるにはらげるにはらげるには、、、、物価物価物価物価がががが安安安安くてくてくてくて、、、、寒寒寒寒いいいい冬冬冬冬がなくがなくがなくがなく、、、、人手人手人手人手のののの多多多多いいいい、、、、南国南国南国南国にににに住住住住むむむむ以外以外以外以外にににに

方法方法方法方法はないだろうはないだろうはないだろうはないだろう、、、、とのとのとのとの結論結論結論結論にににに達達達達するのにそうするのにそうするのにそうするのにそう時間時間時間時間はかかりませんでしたはかかりませんでしたはかかりませんでしたはかかりませんでした。。。。    

    退職退職退職退職のののの翌年翌年翌年翌年からからからから、、、、嘱託嘱託嘱託嘱託というというというという比較的時間比較的時間比較的時間比較的時間のののの自由自由自由自由なななな身分身分身分身分をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、年年年年にににに三回三回三回三回、、、、多多多多いときはいときはいときはいときは４４４４

回回回回もももも海外海外海外海外にににに出向出向出向出向きききき、、、、あちあちあちあちこちこちこちこち永住先永住先永住先永住先をををを探探探探しししし回回回回ったものですったものですったものですったものです。。。。ここぞとここぞとここぞとここぞと思思思思ったところにはったところにはったところにはったところには何回何回何回何回もももも

行行行行きましたきましたきましたきました。。。。勿論英語勿論英語勿論英語勿論英語はははは必須条件必須条件必須条件必須条件とととと考考考考ええええ海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行とととと平行平行平行平行してしてしてして一日平均一日平均一日平均一日平均５５５５時間以上時間以上時間以上時間以上ＡＢＣＡＢＣＡＢＣＡＢＣからからからから勉勉勉勉

強強強強しましたしましたしましたしました。。。。    

    あこがれのあこがれのあこがれのあこがれのハワイハワイハワイハワイ、、、、ロスアンジェルスロスアンジェルスロスアンジェルスロスアンジェルスはははは折角行折角行折角行折角行ったけれどったけれどったけれどったけれど、、、、飛行機飛行機飛行機飛行機でででで十何時間十何時間十何時間十何時間もかかってもかかってもかかってもかかって遠遠遠遠

くてだめくてだめくてだめくてだめ。。。。グアムグアムグアムグアムややややシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールややややマレイシアマレイシアマレイシアマレイシアののののペナンペナンペナンペナン島島島島はははは素敵素敵素敵素敵だけどだけどだけどだけど小小小小さなさなさなさな島島島島でででで、、、、すぐすぐすぐすぐ飽飽飽飽きききき

てしまうからだめてしまうからだめてしまうからだめてしまうからだめ。。。。インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアもももも今一今一今一今一だしだしだしだし、、、、そのそのそのその頃頃頃頃ははははフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンはははは全然視野全然視野全然視野全然視野にににに入入入入っていませっていませっていませっていませ

んでしたんでしたんでしたんでした。。。。これではこれではこれではこれでは方向転換方向転換方向転換方向転換せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないかなないかなないかなないかな、、、、とととと考考考考えはじめたえはじめたえはじめたえはじめた頃頃頃頃、、、、永住先永住先永住先永住先としてのとしてのとしてのとしてのフィリフィリフィリフィリ

ピンピンピンピンのののの存在存在存在存在がががが急浮急浮急浮急浮上上上上したのですしたのですしたのですしたのです。。。。    

    たまたまそのたまたまそのたまたまそのたまたまその時時時時おおおお世話世話世話世話になったそのになったそのになったそのになったその旅行社旅行社旅行社旅行社のののの日本人担当者日本人担当者日本人担当者日本人担当者にににに、、、、何気何気何気何気なくなくなくなくフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンでででで暮暮暮暮らしらしらしらし

てみたいのだがとてみたいのだがとてみたいのだがとてみたいのだがと問問問問いかけたところいかけたところいかけたところいかけたところ「「「「それならそれならそれならそれなら（（（（東京東京東京東京のののの））））フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン大使館大使館大使館大使館のののの行行行行けばけばけばけば」」」」とととと言言言言っっっっ

てくれたそのてくれたそのてくれたそのてくれたその一言一言一言一言がががが、、、、そのそのそのその後後後後のののの私私私私のののの運命運命運命運命をををを急転急転急転急転させましたさせましたさせましたさせました。。。。    
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    フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン生活生活生活生活をををを始始始始めためためためた当座当座当座当座はははは、、、、こちらにいるこちらにいるこちらにいるこちらにいる日本人日本人日本人日本人のののの方方方方がががが、、、、何何何何くれとなくおくれとなくおくれとなくおくれとなくお世話世話世話世話くださいくださいくださいください

ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、このこのこのこの輝輝輝輝かしいかしいかしいかしい新天地新天地新天地新天地でででで新生活新生活新生活新生活にはいるにはいるにはいるにはいる喜喜喜喜びにびにびにびに胸胸胸胸をををを膨膨膨膨らませつつらませつつらませつつらませつつ、、、、割合割合割合割合すんなりすんなりすんなりすんなり溶溶溶溶

けけけけ込込込込めるかにめるかにめるかにめるかに思思思思えたのですえたのですえたのですえたのです。。。。ところがところがところがところが少少少少しししし慣慣慣慣れてくるとれてくるとれてくるとれてくると、、、、長年英語長年英語長年英語長年英語のののの勉強勉強勉強勉強をしていたにもかかをしていたにもかかをしていたにもかかをしていたにもかか

わらずわらずわらずわらず、、、、意思意思意思意思のののの伝達伝達伝達伝達ががががスムーズスムーズスムーズスムーズにいかないもどかしさににいかないもどかしさににいかないもどかしさににいかないもどかしさに、、、、いらいらがいらいらがいらいらがいらいらが重重重重なりなりなりなり、、、、誰彼誰彼誰彼誰彼かまわずかまわずかまわずかまわず怒怒怒怒

ったりったりったりったり叱叱叱叱ったりったりったりったり、、、、そのそのそのその結果自己嫌悪結果自己嫌悪結果自己嫌悪結果自己嫌悪にににに陥陥陥陥ったりとったりとったりとったりと悪循環連続悪循環連続悪循環連続悪循環連続でででで、、、、今思今思今思今思いいいい出出出出してもさぞかしひどしてもさぞかしひどしてもさぞかしひどしてもさぞかしひど

いいいい形相形相形相形相をしていたのではなかったかとをしていたのではなかったかとをしていたのではなかったかとをしていたのではなかったかと恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい思思思思いがしますいがしますいがしますいがします。。。。次次次次にににに悩悩悩悩まされましたのはまされましたのはまされましたのはまされましたのはフィフィフィフィ

リピンリピンリピンリピン人気質人気質人気質人気質ですですですです。。。。私私私私のののの一方的一方的一方的一方的なななな日本流日本流日本流日本流をををを押押押押しししし付付付付けるのでけるのでけるのでけるので、、、、またまたそこでまたまたそこでまたまたそこでまたまたそこで行行行行きききき違違違違いやいやいやいやギャッギャッギャッギャッ

ププププがおがおがおがお互互互互いをいをいをいを不安不安不安不安にしますにしますにしますにします。。。。それでもそれでもそれでもそれでも幸幸幸幸いなことにいなことにいなことにいなことに私私私私はははは多少日本多少日本多少日本多少日本がががが出来出来出来出来るるるるフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人人人人のののの姪姪姪姪とととと

同居同居同居同居してますのでしてますのでしてますのでしてますので、、、、彼女彼女彼女彼女ががががメイドメイドメイドメイドやややや運転手運転手運転手運転手やそのやそのやそのやその他他他他ののの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とのとのとのとの調整役調整役調整役調整役をしてくれましをしてくれましをしてくれましをしてくれまし

たのでたのでたのでたので、、、、まあまあまあまあ何何何何とかとかとかとか乗乗乗乗りりりり越越越越えらえらえらえられたのかもしれませんれたのかもしれませんれたのかもしれませんれたのかもしれません。。。。そうやってそうやってそうやってそうやって頑張頑張頑張頑張ったったったった結果結果結果結果、、、、１１１１年目年目年目年目はははは夢夢夢夢

中中中中、、、、２２２２年目年目年目年目でやっとでやっとでやっとでやっと自信自信自信自信がががが付付付付きききき，，，，３３３３年経年経年経年経ったったったった今今今今ではではではでは、、、、おおおお友達友達友達友達やおやおやおやお知知知知りりりり合合合合いもいもいもいも増増増増ええええ、、、、英語英語英語英語もももも多少多少多少多少

はははは人様人様人様人様にににに通訳通訳通訳通訳してあげられるようになりしてあげられるようになりしてあげられるようになりしてあげられるようになり、、、、住住住住めばめばめばめば都都都都のののの心境心境心境心境にににに近近近近づいたかなとづいたかなとづいたかなとづいたかなと思思思思えるようになりえるようになりえるようになりえるようになり

ましたましたましたました。。。。    

今今今今ではではではではフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに自分自分自分自分のののの残残残残るるるる人生人生人生人生をををを託託託託してしてしてして本当本当本当本当によかったとによかったとによかったとによかったと心心心心からからからから喜喜喜喜んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

今日今日今日今日はははは、、、、仲良仲良仲良仲良しのおしのおしのおしのお友達友達友達友達やややや日本日本日本日本からのおからのおからのおからのお客様客様客様客様をおをおをおをお誘誘誘誘いしていしていしていして、、、、マニラマニラマニラマニラ郊外郊外郊外郊外のののの、、、、或或或或るるるるナーシングナーシングナーシングナーシング

ホームホームホームホーム（（（（老人老人老人老人ホームホームホームホーム・・・・日本人経営日本人経営日本人経営日本人経営））））にににに体験宿泊体験宿泊体験宿泊体験宿泊にににに行行行行くことになっていますくことになっていますくことになっていますくことになっています。。。。以前一度以前一度以前一度以前一度そこのそこのそこのそこの施施施施

設設設設をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして、、、、おおおお夕食会夕食会夕食会夕食会をををを計画計画計画計画したしたしたしたことがありますことがありますことがありますことがあります。。。。そのそのそのその時時時時、、、、素敵素敵素敵素敵ななななガーデンガーデンガーデンガーデンのふかふかののふかふかののふかふかののふかふかの

芝生芝生芝生芝生のののの上上上上でででで、、、、おおおお月様月様月様月様をををを眺眺眺眺めながらめながらめながらめながら日本食日本食日本食日本食をををを頂頂頂頂いたいたいたいた何何何何ともともともとも言言言言えないえないえないえないロマンチックロマンチックロマンチックロマンチックなななな体験体験体験体験をしていをしていをしていをしてい

ますがますがますがますが、、、、わざとそのわざとそのわざとそのわざとその事事事事をををを誰誰誰誰にもにもにもにも言言言言わずにわずにわずにわずに黙黙黙黙ってってってって連連連連れてれてれてれて行行行行くつもりですくつもりですくつもりですくつもりです。。。。彼彼彼彼らがどんならがどんならがどんならがどんな反応反応反応反応をををを示示示示

すかとてもすかとてもすかとてもすかとても楽楽楽楽しみですしみですしみですしみです。。。。    

昨日昨日昨日昨日、、、、マカティーマカティーマカティーマカティー（（（（メトロマニラメトロマニラメトロマニラメトロマニラのののの中心街中心街中心街中心街））））のののの或或或或るるるる銀行銀行銀行銀行でででで用用用用をををを足足足足してのしてのしてのしての帰帰帰帰りりりり、、、、そこのそこのそこのそこの豪華豪華豪華豪華ママママ

ンションンションンションンションにににに住住住住んでるんでるんでるんでる日本人日本人日本人日本人のごのごのごのご家庭家庭家庭家庭をををを２２２２軒訪問軒訪問軒訪問軒訪問するするするする機会機会機会機会にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。一軒一軒一軒一軒はははは一人一人一人一人っっっっ子子子子のののの息息息息

子子子子さんがさんがさんがさんが、、、、おおおお父様父様父様父様のののの老後老後老後老後のののの面倒面倒面倒面倒をみているおをみているおをみているおをみているお宅宅宅宅ですですですです。。。。訓練訓練訓練訓練されたされたされたされたメイドメイドメイドメイドさんがいますのでさんがいますのでさんがいますのでさんがいますので、、、、息息息息

子子子子さんがいちいちさんがいちいちさんがいちいちさんがいちいち手手手手をををを差差差差しのべるわけではしのべるわけではしのべるわけではしのべるわけでは有有有有りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、病気病気病気病気がちだったおがちだったおがちだったおがちだったお父上父上父上父上にはにはにはには、、、、フィリフィリフィリフィリ

ピンピンピンピンのののの気候風土気候風土気候風土気候風土がががが一番一番一番一番とととと判断判断判断判断されてのされてのされてのされての上上上上だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。事実事実事実事実おおおお父上父上父上父上はとてもはとてもはとてもはとても元気元気元気元気になったとおっになったとおっになったとおっになったとおっ

しゃっていましたしゃっていましたしゃっていましたしゃっていました。。。。    

もうもうもうもう一軒一軒一軒一軒のおのおのおのお宅宅宅宅はははは７０７０７０７０才才才才をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた女性女性女性女性がおがおがおがお一人一人一人一人でででで住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。とととと言言言言ってもってもってもってもメイドメイドメイドメイドさんさんさんさん、、、、看看看看

護婦護婦護婦護婦さんさんさんさん、、、、コックコックコックコックさんがいてさんがいてさんがいてさんがいて、、、、何不自由何不自由何不自由何不自由はないのですがはないのですがはないのですがはないのですが、、、、実実実実はごはごはごはご本人本人本人本人はははは緑内障緑内障緑内障緑内障をををを患患患患ったったったった結果失結果失結果失結果失

明明明明してしまったそうでしてしまったそうでしてしまったそうでしてしまったそうで、、、、そのそのそのその上何年上何年上何年上何年かかかか前前前前にににに重重重重いいいい病気病気病気病気をされをされをされをされ、、、、それそれそれそれ以来半身不随以来半身不随以来半身不随以来半身不随となりとなりとなりとなり今今今今そのそのそのその豪豪豪豪

華華華華マンションマンションマンションマンションででででリハビリリハビリリハビリリハビリにににに専念専念専念専念なさっていますなさっていますなさっていますなさっています。。。。ごごごご主人主人主人主人はとっくにおはとっくにおはとっくにおはとっくにお亡亡亡亡くなりになりくなりになりくなりになりくなりになり、、、、息子息子息子息子ささささ

んんんん夫婦夫婦夫婦夫婦はははは日日日日本本本本にににに会社会社会社会社があってがあってがあってがあって側側側側にいてあげられないのだそうですにいてあげられないのだそうですにいてあげられないのだそうですにいてあげられないのだそうです。。。。以前一度息子以前一度息子以前一度息子以前一度息子さんにおさんにおさんにおさんにお会会会会いいいい

したしたしたした時時時時、、、、せいぜいせいぜいせいぜいせいぜい一一一一ヶヶヶヶ月月月月にににに一回一回一回一回しかしかしかしか来来来来てあげられないがてあげられないがてあげられないがてあげられないが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも日本日本日本日本ではこれだけのではこれだけのではこれだけのではこれだけの看護看護看護看護はははは

望望望望めないしめないしめないしめないし、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンのののの気候風土気候風土気候風土気候風土やややや、、、、優優優優しくしくしくしく面倒面倒面倒面倒をみてくれるをみてくれるをみてくれるをみてくれるフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人達人達人達人達のののの気持気持気持気持ちがちがちがちが母母母母

親親親親ののののリハビリリハビリリハビリリハビリにあっているとにあっているとにあっているとにあっていると判断判断判断判断されされされされ、、、、一人一人一人一人ではではではでは寂寂寂寂しいかもしれないがしいかもしれないがしいかもしれないがしいかもしれないが、、、、ここをここをここをここを選択選択選択選択したのだしたのだしたのだしたのだ

とおっしゃっていましたとおっしゃっていましたとおっしゃっていましたとおっしゃっていました。。。。    

おおおお気気気気のののの毒毒毒毒なのでなのでなのでなので少少少少しでもしでもしでもしでも楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで頂頂頂頂けたらとけたらとけたらとけたらと、、、、機会機会機会機会あるあるあるある毎毎毎毎にそのおにそのおにそのおにそのお宅宅宅宅におにおにおにお寄寄寄寄りしてはりしてはりしてはりしては、、、、しばしばしばしば
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しばおしゃべりにしばおしゃべりにしばおしゃべりにしばおしゃべりに時時時時をををを過過過過ごしてごしてごしてごして来来来来るようにしていまするようにしていまするようにしていまするようにしています。。。。    

もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの例例例例はははは、、、、２２２２週間週間週間週間ほどほどほどほど前前前前、、、、こちらでこちらでこちらでこちらで発行発行発行発行されているされているされているされている日本字新聞日本字新聞日本字新聞日本字新聞「「「「マニラマニラマニラマニラ新聞新聞新聞新聞」」」」にたまにたまにたまにたま

たまたまたまたま私私私私のののの記事記事記事記事がががが載載載載ったところったところったところったところ、、、、それをそれをそれをそれを見見見見たたたたマニラマニラマニラマニラ在住在住在住在住のののの有名有名有名有名なななな日本人日本人日本人日本人のののの長老長老長老長老（（（（９２９２９２９２才才才才、、、、あるあるあるある日日日日

系企業系企業系企業系企業のののの顧問顧問顧問顧問））））からおからおからおからお電話電話電話電話があってがあってがあってがあって、、、、実実実実はははは自分自分自分自分のののの女房女房女房女房ははははアルツマイマーアルツマイマーアルツマイマーアルツマイマー気味気味気味気味でででで、、、、一人一人一人一人でででで日本日本日本日本にににに

置置置置いておくわけにもいかずいておくわけにもいかずいておくわけにもいかずいておくわけにもいかず、、、、自分自分自分自分のののの側側側側にいてもらっているがにいてもらっているがにいてもらっているがにいてもらっているが、、、、寂寂寂寂しがってししがってししがってししがってし方方方方がががが無無無無いいいい。。。。かわいかわいかわいかわい

そうなのでちょっとでもいいからそうなのでちょっとでもいいからそうなのでちょっとでもいいからそうなのでちょっとでもいいから話相手話相手話相手話相手にににに来来来来てやってくれないかとのてやってくれないかとのてやってくれないかとのてやってくれないかとの事事事事でしたでしたでしたでした。。。。大変光栄大変光栄大変光栄大変光栄なこなこなこなこ

とですのでとですのでとですのでとですので、、、、明日明日明日明日ナーシングホームナーシングホームナーシングホームナーシングホームからからからから帰帰帰帰ったらったらったらったら、、、、すぐにでもすぐにでもすぐにでもすぐにでも訪問訪問訪問訪問しようとしようとしようとしようと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

「「「「家事家事家事家事をやってくれるをやってくれるをやってくれるをやってくれるメイドメイドメイドメイドさんがいてさんがいてさんがいてさんがいて、、、、おおおお抱抱抱抱ええええ運転手運転手運転手運転手がいてがいてがいてがいて、、、、いったいいったいいったいいったい貴方貴方貴方貴方はははは何何何何をやってをやってをやってをやって

くらしているのですかくらしているのですかくらしているのですかくらしているのですか。。。。よくよくよくよく退屈退屈退屈退屈しませんねしませんねしませんねしませんね。」。」。」。」とととと日本日本日本日本からからからから我我我我がががが家家家家ににににホームステイホームステイホームステイホームステイにいらっしゃにいらっしゃにいらっしゃにいらっしゃ

るおるおるおるお客様客様客様客様がががが、、、、必必必必ずとずとずとずと言言言言っていいほどこうっていいほどこうっていいほどこうっていいほどこう質問質問質問質問なさいますなさいますなさいますなさいます。。。。でもでもでもでも私私私私はこのようにはこのようにはこのようにはこのように結構忙結構忙結構忙結構忙しいのでしいのでしいのでしいので

すすすす。。。。そのそのそのその上上上上、、、、年年年年にににに３３３３回回回回はははは用足用足用足用足しとしとしとしと遊遊遊遊びにびにびにびに日本日本日本日本にににに帰帰帰帰りますしりますしりますしりますし、、、、年年年年にににに４４４４、、、、５５５５回回回回おおおお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの海海海海ののののリリリリ

ゾートダイビングゾートダイビングゾートダイビングゾートダイビングにににに出出出出かけますかけますかけますかけます。。。。そのそのそのその他一週間他一週間他一週間他一週間にににに一度英語一度英語一度英語一度英語のののの家庭教師家庭教師家庭教師家庭教師にににに来来来来てもらいてもらいてもらいてもらい、、、、フラメンフラメンフラメンフラメン

コダンスコダンスコダンスコダンスのののの稽古稽古稽古稽古にににに週週週週２２２２回出回出回出回出かけかけかけかけ、、、、時時時時にはにはにはにはマニラマニラマニラマニラ空港空港空港空港までまでまでまで日本日本日本日本からのおからのおからのおからのお客様客様客様客様をををを送迎送迎送迎送迎しししし、、、、一日一日一日一日にににに２２２２,3,3,3,3

時間時間時間時間、、、、日日日日によってはによってはによってはによっては４４４４,5,5,5,5 時間時間時間時間、、、、コンピューコンピューコンピューコンピューターターターターとにらめっことにらめっことにらめっことにらめっこ。。。。EEEE メールメールメールメールでででで入入入入ってくるおってくるおってくるおってくるお手紙手紙手紙手紙にににに

人生相談人生相談人生相談人生相談もどきのおもどきのおもどきのおもどきのお返事返事返事返事にににに熱中熱中熱中熱中しししし・・・・・・・・・・・・等等等等々。々。々。々。はじめははじめははじめははじめは経済的経済的経済的経済的なななな理由理由理由理由でででで思思思思いいいい立立立立ったったったったフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン

永住永住永住永住でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、日本日本日本日本にいたのではそのままにいたのではそのままにいたのではそのままにいたのではそのまま埋埋埋埋もれてもれてもれてもれて終終終終わりをわりをわりをわりを迎迎迎迎えたかもしれないえたかもしれないえたかもしれないえたかもしれない私私私私のののの人生人生人生人生はははは、、、、

今今今今やややや思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない方向方向方向方向にににに拡大発展拡大発展拡大発展拡大発展しつつありますしつつありますしつつありますしつつあります。。。。    

私私私私のののの年金年金年金年金はははは結構十分結構十分結構十分結構十分いただいていますいただいていますいただいていますいただいています。。。。しかししかししかししかし日本日本日本日本にいてにいてにいてにいて、、、、ましてましてましてまして家事漬家事漬家事漬家事漬けになっていたのけになっていたのけになっていたのけになっていたの

ではではではでは、、、、経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも時間的時間的時間的時間的にもこれだけのことはにもこれだけのことはにもこれだけのことはにもこれだけのことは絶対絶対絶対絶対にににに出来得出来得出来得出来得ないでしょうないでしょうないでしょうないでしょう。。。。日本社会日本社会日本社会日本社会はははは女性女性女性女性やややや

高齢者高齢者高齢者高齢者ののののパワーパワーパワーパワーをををを生生生生かすすべをかすすべをかすすべをかすすべを知知知知りませんねりませんねりませんねりませんね。。。。今見直今見直今見直今見直しのしのしのしの機運機運機運機運がががが高高高高まってきたようですがまってきたようですがまってきたようですがまってきたようですが、、、、今今今今

のままののままののままののままの社会構造社会構造社会構造社会構造ではとてもではとてもではとてもではとても無理無理無理無理ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか。。。。    

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに住住住住んでいますとんでいますとんでいますとんでいますと、、、、日本日本日本日本ではとっくにごではとっくにごではとっくにごではとっくにご用済用済用済用済みとなったみとなったみとなったみとなった私私私私たちたちたちたち高齢者高齢者高齢者高齢者のののの能力能力能力能力がががが大大大大

変変変変もてはやされますもてはやされますもてはやされますもてはやされます。。。。このこのこのこの事事事事はははは私私私私どものどものどものどもの大大大大きなきなきなきな生生生生きがいとなっていますきがいとなっていますきがいとなっていますきがいとなっています。。。。大袈裟大袈裟大袈裟大袈裟にににに言言言言うならうならうならうなら私私私私

たちがここにいるだけでたちがここにいるだけでたちがここにいるだけでたちがここにいるだけで何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形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ののの発展発展発展発展にににに貢献出来貢献出来貢献出来貢献出来るのだとるのだとるのだとるのだと・・・・・・・・・・・・民間外交官民間外交官民間外交官民間外交官

のののの意気込意気込意気込意気込みでみでみでみで諸処諸処諸処諸処でででで活躍活躍活躍活躍しているしているしているしている高齢者達高齢者達高齢者達高齢者達もももも大勢大勢大勢大勢いますいますいますいます。。。。ごごごご老体老体老体老体にににに鞭打鞭打鞭打鞭打ってってってって恵恵恵恵まれないまれないまれないまれない日比混日比混日比混日比混

血児血児血児血児のためにのためにのためにのために私費私費私費私費でこちらにでこちらにでこちらにでこちらに来来来来てはいろいろとてはいろいろとてはいろいろとてはいろいろと世話世話世話世話をををを焼焼焼焼いているいているいているいている人人人人もももも知知知知っていますっていますっていますっています。。。。    

万万万万がががが一病気一病気一病気一病気になってもになってもになってもになっても、、、、身近身近身近身近にいつもにいつもにいつもにいつも自分自分自分自分のののの面倒面倒面倒面倒をををを細細細細やかなやかなやかなやかな気配気配気配気配りでみてくれるりでみてくれるりでみてくれるりでみてくれる人人人人がががが居居居居ますますますます

しししし、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関もちゃんともちゃんともちゃんともちゃんと揃揃揃揃っていますっていますっていますっています。。。。    

膝膝膝膝がががが痛痛痛痛いでもいでもいでもいでも、、、、腰腰腰腰がががが痛痛痛痛いでもいでもいでもいでも、、、、杖杖杖杖はいりませんはいりませんはいりませんはいりません。。。。ここにはここにはここにはここには優優優優しくしくしくしく介添介添介添介添えしてくれるえしてくれるえしてくれるえしてくれるメイドメイドメイドメイドささささ

んんんん看護婦看護婦看護婦看護婦さんがさんがさんがさんが大勢大勢大勢大勢いますいますいますいます。。。。それでもそれでもそれでもそれでも嫌嫌嫌嫌だったらだったらだったらだったら日本日本日本日本にににに帰帰帰帰ってってってって治療治療治療治療をををを受受受受ければいいのですければいいのですければいいのですければいいのです。。。。日日日日

本本本本のののの国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険にににに入入入入っていればいつでもっていればいつでもっていればいつでもっていればいつでも受受受受けけけけ入入入入れてくれますれてくれますれてくれますれてくれます。。。。こちらにはこちらにはこちらにはこちらには勿論健康保険制度勿論健康保険制度勿論健康保険制度勿論健康保険制度

はははは各種各種各種各種ありますがありますがありますがありますが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは高齢高齢高齢高齢なのでなのでなのでなので入入入入れませんれませんれませんれません。。。。風邪風邪風邪風邪とかちょっとしたとかちょっとしたとかちょっとしたとかちょっとした病気病気病気病気はははは現金払現金払現金払現金払いでいでいでいで

もももも２０００２０００２０００２０００円円円円かかかか３０００３０００３０００３０００円円円円ですのであまりですのであまりですのであまりですのであまり気気気気になりませんになりませんになりませんになりません。。。。    

極最近私極最近私極最近私極最近私にはとてもいいおにはとてもいいおにはとてもいいおにはとてもいいお友達友達友達友達がががが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。才媛才媛才媛才媛だしだしだしだし度胸度胸度胸度胸があるしがあるしがあるしがあるし気配気配気配気配りがりがりがりが細細細細やかでやかでやかでやかで、、、、話話話話

もももも面白面白面白面白いしいしいしいし、、、、私私私私にとってはもったいないほどのにとってはもったいないほどのにとってはもったいないほどのにとってはもったいないほどの人物人物人物人物ですですですです。。。。彼女彼女彼女彼女はははは長長長長いいいい間糖尿病間糖尿病間糖尿病間糖尿病をををを患患患患っていてっていてっていてっていて,,,,失失失失

明明明明もももも覚悟覚悟覚悟覚悟せねばならないほどせねばならないほどせねばならないほどせねばならないほど重重重重かったそうですがかったそうですがかったそうですがかったそうですが、、、、８８８８ヶヶヶヶ月前月前月前月前からからからからフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに住住住住むようになっむようになっむようになっむようになっ
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てててて以来以来以来以来いつのいつのいつのいつの間間間間にかそれがにかそれがにかそれがにかそれが好転好転好転好転してきているのだとしてきているのだとしてきているのだとしてきているのだと嬉嬉嬉嬉しそうにしそうにしそうにしそうに話話話話してくださいますしてくださいますしてくださいますしてくださいます。。。。日本日本日本日本にににに大大大大

勢勢勢勢いるいるいるいる同同同同じじじじ病病病病にににに苦苦苦苦しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる人達人達人達人達にににに、、、、ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの事事事事をををを知知知知らせてやってほしいのだとらせてやってほしいのだとらせてやってほしいのだとらせてやってほしいのだと繰繰繰繰りりりり返返返返しししし言言言言っっっっ

てますのでてますのでてますのでてますので、、、、ここにここにここにここに書書書書かせていただきましたかせていただきましたかせていただきましたかせていただきました。。。。    

更更更更にににに私私私私にはにはにはには幸幸幸幸いないないないな事事事事にににに、、、、２２２２,3,3,3,3 軒先軒先軒先軒先のごのごのごのご近所近所近所近所さんにさんにさんにさんに KKKK さんごさんごさんごさんご姉妹姉妹姉妹姉妹がいますがいますがいますがいます。。。。彼女彼女彼女彼女たちはたちはたちはたちは私私私私がががが来来来来

るよりもるよりもるよりもるよりも３３３３年年年年もももも前前前前からここにからここにからここにからここに住住住住んでいますのでんでいますのでんでいますのでんでいますので、、、、私私私私にとってはにとってはにとってはにとってはフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン生活生活生活生活のののの大先輩大先輩大先輩大先輩ですですですです。。。。

病院病院病院病院のののの事事事事からからからから、、、、銀行銀行銀行銀行のののの事事事事、、、、ショッピングショッピングショッピングショッピングのののの事事事事、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人気質人気質人気質人気質からからからから、、、、果果果果てはおてはおてはおてはお葬式葬式葬式葬式のやりのやりのやりのやり方方方方

までまでまでまで、、、、毎日毎日毎日毎日のようにのようにのようにのように我我我我がががが家家家家にににに来来来来てくれてはてくれてはてくれてはてくれては、、、、それはそれはいろいろなそれはそれはいろいろなそれはそれはいろいろなそれはそれはいろいろな事事事事をををを教教教教えてくださいますえてくださいますえてくださいますえてくださいます。。。。

おおおお陰陰陰陰でででで私私私私ははははフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン生活生活生活生活ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを早早早早々々々々とととと身身身身につけるにつけるにつけるにつける事事事事ができたとができたとができたとができたと感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。。。。    

    

最後最後最後最後にににに、、、、なぜなぜなぜなぜ老後老後老後老後ははははフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンなのかなのかなのかなのか、、、、主主主主なことをまとめてみましょうなことをまとめてみましょうなことをまとめてみましょうなことをまとめてみましょう。。。。    

①①①①    日本日本日本日本からからからから３３３３時間半時間半時間半時間半かかかか４４４４時間時間時間時間とととと極極極極めてめてめてめて近近近近いいいい    

②②②②    常夏常夏常夏常夏のののの国国国国であるであるであるである    

③③③③    物価物価物価物価やややや人件費人件費人件費人件費がががが安安安安くてくてくてくて人手人手人手人手がががが多多多多いいいい    

④④④④    永住永住永住永住ビザビザビザビザをををを比較的穏比較的穏比較的穏比較的穏やかなやかなやかなやかな条件条件条件条件でででで与与与与ええええてもらえるてもらえるてもらえるてもらえる    

⑤⑤⑤⑤    老人老人老人老人にににに優優優優しいしいしいしい国民性国民性国民性国民性    

⑥⑥⑥⑥    英語圏英語圏英語圏英語圏であるであるであるである    

⑦⑦⑦⑦    食事食事食事食事がががが以外以外以外以外にににに日本人日本人日本人日本人にににに合合合合うううう    

⑧⑧⑧⑧    我我我我々々々々にもにもにもにも役立役立役立役立つつつつ事事事事があるがあるがあるがある・・・・・・・・・・・・等等等等々々々々でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

ではこれにてではこれにてではこれにてではこれにて失礼致失礼致失礼致失礼致しますしますしますします。。。。    ごごごご精読有難精読有難精読有難精読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。。。。    

皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご健勝健勝健勝健勝とごとごとごとご繁栄繁栄繁栄繁栄をををを祈祈祈祈りつつりつつりつつりつつペンペンペンペンをおきますをおきますをおきますをおきます。。。。    

                            メトロマニラメトロマニラメトロマニラメトロマニラののののバラニヤケバラニヤケバラニヤケバラニヤケにてにてにてにて                小松崎憲子拝小松崎憲子拝小松崎憲子拝小松崎憲子拝    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン政府観光省政府観光省政府観光省政府観光省◆◆◆◆ 

東京事務所 
〒106-8537 東京都港区六本木 5－15－5 フィリピン大使館内 

電話番号：03-5562-1583～4 FAX 番号：03-5562-1593  

大阪事務所 
〒550-0013 大阪市西区新町 2－19－23 ダイナンビル 2F 

電話番号：06-6535-5071 FAX 番号：06-6535-1235  
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MalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysia・・・・Ｋ／ＬＫ／ＬＫ／ＬＫ／Ｌでのでのでのでの生活生活生活生活    （（（（約約約約１１１１ヶヶヶヶ月月月月））））  

2012201220122012－－－－3333－－－－5555 作成作成作成作成   さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市        在住在住在住在住            磯田昇磯田昇磯田昇磯田昇////眞理子眞理子眞理子眞理子 

 

 日本略 0℃、マレーシア毎日 30℃以上の温度差の違いを受入れるには数日かかった。 

それでも慣れるに従い、楽しい生活が始まった… 以下はその映像です。（仕事は略） 

 

① 急速に発展する国   ＜2020 年には先進国入り目標＞ 

     シッピングセンター       ツインタワーと KL タワー 

      

 

② 食品類は日本の 1/3 以下の価格 

     野菜          果物          鶏肉 

  
 

 

③  バツーケイブ              インド系花飾り職人 
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「日付の設定ミスあり、悪しからず」 

④  マラッカ          キャメロンハイランド（1600m）の茶畑 

       
 

⑤ 市内風景 

     スーパー         「さぬきうどん屋」も繁盛 

    

   自宅の食事は専ら果物～    マングローブ向こうはマラッカ海峡 

      
 

  マレー語 英語 日本語      ホタル観光地（夜・素晴らしい） 

        〆 
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トルコトルコトルコトルコ旅行旅行旅行旅行はははは体力勝負体力勝負体力勝負体力勝負！！！！    

                                      会員 宮田敬生 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

２０１２年２月下旬成田発の「とってお

きトルコ１０日間」ツアーに夫婦で参加した。 

阪急交通社の「トルコ航空コンフォートク

ラスでゆったり飛ぶトルコ旅行。サーチャ

－ジ込み 

１８万円！」との魅力的な新聞広告に魅せ

られ、エコノミークラスしか乗ったことの

ない我々は衝動的に申し込んでしまった。 

旅行出発の直前に添乗員から電話があり、

「トルコ内陸部は極寒の暴風雪で、先日は

―２０℃。防寒対策は万全に。滑りにくい

靴を用意して。」とのことだった。トルコの

気候については、地中海に面しているし、

隣国はシリアやイラクなので、何となく暑

い国では、というイメージしか持っていな

かったので、この電話でショックを受けた。

何はともあれ、骨折防止のための滑りにく

いトレッキングシューズと、山ほどのホッ

カイロを買い込んだ次第。 

 

ホッカイロホッカイロホッカイロホッカイロははははトルコトルコトルコトルコ航空航空航空航空のののの天敵天敵天敵天敵    

成田空港でのトランク預け入れのときに

サプライズがあった。「トランクにホッカイ

ロは入っていますか？」との質問に、入っ

ている、と答えると、機内持ち込み荷物に

入れ直すように言われた。聞けばトルコ航

空機でホッカイロが原因のボヤがあったと

のことで、１週間ほど前からトランクにホ

ッカイロを入れることが禁止となったらし

い。この規制は今のところトルコ航空だけ

とのこと。皆がズラッと並んで搭乗手続き

をしている横でトランクを開け、ホッカイ

ロの入った袋をゴソゴソと引っ張り出して

リュックに入れ直しているとき、皆の「何

をやっている？バカじゃないの？！」とい

う冷たい視線をひしひしと感じた。 

 

トルコトルコトルコトルコ旅行旅行旅行旅行はははは体力勝負体力勝負体力勝負体力勝負    

トルコ周遊と言っても西半分を回るだけ

だが、バスでの移動は連日続く。１日平均

360km、合計 2000km 以上を移動するので、

相当疲労が溜まる。トルコ旅行は、体力の

あるときに限る！バスでの移動中に腰痛が

再発してしまった人がいて、かわいそうだ

った。 

 

カッパドキアカッパドキアカッパドキアカッパドキア    

カッパドキア地方は一面雪と氷だったが、

幸い晴れており、予想したよりも気温は高

く、何とか遭難せずに済んだ。観光客は少

なく、韓国人と卒業旅行の日本人が目立っ

た。欧米人は、観光するような季節ではな

い、ということが良く分かっているのだろ

う。ツアーの仲間内で、ゆっくり見られる

から良かった、などと負け惜しみを言い合

った。 

ギョレメ野外博物館では、キリスト教徒

が迫害を避けるために岩山に洞窟を掘って

作った教会や住居を見た。蟻の巣のように

地下都市が形成されているが、各々の住居

は狭くて小さい上に、水の確保にも難儀し

たそうで、住人の苦労が偲ばれる。信仰の

力はたいしたものだ。 

  現地ガイドの案内で、洞窟住居に住む家

庭を訪問した。壁には絨毯をぶら下げてあ

るので、 

 普通の住宅とほとんど変わらないように見

える。夏は涼しく、冬は暖かいので、快適

とのことだった。洞窟住居を勝手に掘り進
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んで大きくすることは、現在は禁止されて

いるらしい。 

 

    （カッパドキア） 

 

クレオパトクレオパトクレオパトクレオパトララララととととシーザーシーザーシーザーシーザーがががが歩歩歩歩いたいたいたいた道道道道    

エフェソスに来ると、地中海性気候でぐ

っと温暖になり、オリーブなどの木も増え

る。 

 エフェソス遺跡にある、大理石を敷き詰め

た大通りは 2 千年以上そのままの姿という

ことで、クレオパトラ、シーザー、アント

ニウス達が歩いた道を、感慨を噛みしめな

がらそぞろ歩きをした。ローマのフォロ・

ロマーナより大規模で、保存状態も良好で

あり感激であった。 

  最盛期のエフェソスは人口 20万人で、ア

レキサンドリアと同規模だった。2.4 万人収

容の円形劇場も良く保存されている。現地

ガイドに促されて一行の23人が円形劇場の

舞台に上がって「幸せなら手をたたこう」

を歌った。音響効果もすばらしく、楽しく

歌えた。声がよく響くように設計されてい

て、これなら肉声での演説が 2 万人の市民

にも聞こえただろうと実感した。ローマ時

代の円形劇場で実際に歌ったことは大きな

思い出の一つになった。 

 日本でやっと弥生時代が始まったころ、強

大なローマ帝国の一部であるエフェソスで

は、豪壮な石造建築物が林立し、蔵書 8 万

冊を誇る図書館があったのだ。イタリア人

は、今もローマが世界の中心であると考え

ているとのことだが、わかるような気がす

る。 

ベルガマでは雨のなか、3500 年前の総合

医療センターであるアスクレピオンを散策

した。古代に精神病の治療と投薬をしてい

たとは驚き。劇場で入院患者が歌って踊り、

それを医者が見て褒めそやす。患者が通る

トンネルには、天井に穴があり、医者が「も

うすぐ治る！」と暗示をかけるのだそうだ。

現代の治療法と変わらないじゃないか、と

感心した。 

 

    （エフェソス 図書館跡） 

パムッカレパムッカレパムッカレパムッカレはははは本日休業状態本日休業状態本日休業状態本日休業状態    

あのパムッカレは本日休業！石灰棚が連

なる幻想的な世界は、中国の黄龍と並んで

有名であり、楽しみにしていたのだが、行

ってびっくり。何と石灰棚に水がない。聞

けば、観光客の来ない季節は温泉水の放流

を止めて乾かし、付着したコケや泥を取り

除いてきれいにするのだ、とのこと。折角

来た観光客が怒り出さないように、隅の一

部だけ温泉を流し、足湯をさせている。白

い石灰棚と、青く太陽を反射する満々たる
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水を期待したので、がっかりだった。 

 石灰棚の上部には歩道が整備されているが、

足元をよく見ると太い水道管のようなもの

が通っていて、所々に蛇口がついている。

昔とは違い、しっかりと管理運営されてい

るからこそ、この雄大な自然景観が保たれ

ているのだな、と思った。 

 

  （パムッカレ） 

 

イスタンブールイスタンブールイスタンブールイスタンブール    

イスタンブールはビザンチン帝国（東ロ

ーマ帝国）、オスマン・トルコ朝、合わせて

1600 年の間、首都となっていただけあって、

見どころ満載。旅行雑誌に出てくる有名ど

ころは一応回ったが、１日半ではとても足

りない。自由時間にアヤソフィアや地下宮

殿を回ったが、昨今は日本語のオーディオ

ガイドを借りられるところが多いので便利

だ。 

ガラタ橋をぶらぶら渡って新市街に行き、

ガラタ塔に登ったところ、予想外に眺めが

良い。目の前のボスポラス海峡を挟んで対

岸のアジア地域、手前にヨーロッパ地域が

広がる。金角湾を隔てて旧市街が一望でき、

トプカプ宮殿、４本尖塔のアヤソフィア、

６本尖塔のブルーモスク、エジプシャンバ

ザール等が良く見えて感激であった。 

イスタンブールは人口1300万人の大都会

だが、古い建物が多く、大地震があると 200

万人が圧死するとの予測が出ているとのこ

と。日本の東北関東大震災が起こったこと

もあり、古い建物を取り壊して新しいマン

ションへの建て替え工事が急ピッチで進ん

でいる。 

 

トルコトルコトルコトルコあれこれあれこれあれこれあれこれ    

・トルコは 5300 日勤めたら定年退職となる決

まりだったとのこと。年間 220 日勤務とす

ると 24 年となる。義務教育は 8 年なので、

若いときから働くと、42～45 歳で定年退職

し、退職金は 250 万円が相場。月 4 万円く

らいの年金がもらえるが、トルコは物価が

安いので、贅沢をしなければ生活をしてい

けるレベルとのことだった。しかしご多分

に漏れず、トルコも財政状況が大変厳しく、

少し前から制度が変わり、男性は 60歳、女

性は 55 歳が定年となった。年金生活に入る

ことを楽しみにしていたのに、とがっかり

している人が多いらしい。 

・トルコでは見合い結婚が多い。平均的な結

婚年齢は男性 24 歳、女性 20 歳。見合いの

席上で、女性がトルココーヒーを出すと交

際ＯＫで、チャイを出すとお断りのサイン

だそうで、男性は何が運ばれてくるか、ド

キドキしながら待つのだろう。案外、女性

上位らしい。 

 結婚式に招かれたときのお祝いは、金 2 グ

ラムのコインが定番だが、近頃金の価格が

高騰していて、若者は悲鳴を上げていると

のこと。 

・トルコではユーロも円もかなり通用する。

地中海沿岸地方の大きなホテルの飲物や土

産はユーロ表示が主で、リラ表示は添え物

という感じ。観光地では 3 個 1,000 円！な

どと、リラより割安に買えることが多いの

で、千円札や百円玉を持っていくと重宝す
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る。店の売り子は日本語のできる人が多い。

ギュナイドン（おはよう）、メルハバ（こん

にちは）と挨拶すると喜ぶ。 

・帰国日、けたたましくサイレンを鳴らしな

がら走るパトカーや救急車、白バイ 20台程

とすれ違った。ガイドが確認したところ、

小規模な爆弾テロ発生とのこと。場所は 3

時間前に夫婦でぶらついていた近くとのこ

とで、ぞっとした。宮殿やモスクは自動小

銃を持った兵士が鋭い目付きで警備してい

て、紛争地域に近いのだということを実感

した。 

 

  （ボスボラス海峡） 

 

終終終終わりにわりにわりにわりに    

親日的な国で、人懐こく、料理はおいし

い。色々なケバブも食べたが、トルコ料理

は日本人の口に合う。また歴史的文物が良

く保存されていて、一説では古代遺跡はギ

リシャよりもトルコのほうが多く残ってい

る、と言われているとのこと。あまり緊張

せずに、リラックスして旅行ができる国、

と感じた。今度は気候が温暖で、パムッカ

レの石灰棚に水が流れているときに行きた

い！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＣＣ関連ニュース 

 

            関関関関関関関関西西西西西西西西――――――――ソソソソソソソソウウウウウウウウルルルルルルルル        最最最最最最最最安安安安安安安安５５５５５５５５２２２２２２２２８８８８８８８８００００００００円円円円円円円円        

 関西空港を拠点とする格安航空会社（ＬＣＣ）

のピーチ・アビエーションは３月２７日、５月８

日に就航する同社初の国際線、関西―ソウル（仁

川）線の運賃を発表した。片道５２８０円～２万

３９８０円で、燃油サーチャージの追加徴収はし

ない。最安料金で往復した場合、運賃１万５６０

円に販売手数料や空港使用料を加えた総額は約１

万５７１０円となる。 大手航空会社は、３万５

千円前後で、ピーチは半額以下だ。 ただピーチ

では国内線と同じく座席指定や荷物を預けるのに

も別途、料金がかかる。荷物１個を預ける料金や

座席指定料金などを含めた料金は、片道７０８０

～３万２０８０円と少し高くなる。 

     （２０１２年３月、朝日新聞より） 

 

  LCC「「「「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香港香港香港香港」」」」設立設立設立設立             
2012 年 3 月 26 日 - カンタス航空（QF）グル

ープと中国東方航空（MU）は 3 月 26 日、ジェジェジェジェ

ットスターットスターットスターットスター香港香港香港香港を共同 で設立すると発表した。

アジア圏の短距離路線に就航する計画で、具体

的には大中華圏 、日本、韓国、東南アジアを想

定する。 就航は来年３月の予定、大手航空会

社の半額以下を目指す。（ヤフーニュースより） 
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≪台湾パッケージツァーで行きました～≫  

                                   林林林林    裕子裕子裕子裕子 

 

2011201120112011、、、、11111111 月月月月ネットネットネットネットにてにてにてにて台湾旅行台湾旅行台湾旅行台湾旅行 5555 日間日間日間日間ビジネスビジネスビジネスビジネス席席席席、、、、４４４４ッッッッ星星星星、、、、５５５５ッッッッ星星星星ホテルホテルホテルホテルにににに泊泊泊泊まってまってまってまって１０１０１０１０

万万万万５０００５０００５０００５０００円円円円（（（（燃料燃料燃料燃料サーチャージサーチャージサーチャージサーチャージ込込込込みみみみ））））ののののパックツアーパックツアーパックツアーパックツアーをみつけこれはをみつけこれはをみつけこれはをみつけこれは安安安安いといといといと思思思思いいいい、、、、夫夫夫夫とととと

じゃじゃじゃじゃ行行行行ってみようとってみようとってみようとってみようと、、、、実実実実ははははビジネスビジネスビジネスビジネス席席席席にのったにのったにのったにのった事事事事がなかったのでそれもがなかったのでそれもがなかったのでそれもがなかったのでそれも体験体験体験体験してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと

思思思思いいいい申込申込申込申込みましたみましたみましたみました。。。。２２２２////３３３３～～～～２２２２////７７７７までのまでのまでのまでの５５５５日間日間日間日間でこのでこのでこのでこの時期時期時期時期、、、、台湾台湾台湾台湾はははは旧正月旧正月旧正月旧正月ででででランタンランタンランタンランタン祭祭祭祭りがりがりがりが

台湾各地台湾各地台湾各地台湾各地でみられるというのででみられるというのででみられるというのででみられるというので２２２２重重重重にににに楽楽楽楽しめるとしめるとしめるとしめると思思思思いいいい決決決決めましためましためましためました。。。。２２２２////３３３３羽田羽田羽田羽田よりのよりのよりのよりの出発出発出発出発でででで、、、、

飛行機飛行機飛行機飛行機のののの待待待待ちちちち時間時間時間時間にはにはにはにはビビビビジネスジネスジネスジネス専用専用専用専用ののののラウンジラウンジラウンジラウンジがありがありがありがあり、、、、軽食軽食軽食軽食、、、、ソフトドリンクソフトドリンクソフトドリンクソフトドリンク、、、、ビールビールビールビールとととと

揃揃揃揃っていてっていてっていてっていて飛行機飛行機飛行機飛行機のののの発着発着発着発着がよくがよくがよくがよく見見見見えるえるえるえる景観景観景観景観のなかでゆったりできてのなかでゆったりできてのなかでゆったりできてのなかでゆったりできて待待待待ちちちち時間時間時間時間もももも楽楽楽楽しいものしいものしいものしいもの

でしたでしたでしたでした。。。。ビジネスビジネスビジネスビジネス席席席席はさすがにゆったりとしてはさすがにゆったりとしてはさすがにゆったりとしてはさすがにゆったりとして心地心地心地心地いいといいといいといいと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。食事食事食事食事ももももアルコールアルコールアルコールアルコール

などはなどはなどはなどは飲飲飲飲みみみみ放題状態放題状態放題状態放題状態でででで気気気気をつけないとをつけないとをつけないとをつけないと飲飲飲飲みすぎてしまいますみすぎてしまいますみすぎてしまいますみすぎてしまいます。。。。３３３３時間時間時間時間５０５０５０５０分位分位分位分位でででで台北台北台北台北・・・・松松松松

山空港山空港山空港山空港につきましたにつきましたにつきましたにつきました。。。。現地現地現地現地はははは４４４４時位時位時位時位でででで雨雨雨雨でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、ホテルホテルホテルホテルででででチェックインチェックインチェックインチェックインをををを済済済済ませてませてませてませて、、、、台台台台

北北北北１０１１０１１０１１０１にいくつもりでしたがにいくつもりでしたがにいくつもりでしたがにいくつもりでしたが雨雨雨雨でででで見通見通見通見通しがわるいのでやめましたしがわるいのでやめましたしがわるいのでやめましたしがわるいのでやめました。。。。ちょうどちょうどちょうどちょうど、、、、旧正月旧正月旧正月旧正月のののの

時期時期時期時期ですからですからですからですから中国中国中国中国からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客もけっこうもけっこうもけっこうもけっこう多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。ラララランタンンタンンタンンタン祭祭祭祭りをりをりをりを台北台北台北台北１０１１０１１０１１０１からからからから

国府記念館国府記念館国府記念館国府記念館（（（（孫文孫文孫文孫文をををを祭祭祭祭るるるる））））のののの周辺周辺周辺周辺でやっているというのででやっているというのででやっているというのででやっているというので傘傘傘傘をさしながらをさしながらをさしながらをさしながら見物見物見物見物しましたしましたしましたしました。。。。

昔昔昔昔、、、、中国中国中国中国ではではではでは旧正月旧正月旧正月旧正月はははは爆竹爆竹爆竹爆竹、、、、花火花火花火花火、、、、ランタンランタンランタンランタン（（（（ちょうちんちょうちんちょうちんちょうちん）、）、）、）、たいまつをもってたいまつをもってたいまつをもってたいまつをもって楽楽楽楽しんだしんだしんだしんだ風風風風

習習習習からからからから残残残残っているおっているおっているおっているお祭祭祭祭りですりですりですりです。。。。ランタンランタンランタンランタンはちょうどはちょうどはちょうどはちょうど青森青森青森青森のねぶたのねぶたのねぶたのねぶた祭祭祭祭りのりのりのりの山車山車山車山車のののの上上上上のののの人形人形人形人形のののの

小型小型小型小型バージョンバージョンバージョンバージョンでででで、、、、中国中国中国中国なのでなのでなのでなので三国志三国志三国志三国志にでてくるにでてくるにでてくるにでてくる英雄英雄英雄英雄とかとかとかとかドラゴンドラゴンドラゴンドラゴンとかにとかにとかにとかに灯灯灯灯りをともしてりをともしてりをともしてりをともして

飾飾飾飾ってありってありってありってあり、、、、とてもきれいですとてもきれいですとてもきれいですとてもきれいです。。。。ドラゴンドラゴンドラゴンドラゴンがががが天天天天にににに昇昇昇昇るようにるようにるようにるように動動動動かしたりかしたりかしたりかしたり、、、、レーザーレーザーレーザーレーザーをつかをつかをつかをつか

ったりとったりとったりとったりと観客観客観客観客をををを楽楽楽楽しませてくれますしませてくれますしませてくれますしませてくれます。。。。さてさてさてさて、、、、台湾台湾台湾台湾はははは食事食事食事食事もももも楽楽楽楽しみのひとつなのですがしみのひとつなのですがしみのひとつなのですがしみのひとつなのですが遊遊遊遊ぶぶぶぶ

ほうほうほうほうですっかりですっかりですっかりですっかり遅遅遅遅くなってしまいくなってしまいくなってしまいくなってしまいホテルホテルホテルホテルでででで食事食事食事食事することになりすることになりすることになりすることになり、、、、折角折角折角折角なのでなのでなのでなので台北台北台北台北のののの点心料点心料点心料点心料

理理理理をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。どれをたべてもおいしくてどれをたべてもおいしくてどれをたべてもおいしくてどれをたべてもおいしくて、、、、ホテルホテルホテルホテルでもでもでもでも値段値段値段値段がががが安安安安いのがうれしいでいのがうれしいでいのがうれしいでいのがうれしいで

すすすす。。。。一日目一日目一日目一日目、、、、早朝早朝早朝早朝よりよりよりより夜夜夜夜おそくまでよくおそくまでよくおそくまでよくおそくまでよく動動動動きましたきましたきましたきました。。。。 

 

旧正月野旧正月野旧正月野旧正月野のののの飾飾飾飾りりりり付付付付けけけけ                                                        ランタンランタンランタンランタン祭祭祭祭りりりり 
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二日目二日目二日目二日目（（（（２２２２////４４４４））））・・・・・・・・・・・・このこのこのこの日日日日ははははツアーツアーツアーツアー会社会社会社会社のののの一日観光一日観光一日観光一日観光なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、安安安安いいいいパッケージツアーパッケージツアーパッケージツアーパッケージツアーのののの

落落落落としとしとしとし穴穴穴穴はこれかなはこれかなはこれかなはこれかなーーーーとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。朝朝朝朝からからからから夜夜夜夜までまでまでまで市内有名観光地市内有名観光地市内有名観光地市内有名観光地をまわりをまわりをまわりをまわり、、、、おおおお昼昼昼昼はははは鼎泰鼎泰鼎泰鼎泰

豊豊豊豊（（（（有名小籠包店有名小籠包店有名小籠包店有名小籠包店）、）、）、）、そしてそしてそしてそして午後午後午後午後はははは九分観光九分観光九分観光九分観光（（（（郊外郊外郊外郊外））））とととと観光地観光地観光地観光地ががっちりががっちりががっちりががっちり入入入入っておりいいなっておりいいなっておりいいなっておりいいな

とととと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、そのそのそのその間間間間ににににショッピングショッピングショッピングショッピングがががが６６６６回回回回もももも入入入入っておりっておりっておりっており、、、、買買買買うつもりもないのでそうつもりもないのでそうつもりもないのでそうつもりもないのでそ

のののの時間時間時間時間がとてもむだなようにがとてもむだなようにがとてもむだなようにがとてもむだなように思思思思えるのですがえるのですがえるのですがえるのですが、、、、これはこれはこれはこれは拒否拒否拒否拒否できないとできないとできないとできないと最初最初最初最初からからからから約束約束約束約束されてされてされてされて

おりおりおりおり仕方仕方仕方仕方なくなくなくなく同行同行同行同行しますがしますがしますがしますが、、、、ウーロンウーロンウーロンウーロン茶屋茶屋茶屋茶屋さんさんさんさん、、、、ヒスイヒスイヒスイヒスイ、、、、パイナップルケーキパイナップルケーキパイナップルケーキパイナップルケーキ、ＤＦＳ、、ＤＦＳ、、ＤＦＳ、、ＤＦＳ、

アイスアイスアイスアイス、、、、マッサージマッサージマッサージマッサージ等等等等々、々、々、々、安安安安いのにはやはいのにはやはいのにはやはいのにはやはりなにかりなにかりなにかりなにか裏裏裏裏があるようですがあるようですがあるようですがあるようです。。。。まぁまぁまぁまぁ、、、、このこのこのこの日日日日だけだけだけだけ

ですねですねですねですね、、、、うんざりとしてうんざりとしてうんざりとしてうんざりとして嫌嫌嫌嫌なななな思思思思いをしたのはいをしたのはいをしたのはいをしたのは。。。。 

 

中正記念堂中正記念堂中正記念堂中正記念堂・・・・衛兵交代式衛兵交代式衛兵交代式衛兵交代式 

                                                                         中正記念堂中正記念堂中正記念堂中正記念堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

鼎泰豊鼎泰豊鼎泰豊鼎泰豊・・・・小龍包小龍包小龍包小龍包をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３日目日目日目日目（（（（２２２２////５５５５））））・・・・・・・・・・・・このこのこのこの日以降日以降日以降日以降ははははフリーフリーフリーフリーなのでなのでなのでなので午前中午前中午前中午前中はははは行行行行きたかったきたかったきたかったきたかった故宮故宮故宮故宮博物院博物院博物院博物院へへへへ行行行行きまきまきまきま

したしたしたした。。。。白菜白菜白菜白菜ととととキリギリスキリギリスキリギリスキリギリス、、、、豚豚豚豚のののの角煮角煮角煮角煮などのなどのなどのなどの有名有名有名有名なななな展示物展示物展示物展示物にはやはりひとだかりにはやはりひとだかりにはやはりひとだかりにはやはりひとだかり、、、、中国中国中国中国のののの観観観観

光客光客光客光客がやはりがやはりがやはりがやはり多多多多いいいい。。。。故宮博物院故宮博物院故宮博物院故宮博物院、、、、見学後見学後見学後見学後はははは最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅のののの士林士林士林士林でででで台北台北台北台北ににににロングステイロングステイロングステイロングステイしているしているしているしている西西西西

田田田田さんさんさんさん夫婦夫婦夫婦夫婦とととと待待待待ちちちち合合合合わせしておわせしておわせしておわせしてお会会会会いしましたいしましたいしましたいしました。。。。実実実実はははは私私私私がががが薬膳料理薬膳料理薬膳料理薬膳料理のののの勉強勉強勉強勉強をしていてをしていてをしていてをしていて漢方薬漢方薬漢方薬漢方薬、、、、

乾物乾物乾物乾物のおのおのおのお店店店店をををを紹介紹介紹介紹介していただいたしていただいたしていただいたしていただいた時時時時にににに奥奥奥奥さまがさまがさまがさまが漢方薬店漢方薬店漢方薬店漢方薬店にににに同行同行同行同行してくださるというのでしてくださるというのでしてくださるというのでしてくださるというので楽楽楽楽

しみにしていましたしみにしていましたしみにしていましたしみにしていました。。。。迪化街迪化街迪化街迪化街（（（（ディーホァジェディーホァジェディーホァジェディーホァジェ））））というというというという問屋街問屋街問屋街問屋街がありがありがありがあり１００１００１００１００年以上年以上年以上年以上たったたったたったたった

洋風建築洋風建築洋風建築洋風建築などがなどがなどがなどが残残残残っていてっていてっていてっていて建造物散策建造物散策建造物散策建造物散策のののの視点視点視点視点でもでもでもでも楽楽楽楽しいしいしいしい街街街街ですですですです。。。。結局結局結局結局、、、、迪化街迪化街迪化街迪化街ではではではでは漢方薬漢方薬漢方薬漢方薬

材料材料材料材料、、、、乾物乾物乾物乾物などたなどたなどたなどたくさんくさんくさんくさん買買買買いましたいましたいましたいました。。。。日本日本日本日本でででで買買買買うううう値段値段値段値段のののの三分三分三分三分のののの一一一一のののの値段値段値段値段でででで買買買買うううう事事事事ができができができができ、、、、
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とてもとてもとてもとても満足満足満足満足しましたしましたしましたしました。。。。今回今回今回今回のののの目的目的目的目的のひとつがのひとつがのひとつがのひとつが果果果果たせましたたせましたたせましたたせました。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの迪化街迪化街迪化街迪化街にはからすにはからすにはからすにはからす

みをみをみをみを買買買買いにくるいにくるいにくるいにくる日本人日本人日本人日本人のののの人人人人もももも多多多多いみたいでいみたいでいみたいでいみたいで安安安安くてくてくてくて、、、、質質質質がががが良良良良いとのいとのいとのいとの事事事事、、、、好好好好きなきなきなきな方方方方にはおにはおにはおにはお薦薦薦薦めめめめ

かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。今回今回今回今回、、、、西田西田西田西田さんにさんにさんにさんに台北市内台北市内台北市内台北市内のののの交通網交通網交通網交通網についてもについてもについてもについてもアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをいただきをいただきをいただきをいただき、、、、

悠遊悠遊悠遊悠遊カードカードカードカードというというというというパスモパスモパスモパスモ、、、、スイカスイカスイカスイカみたいなみたいなみたいなみたいなカードカードカードカードをををを教教教教えていただきえていただきえていただきえていただき２２２２/３３３３にににに台北台北台北台北についたそについたそについたそについたそ

のののの日日日日からからからから購入購入購入購入（（（（駅駅駅駅、、、、コンビニコンビニコンビニコンビニ））））しししし、、、、一日目一日目一日目一日目からからからからカードカードカードカードをををを使使使使ってってってって移動移動移動移動しましたしましたしましたしました。。。。チャージチャージチャージチャージもももも

コンビニコンビニコンビニコンビニでででで「「「「チャージチャージチャージチャージ」」」」といえばすぐやってくれまといえばすぐやってくれまといえばすぐやってくれまといえばすぐやってくれますすすす。。。。台北台北台北台北のののの電車電車電車電車ＭＲＴＭＲＴＭＲＴＭＲＴはわかりやすくはわかりやすくはわかりやすくはわかりやすく、、、、

バスバスバスバスにもにもにもにも使使使使えますからとてもえますからとてもえますからとてもえますからとても便利便利便利便利ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、６５６５６５６５才以上才以上才以上才以上のののの方方方方ははははシニァカードシニァカードシニァカードシニァカードをををを購入購入購入購入すれすれすれすれ

ばばばばＭＲＴＭＲＴＭＲＴＭＲＴはははは２２２２割引割引割引割引きききき、、、、バスバスバスバスはははは半額半額半額半額ととてもおととてもおととてもおととてもお得得得得ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから故宮博物院故宮博物院故宮博物院故宮博物院のののの入場券入場券入場券入場券ですがですがですがですが、、、、

東京東京東京東京のののの台湾観光協会台湾観光協会台湾観光協会台湾観光協会でででで無料無料無料無料でいただけますでいただけますでいただけますでいただけます。。。。私私私私たちもたちもたちもたちもネットネットネットネットでしらべてでしらべてでしらべてでしらべて入場券入場券入場券入場券をををを入手入手入手入手しましましましま

したしたしたした。（。（。（。（これもすべてこれもすべてこれもすべてこれもすべて西田西田西田西田さんからのさんからのさんからのさんからの情報情報情報情報ですですですです。。。。地元地元地元地元のかたののかたののかたののかたの情報情報情報情報はとてもはとてもはとてもはとても有益有益有益有益ですですですです。）。）。）。） 

私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこのカードカードカードカードをををを使使使使ってってってって４４４４日間日間日間日間かなりかなりかなりかなり動動動動きましたきましたきましたきました。。。。自分自分自分自分のののの足足足足でででで自由自由自由自由にどこにでもにどこにでもにどこにでもにどこにでも行行行行けけけけ

るということはとてもるということはとてもるということはとてもるということはとても楽楽楽楽しいしいしいしい事事事事ですしですしですしですし、、、、泊泊泊泊ったったったったホテルホテルホテルホテルもももも駅駅駅駅のののの近近近近くでくでくでくで動動動動きやすくきやすくきやすくきやすく治治治治安安安安もいいもいいもいいもいい

とととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。 

そしてそしてそしてそして夕方夕方夕方夕方、、、、再再再再びびびび、、、、西田西田西田西田さんにさんにさんにさんに夜市夜市夜市夜市・・・・寧夏路夜市寧夏路夜市寧夏路夜市寧夏路夜市につれていっていただきましたにつれていっていただきましたにつれていっていただきましたにつれていっていただきました。。。。たくさたくさたくさたくさ

んのんのんのんの屋台屋台屋台屋台がががが出出出出ていてていてていてていて何何何何をたべていいのかをたべていいのかをたべていいのかをたべていいのか迷迷迷迷ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。西田西田西田西田さんさんさんさん夫妻夫妻夫妻夫妻のおのおのおのお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの

屋台屋台屋台屋台があるそうでがあるそうでがあるそうでがあるそうで、、、、そこはそこはそこはそこは新鮮新鮮新鮮新鮮なななな魚介類魚介類魚介類魚介類をおいてありをおいてありをおいてありをおいてあり自分自分自分自分でででで魚魚魚魚をををを選選選選べるんですべるんですべるんですべるんです。。。。６６６６品位品位品位品位（（（（ああああ

んこうのんこうのんこうのんこうの蒸蒸蒸蒸しししし焼焼焼焼きききき、、、、エビエビエビエビのののの刺身刺身刺身刺身、、、、イカイカイカイカのののの炒炒炒炒めものめものめものめもの等等等等））））たべましたがどれもおいしくてたべましたがどれもおいしくてたべましたがどれもおいしくてたべましたがどれもおいしくて、、、、５５５５

日間日間日間日間、、、、滞在滞在滞在滞在したなかでしたなかでしたなかでしたなかで一番一番一番一番おいしかったようにおいしかったようにおいしかったようにおいしかったように思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、もうひとつのもうひとつのもうひとつのもうひとつの私私私私ののののミッシミッシミッシミッシ

ョンョンョンョンであるであるであるである台湾台湾台湾台湾スイーツスイーツスイーツスイーツをををを食食食食べたいとべたいとべたいとべたいと言言言言いましたらいましたらいましたらいましたら若者若者若者若者がいくがいくがいくがいくスイーツスイーツスイーツスイーツ屋屋屋屋さんにもいきさんにもいきさんにもいきさんにもいき大大大大

満足満足満足満足ででででしたしたしたした。。。。毎日毎日毎日毎日、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい物物物物をたべていたのでをたべていたのでをたべていたのでをたべていたので体重体重体重体重がふえていましたがふえていましたがふえていましたがふえていました。。。。日本日本日本日本へもどってへもどってへもどってへもどって

ダイエットダイエットダイエットダイエットとととと思思思思ってましたがってましたがってましたがってましたが、、、、そのままのそのままのそのままのそのままの状態状態状態状態がががが現在現在現在現在までまでまでまで続続続続いていますいていますいていますいています。。。。西田西田西田西田さんにはさんにはさんにはさんには私私私私

がががが行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所とかとかとかとか、、、、わからないわからないわからないわからない事事事事とかとかとかとか台北台北台北台北のののの事情事情事情事情とかいろいろとかいろいろとかいろいろとかいろいろ教教教教えていただきましたえていただきましたえていただきましたえていただきました。。。。

おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで充実充実充実充実したしたしたした５５５５日間日間日間日間をすごすをすごすをすごすをすごす事事事事ができができができができ感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。。。。 

                                                                                                                                                                 

                                                                                         

 

 

 

 

 

西田西田西田西田さんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻とととと                            迪化街迪化街迪化街迪化街（（（（漢方薬漢方薬漢方薬漢方薬・・・・乾物街乾物街乾物街乾物街））））古古古古いいいい建物建物建物建物もももも多多多多いいいい                     

 

４４４４日目日目日目日目（（（（２２２２/６６６６））））・・・・・・・・・・・・私私私私がががが台湾台湾台湾台湾ののののウーロンウーロンウーロンウーロン茶茶茶茶がすきなのでがすきなのでがすきなのでがすきなのでウーロンウーロンウーロンウーロン茶畑茶畑茶畑茶畑をををを見見見見にににに「「「「猫空猫空猫空猫空」」」」マオマオマオマオ

コンコンコンコンというというというという場所場所場所場所をををを夫夫夫夫とととと二人二人二人二人でででで訪訪訪訪れるれるれるれる事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。台北台北台北台北よりよりよりより電車電車電車電車でででで１１１１時間時間時間時間くらいのくらいのくらいのくらいの場所場所場所場所にににに

あるあるあるある低低低低いいいい山山山山ですですですです。。。。駅駅駅駅よりよりよりよりロープウエイロープウエイロープウエイロープウエイがでているのですががでているのですががでているのですががでているのですが、、、、月曜日月曜日月曜日月曜日はははは休休休休みなのでみなのでみなのでみなのでバスバスバスバスでででで山山山山

をのぼりますをのぼりますをのぼりますをのぼります。。。。このこのこのこの日日日日はおだやかではおだやかではおだやかではおだやかでコートコートコートコートもいらずもいらずもいらずもいらず山桜山桜山桜山桜もももも満開満開満開満開でさいていましたでさいていましたでさいていましたでさいていました。。。。ウーロウーロウーロウーロ
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ンンンン茶畑茶畑茶畑茶畑はははは斜面斜面斜面斜面をををを利用利用利用利用してしてしてして栽培栽培栽培栽培されていてされていてされていてされていて、、、、バスバスバスバス通通通通りにたくさりにたくさりにたくさりにたくさんのんのんのんのカフェカフェカフェカフェがありますがありますがありますがあります（（（（市内市内市内市内

ののののカフェカフェカフェカフェのようにのようにのようにのように小洒落小洒落小洒落小洒落てはいないてはいないてはいないてはいない））））安安安安くておいしいくておいしいくておいしいくておいしい 

おおおお茶茶茶茶がががが飲飲飲飲めてめてめてめて高台高台高台高台からからからから台北市内台北市内台北市内台北市内がががが一望一望一望一望できてとてもいいできてとてもいいできてとてもいいできてとてもいい気持気持気持気持ちでしたちでしたちでしたちでした。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに穏穏穏穏やかでやかでやかでやかで

ゆったりするとゆったりするとゆったりするとゆったりすると寒寒寒寒いいいい日本日本日本日本なんぞなんぞなんぞなんぞ帰帰帰帰りたくなくなりますがりたくなくなりますがりたくなくなりますがりたくなくなりますが、、、、明日明日明日明日はもうはもうはもうはもう帰国帰国帰国帰国ですですですです。。。。さあさあさあさあ、、、、我我我我

にかえってにかえってにかえってにかえって台北市内台北市内台北市内台北市内にもどりにもどりにもどりにもどり、、、、台北台北台北台北１０１１０１１０１１０１にいくにいくにいくにいく事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。世界世界世界世界２２２２位位位位のののの高高高高さでさでさでさで、、、、ここここここここ

ののののエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターはははは東芝製東芝製東芝製東芝製、、、、ロープロープロープロープはははは日本製日本製日本製日本製のののの鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼ロープロープロープロープ、、、、そしてそしてそしてそして施工施工施工施工はははは熊谷組熊谷組熊谷組熊谷組、、、、展望台入展望台入展望台入展望台入

口口口口よりよりよりより展望台使展望台使展望台使展望台使っているというのでっているというのでっているというのでっているというので昇昇昇昇ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思ったのですったのですったのですったのです。。。。日本日本日本日本のののの技術技術技術技術はやはりすはやはりすはやはりすはやはりす

ごいごいごいごい。。。。今日今日今日今日のののの最後最後最後最後ののののミッションミッションミッションミッションはははは私私私私たちたちたちたち夫婦夫婦夫婦夫婦がおがおがおがお寺好寺好寺好寺好きなのできなのできなのできなので龍山寺龍山寺龍山寺龍山寺にいくにいくにいくにいく事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。

小正月小正月小正月小正月のせいかのせいかのせいかのせいか、、、、参拝客参拝客参拝客参拝客がががが多多多多くくくく念仏念仏念仏念仏をををを大合唱大合唱大合唱大合唱でででで唱唱唱唱えていましたえていましたえていましたえていました。。。。長長長長いいいい線香線香線香線香をををを６０６０６０６０円位円位円位円位でででで買買買買

いいいい東西南北東西南北東西南北東西南北にににに線香線香線香線香をそなえをそなえをそなえをそなえ、、、、けっこうけっこうけっこうけっこう激激激激しくしくしくしく首首首首をふってをふってをふってをふって皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお願願願願いごとをしていますいごとをしていますいごとをしていますいごとをしています。。。。

郷郷郷郷にににに入入入入ればということでればということでればということでればということで郷郷郷郷のののの人人人人々々々々のののの真似真似真似真似をしておをしておをしておをしてお願願願願いしてきましたがいしてきましたがいしてきましたがいしてきましたが、、、、御利益御利益御利益御利益はどうでしはどうでしはどうでしはどうでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。国籍国籍国籍国籍、、、、住所住所住所住所、、、、名前名前名前名前をををを言言言言わなかったからおわなかったからおわなかったからおわなかったからお願願願願いをきいてもらえなかったかもしれまいをきいてもらえなかったかもしれまいをきいてもらえなかったかもしれまいをきいてもらえなかったかもしれま

せんせんせんせん。。。。このこのこのこの日日日日はこれではこれではこれではこれで終了終了終了終了ですですですです。。。。 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

猫空猫空猫空猫空ののののウーロンウーロンウーロンウーロン茶畑茶畑茶畑茶畑 

 

                                                                                    台北台北台北台北１０１１０１１０１１０１・・・・施工施工施工施工はははは日本日本日本日本ののののゼネコンゼネコンゼネコンゼネコン 

 

５５５５日目日目日目日目（（（（２２２２/７７７７））））・・・・・・・・・・・・最終日最終日最終日最終日、、、、台北発台北発台北発台北発１６１６１６１６：：：：００００００００のののの飛行機飛行機飛行機飛行機なのでなのでなのでなので午前中午前中午前中午前中、、、、国立台湾博物館国立台湾博物館国立台湾博物館国立台湾博物館へへへへ

いくいくいくいく。。。。このこのこのこの日日日日もももも雨雨雨雨ですがですがですがですが、、、、めげずにめげずにめげずにめげずに見学見学見学見学しましたしましたしましたしました。。。。あっとあっとあっとあっと言言言言うううう間間間間のののの５５５５日間日間日間日間ですっかりですっかりですっかりですっかり台湾台湾台湾台湾

がががが好好好好きになりきになりきになりきになり、、、、台湾台湾台湾台湾ののののロングステイヤーロングステイヤーロングステイヤーロングステイヤーのののの西田西田西田西田さんさんさんさん御夫妻御夫妻御夫妻御夫妻とのふれあいもとのふれあいもとのふれあいもとのふれあいも忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない思思思思

いいいい出出出出でででで帰帰帰帰ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。 
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少数民族少数民族少数民族少数民族のののの根強根強根強根強いいいい独立運動独立運動独立運動独立運動    

－－－－中国中国中国中国・・・・チベットチベットチベットチベット、、、、新疆新疆新疆新疆ウイグルウイグルウイグルウイグル自治区自治区自治区自治区－－－－ 

                 ＬＳＣＬＳＣＬＳＣＬＳＣ会員会員会員会員    伊東健三伊東健三伊東健三伊東健三    

１、チベット自治区に出かけて 

中国に初めて出かけたのが 1970 年（昭和 45 年）12 月で、今から 42 年前にな

る。その時はまだ日中友好条約が結ばれたばかりの頃で、コースが北京―南京

―上海など都市部ばかりで、男も女も中国人は全て、人民服着て、軍隊に入隊

したような錯覚に陥ったものだった。その後中国を訪れること 20 回以上になる

が、どうしても忘れがたいことは、少数民族独立運動を抱える新疆ウイグル自

治区（ウルムチ）、内モンゴル自治区（ホフホト）、チベット自治区（ラサ）な

ど特別区に出かけた時のことである。 

そこで次に、最近出かけたチベット自治区を中心に「少数民族問題の背景」

を少し深めて、今季号の責に代えさせて戴きたい。 

 

(写真１)チベット自治区象徴の宮殿(ラサ市) 

２、根深い反漢族感情 

13 億人の人口大国、中国も、少数民族の独立運動は、大きなアキレス腱であ

る。 

新疆・ウイグル自治区がソ連のイスラム系独立国の影響をうけて、ウイグル

族独立運動を激しく闘っている過激派がいることはよく知られているが、チベ

ットもまた貧困と宗教に起因し、根深い独立運動が進められていることはあま

り知られていない。 

 チベットは 13 世紀の頃、ダライ・ラマ 4 世で独立したが、1956 年の改革開放
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の時代にダライ・ラマ 14 世（ノーベル賞受賞者）が 1959 年 3 月 10 日騒乱事件

(抗暴記念日)を起こし、インドに亡命、その後亡命政府を組織し、民族独立運

動を指導していると言われている。 

しかし近年、中国当局はチベット自治区党委書記の経験のある胡錦濤(国家主

席)がトップの座にあり、高齢のダライ・ラマが柔軟路線を表明している今こそ

が問題解決の絶好の機会と期待されていた。 

それにもかかわらず49年経って同じく抗暴記念日の2008年 3月 10日、約300

人のラマ僧がラサ市内を平和的なデモ行進の最中、警察当局に大量逮捕され、

これをきっかけに事態は悪化し、騒乱は中国・甘粛省、四川省などに大きく広

がった。中国の温家宝首相はすぐに記者会見で「ダライ集団の陰謀」と非難し

たが、ことはそう単純ではない。テロを容認する成年会議派の存在など亡命政

府側の内部事情も複雑である。 

そのため騒動は、さらにはラサのセラ寺の僧たちがハンストで抗議に拡大し、

加えてデブン寺など三つの寺が封鎖されたことに対し、2 人の僧が大量の武装警

官の面前で「断臂投地」というラマ教の最も過激な方法で抗議した。「断臂投地」

とは、断臂貞妻、即ち五代周の王疑の妻李氏が臂を断ち切って貞節を示した故

事に由来する。転じて何らかの思想に対する忠誠を表したり、願を掛けたりす

る際の、最も強い抗議方法としてもちいられている。 

少数民族とはいえウルグイ族 900 万人に次いで、チベット族 460 万人は決し

て少ない民族ではない。 

最近では、実は57からある少数民族地域で漢民族が多勢を占めつつある中で、

このチベット自治区は珍しく、総人口 277 万人の内 274 万人と 98％の割合でチ

ベット族が多数を占めている。 

彼らは歴史的にも反漢族感情が強く、元、唐、清の時代にさかのぼるまでも

なく、圧政の歴史を繰り返されてきたことに対する反感と独立に対する期待が

根強い。 

(写真２)ラサ市とチベット族の日常生活 
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３、貧困に喘ぐチベットの農村 

中国はその基本路線に、資本主義が残した三大差別、すなわち「農業と工業、

都市と農村、知識労働者と肉体労働者の差別を縮小し、やがて解消する」とい

う大目標を掲げているが、その最たる差別問題が少数民族の生活や所得の貧困

に絡んでいるのではなかろうか。 

 知られている通り、チベットは世界の最高峰 8,800ｍのチョモランマ(エベレ

スト山)を始め区都ラサも海抜 3,670ｍからの高地にあり、風物・景色は抜群で

あるが、その生活の基盤は牧畜にある。 

 農業基盤は 36 万ｈa の耕地に 38 万戸の農家、101 万人の農業労働力、そして

1990年に１人当たり経営面積が38.6aが 2010年には14.5aと耕地の質の低下に

より大幅に減少しているのが特徴。耕地での作物は高冷地ゆえに、小麦（高地

用に改良された青裸（テンクウ）という麦）やアブラナ、バレイショぐらいの

もので、あとは牧畜である。米も南地方にはないわけではないが、ほとんど 100％

輸入である。また、牧畜といってもその実像は放牧民であり、彼らの大部分は

100 頭程度の牛（耗牛、黄牛）や羊、山羊の群れを率いた原始畜産である。 

(写真３)チベットの農村 

 そのため生活水準は貧しく、チベットの 1年間の平均所得は 2008 年の統計で、

中国平均 19,524 元（約 30 万円・100％)に対しチベット自治区は 10 年前の平均

1,331 元（約 2 万円）から 9 倍増えたとはいえ 12,109 元（約 18 万円 62％）、ま

た農村部のシガツェ県平均などは 8,599 元(約 12 万円・44％)と少ない。まして

都市・上海 66､367 元（約 100 万円 340％）などに対しては 5 分の１以下の低所

得で、都市との大きな格差がある。もちろん車やテレビなど耐久消費財はほと

んどなく、ただ最近は農耕用の耕作機（テイラー）など四角いテント小屋に隣

接して少し散見されるようになってきた程度である。写真の被写体で 10 元(約

150 円)もらって一日の生活費にする者にとっては、貧困は最大の課題である。 
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(写真４)チベット族の踊り 

４、夢は観光と鉱物資源 

 もちろん夢はないわけではなく、チベットは、特に、エベレスト（チョモラ

ンマ）8,800ｍをはじめ 11 峰の 8,000ｍ級のヒマラヤの山々、そして 4,700ｍの

高地にある湖など自然を売り物にした観光事業と鉱物資源の豊富さである。 

 中国当局は全長 1,118ｋｍの青海チベット鉄道の開設や宗教、教育、言葉（チ

ベット語の普及）などの自治活動の奨励をはかり、最近では 2007 年 280 億元、

2008 年 357 億元と自治区予算の 9 割の補助など援助漬けの民族融和策を強化し

ているが、前述の「独立運動の勢い」を止めるまでには至っていない。むしろ

独立要求暴動や最近では政府が指名するラマ教の指導者パンチョン・ラマの後

継者騒動なども多発しており、チベット情勢の行方は不透明である。 

(写真５) 

ヒマラヤの山々を背景に観光写真(1 回 10 元) 

５、ある少数民族指導者の闘い 

 ところで、ここで「ある新疆・ウイグル族指導者の闘い」について少し紹介
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しよう。 

彼の名前は、中国警察当局の指導・管理下にあるので仮に「Ｘ」としよう。 

 「Ｘ」は、かつて中華人民共和国政府の国務院政治局に勤務し、鄧小平氏と

も縁のある少数民族・ウイグル族のリーダーで、期待されて東京大学の理学部

の博士課程に留学してきた学生である。年齢は 40 歳代であるので、奥さん(元

北京大学助教授)と子供(小学生)の３人での訪日し、当方の近くのアパートに移

住されたことの縁で、友人になった。 

 彼は勉学の傍ら、ウイグル族の集まりや情報を得る内に、いつの間にか「日

本におけるウイグル族独立運動の指導者」になっていた。彼の考え方は経歴の

通り中国政府に所属していたので少数民族問題ではどちらかといえば「穏健派」

であった。 

 しかし、彼の周りにウイグル族のメンバーが集うだけでなく、応援する日本

人も集まるようになってきて、彼は「少数民族独立運動」の著書を日本語で発

行した。わずか 1,000 部程度であったが、これが当局の目に留まった。 

そこで当局の対応は、はじめは①融和策として「彼を煽てて」、新疆ウイグル

自治区のウルムチ市近郊に約80万ムー(約53ｈａ)の農地を賦与すると提案した。

彼もこれに応えて「農場を経営することも検討し」当時ＪＡ本部で農業経営問

題を担当していた当方にも相談があったので、わざわざ姉とともに遠くウルム

チ市まで観光を兼ねて現地調査に出かけた。「砂漠化した農地への水の確保やそ

れに関連する巨額の投資など」課題が多いことを告げると、それに加えて在日

期間が長く子供が日本語しか話せなくなっていることもあって、結局彼は帰国

を断り、日本で留学を続けることとした。 

 ところがこれに対し、しばらくして、背景はわからないが、②彼は住居のア

パート近くの暗い路上で、何者かに車で襲われ、交通事故に出会った。どうに

か生命は取り留めてものの、足に大きな怪我をした。 

 そこで彼は、③日本にいることによる危険を感じ、中国に帰ることとした。

その後は音信不通であるが、他のウイグル族留学生からの報せでは、彼は今は

北京で「日本のことでの裁判闘争中」であるとのこと。まさに一家離散の憂き

目にあっている。 

ウイグル族900万人といえば一つの独立国になるに充分な人口規模であるが、

少数民族と漢民族との闘いは、かように厳しいものであり、身の回りに起きた

一つの事例として紹介させて戴いた次第である。   

 (2012 年 3 月 11 日著) 
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タイタイタイタイ大洪水大洪水大洪水大洪水でででで立証立証立証立証されたされたされたされた 

アジアアジアアジアアジアへのへのへのへの海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行のののの重要性重要性重要性重要性 
               柴田柴田柴田柴田    憙信憙信憙信憙信 

 

今回今回今回今回ののののタイタイタイタイ洪水洪水洪水洪水についてのについてのについてのについてのマスコミマスコミマスコミマスコミ報道報道報道報道によりによりによりにより、、、、日本企業日本企業日本企業日本企業のののの多多多多くのくのくのくの工場工場工場工場がががが冠水冠水冠水冠水してしてしてして多大多大多大多大 

なななな被害被害被害被害がががが出出出出てそのてそのてそのてその影響影響影響影響がががが日日日日・・・・タイタイタイタイだけにだけにだけにだけに留留留留まらずまらずまらずまらず、、、、世界中世界中世界中世界中にににに及及及及んでいることがんでいることがんでいることがんでいることが明明明明らかにらかにらかにらかに 

なりましたなりましたなりましたなりました。。。。前世紀後半前世紀後半前世紀後半前世紀後半からのからのからのからの円高経済円高経済円高経済円高経済をををを背景背景背景背景にににに、、、、外国企業誘致外国企業誘致外国企業誘致外国企業誘致のののの優遇策優遇策優遇策優遇策やややや低廉低廉低廉低廉なななな労働労働労働労働 

力力力力をををを提供提供提供提供してくれるしてくれるしてくれるしてくれるタイタイタイタイへのへのへのへの日本企業進出日本企業進出日本企業進出日本企業進出がががが次次次次々々々々とととと行行行行われてわれてわれてわれて今日今日今日今日にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。現在現在現在現在、、、、 

タイタイタイタイにはにはにはには日本日本日本日本とのとのとのとの関係関係関係関係がががが良好良好良好良好であることをであることをであることをであることを背景背景背景背景にににに製造業製造業製造業製造業からからからからサービスサービスサービスサービス業業業業までまでまでまで３３３３千千千千をををを超超超超ええええ 

るるるる日本企業日本企業日本企業日本企業がががが進出進出進出進出しししし、、、、在留邦人在留邦人在留邦人在留邦人はははは７７７７万人万人万人万人をををを超超超超えているとのことですえているとのことですえているとのことですえているとのことです。。。。 

 

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、日本日本日本日本のののの企業進出企業進出企業進出企業進出はははは当初当初当初当初、、、、容易容易容易容易なものではありませんでしたなものではありませんでしたなものではありませんでしたなものではありませんでした。。。。８０８０８０８０年代前年代前年代前年代前 

半半半半はははは自動車自動車自動車自動車、、、、電器電器電器電器、、、、カメラカメラカメラカメラ等等等等のののの日本製品日本製品日本製品日本製品ががががタイタイタイタイへへへへ大量大量大量大量にににに輸入輸入輸入輸入されたにされたにされたにされたに拘拘拘拘わらずわらずわらずわらず、、、、タイタイタイタイがががが 

日本日本日本日本にににに買買買買ってもらいたいってもらいたいってもらいたいってもらいたい農産物農産物農産物農産物がががが日本日本日本日本のののの規制規制規制規制によりによりによりにより輸出輸出輸出輸出できずできずできずできずタイタイタイタイのののの対日貿易赤字対日貿易赤字対日貿易赤字対日貿易赤字がががが大大大大 

幅幅幅幅にににに拡大拡大拡大拡大、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる貿易摩擦貿易摩擦貿易摩擦貿易摩擦がががが両国両国両国両国のののの関係関係関係関係をををを停滞停滞停滞停滞させていましたさせていましたさせていましたさせていました。。。。日本日本日本日本のののの首相首相首相首相がががが訪問訪問訪問訪問しししし 

たときはたときはたときはたときは生卵生卵生卵生卵がががが投投投投げられげられげられげられ、、、、日本商品日本商品日本商品日本商品のののの不買運動不買運動不買運動不買運動、、、、是正是正是正是正をををを求求求求めるめるめるめるデモデモデモデモ行進行進行進行進ががががバンコクバンコクバンコクバンコクのののの中中中中 

心街心街心街心街やややや日本大使館周辺日本大使館周辺日本大使館周辺日本大使館周辺でででで連日行連日行連日行連日行われるほどでしたわれるほどでしたわれるほどでしたわれるほどでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、日本人日本人日本人日本人のののの年間年間年間年間((((８１８１８１８１年年年年――――８５８５８５８５ 

年年年年))))タイタイタイタイ訪問者数訪問者数訪問者数訪問者数はははは２２２２２２２２万万万万－－－－２４２４２４２４万人台万人台万人台万人台でででで低迷低迷低迷低迷ししししタイタイタイタイ国民国民国民国民のののの対日感情対日感情対日感情対日感情がががが悪化悪化悪化悪化していてしていてしていてしていて、、、、日日日日 

本企業本企業本企業本企業ののののタイタイタイタイへのへのへのへの進出進出進出進出などなどなどなど考考考考えられないえられないえられないえられない状況状況状況状況にあったのですにあったのですにあったのですにあったのです。。。。 

 

このこのこのこの苦境苦境苦境苦境をををを打開打開打開打開したのがしたのがしたのがしたのが、、、、８６８６８６８６年年年年からからからから開始開始開始開始されたされたされたされた我国海外旅行業界我国海外旅行業界我国海外旅行業界我国海外旅行業界ととととタイタイタイタイ航空航空航空航空がががが行行行行ったったったった 

タイタイタイタイ旅行旅行旅行旅行キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンでしたでしたでしたでした。。。。タイタイタイタイ航空航空航空航空のののの初代日本地区総支配人初代日本地区総支配人初代日本地区総支配人初代日本地区総支配人プラサートプラサートプラサートプラサート氏氏氏氏とととと同社営同社営同社営同社営 

業部長業部長業部長業部長であったであったであったであった高橋進太郎氏高橋進太郎氏高橋進太郎氏高橋進太郎氏がががが““““タイタイタイタイ航空航空航空航空はははは路線路線路線路線やややや座席座席座席座席はははは売売売売らないらないらないらない、、、、タイタイタイタイ（（（（観光観光観光観光））））をををを売売売売 

りたいりたいりたいりたい””””ととととタイタイタイタイ旅行旅行旅行旅行キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催をををを日本日本日本日本のののの旅行業界旅行業界旅行業界旅行業界にににに提案提案提案提案されましたされましたされましたされました。。。。キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 

ははははタイタイタイタイ政府観光庁政府観光庁政府観光庁政府観光庁のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて行行行行われわれわれわれ、、、、タイタイタイタイ・・・・日関係業界日関係業界日関係業界日関係業界がががが力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて努力努力努力努力したしたしたした結果結果結果結果、、、、 

８６８６８６８６年年年年にはにはにはには２６２６２６２６万人万人万人万人、、、、８７８７８７８７年年年年３５３５３５３５万人万人万人万人、、、、８８８８８８８８年年年年４２４２４２４２万人万人万人万人とととと訪訪訪訪タイタイタイタイ日本人日本人日本人日本人がががが観光客観光客観光客観光客をををを主主主主とととと 

してうなぎしてうなぎしてうなぎしてうなぎ上上上上りにりにりにりに続伸続伸続伸続伸してしてしてして成功裏成功裏成功裏成功裏にににに推移推移推移推移しましたしましたしましたしました。。。。昨年昨年昨年昨年はははは東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災ととととタイタイタイタイのののの洪水被洪水被洪水被洪水被 

災災災災というというというというマイナスマイナスマイナスマイナス要因要因要因要因があったもののがあったもののがあったもののがあったものの訪訪訪訪タイタイタイタイ日本人日本人日本人日本人のののの人数人数人数人数はははは１１２１１２１１２１１２万万万万をををを超超超超えるえるえるえる結果結果結果結果となとなとなとな 

りましたりましたりましたりました。。。。外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客がががが訪問訪問訪問訪問先国先国先国先国のののの観光観光観光観光やややや食事食事食事食事、、、、ショッピングショッピングショッピングショッピング等等等等をををを楽楽楽楽しむことはしむことはしむことはしむことは、、、、観観観観 

光収入光収入光収入光収入((((外貨外貨外貨外貨))))のののの獲得獲得獲得獲得によるによるによるによる貿易摩擦解消貿易摩擦解消貿易摩擦解消貿易摩擦解消やややや相互理解相互理解相互理解相互理解をををを深深深深めめめめ、、、、両国間両国間両国間両国間のののの国民国民国民国民レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの友友友友 

好感情好感情好感情好感情をををを醸成醸成醸成醸成するするするする効果効果効果効果がありますがありますがありますがあります。。。。当時当時当時当時、、、、タイタイタイタイはははは国策国策国策国策としてとしてとしてとして観光立国観光立国観光立国観光立国をををを掲掲掲掲げはじめていげはじめていげはじめていげはじめてい 
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てててて、、、、全世界全世界全世界全世界からのからのからのからの観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致をををを行行行行っていましたっていましたっていましたっていました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、著著著著しいしいしいしい日本日本日本日本からのからのからのからの観光客増加観光客増加観光客増加観光客増加 

とととと日本人訪問者日本人訪問者日本人訪問者日本人訪問者のののの消費金額消費金額消費金額消費金額（（（（タイタイタイタイのののの観光収入観光収入観光収入観光収入））））がががが他国他国他国他国のそれよりのそれよりのそれよりのそれより多多多多くくくく日本人観光客日本人観光客日本人観光客日本人観光客のののの重重重重 

要性要性要性要性がががが主要主要主要主要マスコミマスコミマスコミマスコミでででで頻繁頻繁頻繁頻繁にににに報道報道報道報道されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその効果効果効果効果もありもありもありもあり、、、、日本日本日本日本へのへのへのへの理解理解理解理解がががが国民国民国民国民レレレレ 

ベルベルベルベルでででで急速急速急速急速でででで進進進進みみみみ、、、、反日的反日的反日的反日的なななな活動活動活動活動がががが消滅消滅消滅消滅しししし、、、、親日的親日的親日的親日的なななな感情感情感情感情をををを持持持持つつつつタイタイタイタイ人人人人がががが増加増加増加増加していっしていっしていっしていっ 

たのですたのですたのですたのです。。。。そのそのそのその成果成果成果成果としてとしてとしてとして、、、、日本企業日本企業日本企業日本企業のののの進出進出進出進出ははははタイタイタイタイのののの人人人人々々々々からからからから歓迎歓迎歓迎歓迎されることとなりされることとなりされることとなりされることとなり、、、、 

今日今日今日今日にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。勿論勿論勿論勿論、、、、日本人訪日本人訪日本人訪日本人訪タイタイタイタイ者数者数者数者数をををを増増増増やすためのやすためのやすためのやすための好材料好材料好材料好材料（（（（テンミリオンテンミリオンテンミリオンテンミリオン計計計計 

画画画画、、、、円高等円高等円高等円高等））））ががががキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン成功成功成功成功のののの後押後押後押後押しをしてくれましたしをしてくれましたしをしてくれましたしをしてくれました。。。。 

 

しかししかししかししかし、、、、あのあのあのあの時時時時、、、、タイタイタイタイ航空航空航空航空がががが““““タイタイタイタイのののの観光観光観光観光をををを売売売売らずらずらずらず、、、、路線路線路線路線とととと座席座席座席座席をををを売売売売るるるる””””航空会社航空会社航空会社航空会社であっであっであっであっ 

たならたならたならたなら、、、、タイタイタイタイ旅行旅行旅行旅行キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはははは行行行行われずわれずわれずわれず、、、、タイタイタイタイ人人人人のののの対日感情対日感情対日感情対日感情のののの改善改善改善改善はははは行行行行われなかったでわれなかったでわれなかったでわれなかったで 

しょうししょうししょうししょうし、、、、３３３３千千千千ものものものもの日系企業日系企業日系企業日系企業がががが進出進出進出進出するするするする友好国友好国友好国友好国になることもなかったのではないでしょになることもなかったのではないでしょになることもなかったのではないでしょになることもなかったのではないでしょうううう 

かかかか？？？？今日今日今日今日、、、、タイタイタイタイがががが日本日本日本日本にとってにとってにとってにとって東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア最大最大最大最大のののの友好国友好国友好国友好国となりとなりとなりとなり、、、、大大大大きなきなきなきな摩擦摩擦摩擦摩擦もなくもなくもなくもなく我国我国我国我国とととと 

のののの共存共存共存共存・・・・共栄関係共栄関係共栄関係共栄関係がががが確立確立確立確立されていることはされていることはされていることはされていることは疑疑疑疑いのいのいのいの余地余地余地余地はありませんはありませんはありませんはありません。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその実現実現実現実現にににに 

はははは日本日本日本日本からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客がががが大大大大きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献したことをしたことをしたことをしたことを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、観光観光観光観光をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行のののの意義意義意義意義 

をををを確認頂確認頂確認頂確認頂ければければければければ本望本望本望本望ですですですです。。。。 

 

現在現在現在現在、、、、政治政治政治政治のののの世界世界世界世界ではではではでは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰにににに参加参加参加参加するするするする、、、、しないでしないでしないでしないで不毛不毛不毛不毛のののの議論議論議論議論がされておりますががされておりますががされておりますががされておりますが、、、、いいいい 

ずれにしてもずれにしてもずれにしてもずれにしても、、、、アジアアジアアジアアジアのののの国国国国々々々々とのとのとのとの友好友好友好友好をををを深深深深めめめめ関係関係関係関係をををを密密密密にしていかないとにしていかないとにしていかないとにしていかないと日本日本日本日本はははは後進国後進国後進国後進国へのへのへのへの 

転落転落転落転落のののの道道道道をををを歩歩歩歩むこととなりかねませんむこととなりかねませんむこととなりかねませんむこととなりかねません。。。。アジアアジアアジアアジアのののの国国国国々々々々とのとのとのとの友好関係友好関係友好関係友好関係をををを築築築築くためくためくためくためにににに、、、、日本人日本人日本人日本人 

ががががアジアアジアアジアアジアへへへへ観光旅行観光旅行観光旅行観光旅行することがますますすることがますますすることがますますすることがますます重要重要重要重要になりますになりますになりますになります。。。。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のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお 

かれましてもかれましてもかれましてもかれましても、、、、次回次回次回次回のののの海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行ははははアジアアジアアジアアジアへへへへ、、、、できればできればできればできればタイタイタイタイへおへおへおへお出出出出かけくださいかけくださいかけくださいかけください。。。。 

 

さてさてさてさて，，，，前頁上部前頁上部前頁上部前頁上部ののののバナーバナーバナーバナーについてごについてごについてごについてご説明説明説明説明しますしますしますします。。。。左側左側左側左側はははは東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災ににににタイタイタイタイのののの人人人人々々々々がががが多多多多くくくく 

のののの義援金義援金義援金義援金やややや支援支援支援支援をををを寄寄寄寄せていただいたことにせていただいたことにせていただいたことにせていただいたことに感謝感謝感謝感謝のののの意意意意をををを伝伝伝伝えたいということでえたいということでえたいということでえたいということで私私私私がががが１１１１千千千千５５５５百百百百 

個製作個製作個製作個製作したしたしたした缶缶缶缶バッジバッジバッジバッジですですですです。。。。昨年夏昨年夏昨年夏昨年夏タイタイタイタイ旅行専門旅行専門旅行専門旅行専門ののののエーアンドエーエーアンドエーエーアンドエーエーアンドエー社社社社のおのおのおのお客様客様客様客様にににに配布配布配布配布してしてしてしてタタタタ 

イイイイ滞在中掲示頂滞在中掲示頂滞在中掲示頂滞在中掲示頂きましたきましたきましたきました。。。。バッジバッジバッジバッジにはにはにはにはタイタイタイタイ語語語語でででで““““東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに多大多大多大多大なごなごなごなご支援支援支援支援をををを寄寄寄寄せていせていせていせてい 

ただいたただいたただいたただいたタイタイタイタイのののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに感謝感謝感謝感謝しますしますしますします””””とととと書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。 

 

 

 

 

 

バンコクバンコクバンコクバンコク在在在在タイタイタイタイ日本大使館前日本大使館前日本大使館前日本大使館前にににに掲出掲出掲出掲出されたされたされたされた東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災へへへへタイタイタイタイからからからから寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた多大多大多大多大なななな支援支援支援支援へへへへ感謝感謝感謝感謝のののの横断幕横断幕横断幕横断幕 

右上右上右上右上ははははタイタイタイタイ旅行専門旅行専門旅行専門旅行専門のののの A & AA & AA & AA & A 社社社社ややややタイタイタイタイ料理料理料理料理ややややタイタイタイタイ雑貨雑貨雑貨雑貨のののの割引割引割引割引クーポンクーポンクーポンクーポンののののポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト““““ 

タイストリートタイストリートタイストリートタイストリート””””がががが推進推進推進推進しているしているしているしている大洪水大洪水大洪水大洪水でででで被災被災被災被災されたされたされたされたタイタイタイタイのののの人達人達人達人達をををを支援支援支援支援するするするする活動活動活動活動ののののシンボシンボシンボシンボ 

ルバナールバナールバナールバナーですですですです。。。。詳細詳細詳細詳細はははは    http://playforhttp://playforhttp://playforhttp://playforthailand.jp/thailand.jp/thailand.jp/thailand.jp/    をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。大洪水大洪水大洪水大洪水はははは終息終息終息終息しししし、、、、冠冠冠冠 

水水水水したしたしたした工業団地工業団地工業団地工業団地のののの施設施設施設施設もももも再開再開再開再開しつつありますがしつつありますがしつつありますがしつつありますが、、、、家族家族家族家族やややや親族親族親族親族、、、、住居等住居等住居等住居等をををを失失失失ったったったったタイタイタイタイのののの人人人人々々々々 

はははは公的機関公的機関公的機関公的機関からのからのからのからの支援支援支援支援がががが十分十分十分十分でなくでなくでなくでなく、、、、困窮困窮困窮困窮のののの日日日日々々々々をををを過過過過ごしていますごしていますごしていますごしています。。。。このこのこのこの状況状況状況状況をををを少少少少しでもしでもしでもしでも 

改善改善改善改善するようするようするようするよう、、、、タイタイタイタイ料理料理料理料理をををを召召召召しししし上上上上がるがるがるがる際際際際ははははタイストリートタイストリートタイストリートタイストリート加盟店加盟店加盟店加盟店をごをごをごをご利用利用利用利用されてされてされてされて、、、、割引割引割引割引ささささ 

れたれたれたれた料金料金料金料金をををを支援募金支援募金支援募金支援募金にごにごにごにご寄附頂寄附頂寄附頂寄附頂ければければければければ幸幸幸幸いですいですいですいです 
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                                                                台北便台北便台北便台北便りりりり     

    

NPO.LSCNPO.LSCNPO.LSCNPO.LSC のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ        2012.03.022012.03.022012.03.022012.03.02                            台北 LSC 会員 西田学 

台湾からの「2012 年の記念行事日」と「食の楽しみ方」についてのレポートです。 

【【【【食王国台湾食王国台湾食王国台湾食王国台湾でのでのでのでの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方】】】】    

中国の地方料理はもとより台湾では世界中の料理を楽しむ事ができます。一流店で

食卓を囲み美味しいコース料理に舌鼓、良いですね。 

出会いを求め散策に出かけた街角で何気なく立ち寄った食堂でジモティー（地元民）

に混じり食する地元料理、これが台湾旅行の醍醐味ですね。 

 

さて、そこで問題が！ メニューを見てもさっぱりわからん、周りの人が何を食べてい

るのかウロウロキョロキョロ、ここで親切な日本語の分かる「お助けマン」が登場し教

えてくれる。よくできた話ですね～、然し毎回毎回これを期待するのは無理かな～。 

 

そこで実力勝負、少し覚えれば簡単に注文ができます。少々イメージと違った料理が

出てきてもそれは経験とわりきりましょう。折角のロハスな台湾旅行ニコニコパクパク

楽しく食べましょう。あとは勇気あるのみです。 

 

街中の食堂ではこのようなメニュー兼注文伝票のようなものに、自分の食べたいもの

に個数を入れ注文します。料理名は仏料理などと同じように材料と調理法が書かれ

ています。そこで代表的な素材、調理法の単語を覚えれば見当をつけて注文ができ

るという事です。 

    

【【【【食事単語虎食事単語虎食事単語虎食事単語虎のののの巻巻巻巻】】】】    
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「「「「野菜野菜野菜野菜」」」」    

高麗菜（キャベツ）・青椒（ピーマン）・小白菜（シロナ）・大白菜（白菜）・絲瓜（ヘチマ）  

蔥（ネギ）・洋蔥（玉葱）・葱蒜（ニンニク）・蕃茄（トマト）・茄子（ナス）・韮黄（黄色のニ

ラ）・黄豆芽（大豆モヤシ）・四季豆（さんど豆）・緑豆芽（緑豆モヤシ）・蘆筍（アスパ

ラ）・菇（シイタケ） 

「「「「肉類肉類肉類肉類」」」」            （（（（肉とだけ書いてあれば豚肉の事） 

蛋（卵）・香腸（サラミ）・肉絲（豚肉の細切り）・牛肉絲（牛肉の細切り）・雞（鳥肉）・里

肌（かたロース）・白肉、五花（バラ肉） 

「「「「魚介類魚介類魚介類魚介類」」」」    

蝦仁（むき身エビ）・蝦子（皮つきエビ）・蛤仔（ハマグリ）・蚵、蚵仔（カキ）・海瓜子（あさ

り）・蟹黄（カニみそ） 

「「「「加工品加工品加工品加工品」」」」    

豆干（固い豆腐）・豆腐脳（きぬこし豆腐）・香干（五香の味付き豆干）・梅干（乾燥させ

た高菜）・菜脯（干し大根） 

「「「「飯類飯類飯類飯類」」」」    

白飯（白ごはん）・麺（ラーメン）・麺線（ソーメン）・烏龍麺（ウドン）・湯麺（スープ付のラ

ーメン）    

「「「「調味料調味料調味料調味料」「」「」「」「ヤクヤクヤクヤク味味味味」」」」    

沙茶（XO 醤様）・蔭豉・豆豉（発酵させた黒大豆）・魚香（にんにくと生姜などを混ぜた

ヤク味）・京醤（八丁味噌）・糖醋（甘酢）・豆瓣（豆瓣醤）・韮泥（おろしニンニク）・塔香

（バジル） 

「「「「調理法調理法調理法調理法」」」」    

炒（炒める）・乾煎（フライ）・紅燒（醤油煮込み）・爆（強火、早く）・乾扁（水分を除く） 

回鍋（ボイルした肉を鍋に戻す）・扣（控える）・蒸（蒸す）・煎（フライパンで焼く）・薄片

（スライス）・清（シンプル）   

「「「「そのそのそのその他他他他」」」」    

鮮（新鮮）・什錦（五目）・麻（しびれる）・辣（辛い）・嫩（若い）・溜（とろみ） 

 

「例」 

「高麗菜香腸炒飯」・・・高麗菜（キャベツ）・香腸（サラミ）・炒・飯という事でキャベツと

サラミ入りのチャーハンという事です。 

「蔥爆牛肉」・・・葱（ネギ）・爆（強火・早く）・牛肉という事でネギと牛肉を強火でサット

炒めた料理という事です。 
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「什錦炒麺」・・・什錦（五目）・炒（炒める）・麺（ラーメン）という事で五目焼きそば 

老皮嫩肉・・・中が柔らかく周囲が固い状態という事で絹こし豆腐を揚げて煮込んだ料

理） 

 

簡単でしょ、この虎の巻を持ち歩けばかなりの料理が食べられると思います。調理法

と食材が豊富なので現地の人間でも食べないと分からない料理が沢山あり、ある程

度想像して注文しているんですよ。 

私達外国人はイメージと合わないものが出てきても、怒らず、気落ちせず、あまり固く

考えないでゲーム感覚で食事を楽しみましょう。 

 

【【【【２０１２２０１２２０１２２０１２年記念日年記念日年記念日年記念日】】】】    

０１月 0１日   中華民国開国記念日 

０１月２２日   農暦除夜 

０１月２３日   春節 

０２月２８日   和平記念日 

０３月 ８日   婦女節 

０３月２９日   青年節 

０４月 ４日   清明節  児童節 

０５月 １日   労働節 

０６月２３日   端午節        「ドラゴンボートレース」 

０９月 ３日   軍人節 

０９月２８日   孔子誕生記念日  「孔子フェスティバル」 

０９月３０日   中秋節 

１０月１０日   国慶日 

１０月２５日   台湾光復節 

１１月１２日   国父誕生記念日 

１２月２５日   行憲記念日 

 

直近になればイベント＆フェスティバルの詳細がわかると思いますので分かり次第ご

連絡いたします。 
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泳泳泳泳ぎとぎとぎとぎと私私私私                            松浦光松浦光松浦光松浦光    

    

（（（（一一一一））））    

今今今今からからからから三十有余年前三十有余年前三十有余年前三十有余年前、、、、三十三十三十三十をををを少少少少しししし超超超超えてまもなくえてまもなくえてまもなくえてまもなく、、、、勤勤勤勤めているめているめているめている事務所事務所事務所事務所のののの近近近近くにくにくにくに立派立派立派立派なななな室室室室

内内内内プールプールプールプールがががが開館開館開館開館したしたしたした。。。。時時時時はははは昭和五十年頃昭和五十年頃昭和五十年頃昭和五十年頃、、、、第一次第一次第一次第一次オイルショックオイルショックオイルショックオイルショックのののの直後直後直後直後のことであったのことであったのことであったのことであった。。。。 

オフィスオフィスオフィスオフィスはははは喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者のののの煙煙煙煙でででで濛濛濛濛々々々々としていたとしていたとしていたとしていた。。。。昼食抜昼食抜昼食抜昼食抜きできできできで、、、、昼休昼休昼休昼休みのみのみのみの時間時間時間時間、、、、１５００１５００１５００１５００ｍｍｍｍをををを３３３３

５５５５分弱分弱分弱分弱でででで泳泳泳泳いだいだいだいだ。。。。古橋古橋古橋古橋のののの世界記録世界記録世界記録世界記録、、、、１８１８１８１８分分分分１９１９１９１９秒秒秒秒がががが十数年間破十数年間破十数年間破十数年間破られなかったことをられなかったことをられなかったことをられなかったことを思思思思うとうとうとうと

まあまあのまあまあのまあまあのまあまあの記録記録記録記録かとかとかとかと自己満足自己満足自己満足自己満足にふけったにふけったにふけったにふけった。。。。    

当時当時当時当時、、、、昼昼昼昼ののののプールプールプールプールにはにはにはには私私私私をををを含含含含めめめめ二二二二、、、、三名三名三名三名（（（（男性男性男性男性のみのみのみのみ））））しかいなかったしかいなかったしかいなかったしかいなかった。。。。主婦主婦主婦主婦たちがたちがたちがたちが家庭家庭家庭家庭

のののの内内内内からからからから外外外外でででで活動活動活動活動するするするする数年程度前数年程度前数年程度前数年程度前のののの頃頃頃頃であったであったであったであった。。。。泳泳泳泳ぎだしてぎだしてぎだしてぎだして間間間間もなくもなくもなくもなく、、、、体育館主催体育館主催体育館主催体育館主催のののの万泳万泳万泳万泳

記録会記録会記録会記録会なるものがなるものがなるものがなるものが発足発足発足発足したしたしたした。。。。記録記録記録記録をををを自己申告自己申告自己申告自己申告してしてしてして十万米達成者十万米達成者十万米達成者十万米達成者をををを掲示板掲示板掲示板掲示板にににに掲載掲載掲載掲載するものでするものでするものでするもので

あったあったあったあった。。。。私私私私もももも数数数数ヵヵヵヵ月後月後月後月後にににに掲載掲載掲載掲載されるされるされるされる栄誉栄誉栄誉栄誉にににに属属属属したしたしたした。。。。    

それそれそれそれ以来休日以来休日以来休日以来休日にはにはにはには冬冬冬冬はははは寒中水泳寒中水泳寒中水泳寒中水泳、、、、夏夏夏夏はははは遠泳大会遠泳大会遠泳大会遠泳大会へとでかけへとでかけへとでかけへとでかけ、、、、子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが小学校小学校小学校小学校へへへへ入入入入るとるとるとると

完成間近完成間近完成間近完成間近のののの夢夢夢夢のののの糸体育館糸体育館糸体育館糸体育館へへへへ家族全員家族全員家族全員家族全員でででで通通通通うようになったうようになったうようになったうようになった。。。。このようなこのようなこのようなこのような生活生活生活生活がががが五年程続五年程続五年程続五年程続きききき私私私私

のののの転勤転勤転勤転勤やややや子供子供子供子供のののの成長等成長等成長等成長等でででで中断中断中断中断してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。    

（（（（二二二二））））    

星霜二十余年星霜二十余年星霜二十余年星霜二十余年、、、、定年定年定年定年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた（（（（今今今今からからからから十年前十年前十年前十年前））））時時時時、、、、仕事仕事仕事仕事はははは昼昼昼昼からにしからにしからにしからにし、、、、迷迷迷迷うことなくうことなくうことなくうことなく午午午午

前中前中前中前中はははは泳泳泳泳ぐことにしたぐことにしたぐことにしたぐことにした。。。。平成十四年九月平成十四年九月平成十四年九月平成十四年九月かかかからららら始始始始めめめめ、、、、以来平成二十四年三月以来平成二十四年三月以来平成二十四年三月以来平成二十四年三月までまでまでまで約十年間約十年間約十年間約十年間、、、、

午前九時午前九時午前九時午前九時からからからから二十五分間二十五分間二十五分間二十五分間でででで毎日一千米毎日一千米毎日一千米毎日一千米、、、、自己申告自己申告自己申告自己申告でででで距離距離距離距離をををを計上計上計上計上していったしていったしていったしていった。。。。今今今今、、、、現在現在現在現在１２１２１２１２

６２６２６２６２キロキロキロキロ米米米米にににに達達達達したしたしたした。。。。自己申告自己申告自己申告自己申告したしたしたした距離距離距離距離はははは、、、、東海道東海道東海道東海道、、、、山陽山陽山陽山陽、、、、九州新幹線九州新幹線九州新幹線九州新幹線のののの各駅各駅各駅各駅までまでまでまで換算換算換算換算しししし

記録記録記録記録するするするする。。。。東京駅東京駅東京駅東京駅からからからから、、、、現在九州現在九州現在九州現在九州のののの大牟田駅大牟田駅大牟田駅大牟田駅をををを過過過過ぎぎぎぎ、、、、五月五月五月五月までにはまでにはまでにはまでには熊本駅熊本駅熊本駅熊本駅にににに到達到達到達到達、、、、今年中今年中今年中今年中

にににに鹿児島中央駅鹿児島中央駅鹿児島中央駅鹿児島中央駅にににに到着到着到着到着するするするする予定予定予定予定であるであるであるである。。。。鹿児島中央駅到着後鹿児島中央駅到着後鹿児島中央駅到着後鹿児島中央駅到着後はははは、、、、実際実際実際実際にににに鹿児島迄行鹿児島迄行鹿児島迄行鹿児島迄行きききき、、、、一一一一

つはつはつはつは西郷隆盛終焉西郷隆盛終焉西郷隆盛終焉西郷隆盛終焉のののの地地地地「「「「城山城山城山城山」」」」にににに出向出向出向出向きききき、、、、花束花束花束花束をををを手向手向手向手向けることけることけることけること。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは知覧知覧知覧知覧のののの資料館資料館資料館資料館

（（（（特攻基地特攻基地特攻基地特攻基地））））をををを訪問訪問訪問訪問することであるすることであるすることであるすることである。。。。    

今年末今年末今年末今年末、、、、九州新幹線泳破後九州新幹線泳破後九州新幹線泳破後九州新幹線泳破後はははは、、、、東北新東北新東北新東北新幹線幹線幹線幹線のののの新青森駅新青森駅新青森駅新青森駅をををを目指目指目指目指しししし出発出発出発出発しようとしようとしようとしようと思思思思っているっているっているっている。。。。    

昨年九月昨年九月昨年九月昨年九月にににに古希古希古希古希をををを迎迎迎迎えたえたえたえた私私私私はははは、、、、水泳水泳水泳水泳のおのおのおのお陰陰陰陰でででで風邪一風邪一風邪一風邪一つひかないつひかないつひかないつひかない身体身体身体身体となりとなりとなりとなり、、、、精神的精神的精神的精神的にはにはにはには

フィットネスフィットネスフィットネスフィットネス組織組織組織組織というというというというコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ社会社会社会社会へへへへ溶溶溶溶けけけけ込込込込むことができむことができむことができむことができ、、、、心心心心もきわめてもきわめてもきわめてもきわめて安穏安穏安穏安穏としとしとしとし

ているているているている。。。。    

残残残残りどこまでりどこまでりどこまでりどこまで生生生生きききき残残残残れるかわからないがれるかわからないがれるかわからないがれるかわからないが、、、、見果見果見果見果てぬてぬてぬてぬ夢夢夢夢としてとしてとしてとして、、、、真夏真夏真夏真夏のののの宗谷海峡宗谷海峡宗谷海峡宗谷海峡をををを横断横断横断横断（（（（何何何何

人人人人かのかのかのかのリレーリレーリレーリレー方式方式方式方式でででで））））したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているっているっているっている。。。。    

                                                                                            ““““了了了了”””” 
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  岩手県盛岡市在住の会員の勝田敏章氏から頂いた資料をご参考までに掲載します。 

勝田さんによれば、資料から分かるように東北地方在住者の出国率が低いので東北地方で

のロングステイの広報活動にも力を入れて欲しいとの事でした。  
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旅旅旅旅・・・・LSLSLSLS 情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会セミナーセミナーセミナーセミナー    

今年今年今年今年からからからから新企画新企画新企画新企画のののの旅旅旅旅・・・・LSLSLSLS 情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会セミナーセミナーセミナーセミナーがががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。    第一回第一回第一回第一回はははは２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日、、、、ささささ

いたまいたまいたまいたま市市民活動市市民活動市市民活動市市民活動サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターにおいてにおいてにおいてにおいて開催開催開催開催されされされされ、「、「、「、「ネットネットネットネットにもにもにもにも無無無無いいいい旅旅旅旅のののの情報情報情報情報テクニッテクニッテクニッテクニッ

クククク」」」」とととと題題題題してしてしてして、、、、副理事長副理事長副理事長副理事長のののの吉原紘昭氏吉原紘昭氏吉原紘昭氏吉原紘昭氏がががが講師講師講師講師をををを勤勤勤勤めましためましためましためました。。。。出席者出席者出席者出席者はははは三浦昭子三浦昭子三浦昭子三浦昭子さんさんさんさん、、、、岩崎岩崎岩崎岩崎

任男任男任男任男さんさんさんさん、、、、塚本茂塚本茂塚本茂塚本茂さんさんさんさん、、、、馬越治馬越治馬越治馬越治さんさんさんさん、、、、山際泰造山際泰造山際泰造山際泰造さんさんさんさん、、、、青野理則青野理則青野理則青野理則さんさんさんさん、、、、大野康昭大野康昭大野康昭大野康昭のののの皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで

したしたしたした。。。。今後今後今後今後もこのもこのもこのもこの種種種種ののののセミナーセミナーセミナーセミナーをををを会会会会としてとしてとしてとして開催開催開催開催していくしていくしていくしていく所存所存所存所存ですですですです。。。。    

    

３３３３月座談会開催月座談会開催月座談会開催月座談会開催    

３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日、、、、LSCLSCLSCLSC 座談会座談会座談会座談会がさいたまがさいたまがさいたまがさいたま市市民活動市市民活動市市民活動市市民活動サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター（（（（浦和浦和浦和浦和パルコパルコパルコパルコ９９９９階階階階））））    

にてにてにてにて開催開催開催開催されされされされ、、、、テーマテーマテーマテーマはははは「「「「ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ」」」」でででで、、、、会員会員会員会員のののの宮田敬生宮田敬生宮田敬生宮田敬生さんがさんがさんがさんがトルコトルコトルコトルコ旅行旅行旅行旅行についてのについてのについてのについての

おおおお話話話話がありましたがありましたがありましたがありました（（（（今季会報今季会報今季会報今季会報にににに掲載掲載掲載掲載）。）。）。）。座長座長座長座長はははは田中和義氏田中和義氏田中和義氏田中和義氏、、、、出席者出席者出席者出席者はははは、、、、宮田敬生宮田敬生宮田敬生宮田敬生さんさんさんさん、、、、塚本塚本塚本塚本

茂理事長茂理事長茂理事長茂理事長、、、、伊東健三伊東健三伊東健三伊東健三さんさんさんさん、、、、林裕子林裕子林裕子林裕子さんさんさんさん、、、、磯田昇磯田昇磯田昇磯田昇さんさんさんさん、、、、吉原紘昭吉原紘昭吉原紘昭吉原紘昭さんさんさんさん、、、、大野康昭大野康昭大野康昭大野康昭のののの皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで

したしたしたした。。。。    

    

２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度 LSCLSCLSCLSC スクールインスクールインスクールインスクールイン川口開催川口開催川口開催川口開催    

４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金曜日金曜日金曜日金曜日）、）、）、）、川口川口川口川口パートナーステーションパートナーステーションパートナーステーションパートナーステーション    キュッポキュッポキュッポキュッポ・・・・ララララ M4M4M4M4 階階階階にてにてにてにて今年度初今年度初今年度初今年度初めめめめ

てのてのてのての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がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。テーマテーマテーマテーマははははマレーシアロングステイマレーシアロングステイマレーシアロングステイマレーシアロングステイ（（（（特特特特ににににペペペペ

ナンナンナンナンをををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、講師講師講師講師はははは中島俊郎氏中島俊郎氏中島俊郎氏中島俊郎氏））））とととと LCCLCCLCCLCC をををを利用利用利用利用したしたしたした旅力旅力旅力旅力アップアップアップアップ（（（（講師講師講師講師はははは LSCLSCLSCLSC 副理副理副理副理

事長事長事長事長のののの吉原紘昭氏吉原紘昭氏吉原紘昭氏吉原紘昭氏））））についてでしたについてでしたについてでしたについてでした。。。。３０３０３０３０人人人人をををを超超超超えるえるえるえる参加者参加者参加者参加者がががが集集集集まりまりまりまり、、、、参加者参加者参加者参加者からのからのからのからの活発活発活発活発

なななな質問質問質問質問がががが相次相次相次相次ぎぎぎぎ、、、、熱気熱気熱気熱気がががが感感感感じられたじられたじられたじられた LSCLSCLSCLSC スクールスクールスクールスクールとなりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    尚今回尚今回尚今回尚今回はははは、、、、遠遠遠遠くくくく岩手盛岩手盛岩手盛岩手盛

岡市岡市岡市岡市のののの勝田敏章御夫妻勝田敏章御夫妻勝田敏章御夫妻勝田敏章御夫妻がががが参加参加参加参加されされされされ、、、、終了後終了後終了後終了後のののの懇親会懇親会懇親会懇親会でででで東北地方東北地方東北地方東北地方でのでのでのでの開催開催開催開催をををを待望待望待望待望しているとしているとしているとしていると

のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。    
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            佐渡市観光案内佐渡市観光案内佐渡市観光案内佐渡市観光案内    

    会員会員会員会員のののの榎榎榎榎さんはさんはさんはさんは佐渡市佐渡市佐渡市佐渡市のごのごのごのご出身出身出身出身ですですですです。。。。榎榎榎榎さんのさんのさんのさんの案内案内案内案内でででで３３３３月月月月２３２３２３２３日日日日～～～～２５２５２５２５日日日日にににに塚本理事長塚本理事長塚本理事長塚本理事長

とととと私私私私（（（（大野大野大野大野））））のののの３３３３人人人人でででで下見下見下見下見をををを兼兼兼兼ねてねてねてねて佐渡島旅行佐渡島旅行佐渡島旅行佐渡島旅行にににに行行行行ってってってって参参参参りましたりましたりましたりました。。。。大宮大宮大宮大宮からからからから新潟新潟新潟新潟までまでまでまで新新新新

幹線幹線幹線幹線でででで約約約約１１１１時間半時間半時間半時間半、、、、新潟港新潟港新潟港新潟港からからからから両津両津両津両津までまでまでまでジェットフォイルジェットフォイルジェットフォイルジェットフォイルでででで約約約約１１１１時間時間時間時間、、、、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着着着着

いてしまいましたいてしまいましたいてしまいましたいてしまいました。。。。海海海海からからからから見見見見るるるる佐渡島佐渡島佐渡島佐渡島はははは最高峰最高峰最高峰最高峰・・・・金北山金北山金北山金北山をををを筆頭筆頭筆頭筆頭にににに薄墨色薄墨色薄墨色薄墨色のののの山並山並山並山並みがみがみがみが迫迫迫迫ってってってって

いましたいましたいましたいました。。。。二泊三日二泊三日二泊三日二泊三日でででで回回回回ったったったった処処処処はははは、、、、佐渡金山跡佐渡金山跡佐渡金山跡佐渡金山跡、、、、本間能舞台本間能舞台本間能舞台本間能舞台、、、、ときときときとき博物館博物館博物館博物館、、、、真野宮真野宮真野宮真野宮、、、、佐渡佐渡佐渡佐渡

歴史伝説館歴史伝説館歴史伝説館歴史伝説館（（（（おおおお土産店土産店土産店土産店ででででジェンキンスジェンキンスジェンキンスジェンキンスさんにさんにさんにさんに会会会会うううう）、）、）、）、大善神社大善神社大善神社大善神社、、、、妙宣寺妙宣寺妙宣寺妙宣寺、、、、矢島矢島矢島矢島・・・・経島経島経島経島、、、、宿根宿根宿根宿根

木散策木散策木散策木散策などなどなどなど。。。。交通手段交通手段交通手段交通手段はははは、、、、榎榎榎榎さんのさんのさんのさんのダイハツダイハツダイハツダイハツのののの四駆四駆四駆四駆にににに乗乗乗乗せていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました。。。。佐渡佐渡佐渡佐渡はははは神社神社神社神社、、、、

仏閣仏閣仏閣仏閣、、、、能舞台能舞台能舞台能舞台がががが多多多多くくくく、、、、古式古式古式古式ゆかしいゆかしいゆかしいゆかしい佇佇佇佇まいをまいをまいをまいを残残残残しししし、、、、何故何故何故何故かかかか懐懐懐懐かしさをかしさをかしさをかしさを我我我我々々々々にににに感感感感じさせてくじさせてくじさせてくじさせてく

れるれるれるれる島島島島でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。ここではここではここではここでは、、、、佐渡紀行佐渡紀行佐渡紀行佐渡紀行をををを書書書書くのがくのがくのがくのが目的目的目的目的ではなくではなくではなくではなく集集集集めてきためてきためてきためてきた資料資料資料資料をををを皆皆皆皆ささささ

んにんにんにんに紹介紹介紹介紹介するするするする事事事事ですですですです。。。。    

佐渡佐渡佐渡佐渡ののののイベントイベントイベントイベント    

（（（（１１１１））））    佐渡体験佐渡体験佐渡体験佐渡体験ツアーツアーツアーツアー（（（（佐渡市地域振興課企画佐渡市地域振興課企画佐渡市地域振興課企画佐渡市地域振興課企画））））    

定員：各回１０名程度 

費用：１万５千円程度 

（往復佐渡汽船運賃、宿

泊費等） 

お問い合わせ  佐渡市地域振興課 

〒９５２－１２９２ 新潟県佐渡市千種２３２番地 

Ｔｅｌ（０２５９）６３－４１５２ Ｆａｘ（０２５９）６３－５３２５ 

Ｅ－mail k-kikaku@city.sado.niigata.jp 

(2)(2)(2)(2)    佐渡佐渡佐渡佐渡のののの能能能能をををを愉愉愉愉しむしむしむしむ    

佐渡島内にある約３０ヶ所の能舞台では、５月～１０月の間、毎日薪能が演じられま

す。６月は「薪能月間」として、毎週どこかで薪能が演じられ、あかあかとした薪の

炎の明かりの中、幽玄な美の世界を堪能できます。シャトルバスも運行。 

佐渡観光協会  電話 ０２５９－２７－５０００ 

（５/５ 諏訪神社１９：３０開演、６/３大善神社１９：００、 ６/９金井能楽堂１８；

３０  ６/１２牛尾神社１９：００、７/２９本間薪能１０：００、８/２５ 羽黒神社

１８：３０等） 

    

※ 会員の榎宏さんによると、ＬＳＣ会員の方が３名以上ぐらい佐渡観光を希望する場

合は、同行して案内することも可能とのお話を頂いています。 

榎宏さん連絡先： 電話 ０４８－６２４－３０１０、  

携帯０９０―９８３７―１５９０、Ｅ－メール 3943enoki-h@jcom.home.ne.jp 

 

平成２４年度 開催日程 （予定） 

５月１９日～２０日 田植体験、公共施設見学、島内観光他 

７月２１日～２２日 漁業体験、公共施設見学、島内観光他 

１０月１３日～１４日 稲刈体験、公共施設見学、島内観光他 



                  【編集後記編集後記編集後記編集後記】 
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 ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年    ＬＳＣＬＳＣＬＳＣＬＳＣ総会総会総会総会     

  

去去去去るるるる２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、今年度今年度今年度今年度ののののＬＳＣＬＳＣＬＳＣＬＳＣ総会総会総会総会がさいたまがさいたまがさいたまがさいたま市市市市のののの浦和浦和浦和浦和コミセンコミセンコミセンコミセン１０１０１０１０階階階階、、、、第第第第

９９９９集会室集会室集会室集会室にてにてにてにて午後午後午後午後２２２２：：：：００００００００よりよりよりより開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。総会出席者総会出席者総会出席者総会出席者はははは８８８８名名名名（（（（委任状委任状委任状委任状４６４６４６４６通通通通））））でしたでしたでしたでした。。。。     

決議事項決議事項決議事項決議事項はははは、、、、昨年度活動報告昨年度活動報告昨年度活動報告昨年度活動報告、、、、今年度活動計画今年度活動計画今年度活動計画今年度活動計画（（（（会報新年号会報新年号会報新年号会報新年号にににに掲載掲載掲載掲載のののの通通通通りりりり）、）、）、）、決算報告決算報告決算報告決算報告（（（（さいたさいたさいたさいた

まままま市市市市へのへのへのへの４４４４月月月月１１１１日提出日提出日提出日提出のののの事業報告事業報告事業報告事業報告にににに添付添付添付添付のののの通通通通りりりり））））及及及及びびびび役員人事役員人事役員人事役員人事（（（（昨年昨年昨年昨年までのまでのまでのまでの役員役員役員役員はははは全員再任全員再任全員再任全員再任とととと

しししし新新新新たにたにたにたに秋本佳之氏及秋本佳之氏及秋本佳之氏及秋本佳之氏及びびびび馬越治氏馬越治氏馬越治氏馬越治氏をををを新理事新理事新理事新理事としてとしてとしてとして選出選出選出選出））））がががが決議決議決議決議されましたされましたされましたされました。。。。またまたまたまた、、、、付帯事項付帯事項付帯事項付帯事項とととと

してしてしてして、、、、会報会報会報会報のののの配布配布配布配布ををををペーパースペーパースペーパースペーパースタイルタイルタイルタイルからからからから電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍形式形式形式形式へのへのへのへの提供提供提供提供にににに変更変更変更変更することをすることをすることをすることを検討中検討中検討中検討中であであであであ

ることをることをることをることを報告報告報告報告しししし、、、、変更変更変更変更にににに際際際際してはしてはしてはしては会員会員会員会員のののの意見意見意見意見をををを十分聞十分聞十分聞十分聞いたうえでいたうえでいたうえでいたうえで行行行行うとのうとのうとのうとの条件付条件付条件付条件付でででで了承了承了承了承されたされたされたされた。。。。    

 

 

 

『『『『編集後記編集後記編集後記編集後記』』』』     

ロングステイクラブ会報も本号で８０号を迎えました。本号の記事「健

康編」で松浦光さんがお書きになっている「泳ぎと私」によると、松浦さ

んは今まで泳いだ距離が今年の５月で東京から鹿児島までに相当するとの

ことです。すばらしい記録ではありませんか。この記録達成の裏には毎日、

毎日少しずつでも継続する意志の強さと、持続力が必要です。そして夢は、

宗谷海峡を何人かでリレー方式で泳いで横断する事だそうです。「見果てぬ

夢」と書いてありますが、我々に勇気を与えてくれます。まずは、鹿児島

までの距離到達の成功をお祈りいたします。我々の会報も８０号を迎える

までには、多くの会員の皆様の協力と先輩編集委員の方々の努力が無けれ

ば、達成できなかったことでしょう。 これから、会報の形態は電子書籍

での提供に変わるかもしれませんが、引き続き継続して発行していく所存

です。  

 

 

 

２０１２年 春季号 Ｖｏｌ .８０  

発行日  ２０１２年 ４月２８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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