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おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。    

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンでででで途中下車途中下車途中下車途中下車    

 

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

成田成田成田成田からからからから空路空路空路空路でででで４４４４時間時間時間時間、、、、時差時差時差時差ももももマイナスマイナスマイナスマイナス１１１１時間時間時間時間。。。。    

英語英語英語英語でありながらでありながらでありながらでありながら日本人日本人日本人日本人にはまだしられてないにはまだしられてないにはまだしられてないにはまだしられてない新鮮新鮮新鮮新鮮

なななな魚貝類魚貝類魚貝類魚貝類やややや農作物農作物農作物農作物がががが豊富豊富豊富豊富でででで日本日本日本日本よりよりよりより住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい。。。。    

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンはははは，，，，失業率失業率失業率失業率がががが高高高高くくくく、、、、国民国民国民国民一人一人一人一人リリリリ当当当当たりのたりのたりのたりの所所所所

得得得得はははは日本日本日本日本のののの約約約約５５５５万円程度万円程度万円程度万円程度がががが一版的一版的一版的一版的。。。。    治安治安治安治安のよいのよいのよいのよいエエエエ

リアリアリアリアでででで安全安全安全安全もももも住住住住まいもまいもまいもまいも完備完備完備完備しているしているしているしている。。。。    

私私私私はははは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にににに行行行行くくくく予定予定予定予定ががががスススストップトップトップトッププオーバプオーバプオーバプオーバしししし

てててて，，，，フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、クラクラクラクラーーーークククク基地来基地来基地来基地来たたたたトラトラトラトライシクルイシクルイシクルイシクル    （（（（オオオオ−−−−トトトト

バイバイバイバイ））））タクシータクシータクシータクシーがやたらとがやたらとがやたらとがやたらと目目目目につくにつくにつくにつく，，，，私私私私はははは一人旅一人旅一人旅一人旅なのなのなのなの

ででででトビートビートビートビーというというというという若者若者若者若者にににに道案内道案内道案内道案内してしてしてしてもらったもらったもらったもらった。。。。    

韓国人韓国人韓国人韓国人がががが多多多多いいいい街街街街だだだだ。。。。そもそもこのそもそもこのそもそもこのそもそもこの街街街街はははは米軍米軍米軍米軍でもつてでもつてでもつてでもつて

いたいたいたいた。。。。    今今今今ももももアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人はははは多多多多いいいい。。。。    

広大広大広大広大なななな基地基地基地基地であるであるであるである、、、、米軍米軍米軍米軍がががが基地基地基地基地としてとしてとしてとして使用使用使用使用いたいたいたいた頃頃頃頃はははは

B5B5B5B5２２２２がががが３３３３機編隊機編隊機編隊機編隊でででで同時飛同時飛同時飛同時飛びびびび立立立立ったったったったとととと聞聞聞聞くくくく。。。。    

それだけそれだけそれだけそれだけ広大広大広大広大なななな基地基地基地基地だだだだ。。。。今今今今はははは要所要所要所要所要所要所要所要所にににに警備警備警備警備がががが立立立立

ってってってっているがいるがいるがいるが、、、、このこのこのこの基地基地基地基地がががが（（（（LCC)LCC)LCC)LCC)基地基地基地基地としてとしてとしてとして脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴

びているびているびているびている。。。。今飛今飛今飛今飛んでいるのがんでいるのがんでいるのがんでいるのがオーストラオーストラオーストラオーストラりりりりアアアア、、、、    セブセブセブセブ、、、、

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール    、、、、中国中国中国中国等等等等であるであるであるである。。。。    来年来年来年来年あたりあたりあたりあたり日本日本日本日本かかかか

らららら安安安安いいいい航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃がががが出出出出るようになればとるようになればとるようになればとるようになればと祈祈祈祈ってってってっているいるいるいる。。。。    

又今年又今年又今年又今年はははは、、、、会員会員会員会員のののの増強増強増強増強のののの年年年年でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。会員一人会員一人会員一人会員一人

がががが友人友人友人友人にににに声声声声をかけてをかけてをかけてをかけて下下下下さいさいさいさい。。。。必必必必ずずずず増強増強増強増強にににに連連連連がるとがるとがるとがると思思思思つていますつていますつていますつています、、、、おおおお互互互互いいいい努力致努力致努力致努力致しまししまししまししまし

ょうょうょうょう。。。。    
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        イギリスイギリスイギリスイギリスででででロングスティロングスティロングスティロングスティ！！！！！！！！        （（（（そのそのそのその２２２２）））） 

                                                                                            福島啓子福島啓子福島啓子福島啓子 

前号ではイギリス滞在中、スーパー・メアという港町で参加したボラン 

ティア活動を紹介しました。ここではプライベートで旅した観光地を紹介します。                                                                                                            

①①①① スーパースーパースーパースーパー・・・・メアメアメアメア 

②②②② バースバースバースバース 

③③③③ ウエールズウエールズウエールズウエールズ 

④④④④ チェダーチェダーチェダーチェダー 

⑤⑤⑤⑤ グロースターグロースターグロースターグロースター 

⑥⑥⑥⑥ バーフォードバーフォードバーフォードバーフォード 

⑦⑦⑦⑦ ストーンストーンストーンストーン・・・・ヘンジヘンジヘンジヘンジ 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

 

Bath 

2000 年以上前古代ローマ軍が建設したといわれる温泉、神殿の遺跡で、世界遺産に登録され、

Bath(お風呂)の語源といわれています。その後、18 世紀半ば富裕層階級の温泉社交場として栄

え、1878 年発見された遺跡がローマン・バス博物館として公開されていて、今でも毎日 125 万

ℓのお湯が湧き出ています。2006 年には本格的スパ（サーメ・バース・スパ）ができ観光客も気

軽に温泉に入ることができます。（水着の貸出もあります）。 

又、ジョージア王朝に建てられた壮麗な建物、Number One Royal Crescent は世界一美しい集

合住宅として有名です。一階にはホテル、博物館があります。周囲は広い公園になっていて、音

楽堂もあり皆、思い思いの休日を楽しんでいました。小さな路地にはアンテイークショップが立

ち並び、ドイツから来た老夫婦が大きな皿を探していました。その他、バース寺院、美術館、な

ど見所がたくさんあり、一日歩いてもたりません。 

 帰りがけにスタバで休み、スーパー・メアに着いたのが、20:00 近く。日曜日で町中のお店は

閉まっていたせいでしょうか（16:00 頃閉店）まだまだ外は明るいのに人がほとんど歩いていま

せんでした。小さなスーパーだけが辛うじてあいていたので、パンと牛乳を買って急いでフラッ

トに帰りました。                      

 

 

 

 

 

            バース寺院             ロイヤル.クレッセントの前で 
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Wells 地方 キャッシーロード(城)があるので小さくても市としての機能をもっています。 

スーパーメアから路線バスで１時間ほど南東に下った場所に位置します。朝、バス停がわからず、

道行く人に聞きながらやっと 9:00 発のバスに乗ることが出来ました。（運賃、往復７ポンド） 

メアから Wells までのバスの旅はのどかな田園風景や、小さな町や村がつづく、ほのぼのとした

ものでした。途中の町、村の道路は幅が狭く、車やバスがすれ違う時大変でした。 

昔お城だった、The Bishop’s Palace は美しい庭園と白鳥で有名です。（現在は２羽だけですが...） 

隣にあるカテドラル(大聖堂)は、ゴシックスタイルで建てられた初めての大聖堂で、中のステン

ドグラスは世界の中でも最高の一つであると言われています。又 1390 年に作られた世界で二番

目に古い時計は今でも動いています。教会の素敵なレストランでゆっくりティータイムを取るこ

ともできました。         

 

 

 

          

             ウエールズの町               カテドラル 

Gloucester 

 スーパーメアから列車に乗りブリストルで乗り換え２時間弱でグロスター駅に到着 

   （ホームが長く、同じホームで行先の違う列車が止まっています） 

この日は天気が良く公園の芝生では上半身裸で日光浴をしている人が目立ちました。 

グロスターの大聖堂はどの角度から眺めても美しい教会で、高さ 70ｍの塔は中を階段で登るこ

とができ上まで行くツアーがあります。塔の途中で時を告げる鐘をならす装置があり、この場所

に来た時、鐘がなります。ツアーの最後には証明書が出ます。（実は買うのですが） 

ここは廊下が回廊になっていて、中庭の公園に出られます。ここでよしえさんというエジンバラ

在住の日本人女性と友達になりました。エジンバラのツアーガイドをしているそうです。 

又、この教会はあの有名な映画、“ハリー・ポッター・シリーズ”で何度か撮影に使われていた

のです。そして隣接するキングス.スクールの生徒達も映画にエキストラとして出演していたそ

うです。この学生さん達の写真も撮らせていただきました。（皆、色白で美人でしたよ） 

大聖堂脇の小路にピーター・ラビットの原作者であるビクトリアス・ポターが滞在しグロスター

の仕立て屋という本を書いた家があります。今この家はかわいいお店となって賑わっています。 

店の店員さんが 明日はオリンピックトーチが来るから見に来なさい、と言ってくれました。 

                   

 

 

 

 

      大聖堂          お店で買いました      ピーター.ラビットの小物 
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Burford 

ロンドンから西 200km にある南北 160km に及ぶ美しい丘陵地帯、コッツォルズは中世の面

影を残し、特別自然美観地区に指定され、コッツォルズ・ストーンと呼ばれる蜂蜜色の石灰石で

造られた家々と絵のように美しい田園風景が広がり世界中から観光客が訪れています。今回はと

も子さんの友達の圭子さんが車で案内してくれました。この辺りは湖や川が多く、たくさんの白

鳥が泳いでいました。アンティークの店も多いので、ゆっくりとした時間の流れを楽しみながら

散策することをお勧めします。前回訪れたテッドベリーという村には王室の別荘があり、チャー

ルズ皇太子の別荘の前を通りました。又チャールズ皇太子の経営するお店もありました。 

 

                   

 

 

 

        バーフォードの村              白鳥の泳ぐ川 

Salisbury   STONEHENGE （世界遺産） 

 8:50AM ロンドンウオータールー駅 6番線からソールズベリー行きの列車に乗り込みました。

出発して 20 分も経つと羊が放し飼いにされたのどかな田園が広がり菜の花畑が現れました。す

べてを忘れただゆったり….. 列車の旅の始まりです。隣に乗り合わせて婦人は編み物を始めま

した。この婦人は友達を訪ね、翌日のマラソン大会に出場するそうです。いくつかの町をすぎ、

乗客は変わりましたが列車の外に広がる景色は変わりません。10:20AM 列車は静かに、ソール

ズベリーの駅に到着しました。婦人と別れストーンヘンジ行きのバスに乗りました。（ストーン 

ヘンジ見学を含み 20~25 ポンド）。バスにゆられて 30 分、町を抜けると目の前に、大平原に唐

突に突き出たサークル状の巨石群が現れました。その歴史は 5000 年以上昔に遡り、現在の物は

3500 年前の建物の遺蹟化したものとされていて、太陽と月の動きを辿るために建設されたとい

われています。しかしまだまだ解明されていない事が多いということです。５ケ国語の音声ガイ

ドが無料で借りられます。この日は天気が良く、日本からの観光客も多かったです。 

帰りはソールズベリーの町の中心(マーケットプレイス)でバスを降り、大聖堂を見学しました。 

800 年近い歴史をもつこの大聖堂はいくつもの英国一があります。 

 ◎中世ゴシック建築で一番大きい建物 ◎123ｍの英国一高い小塔がある。 

 ◎床面積が広く、回廊の広さ英国一。◎1386 年から 600 年以上動き続けている時計。 

 ◎現在の様な聖歌隊のサービスが始まったのが英国で一番早い。 などです。   

そして私が驚いたことは、中のレストランの屋根の部分が総ガラス張りで、英国一高い小塔の屋

根が見えるようになっているのです。英国でたくさんの教会を訪れましたが、ガラスの屋根は初

めてでした。雨や雪の時は、どうなるのか、又来てみたくなりました。このレストランでお茶を

飲んでいる時、隣のテーブルで若い修道士さんが熱心に勉強していました。駅までは徒歩 10 分

というので、のんびり街を見学しながら歩きました。5:00PM ロンドン行きの列車に乗りました。 
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イギリスの長距離列車は一等と二等があり、一等はかなりゆったりサイズになって 

います。二等でも前後の幅が広く、十分なスペースがありました。が乗客のマナー、 

はいまいちです。下車した後の座席にはペットボトルが置いてありました。 

 

 

 

 

 

    ストーン・ヘンジ                 大聖堂          レストラン 

ロンドン大学 

 私は出発前夜知人から一人の女性を紹介されました。彼女はロンドン大学で、世界各国からの

留学生に中国語を教えていました。日本にも９年間住んでいたので、日本語も上手でした。 

 ロンドン大学は古い歴史を持ち現在は１９のカレッジと１２の研究機関をもち、各カレッジは

独立した大学となっています。合計学生数は１０万人を超えるそうです。ロンドン大学の際立っ

た特色は“人々のための大学”という伝統です。この伝統は昔、英国国教会の信徒のみに進学が

許されていた、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学に対抗して、人種、宗教、政治的信条

に関わりなく広く学問への門戸を開くために設立されました。もうひとつの特色は通信教育課程

にあり、世界 180 ヶ国 41000 人の人が学んでいます。（ネルソン・マンデラも学んだそうです）。 

 彼女に案内され、大学内の留学生と同じ椅子に座っている事が信じられませんでした。そして

どうしても見せたい物があると、私を連れて行ってくれた所がありました。そこには、日本庭園

が造られ、幕末に鎖国の禁を犯してまで留学した、伊藤博文、井上馨をはじめ１９名の日本人の

名が刻まれた碑でした。のちに明治政府設立に携わった人たちです。この公園に碑が立ち、きれ

いに維持されているということから、イギリスと日本の強い絆を感じると共に、     めて

それを改めて教えてくれた、中国人の彼女に感謝します。 

                  

 

 

 

 

ロンドン大学              日本庭園の石碑 

 

◎何度かイギリスを訪れ、多くの教会を見学しましたが、入場料では無く寄付という形をとっ

ています。(日本のお寺とはちがいますね) 中にはレストランがあり、観光客をはじめ、地元の

人の礼拝後の憩いの場となっていました。そしてそれぞれの教会は、大きさに関係なく、何百年

という長い歴史があり、自然の厳しさ、人間の戦いや生活を見続けてきたことを考えますと、自

然と頭の下がるおもいでした。 “ただいま～”私にとってイギリスはそんな国です。 



               【海外ロングステイ】 
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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ペナンペナンペナンペナン島島島島ロングステイロングステイロングステイロングステイ((((３３３３ヶヶヶヶ月月月月))))体験記体験記体験記体験記                LSCLSCLSCLSC 会員会員会員会員    小池佑典小池佑典小池佑典小池佑典                    

※ペナン島でのロングステイへの道程は 2,001 年に始まり 2,012 年７月２日～９月２７日に実現す

る迄には様々な方々との出会いとサポートがありました。そして、今回はふれあい・交流の 3 ヵ

月でしたし今後につながっていく楽しみも出来ました。 

※家族で行った最初のマレーシア旅行(ＫＬ・マラッカ・レダン島など)が楽しかった事とその頃書

店で久保田豊氏の著書「年金（夫婦で月 15 万円）で暮らせる常春の国マレーシア・キャメロンハ

イランド」を読んで刺激を受けました。 

※2 度目は家族でキャメロンハイランドへ行き高原のさわやかな気候を体験し、茶畑や蝶々園の観光

の他高原野菜なども美味しく頂き長期滞在者にもお会い出来ました。              

※3 度目は友人と共にＫＬ・ペナン島への下見ツァーに行つた事でチャンスが来たらロングステイを

したいとの思いが強まり(この時、ＫＬでは「ご褒美人生マレーシア」著者の阪本恭彦氏の講演を

聞く)様々と情報収集が出来ました。 

※4 度目のチャンス「マレーシア航空日本就航 35周年記念ツァー」(Ｅ＆Ｏに 3 泊 5日で 35,000 円)

に恵まれ二度目のペナン行が実現しました。 

※5 度目は熊谷市にて「マレーシア(の魅力)へ行こう」というセミナーに参加する機会に恵まれ、後

日、講師の吉本弘氏に再度お会い出来て色々と有意義な話をお聞き出来ました。吉本さんは若い

頃より「JICA」で活躍していた方でマレー語が堪能でマラッカ近郊のアローガジャに「家と車」

を所有しています。 

※６度目は川口市と所沢市で開催されたＬＳＣのセミナー「ペナン島滞在・中島俊郎氏」でロング

ステイ体験中の中島さんの話を２度聞かせて頂き、更に実行に際しては詳細なアドバイスも頂い

たお蔭で大きなミスも無く体験することが出来ました。 

                                           

                                                 

 

ランカウイ島 

 

ペナン島         レダン島 

 

    キャメロン高原                                   

パンコール島                                                   

       

 

クアラルンプ－ル  

 

  マラッカ        

          

           シンガポール 
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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ペナンペナンペナンペナン島島島島ロングステイロングステイロングステイロングステイ体験記体験記体験記体験記    

航空券は「エアアジア」羽田～クアラルンプール経由ペナン迄諸費用込で約 12 万円 

   (１週間・１ヶ月等往復の期間によって料金に差異あり、又往路だけ購入して復路は現地

で購入が安いとか、香港・ベトナム・シンガポール経由等色々あります) 

宿泊は１～３ヵ月の場合はホテルのロングスティプランが良いでしょう。(私達が利用したホテ

ルは 30 泊以上で一部屋「二人」で朝食付き・掃除付・プール付・インターネット無料で 3,500

円～5,000 円でした)他のホテルでも同じ条件で 2,800 円位もありました。半年～1 年以上滞在

の場合はコンドミニアムをレンタルするのが良いと思います。何故か？ホテル暮らしですと

「昼・夜」が外食なので私達は困って途中で炊飯器を買いごはんを炊いて副食を買って食べま

した。コンドミニアムですとキッチンが完備の上必要な調理器具もあるので食材を買って作れ

ます。他にテレビ・ベッド・寝具・ソファ等大体揃っているのでスーツケースのみ持参で即生

活出来るのです。但し、眺望の良いコンドですと殆ど高台なので車が無いと買い物等での外出

は帰りが大変なのでタクシーを使うことになります。                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル暮らしでしたから昼・夜は専ら左の写真の様な現地の方が利用しているホーカー

(屋台)で食事したり、ホテルでご飯を炊いて食べたり、３頁に紹介する中華料理・マレ

ー料理(中華風)お粥・飲茶・日本食など色々食べましたが概ね美味しく頂きました。水は

ホテルでサービスのペットボトルをいつも飲んでいました。 
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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ペナンペナンペナンペナン島島島島ロングステイロングステイロングステイロングステイ体験記体験記体験記体験記((((色色色色々々々々とととと外食外食外食外食をををを楽楽楽楽しみましたしみましたしみましたしみました))))            
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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ペナンペナンペナンペナン島島島島ロングステイロングステイロングステイロングステイ体験記体験記体験記体験記((((色色色色々々々々なななな所所所所へへへへ行行行行きましたきましたきましたきました))))                                                                                                    

※ロングステイを楽しむには 

※目的～暇を楽しむ？ゴルフ・テニス・旅行・グルメ 

     語学などの習い事・現地の人と交流など 

※住居～ホテル？コンドミニアム？ 

※食事～外食？自炊は食材買って調理すれば日本食ＯＫ 

※車 ～マレーシア(ペナン含む)は鉄道が未整備なの 

    で移動手段はバス・タクシーを利用するか 

    国際免許を取って車をレンタルする(左側通行) 

※服装～年中暑いので(30 度前後)夏服でＯＫですが 

      冷房が効いている所多いので羽織るもの必要 

  ※病院～日本と同水準で日本語話す職員居る総合病院有り 

� 反省～英会話もマレー語も話せなかったのは残念でした。 
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韓国横断旅行韓国横断旅行韓国横断旅行韓国横断旅行 

                    会員会員会員会員        小林正典小林正典小林正典小林正典 

    李明博大統領の竹島上陸や日本大使館前の慰安婦像の問題などで、日韓関係が

こじれて以来、日本から韓国への旅行者の伸びは止まり、むしろ減る傾向にある。

W社が昨秋募集した「秋の百済・新羅と世界遺産の村を巡る、ヘラン号・韓国鉄

道周遊の旅」という長い題名のツアーも、単なる格安ツアーとは違い、中身の濃

い優れた企画だったが、予定した人数の半分しか集まらなかった。以下は、その

7日間のちょっと贅沢な韓国周遊の、ポイントだけを纏めた旅行記である。 

 

百済王国百済王国百済王国百済王国のののの都都都都・・・・公州公州公州公州とととと扶余扶余扶余扶余へへへへ 

ソウルから 160キロ南へ下ると公州市、そこから更に南東へ約 40キロ行くと

扶余の町がある。この二つの都市は、紀元前 18年の建国以来、実に 700年間も

続いた王国「百済」の、最後の繁栄を支えた古都である。長い間観光開発が進ま

なかったが、1 年ほど前にやっと大型のリゾートホテルなどが完成し、飛鳥・白

鳳時代に日本と非常に縁が深かった百済の古都を訪ねることができた。 

 公州も扶余も、日本の京都に似て周囲を山並みに囲まれ、市中を美しい川が流

れる盆地型の穏やかな町だ。公州では標高 100ｍの稜線に「公山城」という山城

があり、全長 2キロ半の石積の城壁はなかなか立派だった。但し、その城壁は後

の朝鮮王朝時代に新しく改修したもので、百済時代の城は石造りではなく、土塁

を高く積み上げた山城だったようだ。 

「16世紀末の秀吉の朝鮮出兵の折、加藤清正が公山城の城壁に感服し、後に熊本

城の築城に生かした」と地元ガイドは言ったが、本当だろうか？。何しろ韓国で

は何事につけ、全て日本は韓国から学んだことになってしまう。 

公州には宋山里という有名な古墳群がある。1971年、排水路の工事中、偶然に

百済王国第 25代の武寧王（王位 501～523年）と王妃の墓が発見され、誌石と一

緒に 108種 4600余点に上る副葬品が出土した。それは韓国考古学史上最大の発

見だったが、正確に復元されたドーム型のレンガ墳や装身具のレプリカが展示さ

れていて、黄金の装身具などは、1500年前の百済文化のレベルの高さを表し、非

常に繊細で優美な職人技に感服した。当時、百済渡来の物はすべて一級品と見な

され、クダラナイという日本語は「百済の物でなければ駄目」ということから生

まれた、ということを改めて納得した。 

 百済の最後の都となった抹余では、韓国四大河川の一つ白馬江（錦江）が市中

を滔々と流れていた。なかなか美しい川だ。川岸には抹蘇山という巨大な岩山が
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そそり立ち、眺望抜群のその岩山の頂上には、昔の城の土塁が残っていた。土塁

の脇では今も発掘作業が続いていたが、最近、鎧の内側に西暦 645年にあたる年

号がはっきりと読み取れる武具が発掘されたそうだ。西暦 645年というと確か大

化の改新の年である。  

西暦 660年、百済の王城は新羅と唐の連合軍に攻め立てられ、倭国（日本）軍

の加勢も及ばず陥落してしまう。その時、三千人（多分、実際は 300人くらいだ

ろう）の美女が操を守って岸壁から身を投げ、空中にチマチョゴリの花が咲いた

という。百済スタイルの帆船に乗って白馬江を遊覧したが、今は「落花岩」と名

付けられたその悲劇の岸壁を下から見上げると、美女たちの血に染まったのだろ

う、岩肌はいまも紅々と光っていた。 

 百済滅亡から３年後の 663年、倭国（日本）は百済の再興を期して出兵し、再

び唐・新羅の連合軍と戦いを交えた。しかし、世に云う「白村江の戦い」で水陸

軍ともに完敗。結果、倭国は朝鮮半島への影響力を失い、多くの百済人たちも倭

国へ亡命した。祖国を失った彼等やその子孫が、奈良の大仏の鋳造をはじめ、そ

の後の日本の文化や社会の発展に大いに寄与したことは誰もが知るところだ。 

大和民族の始祖は百済に始まるという学説もあり、百済人と大和人のＤＮＡは

非常に似ているそうだ。朝鮮半島の西海岸で遭難すると、船は海流に乗ってごく

自然に九州に漂着するというから、その点からも百済とわが国の関係は自然に濃

くなっていったのだろう。 

 

          
    （公山城の石垣）          （宗山里から出土した装身具） 

 

その晩、就寝前に客室のテレビで韓国制作のゴルフチャンネルを覗いてみた。そ

れはアンソンジュを筆頭に、美人・不美人織り交ぜての韓国女子プロ軍団が、幾

多の日本トーナメントを制覇した場面を、まるで「民族の祭典」の如くに謳い上

げている番組だった。「日本の選手はあがり３ホールに弱い、最後の 3 ホールで
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勝負すれば勝てる」などという解説者のセリフ。何と情けないことか。最近は男

子も怪しくなってきたが「倭国のゴルフ軍団よ奮起せよ」である。お蔭で明日か

ら列車の旅が始まるのに、その晩は寝つきが悪くなってしまった。 

 

ブルートレインブルートレインブルートレインブルートレイン「「「「ヘランヘランヘランヘラン号号号号」」」」にににに乗乗乗乗ってってってって 

 百済の古都、公州と抹余を訪ねて遠く飛鳥時代に思いを馳せた次の日は、公州

の近くの太田駅から乗車し、いよいよ韓国が誇る豪華ブルートレイン「ヘラン号」

の旅が始まった。半島西南部から東南部を回遊して、最後はソウルへ戻る 2泊 3

日の鉄道の旅である。 

 ヘラン号のことは以前から鉄道マニアの友人から聞いてはいた。だが、韓国は

寝台列車が必要なほど広大な国ではない。それに高速鉄道のＫＴＸもすでに幹線

を走っている。豪華寝台列車などどうして必要なのか、ちょっと不思議に思って

いたのだが、親しくなった現地ガイドが、内緒話のようにこっそりと打ち明けて

くれたことから、その謎は解けた。 

 金大中大統領はかつて太陽政策のもと北朝鮮との融和を試みた大統領だったが、

彼が2000年の南北首脳会談で北朝鮮を訪問したとき、或る鉄道計画が浮上した。

それは南と北の鉄道を繋ぎ、2008年の北京オリムピックに向けて、ＶＩＰ用の豪

華国際列車を北京まで走らせようというものだった。飛行機によるテロを怖れ、

移動には列車しか使わなかった金正日らしい計画だが、列車の名称も「ヘラン号」

（太陽と共にの意味）と決まり、オリンピックには間に合わなかったが、2008

年末には完成した。ところが、そのとき韓国の大統領はすでに盧武鉉を経て北に

厳しい李明博に変わっていたため、政治事情から当初の計画は完全に頓挫。ヘラ

ン号は国内向けに活用せざるを得なくなり、以来、団体の貸切や外国人観光客向

けの特別ツアーなどに使われている、とのことだった。 

 ヘラン号は客車 8両に機関車と電源車を加えた 10両編成で走る。定員は 54名

だが、我々はたったの 25名でこの 10両編成を貸切ることになった。1車両に客

室は 3室か 4室、全室シャワー・トイレ付きだ。食堂とラウンジ専用に 2両を当

てていて、厳選された 9名のクルーがサービスに当たるが、みんな美男美女ばか

り。彼らは乗務員サービスだけでなく、アカペラコーラス、楽器演奏、マジック

ショーなど、いろいろ余興も見せてくれる芸達者ばかり。その他にプロの歌手に

よるコンサートや、カラオケ大会などのイベントもあり、乗客を退屈させないよ

うに常に気を配っている。食堂・ラウンジ車では軽食類、果物、スイーツ、おつ

まみ類、それに飲み物はアルコール類も含めて全て終日無料で提供される。 

 運行スケジュールは距離と時間にゆとりを持たせて、全体的にゆったりと組ん
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でいて、平均時速も 100 キロ程度、美しい車窓風景を見せたい路線は昼間走り、

評判の郷土料理がある町では途中下車し、専用バスで朝食、昼食、夕食に出掛け

て行くので食事が楽しい。また乗客に安眠してもらうために深夜の 3~4時間は列

車をどこか適当な駅に停車して動かさない工夫もしている。運行形態がどこか船

旅に似ているので、列車による気ままなクルーズといった気分だ。 

 

        

（ブルートレイン「ヘラン号」）      （ヘラン号コーラスグループ） 

 部屋の二段ベッドも、下段は普通のシングルベッド並みの巾があり、上段も寝

台車のベッドにしては幅広にできている。壁にかかる韓国製のテレビも大型で上

等。だが、折から好天が続いたためか室内の空気がカラカラに乾燥したのには参

った。窓は開かないし、部屋の湿度の調節まではできない。今回、家内は或る意

味では旅の必需品とも云えるマスクを忘れてきたため、夜中に喉をやられてしま

った。仕方なく濡れタオルを窓辺に吊るして休んだが、朝起きてみると、タオル

で濡れた部分の壁紙がふやけて剥がれていてびっくり。一見豪華に見えるヘラン

号も、外見はいいが実質はかなり安普請であることがひょんな事からバレてしま

った。列車の説明ばかり長くなったが、下車観光には世界遺産を中心に最寄りの

駅に列車を自由に止めて出かけた。観光にはガイドだけでなくヘラン号のクルー

スタッフも同行してくれたので、何かと便利だった。 

  

半島の東海岸、新羅王国の古都・慶州には千年の歴史が詰まっていた。ローマ、

イスタンブール、京都、そして慶州。世界中に千年の都といえる都市はこの四か

所しかない。その慶州では仏教建築の宝庫であり世界遺産の仏国寺や石窟庵を見

学したが、特に石窟庵の一枚の花崗岩で彫られた高さ 3メートル半の釈迦如来坐

像は素晴らしく、その穏やかな佇まいには不思議な魅力を感じた。 

残念だったのは、折から韓国は秋の修学旅行シーズンで、慶州の町はどこへ行
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っても学生たちで溢れ、その学生たちがマナーが悪く騒々しくて閉口したことだ。

その点、日本の京都などでも同じかも知れないが、引率の先生がもっとしっかり

すべきだ。もっとも近頃の統率力のない先生たちにそれを期待するのは、韓国で

も日本でも無理な注文かも知れない。 

 

今回の旅行では、世界遺産に登録された韓国独特の古民家の村を二か所廻っ

たが、一つは大企業が集まる東海岸の商業都市、浦項からバスで訪ねた「良洞古

村」。もう一つは中央線の安東の郊外で、文字通り川に囲まれた「河回村」である。 

良洞古村では立派な瓦屋根の両班(貴族)の家や、茅葺屋根の農民の家屋などが

500 年前の姿そのままに残っていて、小高い丘の斜面に広がる素朴な村落の景観

には言い知れぬ懐かしさを覚えた。一方の河回村は韓国の伝統的な仮面劇をいま

もしっかりと伝承しているユニークな村。仮面劇も権力に対する風刺が効いてい

て面白かったが、村内の散策がまた素敵だった。土塀に囲まれた入り組んだ村の

小道を散策していると、遠い昔にタイムスリップしたような錯覚に襲われ、至福

の時を過ごすことができた。  

安東を夕食後に出発し、東海岸を嶺東線で北上し 24 時に東海駅着。その晩は

東海駅でスタンバイし、翌朝、5 時半に出発して日の出を鑑賞するために正東津

の駅に停車した。そこは世界中で一番海に近い鉄道駅としてギネスブックに登録

されているという不可思議な駅で、なるほど波打ち際ぎりぎりを線路が走ってい

た。パジャマのままホームに降り立ち日の出を鑑賞したが、浜辺にはまるで初日

の出でも拝むかのように観光客が溢れていた。韓国は地震がない国だからよろし

いが、あんなに海に近い駅では、津波が来たらひとたまりもない。 

 その後、再び東海駅から太白線の太白へ向けて出発。標高 700メートルの太白

は 80 年代まで練炭の町、カジノの町として栄えたところだ。中国人もギャンブ

ル好きだが、韓国人のギャンブル好きも半端ではないらしい。太白下車の目的は

有名な太白牛の焼肉をトライすること。昔ながらの練炭ヒバチで焼いて食べた太

白牛は、放牧で充分に運動しているため、脂肪が少なく少々硬かったが、噛むほ

どに実に滋味豊かな肉だった。 

 焼肉ランチの後は、中央線から京元線に入りソウルに向かって内陸山岳地帯を

ひた走った。時節がら秋の紅葉真っ盛りで、ワイン片手にラウンジ車から眺めた

車窓風景は千変万化、決して飽きることはなかった。 

 三日間の汽車の旅を終え、ソウルに到着したのは夕方だったが、すっかり親し

くなったヘラン号のスタッフに別れを告げ、夕食のため宮廷料理で有名なレスト

ラン「宮宴」へ直行した。ヘラン号で巡った各地のローカル料理とは違い、一流
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の宮廷料理はすべてが垢ぬけていて味付けも上品なものばかりだった。 

 

ソウルソウルソウルソウルののののガイドガイドガイドガイドののののボヤキボヤキボヤキボヤキ節節節節 

 久しぶりに歩いたソウルの町は、やたらに警官が目につくのと、日中関係の悪

化で行先を変えたのか、中国人観光客の姿がかなり目立った。エステの本場の韓

国である。市内の観光では、例によって女性たちは化粧品売り場で大分時間をつ

ぶしたが、売り場の店員に、同じような面相をした美人が多いのには驚いた。殆

どが整形美人だろう。韓国では女性だけでなく、いまや男性たちまでが何らかの

美容整形をすることは、ごく当たり前になっている。美容整形したことを平気で

他人にも話すし、恥かしい事でも何でもないらしい。韓流ドラマに出てくるヒロ

インやイケメン男優たちも、8 割は親から貰ったままの原型ではないとのこと。

親の顔と比べれば分かるそうだ。それにしても、整形に対する感覚が日本人と全

く違うのはどうしてだろう。 

 李氏朝鮮王朝の正殿である「景福宮」で行われる、衛兵の交代式が面白いとい

うので見物に行ってみた。赤や青の鮮やかな制服に身を包んだ、引き締まった体

の衛兵たちもイケメンが揃っていたが、彼らもみな整形しているのだろうか、な

どとつい疑ってしまう。食事と住まいは保障されるが、彼らはたった月額 7千円

の手当で衛兵を勤めているとガイドさんから聞いて驚いた。失業率の高い韓国で

は、それでも衛兵は憧れの職業の一つらしい。 

                                  

        

 （衛兵交代式）               （筆者と衛兵』 

  

ソウル市内でこれはというお薦めの大衆食堂はないか、とガイドさんに聞いた

ところ、明洞の片隅の全州会館というレストランを教えてくれた。店主が非常に
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誠実な人で、絶対にいい加減な物は出さない店とのこと。常に満員なので、妬ま

れて放火されたとかで、老舗は新築の小ぎれいな店に変わっていたが、確かにこ

の店の味は素晴らしかった。メニューは絞られていて少ないが、冷麺、石焼ビビ

ンバ、海鮮チジミ、どれも皆おいしいが特に冷麺がいい。 

 扶余で食べた蓮の葉で包んだチマキのヨンサンバ、山栗で作った黄色いマッコ

リ、韓国風ハンバーグのトッカルビ、浦項で食べたピリ辛の鱈鍋テグタン、梨の

甘い香りが口に広がるお粥のムルフェ、慶州名物の餡入りの皇南パン、太白での

本物のカルビとキムチ入りソーメン、東海での胃に優しい朝食スン豆腐チゲと干

鱈のスープ、、安東の名物料理ナムルの混ぜご飯ホッチェサッパブなどなど、今回

の旅行でも随分いろんな料理に巡り合ったが、結局はソウル明洞の全州会館の冷

麺が一番だったような気がする。 

 ところで、ソウル市内を案内してくれた中年女性のベテラン・ガイドさんは、

いろいろと韓国の現状をボヤいてばかりいた。そのボヤキを聴くと現在の韓国社

会の一面がよく分かるので、最後にその幾つかを列挙して、この旅行記の〆にし

たい。 

＊韓国の出生率は１，１３人まで落ちました。結婚しない女性が多くて困ります。 

 結婚したい男性は仕方なくベトナム人、フィリピン人、タイ人などと結婚して

ますが、その子供たちが今度は学校でイジメに遭い社会問題になってます。 

＊男は家を用意し、女は家具を用意するという韓国の古い風習を打破しないと、

若者はそれを口実にますます結婚しなくなります。 

＊どこの家でも子供の塾の費用が大変です。私の 5年生の息子は英語と算数の塾

だけで月 10万円です。今や月 20万円くらい塾の為に使うのは当たり前です。 

＊英語力が将来を左右するので、中学生の頃からカナダや豪州、ニュージランド

などへ留学させたり。ロング・ホームステイさせる家庭が年々増えてます。 

＊若者の兵役の義務は、29才までに 2年間ですが、近々20か月に短縮される予

定です。イジメに遭って兵舎から逃げ出したり、自殺したり、犯罪を犯したり、

情けない若者が増えて社会問題になってます。  

＊この数年、国民の間の収入の格差は年々ひどくなるばかりです。大企業、グロ

ーバル企業の社員だけはリッチですが、中小企業の社員は貧しくなるばかりで

す。経済のグローバル化で国全体がすっかりおかしくなりました。 

＊一流大学を出ても、就職できるのは半数だけという厳しい就職状況が続いてま

す。教育熱心な韓国ですが、もう最近は一流大学を目指すのは馬鹿馬鹿しいか

らやめようという風潮まで出てきました。 （完） 

  



               【首都圏散歩】 

国会議事堂見学 

                               大野康昭 
昨年の１２月１６日の衆議院総選挙で、三年間の民主党による政権は大惨敗を喫し再び自

民党に政権の座を明け渡した。機会があって、今年の１月１２日（土）に国会議事堂を見

学に行ってきました。中学校の同級生で長年国会の衛視をやっていた知人の案内で、他の

同級生とともに行って参りました。初めての経験です。土曜日の方がゆっくり見られると

言うので土曜日にしました。これまでの日本の近代政治史を見守ってきたのが、国会議事

堂です。始めに少し国会議事堂の概要を述べて置きましょう。 
 
「現在の国会議事堂は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上３階（一部４階、中央塔屋９階）建

て。外装は花崗石積み。正面向かって左側に衆議院、右側に参議院を配し、それぞれ独立

の玄関を有する。中央塔の高さは６５,４５ｍ、左右の全長は２０６,３６ｍ。主要室約３９

０部屋、小室を含め４５０室を有している。議場は左右両翼の２階にあり、議席は演壇を

中心として同心の半円状に配列され、各議員の議席は指定されている。演壇後方に議長席、

その向かって左側に事務総長席がある。参議院議場には正面中央に、開会式の際用いられ

る御席がある。傍聴席、報道席などは議場吹き抜け上部３階に設けられている。中央玄関

から中央階段を経て到達する建物中央西側の三階には、天皇の御休所と其の付属室があり、

その下の２階には大臣室があり、国会開催中はここで定例閣議が開かれる。現在の議事堂

は１９２０年着工、３６年に竣工したものである。所在地は東京都千代田区永田町１丁目

にある」（小学館、日本大百科全書による）。 
 
 東京メトロ丸の内線、国会議事堂前で集合して友人の案内で議員通用口から議事堂に入

りました。ここからは、国会事務局員の案内が付きます。我々は総勢２０人の団体です。

まず地下階段を降りて中庭に出ました。地下階段は節電で電気が点いて無いので真っ暗で

した。中庭にはコンクリートの水槽があり、中には錦鯉が泳いでいました。新潟の山古志

村から来たものだそうです。 
 
衆議院議場 
ここから議事堂内部に入り、まず３階の傍聴席から２階の衆議院議場の見学です。議席

は既に述べたように半円状ですが、すり鉢状になっていて後部座席でも演壇がよく見通せ

るよう設計されています。傍聴席から向かって左右上部に貴賓席があり、左側が皇族用、

右側が外国からの要人のための席だそうです。中央の議長席の上に天皇のための御座所が

あります。新聞記者の報道席は傍聴席の前に左右、中央の三方にあり、新聞社ごとに位置

が決められていて、小さな机と椅子があり、机の前に新聞社名が貼られています。カメラ
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設置用の台座が並んでいます。議員の議席での飲食は禁止されているそうです。ただ，演

壇にはコップに入った水が置かれていて、演説の際には水を呑めるようになっています。

以前、保守党の松浪健四郎議員が、民主党議員のヤジに激昂してこの議員に演壇から水を

かけたこともありました。議場を出て各部屋を見て回りました。委員長室には、永年勤続

２５年以上の議員の肖像画が飾られています。この肖像画作成には国より１００万円が支

給されるそうです。 中には高名な画家に依頼して、この金額をはるかに超える支払いに

なる場合があるそうですが、１００万を越える部分は自費で支払わなくてはならないそう

です。 
 中央玄関 
中央玄関は普段閉められていますが、天皇陛下をお迎えするとき、衆議院総選挙または

参議院通常選挙後の当選議員が登院するとき、外国の元首等がご訪問の際に開かれるそう

です。この前の衆議院総選挙のときに新人議員が此処を通って登院したニュースは記憶に

新しいですね。以前は、クリントン米国大統領やダイアナ妃のときもここからお迎えした

そうです。議員の初登院のときは、ここで当選証書と引き換えに議員バッジを着けてもら

います。１個２万円だそうです。政治家は選挙で負ければだだの人と言われますので、政

治家を志した人には、この瞬間が最も心が高揚するときかもしれません。 
  衆議院玄関 
衆議院議員は、普通はこの玄関より登院する。そこには登院表示盤が置いてあり、各自、

自分の氏名の下のボタンを押して登院したことを証明します。押せば電気が点くようにな

っている。 
中央広間 

３階の通路からこの広間を見下ろしてみると、４階吹き抜け構造で相当の広さである。

天井部分は中央塔の下の部分になる。この広場は、法隆寺五重塔がすっぽり入る高さと広

さを有しているとのこと。広間の床には、伊藤博文、板垣退助、大隈重信の三人の銅像が

立っている。四隅のもう一つには台座だけがあり、銅像は立っていない。これは、各議員

に此処に銅像が立つぐらいの偉大な政治家になれとの激励をこめて空きにしているそうで

ある。また、広間を見上げるとステンドグラスがはめ込まれている窓と天井がある。 
  

中央塔 
現在はこの中央塔には登れないとのことで見学はできなかったが、驚く無かれこの中央

党内部はダンスホールになっているそうである。昔はここでダンスパーティーが開かれた

そうだ。現在はダンスパーティーは開かれていないそうです。 先日亡くなったわが国最

初の女性議員となった園田天光光女史は、衆議院議員だった後に結婚する故園田直氏と「白

亜の恋」としてマスコミを賑わしたが、そのきっかけは此処でのダンスパーティーであっ

たとか、真偽のほどは定かではない。 
記念撮影 
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見学も終わり外に出てみると、案内人の職員の方は親切にも記念撮影は国会正面からでは

なく、南斜めから国会議事堂を入れて撮るのがもっとも良いとの事であった。約２時間の

国会訪問であった。 
 

「昭和は遠く・・・」 
２０１３年の１月の国会付近は真に静穏そのものである。かつてこの国会前に数万から数

十万の人達がアメリカとの日米安全保障条約の改定を巡り、激しいデモを繰り広げていた

とは想像し難い。１９６０年（昭和３５年）４月２６日の全学連による国会バリケード突

破、続く６月１５日の樺美智子さんの死亡にいたる国会請願デモ、そして６月１９日の国

会での安保条約自然承認、所謂６０年安保である。奇しくもそのときの総理大臣は現在の

総理安倍晋三氏の祖父岸信介氏である。その後の昭和３８年頃から日本は高度経済成長期

に入っていく。 
 

    
（国会中庭）              （議員肖像画） 

 
 

    
（登院表示盤）              （国会議事堂） 
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ライフケア熱海梅園台・その後 

                   桂惇・佐智子 

前号でお知らせした熱海体験記はどなたかに買っていただく為の記事に近かったのです

が、１２月末に“熟年ばんざい”という所沢・入間方面に配られるフリーペーパーに広告

をのせ、やっと気に入って下さる方がいて正月明けに売買予定の運びになりました。３０

０万円で買って、１５０万円で売るというひどい体験を参考までに後日談として御報告致

します。前回ではメリット、デメリットを載せましたので、今回は苦労した管理費等の経

済面を中心にいたします。 

ここは、サービス付き高齢者向け住宅に入り、介護度の低い入居者が入るところですが 

やはり管理費は温泉付きということもあり、高かったです。一人 ４６、９００＋１５、

０００＝６１、９００円、二人 ７０、７００＋１５、０００＝８５、７００円もとられ

ます。これを、７月に出てから払い続けるのがとても大変でした。他に固定資産税 ９０

０００円、別荘税（住民票を移さない時）５０、０００円を月割りにすると１１、６６６

円かかるとすると、住んでいなくても月７３、５６６＋水道料２４９８＝７６、０６４円

振り込むことになります。これでは、たまらないので安くして売りました。 

 一口に高齢者住宅と言ってもいろいろの段階が有るのは一般には知られていません。 

 ここからも動けなくなり もっとランクの高い施設に入った人がいますが、２０万円～

３０万円かかる様です。お風呂や排泄まで全て人の手をかりる様になると２０万円は見な

いといけないようです。病院は病気の人しか入れないので、ここのケアハウスは、部屋に

ヘルパーさんを呼んだり、デイサービスに行ったりと一般の家庭と同じ状態なので連れ合

いのいる人は入らなくても大丈夫ですが、やはり一人になったときの見守りや、実際に認

知症が進んだら自分で自分の事が出来なくなり、身体の方の不調も進んでしまったら、や

はり心配ですね。さて、皆様はこの金額を安いと見るか高いと見るかどちらでしょうか。 

   

熱海総決算   ２０１２年２月～２０１３年１月まで 

今現在 契約希望者が現れましたので今までにかかった総費用をまとめました。雑費等不

明ですので、これよりは諸経費がかかったと思います。なお、売買の手続きには、また今

後各費用がかかります。 

（１）購入時 

       売買代金  ３、０００、０００円 

契約書印紙代      ２、０００円 

運営保証金     ６００、０００円 

     二人目保証金    ３００、０００円 
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     仲介手数料     １４７、０００円 

     入居時管理費清算   ６５、０００円  

     固定資産税清算    ８０、０００円 

     ２０１３年分  ８００００÷１２＝６、６６６円 

     別荘税     ３７０００÷１２×６＝１８、４９９円 

                小計 ４、２１９、１６５円 

登記費用       ９９、３００円 

                 計 ４、３１８、４６５円 

 

２０１２年２月～２０１３年１月まで 

（２）実際の居住時の経費 

管理費  ４６９００×１２＝５６２、８００円 

２人目  ２３８００×５＝１１９、０００円 

修繕積立金 １５０００×１２＝１８０、０００円 

水道料   ２４９８×１２＝２９、９７６円 

メンバー会費 ４０００×２＋１０００＝９、０００円 

トランクルーム ３６００×５＝１８、０００円 

駐車場代     ５０００×５＝２５、０００円 

清掃代８月、１２月       ５、５００円 

電気代  ２月→翌１月     ８、３７８円 

食事代  計３０５、９５０円 

内訳 

２月１８７０円、３月２７、９７０円、４月７９、７６０円、５月５５、６５０円 

６月５５、６５０円、７月４７、８５０円、８月３６、６００円、１２月６００円 

 

引越し代 ７月  １３００００＋７０、０００＝２００、０００円 

  残り ７月                １７、０００円 

光電話        ４４０４×５＝２２、０２０円 

（３）売却時 

仲介手数料 売買の際予定    ７３、５００円 

広告代金            ７３５００×２＝１４７、０００円 

（熟年ばんざい   ２回分） 

追記）事務局より：本文で「正月上旬までに売却」となっていますが、その後購入予定者

が急病で売却がキャンセルとなったとの事ですので、会員で購入にご興味のある方は桂

惇・佐智子ご夫妻（ＴＥＬ：０８０－５６５５－２２１８、０８０－５６５４－７７１８）

までご連絡ください。 
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               男男男男のののの料理教室料理教室料理教室料理教室                                                                             

昨年に引き続き料理講習会を開催いたしました。昨年は薬膳料理でしたが、今年は、下記

の要領で「男の料理教室」を実施いたしました。 

 

日 時   10 月 30 日(火曜) 10 時 00 分～13 時 00 分 

場 所   下落合コミュニティーセンター3Ｆ・調理室 

       ＪＲ京浜東北線「与野駅」西口下車・徒歩 3 分  

参加費  ￥1,000 

講師    林 裕子（ＬＳＣ会員・監事）薬膳・食生活アドバイザー  

 

当日、参加者は男性５人、女性３人の計８人 

「マイエプロン」を着けた男性陣は緊張気味か。待ち構える女性陣はコーチ目線！ 

当日メニューは、 

レンジ料理：ポテトサラダ、蒸しナスの香味ソースかけ、ラクトゥユ（南仏家庭料理） 

豚肉料理：ロース塊肉（一晩７％塩・熟成）ゆでる、バラ塊肉（一晩２％塩・熟成）焼く 

 

男性陣、厳しいコーチを受けながらの約２時間の悪戦苦闘の後、とにかく完成 

盛り付けた自前の料理に舌鼓を打ちながら、かんしょくいたしました。 

また、来年もお願いします。 

 

 

  

エプロン姿の男性陣                お料理三人娘 
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    ２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    ＬＳＣＬＳＣＬＳＣＬＳＣ新人会新人会新人会新人会（（（（１１１１１１１１月座談会月座談会月座談会月座談会））））    

２０１２年１１月の座談会は、昨年度新たに入会された新会員を招いての「新人会」とし

て開催でした。昨年度の入会者は計１０名でしたが、この内、１０年前からマレーシアロ

ングステイを考えていたという小池佑介・英子ご夫妻（講師）、現在は二人のお母様を介

護なさっているという坂詰泉さん、国内ロングステイが希望の斉藤彰氏、旅行とお酒が大

好きという斉藤昌明氏、昔船に乗っていたことからクルージングがお好きな中井川久男さ

ん、ペナンに行ってみたいという寺田憲重さんの７名が出席してくれました。その他、講

師の中島俊郎さん、座長の田中和義さん、副理事長の吉原紘昭さん、岩崎任男さん、林裕

子さん、福島啓子さん、宮下弘さん、桂惇・佐智子ご夫妻、山際泰造さん、大野康昭の全

員で１８名の出席でした。 

テーマは、中島さんによるマレーシア・ペナンステイについて、基本的な心構えや現地の

人達との交流の必要性について、今年の７月からの３ヶ月、ペナンロングステイを経験さ

れた、コンドミンミアムではなくホテル住まいでの細かい経費等の小池夫妻の体験談につ

いての話がありました。吉原さんからは、ロングステイクラブで今年１月に４泊６日のマ

レーシア下見旅行の計画についての説明がありました。 

自己紹介では皆さん、現役勤務時代のお話、現在お持ちの希望など楽しい座談会となりま

した。終了後は、近くのサイゼリアで打ち上げパーティにて更に交流が深まりました。 

 

        

                                    座談会座談会座談会座談会会場会場会場会場    
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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 25252525 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        2012012012013333/01/01/01/01    

    

月 テーマ/主な行事/活動概要  日   場 所   概 要 備考 

 

 

１

月 

座談会/田中（和） 

 

理事会/塚本 

 

新年号会報発送/大野 

15 火 

 

19 土 

 

19 土 

 

さいたま市民支援

センター〃 

 

 〃 

マレーシア＆ 

熱海（小池/桂） 

今年度活動計画

決定 

13:30-15:30 

 

10:00-12:00 

 

1:00-4:00 

 

 

２

月 

理事会/塚本 

 

LS・旅情報交換会/吉原 

 

10 土 

 

24 金 

さいたま市民支援

センター 

〃  

23 年度総会準備 

 

ステイ・旅情報、移

動・生活＆旅テク 

10:00-12:00 

 

13:00-15:00 

 

 

３

月 

座談会/田中（和） 

 

25252525 年度年度年度年度ＬＳＣＬＳＣＬＳＣＬＳＣ総会総会総会総会    

         

終了後懇親会 

19 火 

 

23232323 土土土土    

さいたま市民支援

センター 

浦和浦和浦和浦和コミセンコミセンコミセンコミセン    

１０１０１０１０F(F(F(F(第第第第１１１１１１１１集集集集

会室会室会室会室))))    

テーマ後日 

 

13:30 受付開始 

決算報告、行動計

画、役員人事等 

 

13:30-15:30 

 

14:00-16:00 

 

16:30-18:00 

 

 

４

月 

理事会/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    

    

春季号会報発送/大野 

 

6 土 

 

26262626 金金金金    

    

 

27 土 

さいたま市民支援

センター 

川口市民川口市民川口市民川口市民パートナパートナパートナパートナ

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    

さいたま市民支援

センター 

 

 

マレーシア/ 

ハワイ 

10:00-12:00 

    

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

 

10:00-15:00 

 

 

 

５

月 

座談会/田中（和） 

 

 

六義園散策と叙情歌ライブ見学/

大野 

21 火 

 

 

23 木 

 

さいたま市民支援

センター 

叙情歌ライブは巣

鴨で、ギター弾き語

りは荒牧信允氏  

 

テーマ後日 

 

 

昼食をはさんで

１５：００位まで 

詳細後日 

13:30-15:30 

 

 

６

月 

理事会/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    

    

 

8 火 

 

21212121 金金金金    

さいたま市民支援

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】】】】 

 

 

東南アジア/オー

ストラリア 

詳細後日 

10:00-12:00 

 

13:30-3:30 
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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 25252525 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        2013/012013/012013/012013/01    

そのほか、随時各種イベントを組み入れていく予定です。 

月 テーマ/主な行事/活動概要 日   場 所  概 要 適用 

    

    

７月 

下期下期下期下期 LSLSLSLS テーマテーマテーマテーマ研究会研究会研究会研究会////吉原吉原吉原吉原    

    

座談会/田中（和） 

 

夏季号会報発送/大野 

9 火 

 

16 火 

 

20 土 

さいたま市民支援

センター(パルコ９

F) 

   〃 

 

   〃 

楽しい LS 生活の

楽しみ方、旅テク 

 

10～12:00 

 

13:30-15:30 

 

10:00-1500 

   

 

８月 

 

夏休み 

 

納涼カラオケ会/田中(靖) 

 

 

 

 

24 土 

  

 

 

詳細後日 

 

  

 

９月 

理事会/大野 

 

 

座談会/田中（和） 

 

7 土 

 

 

17 火 

パルコ９F 

 

 

  〃 

 

 

 

 

10：00-12：00 

 

 

13:30-15:30 

 

 

１ ０

月 

LS・情報交換会/吉原 

越谷越谷越谷越谷    ロングステイセミナーロングステイセミナーロングステイセミナーロングステイセミナー    

 

会報秋季号発送 

料理教室/林 

10 木 

18181818 金金金金    

 

26 土 

 

パルコ９Ｆ 

越谷市民越谷市民越谷市民越谷市民センターセンターセンターセンター    

    

パルコ９Ｆ 

下落合コミセン 

 

オセアニア 

東南アジア 

10:00-12:00 

 

13:30-15:30 

10:00-15:00 

10:00-14:00 

 

 

１ １

月 

新人会員の会・座談会/田中（和） 

 

 

打ち上げ国内ツアー/吉原 

19 火 

 

 

21 木

-22金 

 

さいたま市支援セ

ンター（パルコ９F） 

  

1 泊 2 日 

年末プロ他 

 

 

格安パッケージ

研究の旅 

13:30-15:30 

 

 

 

１ ２

月 

理事会 

 

忘年会 

 

 

7 土 

 

20 金 

パルコ９F 

 

 

次年度テーマ 10:00-12:00 
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★★★★★★★★★★★★２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度        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総会総会総会総会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ★★★★★★★★★★★★    

２０１３２０１３２０１３２０１３年総会年総会年総会年総会がががが下記下記下記下記のののの通通通通りりりり行行行行われますのでわれますのでわれますのでわれますので、、、、会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご通知申通知申通知申通知申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

同封同封同封同封のののの葉書葉書葉書葉書にににに出席出席出席出席のののの可否可否可否可否をごをごをごをご記入記入記入記入いただきいただきいただきいただき、、、、欠席欠席欠席欠席のののの方方方方はははは委任状委任状委任状委任状をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

総会出席通知並総会出席通知並総会出席通知並総会出席通知並びにびにびにびに委任状委任状委任状委任状はははは２２２２月月月月２８２８２８２８日日日日までにごまでにごまでにごまでにご投函投函投函投函くださいくださいくださいください。。。。    

    

記記記記    

日時日時日時日時：：：：２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年３３３３月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土））））        １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００    

場所場所場所場所：：：：浦和浦和浦和浦和パルコパルコパルコパルコ１０１０１０１０階階階階    浦和浦和浦和浦和コミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンター    第第第第１１１１１１１１集会室集会室集会室集会室    

議題議題議題議題：：：：２０１２２０１２２０１２２０１２年会計報告年会計報告年会計報告年会計報告、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年活動報告年活動報告年活動報告年活動報告、、、、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    そのそのそのその他他他他    

以以以以上 

 

 

『『『『編集後記編集後記編集後記編集後記』』』』    

明明明明けましてけましてけましてけましておめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年のののの幕開幕開幕開幕開けですけですけですけです。。。。    

昨年昨年昨年昨年はははは、ＬＣＣ、ＬＣＣ、ＬＣＣ、ＬＣＣ元年元年元年元年のののの年年年年でもありましたでもありましたでもありましたでもありました。。。。日本日本日本日本のののの空港空港空港空港でもでもでもでも多多多多くのくのくのく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

がががが参入参入参入参入してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。このこのこのこの流流流流れはれはれはれは日本日本日本日本からからからからアジアアジアアジアアジアだけでなくだけでなくだけでなくだけでなくハワイハワイハワイハワイややややオーオーオーオー

ストラリアストラリアストラリアストラリア、、、、ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドのののの路線路線路線路線にもにもにもにも拡大拡大拡大拡大することでしょうすることでしょうすることでしょうすることでしょう。ＬＣＣ。ＬＣＣ。ＬＣＣ。ＬＣＣはははは旅旅旅旅

行行行行のののの概念概念概念概念をををを変変変変えるえるえるえる事事事事になるでしょうからになるでしょうからになるでしょうからになるでしょうから、、、、ハワイハワイハワイハワイやややや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にもにもにもにも再度目再度目再度目再度目

をををを向向向向けるけるけるける必要必要必要必要がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域よりよりよりより高価高価高価高価であるであるであるであるコンドミニアムコンドミニアムコンドミニアムコンドミニアムのののの

シェアリングシェアリングシェアリングシェアリング等等等等のののの検討検討検討検討、、、、場所場所場所場所ももももハワイオアフハワイオアフハワイオアフハワイオアフ島以外島以外島以外島以外ののののマウイマウイマウイマウイ島島島島、、、、ハワイハワイハワイハワイ島等島等島等島等やややや、、、、

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もももも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以外以外以外以外のののの地域地域地域地域でのでのでのでのロングステイロングステイロングステイロングステイのののの可能性可能性可能性可能性をををを探探探探

っていくっていくっていくっていく必要必要必要必要がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。これからもこれからもこれからもこれからも先見性先見性先見性先見性のあるのあるのあるのある情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をををを心心心心がけがけがけがけ

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 

 

 

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年    春季号春季号春季号春季号    ＶｏｌＶｏｌＶｏｌＶｏｌ....８３８３８３８３    

発行日発行日発行日発行日        ２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年    １１１１月月月月１９１９１９１９日日日日    

発行人発行人発行人発行人                塚本塚本塚本塚本    茂茂茂茂    

編集編集編集編集・・・・校正校正校正校正        大野康昭大野康昭大野康昭大野康昭    

そのそのそのその他編集員他編集員他編集員他編集員 
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