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たとえたとえたとえたとえ初心者初心者初心者初心者でもでもでもでも    

        心配心配心配心配ありませんありませんありませんありませんハワイハワイハワイハワイ、、、、ののののフラフラフラフラ    

    

                                                ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人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理事長理事長理事長理事長            塚本塚本塚本塚本    茂茂茂茂    

今今今今やややや日本日本日本日本でもすっかりおなじみになったでもすっかりおなじみになったでもすっかりおなじみになったでもすっかりおなじみになったフラフラフラフラ。。。。何歳何歳何歳何歳になってもになってもになってもになっても楽楽楽楽しめるとあってしめるとあってしめるとあってしめるとあってシニアシニアシニアシニア時時時時

代代代代でもでもでもでも習習習習っているっているっているっている人人人人はははは多多多多いいいい。。。。せっかくせっかくせっかくせっかく本場本場本場本場ハワイハワイハワイハワイにににに来来来来たのだからたのだからたのだからたのだから、、、、今迄今迄今迄今迄、、、、体験体験体験体験したこともしたこともしたこともしたことも

ないないないない人人人人もこのもこのもこのもこの機機機機ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジしてみてはどうだろうしてみてはどうだろうしてみてはどうだろうしてみてはどうだろう。。。。フラフラフラフラ、、、、ハラウハラウハラウハラウ（（（（フラフラフラフラ教室教室教室教室））））にににに入入入入らならならならな

くくくく、、、、ショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターややややコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターなどでなどでなどでなどで気楽気楽気楽気楽にににに習習習習えるえるえるえるプログラムプログラムプログラムプログラムがががが準備準備準備準備

されているされているされているされている。。。。言葉言葉言葉言葉がががが心配心配心配心配だというだというだというだという人人人人にはにはにはには日本人日本人日本人日本人のののの先生先生先生先生がががが教教教教えてくれるえてくれるえてくれるえてくれるレレレレッスンッスンッスンッスンもあるもあるもあるもある、、、、たたたた

とえばとえばとえばとえば、、、、マリマリマリマリ    ヘイズヘイズヘイズヘイズさんのさんのさんのさんのクラスクラスクラスクラス。。。。マリマリマリマリさんはさんはさんはさんは日本人日本人日本人日本人でありながらでありながらでありながらでありながらプロプロプロプロののののフラダンサーフラダンサーフラダンサーフラダンサー

としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍しているしているしているしているフラフラフラフラのののの先生先生先生先生。。。。レッスンレッスンレッスンレッスンはははは初心者初心者初心者初心者でもうけられでもうけられでもうけられでもうけられ、、、、時間時間時間時間やややや場所場所場所場所はははは生徒生徒生徒生徒のののの希希希希

望望望望にあわせてにあわせてにあわせてにあわせてアレンジアレンジアレンジアレンジしてもられるしてもられるしてもられるしてもられる。。。。マリマリマリマリさんはさんはさんはさんはワイキキショッピングプラザワイキキショッピングプラザワイキキショッピングプラザワイキキショッピングプラザでまいにちでまいにちでまいにちでまいにち

開演開演開演開演しているしているしているしている無料無料無料無料ののののフラレッスンフラレッスンフラレッスンフラレッスンもももも担当担当担当担当しているしているしているしている。。。。身体身体身体身体をををを動動動動かすのでかすのでかすのでかすので健康健康健康健康にもにもにもにも良良良良くくくく、、、、ハワハワハワハワ

イイイイのののの文化文化文化文化にもにもにもにも触触触触れられるれられるれられるれられるフラフラフラフラののののレッスンレッスンレッスンレッスンをををを、、、、滞在中滞在中滞在中滞在中にぜひにぜひにぜひにぜひ体験体験体験体験してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

 



               【【【【海外海外海外海外ロングステイロングステイロングステイロングステイ】】】】 
 
 

 2

   マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ランカウイランカウイランカウイランカウイ島印象記島印象記島印象記島印象記                 2013201320132013 年年年年 2222 月吉日月吉日月吉日月吉日        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       

※多様な地形と生態系により、2,007 年 6 月ユネスコのジオパーク(地質学公園)に指定された 

    ランカウイ島全体が「洞窟やマングローブ林」等の変化に富んだ地形と自然条件に生息する

「シロマブタザル」「サイチョウ」等の珍しい動物を見る事が出来る。とガイドブックにあります。 

    私達が体験した「ジオパーク」はキリム埠頭から小型のボートにて約 4～5 時間の観光でマン

グロ－ブの林を進みつつコウモリが生息する洞窟を探検したり、鷹の餌付や金網の籠を使っ

た魚捕り(一匹捕れた魚がランチ時にから揚げで美味しく食べた)など日本語ガイドの説明を

聞きつつ楽しめました。という事で、ランカウイ島の魅力は「エコロジー」をテーマに観光

開発をしているので、ペナン島と違って車も少なく、4 階以上の建物制限をして自然との調和

を目指している為か島全体がのんびりしている様ですし、遠い昔の日本の田舎風景(水田や水

牛を見られる)を連想出来た事もあり平和な島だなぁーと感じた 2 泊 3 日の旅でした。         

     ペナンからは高速フェリーで 2～3 時間なのでパヤ島でシュノーケリングを楽しんだ後にランカウイ島に行く人が多い 

       ペナンと同じマラッカ海峡なのにパヤ島の海は何故か綺麗！(マレーシア東海岸はもっと綺麗です) 
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1 日目がパヤ島のシュノーケリングで 2日目がジオパークを満喫している時にガイドさん明日の予定は？ 

と聞くのでフリーと言ったらタクシーで観光はどうですか？と言うので料金は？5～6 時間で 4～5 千円との

事なのでタクシーにて水族館・オリエンタルビレッジ・滝・田園風景・土産物店など観光出来ました。 

※今回のマレーシア滞在旅行は快適だった事と多くの知人も出来たので今年も5月16日～8月5日迄の間に、

マラッカ・キャメロン高原・ＫＬを廻ってペナン島でゆっくり滞在しようと思っています。           

ジオパークの食事の時に                        ホテルで同宿だったイラン人と 

親切なガイドさんと記念写真                       記念写真 

 

                                                      

                                    

 

 

 

タクシードライバーが紹介した 

土産店の日本女性と記念写真                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランカウイホテルのスタッフ           

水田にいた水牛たち                       
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マレーシア・マラッカ印象記     2,013 年 2 月吉日   ＬＳＣ会員 小池佑典  

※マラッカの歴史（概略）～東西交易の要衝として刻まれた国際色豊かな歴史を有するマラッ

カの魅力は 1,402 年頃より「中国・明王朝」とのつながり～イスラム教受容とアラブ商人と

の結びつきを強め、当時の地域大国であった中国の後ろ盾により繁栄する。その後 1,511 年

大航海時代を迎えたヨーロッパの目に留まることになり「ポルトガル」に征服される。1,641

年ポルトガルに代り「オランダ」がマラッカを支配、その後ペナン・シンガポールを手中に

した「英国」と「オランダ」による 1,824 年英蘭協定でこの地域の英国支配権が確定し第二

次世界大戦の日本軍占領をはさみ、1,957 年のマラヤ連邦独立に至ったのです。そして「中

華」「イスラム」「ポルトガル」「オランダ」「英国」等の人々の交流と文化の歴史が 2,008 年

ユネスコの世界文化遺産に登録され急速に活況を呈している様子を報告します。 

 

 

 

 

マラッカを象徴するオランダ様式の建物がある 

オ

     

      

 

ランダ広場 

       2,008 年４月にオープンした展望タワーから街や海峡を   

  

 

 

望むとマラッカの歴史への理解が深まりました。      

                           

                            

        

  

 

           

タワーから望むマラッカ海峡  
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先に紹介した吉本ご夫妻は 2,011 年 10 月 22 日に熊谷市で開催された「マレーシア(の魅力)へ行こう」とい

うセミナーに参加した時の講師でした。吉本さんは若い時より「JICA」の職員としてご活躍の方で、今もマ

ラッカ近郊のアローガジャに家と車を所有しているからペナン滞在中にマラッカへ来れば案内してくれる

と言って頂いたので、2 泊 3 日の宿と観光をサポ―トして頂きました。ペナン滞在時の中島さんと同様に有

難く感謝々々でした。マラッカへは 2,001 年にも KL から日帰りで観光しましたが、2,008 年の世界文化遺産

登録を契機として特にマラッカ川の浄化と周辺整備やタワーからの展望は見応えがありました。 

次にはもっとゆっくり観光したいと思っていたので今年は一週間(5.17～23)で再訪問の予定です。   

 

 

 

 

                

歴史資料館で日本軍が上陸した時の自転車

(銀輪部隊)の展示を見る吉本さん 
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       「「「「イタリアイタリアイタリアイタリア、、、、カシアカシアカシアカシアののののサンタサンタサンタサンタ・・・・リタリタリタリタをををを訪訪訪訪ねてねてねてねて」」」」    

                             2013201320132013 年年年年 4444 月月月月 12121212 日日日日：：：：森川浩司森川浩司森川浩司森川浩司    

１．はじめに 

 特にカトリック系の外国人なら誰もが、”絶望的な状況に在る人を助ける守護聖人”

サンタ・リタ（聖リタ）を知っている。長いイタリア半島の丁度中心部に位置し、「イ

タリアの緑のハート」とも呼ばれている美しい景観を持つウンブリア州の片田舎に彼女

の町カシア（Cascia）はある。昨年の初夏、憧れであるイタリアの田舎と、伝説の聖女

であるリタの村を訪ねてみようと思いローマから汽車に乗った。約 1 週間の一人旅であ

る。 

 まず始めに、日本人には馴染みの薄い、守護聖人について触れておこう。英語ではパ

トロン、あるいはパトロン・セイントと呼ばれ、それぞれの国や職業、病気や日時にま

でパトロンが決められていて、人々の祈り、信仰の対象となっている。キリスト教の中

でもカトリック特有の思想で、1630 年に発布された法王教書に規定されており、ロー

マ法王庁の審査に通って初めて聖人として認定される。 

 サンタ・リタは彼女が召されてから約 500 年後の 1900 年に列聖され、それ以後、多

くの巡礼者がカシアを訪れるようになっている。ちなみに日本国のパトロンは、日本人

ならば誰もが知っているスペイン人、フランシスコ・ザビエルであり、その聖ザビエル

のミイラは今でもインドのゴアの教会にあってゴア市のパトロンにもなっている。そん

なところが日本とインドの外交仲が良い一因になっているのかもしれない。 

   

  ｶｼｱはｲﾀﾘｱのど真ん中    祈るｻﾝﾀ･ﾘﾀ    丘に広がるカシアの町 

             （額の傷、床のバラ） 

２．出発 

  ローマからイタリアを横断しアドレア海の港町アンコーナ（Ancona）に抜ける国

鉄を利用し、ローマ駅から 2 時間ほどの所にある紀元前からの古い町スポレート

（Spoleto）で下車する。そこからさらに日に数本あるローカルバスに乗り１時間強、

周囲を山に囲まれた小高い丘にある古いが美しいカシアの町に到着する。 

Rome 

Cascia
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 ローマ駅にはクレジットカードが使える切符販売機が沢山あるが、その前で、もたつ

いているとすぐに怪しいお兄さんが助けるふりをしてカードを盗ろうと寄ってくる。さ

すが、イタリアである。アンコーナ行きの汽車は２時間に３本くらいあり、クーラーが

効いていて快適。またイタリア国鉄の運賃は安く(片道 800 円）、つい、高すぎる JR と

比べてしまう。車窓に広がる緑の山々を眺めていると、うとうとしてきた。午後の早い

時間にスポレート駅に到着しのんびりとイタリアの田舎町を楽しもう。宿は、ネットで

予約しておいた名前は立派な「Hotel Europe」である。（シングル 3000 円朝食付き）

駅から町に伸びる道路わきのこじんまりとした 4 階建てである。この町は首都ローマか

らも近く日本の軽井沢的な避暑地でもありシーズンには相当混雑するそうだが、この時

期はまだ観光客もまばらだ。このスポレートを基地にしてカシアを訪れることにする。 

 スポレートの町 

 広大で幅の広い谷の出入り口に位置し、周囲を山に囲まれたこの町は、紀元前から戦

略的、地理的な要所とされ、ローマ帝国時代には教皇領となり直轄地として繁栄した。

多くの歴史的建造物が今でも残り、町の天辺には 1370 年からドカーンと建っている、

どでかい石の「アルボルノツイアーナ城塞」がある。ホテルから歩いて登ると相当いい

運動になると思って歩き出したら、脇の山沿いに隠れるようにして長いエスカレーター

が何本も続いていて城まで歩かずに行けた。城の中にも大きなエレベーターがありイタ

リア料理で体重の増えたおじさん、おばさんにも優しい。 

 歩きたい俺には少し物足りないので、そこから少し下りたところに在る高さ 80m、

長さ 200m、ローマ人の造ったトッリ水道橋を渡り、向かいの山をトレッキングするこ

とにする。始めのうちは整備された砂利道が続いていたが、登るにつれて、細い土の一

本道に変わる。知っている歌を全部歌ってしまったがまだ頂上に着かない。水も飲み干

し、お菓子も無くなったので 2 時間ほど登って引き返した。これで今夜の冷えたスパー

クリングワインが美味しくなる。 

 町は小高い丘にびっしりと、古い石造りの建物と石畳の路がめぐらされており、中世

そのままの雰囲気が味わえ、多くのレストランや教会が所狭しと並んでいるが、一歩町

の外に出ればそこは山に森、正にイタリアの緑のハートと言われる所以の自然が広がっ

ている。見学に疲れたら、郊外の森を散策するのも悪くない。 

  

町から望むｱﾙﾎﾞﾙﾉﾂｲｱｰﾅ城塞 ローマ時代からのﾄｯﾘ水道橋  おばさんと筆者 
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３．いざカシアへ 

  5月22日ここウンブリア州ではバラの花束を贈りあう習慣が根付いているそうだ。

これはサンタ･リタが 1457 年ここカシアの修道院で昇天し、その日を祝日としている

ためである。では何故バラなのか、それはおいおい説明していこう。 

 小さなスポレート駅前には、古い町には不似合いな鉄骨で組んだオブジェがどかんと

置かれている。その横の木陰にベンチがあり、そこがカシアへのバス停だ。バスは朝に

1 本あるきりなので、カフェオレと、イタリアなのにクロワッサンの朝食を急いでとっ

て、駅の中にある売店でバスの切符（片道約 500 円）を買いベンチに向かう。重い荷

物は宿に置いてあるので身軽だ。 

 客は数人の若者とおばさん二人でがらがらに空いている。かなりのスピードで山間を

ぬって走っていく。日差しが強く暑いので頻繁に席を移動するが、イタリア人は動かな

い。一時間ほど走ると田舎の広場で停車し、みなが降り、終点だと言う。ここはカシア

ではないので困っていると、直に他のバスが別方向からやってきた。なるほど、直通は

無く乗り換えるんだ。そこからさらに 30 分ほど走ると小高い岡に美しい村が見えてき

た。ここが終点カシアだ。 

   

     ｻﾝﾀ･ﾘﾀ教会        ブルーの礼拝堂      ﾘﾀのいた修道院 

 

４．サンタ・リタ 

 それでは、ここでリタ物語について触れよう。 

彼女は 1381 年カシアからさらに車で 30 分ほど奥に入ったロッカポレーナ

（Roccaporena)という村の敬虔なカトリック両親のもとで生を受ける。彼女は修道女

に憧れていたが両親のすすめる相手と結婚、双子の男子を生むが、夫は DV 男で粗暴。

信仰を持って耐え抜き何とか夫を改心させるが、争いで殺されてしまう。復讐を目指す

二人の息子を止めるが聞き入れられない。神に祈っているうちになんと彼らは病死して

しまう。 

 家族を失って修道院に入ることを決意するが、夫の事件関係や彼女の年齢（３６）な

どにより入会が許されない。それでもあきらめずに祈り続けたリタは数年後やっと修道

女となる。夫との長く苦しかった生活は、リタに不和を治める方法を学ばせた。家庭内

に問題のあるところでは彼女の忠告が喜ばれ、従うと必ず幸福が戻ってきた。 
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 リタは 60 歳のある日、十字架の前でキリストの受けた苦しみを分かち合いたいと祈

っていると、キリストの茨の冠から彼女の額に 1 本のトゲを受けた。この傷は 76 歳で

亡くなるまで額にあって血を流し続けた。寝たきりになった晩年のリタにロッカポレー

ナ村から訪れた人が、ほしい物をたずねると、彼女は両親の家の庭に咲くバラの花とイ

チジクの実を欲しがった。季節は冬でバラやイチジクは無いはずだが、生まれた家に行

くと、一輪のバラと熟れたイチジクが見つかった。 

 彼女は「望みのないときの助け手」と言われており、今でも多くの特にイタリア人の

支えになっている。 

５．ロッカポレーナの奇跡 

 この辺の町は丘に広がってるため坂ばかりだが、ここカシアでもエレベーターとエス

カレーターがいい具合に配置されていて助かる。リタ教会や修道院などひと通り見学し、

昼食に中腹のレストランに入る。この地域特産のトリフは季節外れ、ハト料理パロンバ

もメニューにないので、お勧めの前菜、パスタ、お肉、ティラミス、チーズそして食後

酒とフルコースを堪能した。満腹なので少し腹ごなしに歩こうと、オーナーに湖への道

をたずねると”おれが案内してあげる”と言う。 

 ところが湖には全く行く気配がなく自家用車で既に見た修道院へ。驚いたことには、

彼はどこでも顔パスで、普通入れないところも見せてくれ、さらに神父さんを呼んで説

明をさせてくれた。     

そこからさらに車を走らせ山を抜け、遠いいので訪問を諦めていた、サンタ･リタの生

家のあるロッカポレーナ村まで連れて行ってくれた。”この村を見なければサンタ・リ

タを訪れたことにはならない”と言って、リタの家や祈っていた教会などを詳しく案内

してくれた。数時間それも全てイタリア語だ。でも不思議なことに彼が何を言っている

のか全て理解できたのだ。 

 最後は、カシアのバス停まで送ってくれて別れたが、わざわざ日本から聖リタを訪ね

て来たので感激して案内してくれたのか、聖リタの働きなのか、今思い出してもとても

不思議な奇跡のような出来事であった。                             

  

  
         贅沢な肉料理       オーナーと説明する神父さん 
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６．終わりに 

 サンタ・リタと言うと、ロマンチックで美しい女性を想像していたが、60 歳で啓示

を受けその後寝たきりになり、そのベッドや生活していた部屋を見たことで、その想像

をかなり現実的なイメージに修正せざるを得なかった。これが現実だ、受け入れよう。 

 さて、ウンブリア州には、有名な世界遺産の聖フランシスコの町アッシジがあるが、

カシアなどその他の町はまだまだ観光客は少なく、豊かな自然や、穏やかな人情に出会

え、有名な観光地では味わえない田舎のイタリアを満喫することができる。割安だし、

あなたもいかがですか？ それではこの辺で筆を置きましょう、チャオ! 

 

 

                 空空空空のたびのたびのたびのたびニュースニュースニュースニュース    

              

Ｂ７８７型機運行再開へ 

1 月中旬よりバッテリーの出火トラブルにより全世界で 

運航を停止していたボーイング社の夢の旅客機（ドリームライナー） 

Ｂ７８７は、米連邦航空局が運行再開を認める予定だという。 

日本の国土交通省も全日空と日本航空に運航再開を認める方針だ。 

Ｂ７８７については本紙 20１1 年秋季号でも取り上げたが、 

日本製の材料を機材として多くも用いられている為、 

日本の航空ファンにも嬉しいニュースだ。ＪＡＬはこの機の導入 

で成田～ボストン直行便を運航していた。 
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                佐渡歴史紀行佐渡歴史紀行佐渡歴史紀行佐渡歴史紀行（（（（そのそのそのその２２２２））））                                榎榎榎榎    宏宏宏宏    

    

このこのこのこの編編編編ではではではでは鎌倉時代以降鎌倉時代以降鎌倉時代以降鎌倉時代以降、、、、江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代までまでまでまで、『、『、『、『遠島遠島遠島遠島とととと佐渡佐渡佐渡佐渡のののの流人流人流人流人』』』』とととと順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇・・・・日蓮上人日蓮上人日蓮上人日蓮上人・・・・

世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥のののの佐渡佐渡佐渡佐渡でのでのでのでの事蹟事蹟事蹟事蹟についてについてについてについて触触触触れますれますれますれます。。。。 

佐渡佐渡佐渡佐渡にはにはにはには、、、、政変政変政変政変のののの度度度度にににに主政治者主政治者主政治者主政治者からからからから切切切切りりりり捨捨捨捨てられてられてられてられ放放放放られたられたられたられた人人人人にににに、、、、遠島処分遠島処分遠島処分遠島処分にににに該当該当該当該当するするするする罪罪罪罪

としてとしてとしてとして、、、、賭博賭博賭博賭博、、、、口論口論口論口論のののの上上上上でのでのでのでの障害障害障害障害、、、、過失過失過失過失またはまたはまたはまたは人人人人にににに頼頼頼頼まれてのまれてのまれてのまれての殺人殺人殺人殺人ないしそのないしそのないしそのないしその手引手引手引手引きききき、、、、幼幼幼幼

少者少者少者少者のののの放火放火放火放火。。。。鉄砲鉄砲鉄砲鉄砲のののの隠隠隠隠しししし持持持持ちちちち、、、、僧侶僧侶僧侶僧侶によるによるによるによる女犯女犯女犯女犯、、、、禁制禁制禁制禁制のののの不受不施犯不受不施犯不受不施犯不受不施犯などいくつかあげていなどいくつかあげていなどいくつかあげていなどいくつかあげてい

るるるる。。。。死罪死罪死罪死罪よりはよりはよりはよりは軽軽軽軽くくくく。。。。死罪死罪死罪死罪とととと重追放重追放重追放重追放とのとのとのとの間間間間にににに、、、、遠島遠島遠島遠島のののの刑刑刑刑があってがあってがあってがあって、、、、流人流人流人流人がいたがいたがいたがいた。。。。江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代、、、、

「「「「無宿者無宿者無宿者無宿者」」」」がががが佐佐佐佐渡渡渡渡にににに送送送送られたられたられたられた、「、「、「、「無宿者無宿者無宿者無宿者」」」」とはとはとはとは、、、、素行不良素行不良素行不良素行不良でででで宗門人別改帳宗門人別改帳宗門人別改帳宗門人別改帳からからからから「「「「帳外帳外帳外帳外」」」」またまたまたまた

はははは「「「「除帳除帳除帳除帳」」」」されたされたされたされた者者者者をいいをいいをいいをいい、、、、そうしたそうしたそうしたそうした特定特定特定特定のののの罪科罪科罪科罪科のないのないのないのない人人人人たちをたちをたちをたちを遠島処分遠島処分遠島処分遠島処分にするにするにするにする幕府幕府幕府幕府のののの政政政政

策策策策がががが、、、、佐渡佐渡佐渡佐渡ではではではでは十八世紀初頭十八世紀初頭十八世紀初頭十八世紀初頭からからからから見見見見られるられるられるられる。。。。都市都市都市都市のののの治安治安治安治安をををを守守守守るためのるためのるためのるための保安処分保安処分保安処分保安処分がががが、、、、刑法刑法刑法刑法にににに

優先優先優先優先してしてしてして実施実施実施実施されたされたされたされた例例例例でででで無宿者無宿者無宿者無宿者のののの遠島遠島遠島遠島はははは、、、、諸国諸国諸国諸国のののの流人当流人当流人当流人当でもでもでもでも佐渡佐渡佐渡佐渡がががが早早早早いいいい方方方方であったであったであったであった。。。。 

    鉱山鉱山鉱山鉱山のののの開発開発開発開発にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、いちいちいちいち早早早早くくくく貨幣経済貨幣経済貨幣経済貨幣経済でででで賑賑賑賑わったわったわったわった相川相川相川相川のののの町町町町ではではではでは、、、、流人流人流人流人のののの就業就業就業就業がががが広広広広いいいい範範範範

囲囲囲囲にににに見見見見られられられられ、、、、手職手職手職手職やややや学識学識学識学識のあるのあるのあるのある者者者者、、、、侍侍侍侍ならならならなら武芸武芸武芸武芸のあるのあるのあるのある者者者者、、、、皆皆皆皆それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに生計生計生計生計をををを立立立立てててててててて、、、、そそそそ

うでないうでないうでないうでない者者者者とのとのとのとの生活生活生活生活のののの明暗明暗明暗明暗をををを分分分分けたけたけたけた。。。。手職手職手職手職のないのないのないのない者者者者でででで、、、、志納志納志納志納してしてしてして自自自自らららら鉱山稼鉱山稼鉱山稼鉱山稼ぎでぎでぎでぎで自活自活自活自活したしたしたした

流人流人流人流人もももも資料的資料的資料的資料的にかなりにかなりにかなりにかなり検出検出検出検出できるできるできるできる。。。。なおなおなおなお遠島遠島遠島遠島およびおよびおよびおよび流刑流刑流刑流刑はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして無期刑無期刑無期刑無期刑でありでありでありであり、、、、佐佐佐佐

渡渡渡渡もももも流人流人流人流人ではではではでは将軍家光将軍家光将軍家光将軍家光のののの御三回忌御三回忌御三回忌御三回忌、、、、家綱御法会家綱御法会家綱御法会家綱御法会などのなどのなどのなどの幕府幕府幕府幕府のののの慶弔慶弔慶弔慶弔のののの行事行事行事行事でのでのでのでの恩赦恩赦恩赦恩赦でででで赦免赦免赦免赦免にににに

なったなったなったなった数例数例数例数例のののの記事記事記事記事がががが見見見見えるえるえるえる。。。。将軍宣下将軍宣下将軍宣下将軍宣下、、、、日光社参日光社参日光社参日光社参などのなどのなどのなどの赦免赦免赦免赦免もありもありもありもあり、、、、終身刑終身刑終身刑終身刑をををを恩赦恩赦恩赦恩赦というというというという

公権力公権力公権力公権力でででで消滅消滅消滅消滅させるまたとないさせるまたとないさせるまたとないさせるまたとない機会機会機会機会であるであるであるである。。。。これらをこれらをこれらをこれらを基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識としてとしてとしてとして読読読読んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。海海海海

路路路路とととと陸路陸路陸路陸路のののの二二二二つのつのつのつの経路経路経路経路をををを経経経経てててて来島来島来島来島していますしていますしていますしています。。。。 

順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇・・・・日蓮聖人日蓮聖人日蓮聖人日蓮聖人・・・・世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥 

佐渡佐渡佐渡佐渡までのまでのまでのまでの日程日程日程日程 

    朝廷朝廷朝廷朝廷によってによってによってによって配流配流配流配流となったとなったとなったとなった者者者者はははは、、、、官道官道官道官道をををを「「「「公式令公式令公式令公式令」」」」にににに定定定定められているめられているめられているめられている「「「「馬日馬日馬日馬日七七七七○○○○里里里里（（（（約約約約

三七三七三七三七㌔）。㌔）。㌔）。㌔）。歩五歩五歩五歩五○○○○里里里里（（（（約二七約二七約二七約二七㌔）。㌔）。㌔）。㌔）。車三車三車三車三○○○○里里里里（（（（約一六約一六約一六約一六㌔）㌔）㌔）㌔）のののの行程行程行程行程によってによってによってによって送送送送られるられるられるられる。。。。佐渡佐渡佐渡佐渡へへへへ

のののの多多多多くのくのくのくの流人流人流人流人はははは五位以上五位以上五位以上五位以上のののの者者者者であるからであるからであるからであるから、、、、各郡各郡各郡各郡にににに置置置置かれたかれたかれたかれた伝馬伝馬伝馬伝馬をををを与与与与えられえられえられえられ、「、「、「、「一日七一日七一日七一日七○○○○里里里里」」」」

のののの行程行程行程行程であったであったであったであった。。。。佐渡佐渡佐渡佐渡のののの場合場合場合場合、、、、流人流人流人流人がががが流流流流されてくるたびにされてくるたびにされてくるたびにされてくるたびに伝馬伝馬伝馬伝馬をををを羽茂郡家羽茂郡家羽茂郡家羽茂郡家（（（（羽茂本郷羽茂本郷羽茂本郷羽茂本郷））））やややや

加茂郡家加茂郡家加茂郡家加茂郡家（（（（加茂歌代加茂歌代加茂歌代加茂歌代））））からからからから、、、、松崎駅松崎駅松崎駅松崎駅にににに回送回送回送回送することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なためなためなためなため、、、、松崎駅松崎駅松崎駅松崎駅のののの駅馬駅馬駅馬駅馬をををを伝馬伝馬伝馬伝馬とととと

してしてしてして使用使用使用使用することがすることがすることがすることが許許許許されているされているされているされている（『（『（『（『延喜式延喜式延喜式延喜式』』』』兵部兵部兵部兵部）。）。）。）。馬馬馬馬のののの行程行程行程行程をををを一日七一日七一日七一日七○○○○里里里里とととと定定定定めたのはめたのはめたのはめたのは、、、、

馬一頭馬一頭馬一頭馬一頭にににに馬子一人馬子一人馬子一人馬子一人（（（（空荷空荷空荷空荷））））がががが付付付付くからであるくからであるくからであるくからである。。。。いいかえればいいかえればいいかえればいいかえれば、、、、空荷空荷空荷空荷のののの者者者者のののの行程行程行程行程がががが七七七七○○○○里里里里（（（（約約約約

三七三七三七三七㌔）㌔）㌔）㌔）であであであであったことになるったことになるったことになるったことになる。「。「。「。「延喜式延喜式延喜式延喜式」」」」巻二四巻二四巻二四巻二四「「「「主計上主計上主計上主計上」」」」にににに各国各国各国各国からからからから官物官物官物官物をををを京京京京にににに納納納納めにめにめにめに上上上上

るるるる日数日数日数日数とととと、、、、帰国帰国帰国帰国するするするする下下下下りのりのりのりの行程行程行程行程でもあるでもあるでもあるでもある。。。。そしてそしてそしてそして、、、、官物官物官物官物（（（（一人約三一人約三一人約三一人約三○○○○㌔）㌔）㌔）㌔）をををを納納納納めにめにめにめに上上上上るるるる日日日日

数数数数はははは、、、、下下下下りりりり（（（（空荷空荷空荷空荷））））のののの二倍二倍二倍二倍であるであるであるである。。。。からからからから、、、、行程行程行程行程はははは下下下下りのりのりのりの半分半分半分半分のののの一日三五里一日三五里一日三五里一日三五里（（（（約一八約一八約一八約一八・・・・七七七七㌔）㌔）㌔）㌔）

となるとなるとなるとなる。。。。流人流人流人流人のののの行程行程行程行程（（（（所要日数所要日数所要日数所要日数））））をををを計算計算計算計算するするするする場合場合場合場合、『、『、『、『延喜式延喜式延喜式延喜式』』』』巻二十九巻二十九巻二十九巻二十九「「「「刑部刑部刑部刑部」」」」にあるにあるにあるにある路程路程路程路程、、、、

「「「「佐渡一三二五里佐渡一三二五里佐渡一三二五里佐渡一三二五里」（」（」（」（佐渡佐渡佐渡佐渡・・・・隠岐隠岐隠岐隠岐はははは海路海路海路海路をををを含含含含みみみみ、、、、信濃信濃信濃信濃はははは国府国府国府国府のののの移転移転移転移転、、、、常陸常陸常陸常陸はははは多賀城碑多賀城碑多賀城碑多賀城碑のののの数字数字数字数字
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とのとのとのとの関連関連関連関連などなどなどなど問題問題問題問題があるがあるがあるがある））））をををを用用用用いるがいるがいるがいるが、、、、このこのこのこの数字数字数字数字はははは奈良奈良奈良奈良（（（（平城京平城京平城京平城京））））からのからのからのからの距離距離距離距離であるであるであるである。。。。長長長長

岡岡岡岡（（（（京都府向日市京都府向日市京都府向日市京都府向日市とそのとそのとそのとその周辺周辺周辺周辺））））にににに遷都遷都遷都遷都したしたしたした延歴三年延歴三年延歴三年延歴三年（（（（784784784784））））十一月十一日以降十一月十一日以降十一月十一日以降十一月十一日以降とととと区別区別区別区別してしてしてして使使使使

用用用用されるべきであるされるべきであるされるべきであるされるべきである。。。。 

「「「「主計上主計上主計上主計上」」」」にあるにあるにあるにある佐渡佐渡佐渡佐渡のののの行程行程行程行程はははは上三四日下一七日上三四日下一七日上三四日下一七日上三四日下一七日であるからであるからであるからであるから、、、、前記前記前記前記のののの上上上上りりりり、、、、一日三五里一日三五里一日三五里一日三五里、、、、

下下下下りりりり七七七七○○○○里里里里でででで計算計算計算計算するとするとするとすると、、、、京都京都京都京都からからからから佐渡佐渡佐渡佐渡までのまでのまでのまでの「「「「陸路陸路陸路陸路」」」」はははは一一九一一九一一九一一九○○○○里里里里であるであるであるである、、、、官物官物官物官物のののの輸送輸送輸送輸送

はははは国司国司国司国司によってによってによってによって部領部領部領部領されるからされるからされるからされるから当然官道当然官道当然官道当然官道をををを通通通通ることになるることになるることになるることになる。。。。平安時代平安時代平安時代平安時代のののの流人流人流人流人のののの行程計算行程計算行程計算行程計算にににに

はこのはこのはこのはこの一一九一一九一一九一一九○○○○里里里里をををを用用用用いいいい、、、、公式令公式令公式令公式令のののの定定定定めるめるめるめる行程行程行程行程、、、、馬七馬七馬七馬七○○○○里里里里、、、、歩五歩五歩五歩五○○○○里里里里、、、、車三車三車三車三○○○○里里里里でででで割割割割ってってってって

所要日数所要日数所要日数所要日数をををを出出出出すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、流人流人流人流人のののの従者従者従者従者のののの状態状態状態状態をををを考慮考慮考慮考慮しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。例例例例

えばえばえばえば、、、、順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇がががが用用用用いたいたいたいた輿輿輿輿はははは二人二人二人二人でででで持持持持つつつつ逆輿逆輿逆輿逆輿であろうからであろうからであろうからであろうから、、、、一人一人一人一人にににに掛掛掛掛かるかるかるかる荷重荷重荷重荷重はははは役三役三役三役三○○○○㌕㌕㌕㌕

とみればとみればとみればとみれば官物官物官物官物をををを京京京京にににに納納納納めるめるめるめる時時時時のののの荷重荷重荷重荷重とととと同同同同じでありじでありじでありじであり、『、『、『、『延喜式延喜式延喜式延喜式』』』』のののの佐渡国上三四日佐渡国上三四日佐渡国上三四日佐渡国上三四日のののの行程行程行程行程（（（（日日日日

三五里三五里三五里三五里））））でででで送送送送られてきたことになるられてきたことになるられてきたことになるられてきたことになる。。。。 

順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇がががが京都京都京都京都をををを出発出発出発出発したのはしたのはしたのはしたのは承久三年承久三年承久三年承久三年（（（（1221122112211221））））七月二十一日七月二十一日七月二十一日七月二十一日であるであるであるである。。。。所要日数所要日数所要日数所要日数をををを三十三十三十三十

四日四日四日四日としてとしてとしてとして計算計算計算計算するとするとするとすると、、、、七月七月七月七月はははは「「「「小小小小」」」」のののの月月月月であったからであったからであったからであったから八月二十五日佐渡到着八月二十五日佐渡到着八月二十五日佐渡到着八月二十五日佐渡到着となるとなるとなるとなる。。。。 

寺泊寺泊寺泊寺泊でのでのでのでの凪待凪待凪待凪待ちをちをちをちを日蓮日蓮日蓮日蓮とととと同同同同じじじじ一週間一週間一週間一週間とみればとみればとみればとみれば九月二日九月二日九月二日九月二日になるになるになるになる。。。。慈光寺本慈光寺本慈光寺本慈光寺本、『、『、『、『承久記承久記承久記承久記』』』』にはにはにはには

上皇上皇上皇上皇がががが佐渡佐渡佐渡佐渡からからからから藤原藤原藤原藤原（（（（九条九条九条九条））））道家道家道家道家にににに送送送送ったったったった長歌長歌長歌長歌があってがあってがあってがあって、、、、雁雁雁雁・・・・秋風秋風秋風秋風・・・・紅葉紅葉紅葉紅葉・・・・シグレシグレシグレシグレ・・・・霜霜霜霜なななな

どのどのどのどの語句語句語句語句がありがありがありがあり、、、、京都京都京都京都からからからから道家道家道家道家がががが返返返返したしたしたした長歌長歌長歌長歌にもにもにもにも、、、、ハツシグレハツシグレハツシグレハツシグレ・・・・アハアハアハアハ雪雪雪雪・・・・ハツジモハツジモハツジモハツジモ・・・・白白白白ギギギギ

ククククがあるからがあるからがあるからがあるから、、、、上皇上皇上皇上皇のののの着島着島着島着島がががが冬冬冬冬をををを越越越越すなどということはありえないすなどということはありえないすなどということはありえないすなどということはありえない。。。。 

他他他他のののの二人二人二人二人もももも苦労苦労苦労苦労してしてしてして佐渡佐渡佐渡佐渡にににに着島着島着島着島したことがわかりますしたことがわかりますしたことがわかりますしたことがわかります。。。。 

まずまずまずまず、、、、順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇ですですですです。。。。 

順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇のののの佐渡配流佐渡配流佐渡配流佐渡配流がががが決決決決まったのはまったのはまったのはまったのは承久三年承久三年承久三年承久三年（（（（1221122112211221））））七月二七月二七月二七月二○○○○日日日日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。（『。（『。（『。（『一一一一

鍊鍊鍊鍊代要紀代要紀代要紀代要紀』『』『』『』『白白白白 抄抄抄抄』）。』）。』）。』）。皇室皇室皇室皇室がががが遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地にににに流罪流罪流罪流罪となることはとなることはとなることはとなることは、、、、これよりこれよりこれよりこれより六十五年以前六十五年以前六十五年以前六十五年以前のののの保元保元保元保元のののの乱乱乱乱

によるによるによるによる崇徳上皇崇徳上皇崇徳上皇崇徳上皇がががが讃岐讃岐讃岐讃岐（（（（香川県香川県香川県香川県））））へへへへ遷遷遷遷されてされてされてされて以来以来以来以来のののの出来事出来事出来事出来事であったであったであったであった。。。。 

後鳥羽上皇後鳥羽上皇後鳥羽上皇後鳥羽上皇はははは北条幕府北条幕府北条幕府北条幕府をををを倒倒倒倒すべくすべくすべくすべく、、、、子供子供子供子供のののの土御門上皇土御門上皇土御門上皇土御門上皇・・・・順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇とかねてからとかねてからとかねてからとかねてから計画計画計画計画をををを練練練練

ってきたってきたってきたってきた。。。。そしてそしてそしてそして承久三年五月承久三年五月承久三年五月承久三年五月、、、、北面北面北面北面のののの武士武士武士武士、、、、関東方関東方関東方関東方のののの脱落武士団脱落武士団脱落武士団脱落武士団、、、、僧兵僧兵僧兵僧兵などなどなどなど六万六万六万六万をををを集集集集めめめめ

倒幕倒幕倒幕倒幕のののの旗旗旗旗をををを挙挙挙挙げたのであったげたのであったげたのであったげたのであった。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして北条義時北条義時北条義時北条義時はははは遠江以東遠江以東遠江以東遠江以東のののの兵一九万兵一九万兵一九万兵一九万のののの大軍大軍大軍大軍をををを京京京京にににに

向向向向かわせかわせかわせかわせ、、、、各地各地各地各地でででで上皇方上皇方上皇方上皇方のののの軍軍軍軍をををを打打打打ちちちち破破破破ったったったった。。。。こうしてこうしてこうしてこうして六月一四日六月一四日六月一四日六月一四日、、、、一一一一かかかか月月月月にわたったにわたったにわたったにわたった承久承久承久承久

のののの乱乱乱乱もももも終終終終わりをわりをわりをわりを告告告告げるのであるげるのであるげるのであるげるのである。。。。 

後鳥羽上皇後鳥羽上皇後鳥羽上皇後鳥羽上皇はははは、、、、七月七月七月七月にににに院政院政院政院政をををを止止止止められめられめられめられ、、、、鳥羽殿鳥羽殿鳥羽殿鳥羽殿はははは幽閉幽閉幽閉幽閉、、、、十三日隠岐国十三日隠岐国十三日隠岐国十三日隠岐国へへへへ流刑流刑流刑流刑となったとなったとなったとなった。。。。 

そしてこれよりそしてこれよりそしてこれよりそしてこれより数日遅数日遅数日遅数日遅れてれてれてれて、、、、順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇のののの佐渡流刑佐渡流刑佐渡流刑佐渡流刑がががが決定決定決定決定されたのであるされたのであるされたのであるされたのである。（。（。（。（上皇二十五歳上皇二十五歳上皇二十五歳上皇二十五歳）。）。）。）。

罪罪罪罪をををを問問問問われなかったわれなかったわれなかったわれなかった土御門上皇土御門上皇土御門上皇土御門上皇もももも、、、、やがてやがてやがてやがて自自自自らららら望望望望んでんでんでんで土佐国土佐国土佐国土佐国にににに遷遷遷遷られたられたられたられた。。。。 

順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇はははは、、、、佐渡配流佐渡配流佐渡配流佐渡配流のののの決決決決 鍊鍊鍊鍊定定定定をををを聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、そのそのそのその日母日母日母日母のののの修明門院修明門院修明門院修明門院のののの岡崎亭岡崎亭岡崎亭岡崎亭にににに入入入入りりりり（『（『（『（『百百百百 抄抄抄抄』）、』）、』）、』）、

鍊鍊鍊鍊翌日七月二一日翌日七月二一日翌日七月二一日翌日七月二一日にはにはにはには佐渡国佐渡国佐渡国佐渡国へへへへ旅立旅立旅立旅立ったのであったったのであったったのであったったのであった（『（『（『（『公卿補任公卿補任公卿補任公卿補任』『』『』『』『百百百百 抄抄抄抄』『』『』『』『愚管抄愚管抄愚管抄愚管抄』『』『』『』『皇帝皇帝皇帝皇帝

紀抄紀抄紀抄紀抄』』』』などなどなどなど）。）。）。）。 

おおおお供供供供のののの者者者者はははは『『『『吾妻鏡吾妻鏡吾妻鏡吾妻鏡』』』』によるとによるとによるとによると花山園少将花山園少将花山園少将花山園少将能氏能氏能氏能氏・・・・左兵衛佐範経左兵衛佐範経左兵衛佐範経左兵衛佐範経、、、、上北面左衛門太夫康光上北面左衛門太夫康光上北面左衛門太夫康光上北面左衛門太夫康光、、、、

ほかにほかにほかにほかに女房二人女房二人女房二人女房二人であったであったであったであった。「。「。「。「承久記承久記承久記承久記」」」」ではではではでは右右右右のほかにのほかにのほかにのほかに冷泉中将為家冷泉中将為家冷泉中将為家冷泉中将為家、、、、女房女房女房女房はははは右衛門佐局以下右衛門佐局以下右衛門佐局以下右衛門佐局以下

三人三人三人三人としているとしているとしているとしている。。。。ただしただしただしただし為家為家為家為家はははは上皇出発上皇出発上皇出発上皇出発のののの折折折折にはおにはおにはおにはお送送送送りもせずりもせずりもせずりもせず都都都都にとどまったとあるにとどまったとあるにとどまったとあるにとどまったとある。。。。    
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一行一行一行一行はははは修明門院修明門院修明門院修明門院・・・・中宮中宮中宮中宮（（（（后后后后））））・・・・一品宮一品宮一品宮一品宮（（（（親王親王親王親王））））・・・・前帝以下前帝以下前帝以下前帝以下にににに見送見送見送見送られられられられ、、、、悲悲悲悲しみのうちにしみのうちにしみのうちにしみのうちに岡岡岡岡

崎亭崎亭崎亭崎亭をををを出発出発出発出発、、、、遠遠遠遠いいいい旅旅旅旅をををを続続続続けてけてけてけて越後越後越後越後国寺泊浦国寺泊浦国寺泊浦国寺泊浦にににに到着到着到着到着したしたしたした途中途中途中途中でででで花山園能氏花山園能氏花山園能氏花山園能氏はははは病病病病をををを得得得得てててて帰京帰京帰京帰京しししし

てしまいてしまいてしまいてしまい、、、、またまたまたまた範経範経範経範経もももも寺泊寺泊寺泊寺泊にとどまっているにとどまっているにとどまっているにとどまっている時時時時、、、、病病病病にかかりにかかりにかかりにかかり船船船船にににに乗乗乗乗ることもなくやがてこることもなくやがてこることもなくやがてこることもなくやがてこ

こでこでこでこで没没没没したしたしたした。。。。一行一行一行一行はははは康光康光康光康光とととと女房女房女房女房たちだけがたちだけがたちだけがたちだけが供奉供奉供奉供奉するだけのいっそうするだけのいっそうするだけのいっそうするだけのいっそう淋淋淋淋しいものになってししいものになってししいものになってししいものになってし

まったまったまったまった。。。。    

正史正史正史正史はははは、、、、上皇上皇上皇上皇がががが都都都都をををを経経経経ったことやったことやったことやったことや。。。。越後越後越後越後のののの寺泊寺泊寺泊寺泊についたことはについたことはについたことはについたことは記述記述記述記述してあるがしてあるがしてあるがしてあるが、、、、そのほそのほそのほそのほ

かのことはいっさいかのことはいっさいかのことはいっさいかのことはいっさい触触触触れていないれていないれていないれていない。。。。そのそのそのその後後後後のののの上皇上皇上皇上皇のようすはのようすはのようすはのようすは崩御崩御崩御崩御まではまではまではまでは正史正史正史正史にはにはにはには載載載載らないらないらないらない。。。。

都都都都からからからから寺泊寺泊寺泊寺泊まではどのようなまではどのようなまではどのようなまではどのようなコースコースコースコースをとったものかをとったものかをとったものかをとったものか。「。「。「。「承久記承久記承久記承久記」」」」のののの中中中中にににに御輿御輿御輿御輿かきのかきのかきのかきの者者者者までもまでもまでもまでも

おおおお名残名残名残名残をををを惜惜惜惜しませしませしませしませ給給給給うたとあるからうたとあるからうたとあるからうたとあるから一行一行一行一行はきっとはきっとはきっとはきっと陸路陸路陸路陸路でででで北陸街道北陸街道北陸街道北陸街道をををを通過通過通過通過されたものとされたものとされたものとされたものと思思思思わわわわ

れるれるれるれる。。。。警護警護警護警護のののの武士武士武士武士たちたちたちたち（（（（本間氏本間氏本間氏本間氏であったらしいであったらしいであったらしいであったらしい。『。『。『。『本間系図本間系図本間系図本間系図』）』）』）』）にににに守守守守られながらのられながらのられながらのられながらの道中道中道中道中もももも、、、、

一般一般一般一般のののの流人流人流人流人とととと同同同同じじじじ扱扱扱扱いであったものであったものだろういであったものであったものだろういであったものであったものだろういであったものであったものだろう。。。。    

寺泊寺泊寺泊寺泊のののの五十嵐家五十嵐家五十嵐家五十嵐家（（（（菊屋菊屋菊屋菊屋））））のののの記録記録記録記録にはにはにはには、「、「、「、「八月八月八月八月、、、、順徳上皇御遷幸順徳上皇御遷幸順徳上皇御遷幸順徳上皇御遷幸のののの砌砌砌砌このこのこのこの家家家家にににに数月数月数月数月をををを送送送送りりりり、、、、

そのそのそのその後佐渡後佐渡後佐渡後佐渡へへへへ船出船出船出船出されたされたされたされた」」」」とあるがそれがいつであったかとあるがそれがいつであったかとあるがそれがいつであったかとあるがそれがいつであったか、、、、上皇上皇上皇上皇がががが佐渡佐渡佐渡佐渡へへへへ渡渡渡渡ったったったった後後後後、、、、いっいっいっいっ

たんたんたんたん都都都都にににに帰帰帰帰ったったったった康光康光康光康光にににに送送送送ったったったった文文文文のののの中中中中にににに「「「「去年八月十五日夜去年八月十五日夜去年八月十五日夜去年八月十五日夜、、、、大炊御門大炊御門大炊御門大炊御門にににに御会待御会待御会待御会待しことしことしことしこと只今只今只今只今

のののの心地心地心地心地してしてしてして」」」」とととと題題題題してしてしてして詠詠詠詠んだんだんだんだ誌誌誌誌のののの中中中中にににに、「、「、「、「雲雲雲雲のののの上上上上にたれにたれにたれにたれ待出待出待出待出てながめけんてながめけんてながめけんてながめけん去年去年去年去年のこよひののこよひののこよひののこよひの山山山山

のはののはののはののはの月月月月」」」」とあるのをみるとあるのをみるとあるのをみるとあるのをみるとととと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは八月十五日前後八月十五日前後八月十五日前後八月十五日前後のののの佐渡到着佐渡到着佐渡到着佐渡到着であったろうかであったろうかであったろうかであったろうか。。。。    

上皇一行上皇一行上皇一行上皇一行がががが着船着船着船着船したのはしたのはしたのはしたのは、、、、当時当時当時当時のののの公津松公津松公津松公津松ヶヶヶヶ崎崎崎崎（（（（畑野町畑野町畑野町畑野町））））であっただろうであっただろうであっただろうであっただろう。。。。ここからここからここからここから島島島島にににに

おけるおけるおけるおける順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇のののの伝説伝説伝説伝説がががが始始始始まるまるまるまる。。。。    

『『『『真野山皇陵記真野山皇陵記真野山皇陵記真野山皇陵記』（』（』（』（真野宮蔵真野宮蔵真野宮蔵真野宮蔵））））というというというという記録記録記録記録があるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの書物書物書物書物にににに「「「「承久三年六月十日承久三年六月十日承久三年六月十日承久三年六月十日、、、、関東関東関東関東

のののの沙汰相沙汰相沙汰相沙汰相…………新院新院新院新院はははは佐渡國佐渡國佐渡國佐渡國…………へへへへ移移移移させさせさせさせ給給給給ふとぞふとぞふとぞふとぞ。（。（。（。（中略中略中略中略））））御船御船御船御船やうやうやうやうやうやうやうやう承久三年七月九日承久三年七月九日承久三年七月九日承久三年七月九日、、、、此此此此

国此所国此所国此所国此所へへへへ着着着着かせかせかせかせ給給給給ひひひひ…………御製一首御製一首御製一首御製一首、、、、此浦此浦此浦此浦によるによるによるによる白浪白浪白浪白浪にことにことにことにこと問問問問はんおきのかたこそきかまほしはんおきのかたこそきかまほしはんおきのかたこそきかまほしはんおきのかたこそきかまほし

ければければければければ…………（（（（後略後略後略後略）」）」）」）」とととと書書書書かれているかれているかれているかれている。。。。文明十四年文明十四年文明十四年文明十四年（（（（1482148214821482））））にににに、、、、真輪寺真輪寺真輪寺真輪寺（（（（真野宮真野宮真野宮真野宮のののの前身前身前身前身））））のののの僧僧僧僧、、、、

法要法要法要法要というというというという者者者者がががが書書書書いいいいたことになっているたことになっているたことになっているたことになっている。。。。しかししかししかししかし内容内容内容内容やややや、、、、文字文字文字文字・・・・紙質紙質紙質紙質などからなどからなどからなどから見見見見てててて、、、、江戸江戸江戸江戸

時代中頃時代中頃時代中頃時代中頃にににに書書書書かれたものでないかといわれるものであるかれたものでないかといわれるものであるかれたものでないかといわれるものであるかれたものでないかといわれるものである。。。。七月九日七月九日七月九日七月九日にににに着船着船着船着船したというのもしたというのもしたというのもしたというのも

疑問疑問疑問疑問であるがであるがであるがであるが、、、、真野真野真野真野のののの入江入江入江入江のののの恋恋恋恋がががが浦浦浦浦（（（（国府国府国府国府のののの浦浦浦浦かかかか））））にににに着岸着岸着岸着岸したというしたというしたというしたという。。。。多多多多くのくのくのくの郷土史書郷土史書郷土史書郷土史書のののの

説説説説のののの大大大大もととなったもととなったもととなったもととなった記述記述記述記述であろうであろうであろうであろう。。。。もっとももっとももっとももっとも佐渡史書中佐渡史書中佐渡史書中佐渡史書中でもでもでもでも『『『『貞享佐渡名勝誌貞享佐渡名勝誌貞享佐渡名勝誌貞享佐渡名勝誌』』』』やややや、『、『、『、『佐渡佐渡佐渡佐渡

古実物語古実物語古実物語古実物語』』』』などはなどはなどはなどは上皇着岸地上皇着岸地上皇着岸地上皇着岸地をををを『『『『真崎真崎真崎真崎』』』』としているとしているとしているとしている。『。『。『。『真崎真崎真崎真崎』』』』とはどこだろうとはどこだろうとはどこだろうとはどこだろう。。。。これとてもこれとてもこれとてもこれとても

きっときっときっときっと日蓮伝記日蓮伝記日蓮伝記日蓮伝記をををを記記記記したしたしたした『『『『註画讃註画讃註画讃註画讃』』』』のののの日蓮着船地真崎日蓮着船地真崎日蓮着船地真崎日蓮着船地真崎としてあるのをとしてあるのをとしてあるのをとしてあるのを受受受受けけけけ入入入入れたものだろれたものだろれたものだろれたものだろ

うううう。。。。 

佐渡佐渡佐渡佐渡にににに上陸上陸上陸上陸したしたしたした上皇上皇上皇上皇はははは、、、、国司国司国司国司（（（（当時当時当時当時のののの佐渡佐渡佐渡佐渡ににににはまだはまだはまだはまだ守護守護守護守護・・・・地頭地頭地頭地頭はははは置置置置かれていなかったかれていなかったかれていなかったかれていなかった））））

のののの請取請取請取請取りりりり手続手続手続手続きがきがきがきが終終終終わるとわるとわるとわると、、、、まずまずまずまず国分寺国分寺国分寺国分寺にににに入入入入ったのではないかというったのではないかというったのではないかというったのではないかという。『。『。『。『佐渡志佐渡志佐渡志佐渡志』（』（』（』（田中葵田中葵田中葵田中葵

園園園園））））のののの説説説説であるであるであるである。。。。さてさてさてさて、、、、それからそれからそれからそれから行在所行在所行在所行在所へへへへ赴赴赴赴くことになるのであろうがくことになるのであろうがくことになるのであろうがくことになるのであろうが、、、、このこのこのこの行在所行在所行在所行在所のののの場場場場

所所所所についてもについてもについてもについても何何何何かかかか所所所所かのかのかのかの説説説説があるががあるががあるががあるが、、、、堂所堂所堂所堂所（（（（真野町真野町真野町真野町））））・・・・八幡八幡八幡八幡（（（（佐和田町佐和田町佐和田町佐和田町））））・・・・泉泉泉泉（（（（金井町金井町金井町金井町））））なななな

どであるがどであるがどであるがどであるが、、、、これらもこれらもこれらもこれらも確確確確かなかなかなかな史料史料史料史料はははは残残残残っていないっていないっていないっていない。。。。泉説泉説泉説泉説はははは室町時代室町時代室町時代室町時代ころからのころからのころからのころからの伝承伝承伝承伝承であっであっであっであっ

たものであろうかたものであろうかたものであろうかたものであろうか。。。。永享六年永享六年永享六年永享六年（（（（1434143414341434））））佐渡配流佐渡配流佐渡配流佐渡配流となったとなったとなったとなった世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥はそのはそのはそのはその著著著著、『、『、『、『金島書金島書金島書金島書』』』』のののの『『『『泉泉泉泉』』』』

というというというという一節一節一節一節のののの中中中中にににに「「「「西西西西のののの山山山山もともともともと見見見見ればればればれば人家甍人家甍人家甍人家甍をならべをならべをならべをならべ都都都都とととと見見見見えたりえたりえたりえたり。。。。これはいにしへこれはいにしへこれはいにしへこれはいにしへ順徳順徳順徳順徳
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院院院院のののの御配処御配処御配処御配処なりなりなりなり…………」」」」としているとしているとしているとしている。。。。またまたまたまた、、、、真野山堂所行在所説真野山堂所行在所説真野山堂所行在所説真野山堂所行在所説はははは、、、、先先先先のののの『『『『真野山皇陵記真野山皇陵記真野山皇陵記真野山皇陵記』』』』のののの

次次次次のようなのようなのようなのような文文文文がもととなっているがもととなっているがもととなっているがもととなっている。。。。恋恋恋恋がががが浦浦浦浦へへへへ着船着船着船着船「「「「かくてかくてかくてかくて此真野此真野此真野此真野のののの山中山中山中山中にかたのごとくのにかたのごとくのにかたのごとくのにかたのごとくの

黒木黒木黒木黒木のののの御所御所御所御所をしつらいまいらせてをしつらいまいらせてをしつらいまいらせてをしつらいまいらせて移移移移しししし奉奉奉奉りけるとなんとりけるとなんとりけるとなんとりけるとなんと…………」。」。」。」。 

延宝六年延宝六年延宝六年延宝六年（（（（1678167816781678））））国分寺僧賢教国分寺僧賢教国分寺僧賢教国分寺僧賢教とととと末寺真輪寺末寺真輪寺末寺真輪寺末寺真輪寺のののの僧賢照僧賢照僧賢照僧賢照がががが連名連名連名連名でででで、、、、順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇のののの真野御陵真野御陵真野御陵真野御陵のののの

修復修復修復修復をををを当時当時当時当時のののの佐渡奉行曽根五郎兵衛佐渡奉行曽根五郎兵衛佐渡奉行曽根五郎兵衛佐渡奉行曽根五郎兵衛にににに訴願訴願訴願訴願したしたしたした文書文書文書文書のののの中中中中にににに「「「「順徳院順徳院順徳院順徳院はははは真野山真野山真野山真野山にににに御在居二十御在居二十御在居二十御在居二十

余年余年余年余年のののの春秋春秋春秋春秋をををを送送送送られられられられ、、、、ついについについについに阿弥陀堂阿弥陀堂阿弥陀堂阿弥陀堂においてにおいてにおいてにおいて崩御崩御崩御崩御なされたのでなされたのでなされたのでなされたので真輪寺境内真輪寺境内真輪寺境内真輪寺境内にににに葬葬葬葬りりりり奉奉奉奉りまりまりまりま

したしたしたした。。。。陵陵陵陵をををを築築築築きききき、、、、石碑石碑石碑石碑をををを建建建建てててて、、、、わずかわずかわずかわずかにににに御法事御法事御法事御法事がががが行行行行われてきたとわれてきたとわれてきたとわれてきたと伝承伝承伝承伝承いたしていますいたしていますいたしていますいたしています」」」」とととと

いっているいっているいっているいっている所所所所をみるとをみるとをみるとをみると真野山堂所行在所真野山堂所行在所真野山堂所行在所真野山堂所行在所もももも江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代のののの初初初初めにはめにはめにはめには地元地元地元地元にににに伝伝伝伝えられていたものえられていたものえられていたものえられていたもの

かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。八幡御所説八幡御所説八幡御所説八幡御所説についてはについてはについてはについては、、、、いつごろどこからいつごろどこからいつごろどこからいつごろどこから生生生生まれたかはわからないまれたかはわからないまれたかはわからないまれたかはわからない。。。。八幡八幡八幡八幡

にににに順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇にまつわるにまつわるにまつわるにまつわる伝説伝説伝説伝説（（（（御腰掛松御腰掛松御腰掛松御腰掛松・・・・御池御池御池御池などなどなどなど））））がありがありがありがあり、『、『、『、『佐渡風土記佐渡風土記佐渡風土記佐渡風土記』（』（』（』（永井次芳著永井次芳著永井次芳著永井次芳著））））

などはここをなどはここをなどはここをなどはここを行在所跡行在所跡行在所跡行在所跡としているがとしているがとしているがとしているが『『『『佐渡志佐渡志佐渡志佐渡志』』』』はこのはこのはこのはこの説説説説にににに疑疑疑疑いをもっているいをもっているいをもっているいをもっている。。。。ただただただただ、、、、世阿世阿世阿世阿

弥弥弥弥のののの『『『『金島書金島書金島書金島書』』』』のののの「「「「時鳥時鳥時鳥時鳥」」」」のののの文中文中文中文中にはにはにはには、、、、八幡宮参詣八幡宮参詣八幡宮参詣八幡宮参詣のののの折折折折、、、、宮人宮人宮人宮人にににに尋尋尋尋ねるとねるとねるとねると「「「「これはこれはこれはこれは古古古古、、、、為為為為

兼兼兼兼のののの卿卿卿卿のののの御配所御配所御配所御配所なりなりなりなり」」」」とととと答答答答えたことがえたことがえたことがえたことが載載載載せられているせられているせられているせられている。。。。室町時代室町時代室町時代室町時代、、、、八幡八幡八幡八幡のののの地地地地はははは京極為兼京極為兼京極為兼京極為兼のののの

拝所拝所拝所拝所ということがということがということがということが伝伝伝伝えられてきていたわけでえられてきていたわけでえられてきていたわけでえられてきていたわけで、、、、これがこれがこれがこれが後世後世後世後世にににに順徳上皇行在所順徳上皇行在所順徳上皇行在所順徳上皇行在所というふうにというふうにというふうにというふうに

誤誤誤誤りりりり伝伝伝伝えられていったものかえられていったものかえられていったものかえられていったものか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、二二年二二年二二年二二年というというというという拝所拝所拝所拝所のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで、、、、行在所行在所行在所行在所のののの場所場所場所場所

もももも何回何回何回何回かかかか変変変変わったということもありわったということもありわったということもありわったということもあり得得得得たのかたのかたのかたのか。。。。日蓮日蓮日蓮日蓮やややや世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥らのようにらのようにらのようにらのように。。。。 

『『『『佐渡志佐渡志佐渡志佐渡志』』』』やややや『『『『佐渡名勝志佐渡名勝志佐渡名勝志佐渡名勝志』』』』などはなどはなどはなどは和泉和泉和泉和泉のののの地地地地にににに上皇上皇上皇上皇のののの御賄地御賄地御賄地御賄地があったがあったがあったがあった旨旨旨旨をををを記記記記しているしているしているしている。『。『。『。『近近近近

藤古書調藤古書調藤古書調藤古書調』（』（』（』（二宮近藤家蔵二宮近藤家蔵二宮近藤家蔵二宮近藤家蔵））））のののの中中中中にににに「「「「新保三分一新保三分一新保三分一新保三分一、、、、大和田三分一大和田三分一大和田三分一大和田三分一、、、、西方三分一西方三分一西方三分一西方三分一ハハハハ雑田雑田雑田雑田（（（（佐渡佐渡佐渡佐渡

本間惣領家本間惣領家本間惣領家本間惣領家、、、、雑田地頭本間氏雑田地頭本間氏雑田地頭本間氏雑田地頭本間氏））））ノノノノ知行地也知行地也知行地也知行地也、、、、残残残残リリリリ三分三分三分三分ニハニハニハニハ帝帝帝帝ノノノノ知行地知行地知行地知行地」」」」とあるようなこととあるようなこととあるようなこととあるようなこと

がこのがこのがこのがこの賄地説賄地説賄地説賄地説のののの根拠根拠根拠根拠になっになっになっになったものだろうたものだろうたものだろうたものだろう。。。。またまたまたまた真野宮真野宮真野宮真野宮のののの延宝六年文書延宝六年文書延宝六年文書延宝六年文書（（（（奉行所奉行所奉行所奉行所へのへのへのへの願書願書願書願書））））

のののの中中中中ではではではでは「「「「順徳院御在島順徳院御在島順徳院御在島順徳院御在島のののの御時御時御時御時、、、、宛宛宛宛てててて行行行行われわれわれわれ候供御料候供御料候供御料候供御料はははは崩御崩御崩御崩御のののの後召上後召上後召上後召上げられげられげられげられ候候候候といへどもといへどもといへどもといへども、、、、

古古古古よりよりよりより伝来伝来伝来伝来のののの真輪寺真輪寺真輪寺真輪寺のののの領地並領地並領地並領地並びにびにびにびに別当別当別当別当、、、、衆徒持衆徒持衆徒持衆徒持ちちちち伝伝伝伝ええええ申申申申すすすす…………」」」」とととと真輪寺持真輪寺持真輪寺持真輪寺持ちのちのちのちの田田田田がががが上皇上皇上皇上皇のののの

賄地賄地賄地賄地であったとであったとであったとであったと主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。 

もうひとつもうひとつもうひとつもうひとつ、、、、佐渡佐渡佐渡佐渡のののの順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇にににに関関関関するするするする伝承伝承伝承伝承のののの中中中中でででで、、、、御子御子御子御子たちのたちのたちのたちの問題問題問題問題があるがあるがあるがある。「。「。「。「佐渡志佐渡志佐渡志佐渡志」」」」はははは

「「「「旧記旧記旧記旧記によるとによるとによるとによると順徳上皇此国順徳上皇此国順徳上皇此国順徳上皇此国にににに移移移移らせらせらせらせ給給給給ひしひしひしひし後後後後、、、、二人二人二人二人のののの皇女皇女皇女皇女、、、、一人一人一人一人のののの皇子降誕皇子降誕皇子降誕皇子降誕ありありありあり。。。。御母御母御母御母

はははは供奉供奉供奉供奉のののの宮女三人宮女三人宮女三人宮女三人のののの中中中中にににに誰誰誰誰にかありけむにかありけむにかありけむにかありけむ定定定定かならずかならずかならずかならず。。。。後薨後薨後薨後薨ぜさせたまひてぜさせたまひてぜさせたまひてぜさせたまひて、、、、国人等神国人等神国人等神国人等神としとしとしとし

てててて祀祀祀祀りりりり一宮一宮一宮一宮、、、、二宮二宮二宮二宮、、、、三宮大三宮大三宮大三宮大明神明神明神明神としてとしてとしてとして仰仰仰仰ぎぬぎぬぎぬぎぬ」」」」というというというという。。。。第一女第一女第一女第一女はははは慶子姫慶子姫慶子姫慶子姫といいといいといいといい一宮神社一宮神社一宮神社一宮神社（（（（畑畑畑畑

野町野町野町野町））））のののの祭神祭神祭神祭神とされとされとされとされ、、、、第二女第二女第二女第二女はははは忠子姫忠子姫忠子姫忠子姫でででで二宮神社二宮神社二宮神社二宮神社（（（（佐和田町佐和田町佐和田町佐和田町）、）、）、）、三番目三番目三番目三番目のののの皇子皇子皇子皇子はははは千歳宮千歳宮千歳宮千歳宮とととと呼呼呼呼

ばればればればれ三宮神社三宮神社三宮神社三宮神社（（（（畑野町畑野町畑野町畑野町））））のののの祭神祭神祭神祭神とされているとされているとされているとされている。。。。まずまずまずまず、、、、このこのこのこの一宮一宮一宮一宮・・・・二宮二宮二宮二宮・・・・三宮三宮三宮三宮からみようからみようからみようからみよう。。。。

はたしてはたしてはたしてはたして三皇子三皇子三皇子三皇子・・・・皇女皇女皇女皇女をををを祀祀祀祀ったったったった神社神社神社神社なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか。。。。これはこれはこれはこれは諸国諸国諸国諸国にににに見見見見られるられるられるられる国衙領国衙領国衙領国衙領かかかか。。。。宝暦宝暦宝暦宝暦

のののの『『『『佐渡神社境内案内帳佐渡神社境内案内帳佐渡神社境内案内帳佐渡神社境内案内帳』』』』やややや安政三年安政三年安政三年安政三年のののの『『『『神社帳神社帳神社帳神社帳』』』』ではではではでは、、、、一宮一宮一宮一宮・・・・二宮二宮二宮二宮・・・・三宮大明神三宮大明神三宮大明神三宮大明神とととと順徳順徳順徳順徳

上皇上皇上皇上皇のののの御子御子御子御子たちのたちのたちのたちの関係関係関係関係はははは一切述一切述一切述一切述べていないべていないべていないべていない。。。。ところがところがところがところが明治明治明治明治にににに入入入入ってってってって『『『『佐渡神社誌佐渡神社誌佐渡神社誌佐渡神社誌』』』』はははは「「「「母母母母

右衛門佑局右衛門佑局右衛門佑局右衛門佑局。。。。一宮慶子宮一宮慶子宮一宮慶子宮一宮慶子宮、、、、嘉禄元年降誕嘉禄元年降誕嘉禄元年降誕嘉禄元年降誕、、、、弘安六年薨去弘安六年薨去弘安六年薨去弘安六年薨去。。。。二宮忠子女王二宮忠子女王二宮忠子女王二宮忠子女王、、、、貞永元年降誕貞永元年降誕貞永元年降誕貞永元年降誕、、、、

建長元年七月十八日薨去建長元年七月十八日薨去建長元年七月十八日薨去建長元年七月十八日薨去。。。。三宮成島親王三宮成島親王三宮成島親王三宮成島親王、、、、嘉禎三年降誕嘉禎三年降誕嘉禎三年降誕嘉禎三年降誕、、、、建長六年十一月十八日薨去建長六年十一月十八日薨去建長六年十一月十八日薨去建長六年十一月十八日薨去」」」」とととと

してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。こうしたこうしたこうしたこうした説説説説はははは知識人知識人知識人知識人であったであったであったであった神主神主神主神主とかとかとかとか山伏山伏山伏山伏たちのたちのたちのたちの創作創作創作創作ではなかったかではなかったかではなかったかではなかったか。。。。例例例例ええええ

ばばばば『『『『佐渡古事記佐渡古事記佐渡古事記佐渡古事記』』』』なるものはなるものはなるものはなるものは「「「「目黒町目黒町目黒町目黒町（（（（畑野町畑野町畑野町畑野町））））本間上總本間上總本間上總本間上總とととと云云云云うううう（（（（熊野神社熊野神社熊野神社熊野神社））））社人社人社人社人のののの先祖先祖先祖先祖
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のののの娘娘娘娘、、、、皇皇皇皇へへへへ御宮使奉御宮使奉御宮使奉御宮使奉りけるりけるりけるりける。。。。御寵愛御寵愛御寵愛御寵愛これこれこれこれ有有有有りりりり右皇子御誕生右皇子御誕生右皇子御誕生右皇子御誕生ありありありあり…………」」」」とととと述述述述べべべべ二宮明神神官近二宮明神神官近二宮明神神官近二宮明神神官近

藤家藤家藤家藤家のののの書書書書きききき物物物物はははは、『（、『（、『（、『（上皇上皇上皇上皇））））御摘居中御摘居中御摘居中御摘居中、、、、随従随従随従随従のののの官人官人官人官人もももも或或或或いはいはいはいは没没没没しししし或或或或いはいはいはいは帰京帰京帰京帰京してしてしてして御宮仕御宮仕御宮仕御宮仕もももも怠怠怠怠

りりりり、、、、…………民家民家民家民家のののの賤男賤女賤男賤女賤男賤女賤男賤女などなどなどなど御宮仕御宮仕御宮仕御宮仕しししし侍侍侍侍ればればればれば、、、、…………宮宮宮宮をををを御宣下御宣下御宣下御宣下ありてありてありてありて御宮仕御宮仕御宮仕御宮仕おおおお許許許許されされされされ侍侍侍侍るるるる。。。。先先先先

祖祖祖祖近藤直連公近藤直連公近藤直連公近藤直連公もももも宮宮宮宮をををを賜賜賜賜ひひひひ宮仕宮仕宮仕宮仕しししし奉奉奉奉るるるる。。。。…………剰剰剰剰へへへへ息女周防大輔息女周防大輔息女周防大輔息女周防大輔にににに宮仕宮仕宮仕宮仕おおおお備備備備ええええ侍侍侍侍るるるる也也也也。。。。…………偖偖偖偖てててて周周周周

亻亻亻亻防大輔皇帝防大輔皇帝防大輔皇帝防大輔皇帝のののの御叡慮浅御叡慮浅御叡慮浅御叡慮浅からずからずからずからず、、、、御想御想御想御想々々々々のののの御情凡御情凡御情凡御情凡ならずならずならずならず、、、、夜夜夜夜のののの御座御座御座御座にににに 昌昌昌昌せせせせ玉玉玉玉ゐければゐければゐければゐければ幾程幾程幾程幾程

となくとなくとなくとなく只成只成只成只成らむらむらむらむ御身御身御身御身とととと成成成成らせらせらせらせ玉玉玉玉ぬぬぬぬ。。。。即即即即ちちちち（（（（玉津玉津玉津玉津））））姫姫姫姫とととと祝祝祝祝ひひひひ奉奉奉奉るるるる』』』』といったといったといったといった調子調子調子調子であるであるであるである。。。。 

島島島島でででで兄上御門上皇兄上御門上皇兄上御門上皇兄上御門上皇、、、、父後鳥羽上皇父後鳥羽上皇父後鳥羽上皇父後鳥羽上皇のののの崩御崩御崩御崩御をををを聞聞聞聞きききき、、、、そのうえそのうえそのうえそのうえ御子御子御子御子のののの即位即位即位即位のことものことものことものことも絶絶絶絶たれたれたれたれ、、、、

都都都都へへへへ帰帰帰帰るるるる望望望望みもみもみもみも失失失失いいいい悲痛悲痛悲痛悲痛なななな日日日日がががが続続続続くくくく上皇上皇上皇上皇であったであったであったであった。。。。こうしてこうしてこうしてこうして仁治三年仁治三年仁治三年仁治三年（（（（1242124212421242））））在島二十二在島二十二在島二十二在島二十二

年目年目年目年目、、、、四六歳四六歳四六歳四六歳のののの秋秋秋秋（（（（九月九月九月九月））））自自自自らのらのらのらの命命命命をををを絶絶絶絶つのであったつのであったつのであったつのであった。。。。    

これについてこれについてこれについてこれについて、『、『、『、『平戸記平戸記平戸記平戸記』』』』はははは次次次次のようにいうのようにいうのようにいうのようにいう。。。。 

「「「「存命太存命太存命太存命太だだだだ無益無益無益無益のののの 亻亻亻亻由叡慮由叡慮由叡慮由叡慮ありとありとありとありと云云云云々。々。々。々。焼石焼石焼石焼石をををを焼焼焼焼きききき、、、、 兪兪兪兪もももも御蚊触御蚊触御蚊触御蚊触（（（（腫物腫物腫物腫物））））のののの上上上上にににに宛宛宛宛てしめてしめてしめてしめ

給給給給うううう。。。。人人人人これをこれをこれをこれを知知知知らざるからざるからざるからざるか。。。。二二二二ヶヶヶヶ日日日日此此此此のののの如如如如くのくのくのくの間小物増間小物増間小物増間小物増しししし、、、、次第次第次第次第にににに御身体衰弱御身体衰弱御身体衰弱御身体衰弱にならしめにならしめにならしめにならしめ

給給給給うううう。。。。両両両両    左衛門康光左衛門康光左衛門康光左衛門康光・・・・盛美御臨終己前盛美御臨終己前盛美御臨終己前盛美御臨終己前にににに出家出家出家出家しししし、、、、法衣法衣法衣法衣をををを着着着着してしてしてして御前御前御前御前にににに祗候祗候祗候祗候しししし相互相互相互相互にににに高声高声高声高声にににに

念仏念仏念仏念仏をををを唱唱唱唱えしめえしめえしめえしめ給給給給いいいい、、、、眠眠眠眠るがるがるがるが如如如如くくくく御気絶御気絶御気絶御気絶ゆゆゆゆ」」」」とととと九月一二日九月一二日九月一二日九月一二日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。。。。 

翌寛元元年翌寛元元年翌寛元元年翌寛元元年（（（（1243124312431243））））四月二八日四月二八日四月二八日四月二八日、、、、上皇上皇上皇上皇のののの御骨御骨御骨御骨はははは、、、、康光康光康光康光のののの首首首首にかけられにかけられにかけられにかけられ、、、、京都京都京都京都へへへへ至至至至りりりり、、、、五五五五

鍊鍊鍊鍊月一三日大原月一三日大原月一三日大原月一三日大原のののの御墓所御墓所御墓所御墓所にににに納納納納められめられめられめられ岡崎殿岡崎殿岡崎殿岡崎殿でででで仏事仏事仏事仏事がががが行行行行われたわれたわれたわれた（『（『（『（『百百百百 抄抄抄抄』）。』）。』）。』）。上皇上皇上皇上皇のののの御陵御陵御陵御陵はいまはいまはいまはいま

京都京都京都京都のののの大原大原大原大原にあるにあるにあるにある。。。。 

さてさてさてさて、、、、佐渡佐渡佐渡佐渡にはにはにはには順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇のののの「「「「真野真野真野真野御陵御陵御陵御陵」」」」があるがあるがあるがある。。。。真輪寺真輪寺真輪寺真輪寺のののの阿弥陀堂阿弥陀堂阿弥陀堂阿弥陀堂でででで崩御崩御崩御崩御されたされたされたされた上皇上皇上皇上皇のののの

御遺体御遺体御遺体御遺体をををを上皇上皇上皇上皇のののの遺言遺言遺言遺言によってこのによってこのによってこのによってこの地地地地でででで荼毘荼毘荼毘荼毘にににに付付付付したものとしたものとしたものとしたものと伝伝伝伝えるえるえるえる。。。。このこのこのこの御火葬御火葬御火葬御火葬のののの場所場所場所場所につにつにつにつ

いてもいてもいてもいても異説異説異説異説があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは、、、、南北朝時代南北朝時代南北朝時代南北朝時代のののの文和四年文和四年文和四年文和四年（（（（1355135513551355））））三月三月三月三月のののの頃頃頃頃、、、、佐渡佐渡佐渡佐渡へへへへ布教布教布教布教にににに渡渡渡渡っっっっ

たたたた遊行宗遊行宗遊行宗遊行宗（（（（時宗時宗時宗時宗））））八世八世八世八世のののの渡船上人渡船上人渡船上人渡船上人にににに随従随従随従随従したしたしたした弟子弟子弟子弟子たちのたちのたちのたちの書書書書いたいたいたいた『『『『遊行八世巡国之記遊行八世巡国之記遊行八世巡国之記遊行八世巡国之記』（』（』（』（真野真野真野真野

町大願寺蔵町大願寺蔵町大願寺蔵町大願寺蔵））））によるものであるによるものであるによるものであるによるものである。。。。このこのこのこの記録記録記録記録のののの中中中中にににに「「「「泉泉泉泉といひけるはといひけるはといひけるはといひけるは順徳院順徳院順徳院順徳院のののの御陵也御陵也御陵也御陵也。。。。十苦十苦十苦十苦

をををを捨捨捨捨ておもはざるておもはざるておもはざるておもはざる遠島遠島遠島遠島にににに移移移移らせらせらせらせ給給給給ひぬれどひぬれどひぬれどひぬれど朽朽朽朽せぬせぬせぬせぬ御名残御名残御名残御名残りりりり有有有有ければければければければ御十念御十念御十念御十念したまひしたまひしたまひしたまひ」」」」とあとあとあとあ

るるるる。。。。泉泉泉泉というところがというところがというところがというところが世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥のころはのころはのころはのころは順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇のののの配所配所配所配所といわれといわれといわれといわれ、、、、渡船上人渡船上人渡船上人渡船上人のののの頃頃頃頃はははは順徳上皇順徳上皇順徳上皇順徳上皇

のののの御陵御陵御陵御陵とととと伝伝伝伝えられていたのであろうえられていたのであろうえられていたのであろうえられていたのであろう。。。。今今今今「「「「真野御陵真野御陵真野御陵真野御陵」」」」といわれているといわれているといわれているといわれている地地地地はははは、、、、戦国戦国戦国戦国のののの戦乱戦乱戦乱戦乱のののの

中中中中でででで、、、、民家民家民家民家とととと境境境境をなしをなしをなしをなし、、、、牛馬牛馬牛馬牛馬がががが入入入入りこみりこみりこみりこみ荒荒荒荒れれれれ果果果果てているのでてているのでてているのでてているので修復願修復願修復願修復願いたいといういたいといういたいといういたいという国分寺国分寺国分寺国分寺・・・・

真輪寺真輪寺真輪寺真輪寺のののの僧僧僧僧のののの祈願祈願祈願祈願によりによりによりにより、、、、曽根奉行曽根奉行曽根奉行曽根奉行によってによってによってによって、、、、百姓百姓百姓百姓のののの田畑田畑田畑田畑をををを埋埋埋埋めたてめたてめたてめたて地地地地ならしをしてならしをしてならしをしてならしをして、、、、五五五五

○○○○間四方間四方間四方間四方のののの陵域陵域陵域陵域がががが確定確定確定確定されたされたされたされた。。。。延宝七年延宝七年延宝七年延宝七年（（（（1679167916791679））））六月六月六月六月のことであるのことであるのことであるのことである。。。。このこのこのこの後享保六年後享保六年後享保六年後享保六年（（（（1721172117211721））））

になるとになるとになるとになると京都町奉行所京都町奉行所京都町奉行所京都町奉行所からからからから佐渡佐渡佐渡佐渡のののの順徳院順徳院順徳院順徳院のののの御陵御陵御陵御陵はははは本当本当本当本当にににに御陵御陵御陵御陵かというかというかというかという問問問問いいいい合合合合わせがわせがわせがわせが来来来来、、、、奉奉奉奉

鍊鍊鍊鍊行所行所行所行所はははは「「「「順徳院順徳院順徳院順徳院のののの御骨御骨御骨御骨はははは大原法華堂大原法華堂大原法華堂大原法華堂にににに納納納納めるとめるとめるとめると百百百百 抄抄抄抄あるあるあるある由由由由、、、、佐渡佐渡佐渡佐渡にあるはにあるはにあるはにあるは灰塚灰塚灰塚灰塚とととと申申申申すすすす説説説説

符合符合符合符合するするするする。。。。ただただただただ以前以前以前以前よりよりよりより真野真野真野真野のののの御廟御廟御廟御廟とととと人人人人々々々々はははは称称称称しているしているしているしている」」」」とととと返答返答返答返答しているしているしているしている（『（『（『（『佐渡四民風俗佐渡四民風俗佐渡四民風俗佐渡四民風俗』』』』

宝暦年間宝暦年間宝暦年間宝暦年間、、、、高田備寛高田備寛高田備寛高田備寛）。）。）。）。こうしてこうしてこうしてこうして宝暦宝暦宝暦宝暦のののの頃頃頃頃よりよりよりより御陵御陵御陵御陵としてのとしてのとしてのとしての性格性格性格性格はははは薄薄薄薄れれれれ、、、、公式公式公式公式にはにはにはには「「「「順徳上順徳上順徳上順徳上

皇御火葬塚皇御火葬塚皇御火葬塚皇御火葬塚」」」」としてとしてとしてとして今日今日今日今日にににに至至至至っているっているっているっている。。。。 

                                                                    （（（（次回次回次回次回にににに続続続続くくくく）））） 
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ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ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主催主催主催主催    

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・・・・クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールクアラルンプール下見下見下見下見ツアーツアーツアーツアー    

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日～～～～２７２７２７２７日日日日    

＊ 使用旅行会社 株式会社エヌオーイー（東京都千代田区神田須田町１丁目２３番地１） 

ＴＥＬ：03-3254-7550 

昨年１１月から延期が続いていたマレーシア下見ツアーの参加者が出揃いようやく実施に

移されました。参加者は以下の通りでした。 

秋本佳之、石井時子、岩崎任男、岩崎邦子、大野康昭、田中靖人、林純夫、林裕子、吉原

紘昭 （敬称略） 以上９名で出発です。費用は一人、１１万円でした。 

会員の林純夫氏が今回の下見ツアーを帰国後、纏めてくれましたので報告書として使用さ

せていただきました。 

２０１３２０１３２０１３２０１３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    なんでもなんでもなんでもなんでも見見見見てやろうてやろうてやろうてやろう    

                      林林林林    純夫純夫純夫純夫    （（（（記記記記））））    （（（（写真写真写真写真はははは大野提供大野提供大野提供大野提供））））    

一日目一日目一日目一日目        １１１１////２２２２２２２２    （（（（火火火火））））    

成田空港集合成田空港集合成田空港集合成田空港集合        ９９９９：：：：３０３０３０３０                    第第第第２２２２ターミナルスカイツアーターミナルスカイツアーターミナルスカイツアーターミナルスカイツアー    受付前受付前受付前受付前    

                〃〃〃〃発発発発        １１１１１１１１：：：：３０３０３０３０（（（（予定予定予定予定））））→→→→１３１３１３１３：：：：１５１５１５１５        濃霧濃霧濃霧濃霧のののの為遅延為遅延為遅延為遅延    

（ＪＡＬ（ＪＡＬ（ＪＡＬ（ＪＡＬ７２３７２３７２３７２３））））    

ＫＬＫＬＫＬＫＬ空港空港空港空港    着着着着        １８１８１８１８：：：：３０３０３０３０（（（（予定予定予定予定））））→→→→１９１９１９１９：：：：３０３０３０３０    

                    発発発発        ２０２０２０２０：：：：２０２０２０２０（（（（予定予定予定予定））））→→→→２０２０２０２０：：：：３０３０３０３０    

ＭＨＭＨＭＨＭＨ１１６４１１６４１１６４１１６４便便便便（（（（マレマレマレマレーシアーシアーシアーシア航空航空航空航空ペナンペナンペナンペナン行行行行きききき））））    

ペナンペナンペナンペナン空港着空港着空港着空港着        ２１２１２１２１：：：：１０１０１０１０（（（（予定予定予定予定））））→→→→２１２１２１２１：：：：００００００００    

コプソーンオーキッドホテルコプソーンオーキッドホテルコプソーンオーキッドホテルコプソーンオーキッドホテル着着着着        ２２２２２２２２：：：：３０３０３０３０    

            （（（（ペナンペナンペナンペナン島北部島北部島北部島北部    タンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガ湾湾湾湾にににに面面面面しているしているしているしている。。。。ペナンペナンペナンペナン空港空港空港空港からからからから３１３１３１３１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    車車車車でででで３３３３

００００～～～～４０４０４０４０分分分分、、、、ジョージタウンホテルジョージタウンホテルジョージタウンホテルジョージタウンホテルからからからから１０１０１０１０分分分分））））    

中島俊郎氏中島俊郎氏中島俊郎氏中島俊郎氏ががががホテルホテルホテルホテルでででで待待待待っていてくれたっていてくれたっていてくれたっていてくれた。。。。差入差入差入差入れのれのれのれのオニギリオニギリオニギリオニギリととととビールビールビールビールでででで乾杯乾杯乾杯乾杯、、、、    

そしてそしてそしてそしてレクチャーレクチャーレクチャーレクチャー。。。。    

長旅長旅長旅長旅おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！    一日目終了一日目終了一日目終了一日目終了    

 

二日目二日目二日目二日目    １１１１////２３２３２３２３（（（（水水水水）））） ペナンペナンペナンペナン    ロングステイロングステイロングステイロングステイ施設視察施設視察施設視察施設視察    

・・・・ホテルホテルホテルホテル出発出発出発出発    ９９９９：：：：００００００００        現地現地現地現地ガイドガイドガイドガイド付付付付きききき専用車専用車専用車専用車でででで（（（（担当担当担当担当ガイドガイドガイドガイドはははは、、、、許許許許さんさんさんさん））））    

・ タンジュンタンジュンタンジュンタンジュンブンガブンガブンガブンガ    朝市朝市朝市朝市    ホテルホテルホテルホテルからからからから７７７７分位分位分位分位    （（（（中島中島中島中島さんもさんもさんもさんも来来来来ていたていたていたていた））））    
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 朝市 内部                  豊富な果物類 

・ レインボーパラダイスレインボーパラダイスレインボーパラダイスレインボーパラダイス    （（（（モデルルームモデルルームモデルルームモデルルーム６６６６階階階階）ＬＳ）ＬＳ）ＬＳ）ＬＳ者向者向者向者向けけけけホテルホテルホテルホテル    コプソーンホテルコプソーンホテルコプソーンホテルコプソーンホテルからからからから見見見見

えるところえるところえるところえるところ。。。。    

         

 レインボーパラダイス ラウンジ            モデルルーム  

・ ジョージタウンジョージタウンジョージタウンジョージタウン行行行行きききき乗乗乗乗りりりり合合合合いいいいバスバスバスバス体験乗車体験乗車体験乗車体験乗車    （Ｒａｐｉｄ（Ｒａｐｉｄ（Ｒａｐｉｄ（Ｒａｐｉｄ    Ｐｅｎａｇ）、Ｐｅｎａｇ）、Ｐｅｎａｇ）、Ｐｅｎａｇ）、レインボーパラレインボーパラレインボーパラレインボーパラ

ダイスダイスダイスダイス前前前前バスバスバスバス停停停停からからからからスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケット    ＣｏｌｄＣｏｌｄＣｏｌｄＣｏｌｄ    ＳｔｏｒａｇｅＳｔｏｒａｇｅＳｔｏｒａｇｅＳｔｏｒａｇｅ前前前前でででで下車下車下車下車、、、、    

一人一人一人一人    ２２２２リンギットリンギットリンギットリンギット    

・・・・    ココナッツクラブココナッツクラブココナッツクラブココナッツクラブ訪問訪問訪問訪問        スーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットからからからから車車車車でででで５５５５分位分位分位分位    

                                                        日本人日本人日本人日本人をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした会員制会員制会員制会員制ののののＬＳＬＳＬＳＬＳサポートクラブサポートクラブサポートクラブサポートクラブ    

                                                        日本人女性日本人女性日本人女性日本人女性（（（（橋詰由紀子橋詰由紀子橋詰由紀子橋詰由紀子さんさんさんさん））））によるによるによるによるオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション    

・・・・日本製食料品専門小売店日本製食料品専門小売店日本製食料品専門小売店日本製食料品専門小売店、、、、明治屋明治屋明治屋明治屋            コンビニコンビニコンビニコンビニ程度程度程度程度のののの広広広広ささささ、、、、日本製日本製日本製日本製ビールビールビールビール等購入等購入等購入等購入    

・・・・昼食昼食昼食昼食    ココナッツクラブココナッツクラブココナッツクラブココナッツクラブ近近近近くのくのくのくのホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストランででででココナッツクラブココナッツクラブココナッツクラブココナッツクラブのののの女性女性女性女性スタッフスタッフスタッフスタッフ及及及及びびびび会会会会

員員員員のののの現地現地現地現地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数人数人数人数人がががが加加加加わりわりわりわり会食会食会食会食、、、、    

・ 私立病院私立病院私立病院私立病院ローガンライスペシャリストセンターローガンライスペシャリストセンターローガンライスペシャリストセンターローガンライスペシャリストセンター訪問訪問訪問訪問    

ジョージタウンジョージタウンジョージタウンジョージタウンのほぼのほぼのほぼのほぼ中心地中心地中心地中心地    ローガンローガンローガンローガン通通通通りりりり    

・ サービスアパートメントサービスアパートメントサービスアパートメントサービスアパートメント    

ウウウウェリントンリゾートェリントンリゾートェリントンリゾートェリントンリゾート    Desa Pelangi CondominiumDesa Pelangi CondominiumDesa Pelangi CondominiumDesa Pelangi Condominium    

ジョージタウンジョージタウンジョージタウンジョージタウン徒歩圏内徒歩圏内徒歩圏内徒歩圏内、、、、門門門門ににににゲートゲートゲートゲート付付付付きききき守衛室守衛室守衛室守衛室ありありありあり    
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・・・・ホテルホテルホテルホテル帰着帰着帰着帰着    １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０        中島氏合流中島氏合流中島氏合流中島氏合流、、、、    日本人日本人日本人日本人スタッフスタッフスタッフスタッフ（（（（松井徳子松井徳子松井徳子松井徳子さんさんさんさん））））によるによるによるによる    

ホテルホテルホテルホテル内内内内ＬＳＬＳＬＳＬＳ施設案内施設案内施設案内施設案内    

・・・・夕食夕食夕食夕食            ＴＳＵＮＡＭＩＴＳＵＮＡＭＩＴＳＵＮＡＭＩＴＳＵＮＡＭＩ    ＶＩＬＬＡＧＥＶＩＬＬＡＧＥＶＩＬＬＡＧＥＶＩＬＬＡＧＥ    

                        中島夫妻中島夫妻中島夫妻中島夫妻のののの案内案内案内案内でででで日本人女性日本人女性日本人女性日本人女性スタッフスタッフスタッフスタッフもももも、、、、ビーチビーチビーチビーチにににに面面面面したしたしたした中華系中華系中華系中華系レストランレストランレストランレストラン    

                        中島夫妻中島夫妻中島夫妻中島夫妻のののの知人知人知人知人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６６６６人人人人もももも加加加加わりわりわりわり会食会食会食会食    

                 

       現地 日本人ロングステイヤーと 

 

・・・・バトウフェリンギバトウフェリンギバトウフェリンギバトウフェリンギ        ホテルホテルホテルホテルからからからから車車車車でででで３０３０３０３０～～～～４０４０４０４０分分分分    リゾートリゾートリゾートリゾート地地地地    

                        ナイトマーケットナイトマーケットナイトマーケットナイトマーケット見学見学見学見学        道路両側道路両側道路両側道路両側にににに土産店土産店土産店土産店、、、、電飾付電飾付電飾付電飾付ききききトライショウートライショウートライショウートライショウー    

                        フォカーセンターフォカーセンターフォカーセンターフォカーセンター屋台村屋台村屋台村屋台村    

                        中島氏友人中島氏友人中島氏友人中島氏友人がががが宿泊宿泊宿泊宿泊しているしているしているしているホテルホテルホテルホテルにににに徒歩徒歩徒歩徒歩でででで向向向向いいいい部屋見学部屋見学部屋見学部屋見学    

・ 中島夫妻居住中島夫妻居住中島夫妻居住中島夫妻居住のののの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にににに立寄立寄立寄立寄りりりり見学見学見学見学    

・ ホテルホテルホテルホテル帰着帰着帰着帰着２３２３２３２３：：：：３０３０３０３０    

三日目三日目三日目三日目        １１１１////２４２４２４２４（（（（木木木木））））    中島夫妻案内中島夫妻案内中島夫妻案内中島夫妻案内ででででジョージタウンジョージタウンジョージタウンジョージタウン観光観光観光観光    

    ・・・・ホテルホテルホテルホテル出発出発出発出発    ８８８８：：：：２０２０２０２０        専用車専用車専用車専用車でででで    

    ・・・・朝食朝食朝食朝食        オールドウィンストンカフェガーデンオールドウィンストンカフェガーデンオールドウィンストンカフェガーデンオールドウィンストンカフェガーデン        老金鷹茶園老金鷹茶園老金鷹茶園老金鷹茶園    

                        飲茶屋台飲茶屋台飲茶屋台飲茶屋台、、、、ローガンローガンローガンローガン通通通通りりりり        ホテルホテルホテルホテルからからからから１５１５１５１５分位分位分位分位        １８０１８０１８０１８０リンギットリンギットリンギットリンギット 

   

      店内の賑わい                私達のテーブル 
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・ ペナンペナンペナンペナン旧庁舎旧庁舎旧庁舎旧庁舎    

・ コーンウォリスコーンウォリスコーンウォリスコーンウォリス砦砦砦砦、、、、大砲大砲大砲大砲にににに触触触触るとるとるとると子宝子宝子宝子宝にににに恵恵恵恵まれるまれるまれるまれる    

・ ビクトリアメモリアルビクトリアメモリアルビクトリアメモリアルビクトリアメモリアル時計台時計台時計台時計台    

・ インドインドインドインド人街人街人街人街をををを歩歩歩歩くくくく    

         

・ ＭＡＳＪＩＤＭＡＳＪＩＤＭＡＳＪＩＤＭＡＳＪＩＤ    ＫＡＰＩＴＡＮＫＡＰＩＴＡＮＫＡＰＩＴＡＮＫＡＰＩＴＡＮ    ＫＥＬＩＮＧＫＥＬＩＮＧＫＥＬＩＮＧＫＥＬＩＮＧ    通通通通りでりでりでりで両替両替両替両替    

・ カピタンカピタンカピタンカピタン    クリンモスククリンモスククリンモスククリンモスク    インドインドインドインド人貿易商人貿易商人貿易商人貿易商がががが建立建立建立建立したしたしたした。。。。    

・ スリスリスリスリ・・・・マハマハマハマハ・・・・マリアマンマリアマンマリアマンマリアマン寺院寺院寺院寺院    ヒンドゥーヒンドゥーヒンドゥーヒンドゥー教裏門教裏門教裏門教裏門だったのでだったのでだったのでだったので中中中中にににに入入入入らずらずらずらず    

・ 観音寺観音寺観音寺観音寺        中国寺院中国寺院中国寺院中国寺院    

・ セントジョージセントジョージセントジョージセントジョージ教会教会教会教会    

・ 涅槃物涅槃物涅槃物涅槃物    タイタイタイタイ寺院寺院寺院寺院        リクライニングブッタリクライニングブッタリクライニングブッタリクライニングブッタ    

・ 緬仏寺緬仏寺緬仏寺緬仏寺        ビルマビルマビルマビルマ寺院寺院寺院寺院    

                            ＢＵＲＭＥＳＥＢＵＲＭＥＳＥＢＵＲＭＥＳＥＢＵＲＭＥＳＥ    ＢＵＤＤＨＩＳＴＢＵＤＤＨＩＳＴＢＵＤＤＨＩＳＴＢＵＤＤＨＩＳＴ    ＴＥＭＰＬＥＴＥＭＰＬＥＴＥＭＰＬＥＴＥＭＰＬＥ    

                            石井石井石井石井さんさんさんさん、、、、岩崎岩崎岩崎岩崎さんさんさんさん奥様奥様奥様奥様がががが高僧高僧高僧高僧よりよりよりより功徳功徳功徳功徳をををを授授授授かったかったかったかった。。。。    

         

       緬佛寺                神妙な二人 

 

・・・・ガーニープラザガーニープラザガーニープラザガーニープラザ            ８８８８階建階建階建階建ててててショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンター    

・・・・昼食昼食昼食昼食        おおおお粥等粥等粥等粥等のののの屋台村屋台村屋台村屋台村    
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                    ＺＥＡＬＡＮＤＺＥＡＬＡＮＤＺＥＡＬＡＮＤＺＥＡＬＡＮＤ    ＢＡＫＢＡＫＢＡＫＢＡＫ    ＴＥＡ＆ＳＥＡＦＯＯＤＴＥＡ＆ＳＥＡＦＯＯＤＴＥＡ＆ＳＥＡＦＯＯＤＴＥＡ＆ＳＥＡＦＯＯＤ    ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ    

                    新西蘭肉骨茶海鮮餐館新西蘭肉骨茶海鮮餐館新西蘭肉骨茶海鮮餐館新西蘭肉骨茶海鮮餐館    

・・・・ＴＥＳＣＯＴＥＳＣＯＴＥＳＣＯＴＥＳＣＯ            スーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットでででで買買買買いいいい物物物物（（（（おおおお土産等土産等土産等土産等））））    

・ ホテルホテルホテルホテル帰着帰着帰着帰着    １５１５１５１５：：：：００００００００    中島夫妻中島夫妻中島夫妻中島夫妻とおとおとおとお別別別別れれれれ    

・ ホテルホテルホテルホテル発発発発    １６１６１６１６：：：：１５１５１５１５                ペナンペナンペナンペナン空港着空港着空港着空港着１６１６１６１６：：：：４５４５４５４５        ペナンペナンペナンペナン発発発発    １１１１８８８８：：：：００００００００    

・ ＫＬＫＬＫＬＫＬ空港着空港着空港着空港着    １８１８１８１８：：：：００００００００                

・ ＫＬＫＬＫＬＫＬプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル着着着着    ２０２０２０２０：：：：００００００００        モノレールモノレールモノレールモノレール        ラジャチュランラジャチュランラジャチュランラジャチュラン駅駅駅駅５５５５分分分分    

                                                                                ブキツビンタンブキツビンタンブキツビンタンブキツビンタン駅駅駅駅        パビリオンパビリオンパビリオンパビリオン前前前前    

                                                    ペトロナスツインタワーペトロナスツインタワーペトロナスツインタワーペトロナスツインタワー、ＫＬ、ＫＬ、ＫＬ、ＫＬタワータワータワータワーもももも部屋部屋部屋部屋からからからから見見見見えるえるえるえる    

・・・・夕食夕食夕食夕食                    徒歩徒歩徒歩徒歩ででででホテルホテルホテルホテル前前前前ののののショッピングセンターパビリオンショッピングセンターパビリオンショッピングセンターパビリオンショッピングセンターパビリオンにににに                                                                        

四日目四日目四日目四日目    １１１１////２５２５２５２５（（（（金金金金））））    クアランルンプールクアランルンプールクアランルンプールクアランルンプール        ロングステイロングステイロングステイロングステイ施設視察施設視察施設視察施設視察    

・・・・ホテルホテルホテルホテル出発出発出発出発    ９９９９：：：：００００００００            現地現地現地現地ガイドガイドガイドガイド付付付付きききき専用車専用車専用車専用車でででで    

・ 朝市朝市朝市朝市    ＩＮＢ（ＩＮＢ（ＩＮＢ（ＩＮＢ（インビインビインビインビ））））    

・ ササササービスアパートメントービスアパートメントービスアパートメントービスアパートメント            レイソンプレイスレイソンプレイスレイソンプレイスレイソンプレイス    

                                                                ２３２３２３２３階建階建階建階建てててて共用共用共用共用のののの談話室談話室談話室談話室、、、、コーヒーサービスコーヒーサービスコーヒーサービスコーヒーサービス付付付付きききき    

・・・・私立病院私立病院私立病院私立病院            グレイーグルスグレイーグルスグレイーグルスグレイーグルス    ホスピタルホスピタルホスピタルホスピタル    

                                Gleneagles Kuala LumpurGleneagles Kuala LumpurGleneagles Kuala LumpurGleneagles Kuala Lumpur    

・・・・ミニマーケットミニマーケットミニマーケットミニマーケット        レイソンプレイスレイソンプレイスレイソンプレイスレイソンプレイス近近近近くくくく    

・・・・サービスアパートメントサービスアパートメントサービスアパートメントサービスアパートメント            パークロイヤルパークロイヤルパークロイヤルパークロイヤル    

屋上屋上屋上屋上プールプールプールプールからからからからＫＬＫＬＫＬＫＬタワータワータワータワー、、、、ツインタワーツインタワーツインタワーツインタワーがががが見見見見えるえるえるえる    

                    

                    病院受付                ＫＬタワー 

・・・・昼食昼食昼食昼食                ＬｏｂｂｙＬｏｂｂｙＬｏｂｂｙＬｏｂｂｙ        パークロイヤルパークロイヤルパークロイヤルパークロイヤル隣隣隣隣    

・・・・郵便局郵便局郵便局郵便局        ブキビンタンブキビンタンブキビンタンブキビンタンＰＯＳＰＯＳＰＯＳＰＯＳ        ・・・・銀行銀行銀行銀行        ＭａｙＭａｙＭａｙＭａｙ    ＢａｎｋＢａｎｋＢａｎｋＢａｎｋ    

・ ＷｅｎｄｙＷｅｎｄｙＷｅｎｄｙＷｅｎｄｙ    ＴｏｕｒＴｏｕｒＴｏｕｒＴｏｕｒ    会社会社会社会社    

            セントラルビルセントラルビルセントラルビルセントラルビル内内内内    現地現地現地現地ツアーツアーツアーツアー会社会社会社会社    

            日本人女性日本人女性日本人女性日本人女性スタッフスタッフスタッフスタッフ（（（（三瀬早苗三瀬早苗三瀬早苗三瀬早苗さんさんさんさん））））によるによるによるによるＬＳＬＳＬＳＬＳオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション    
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・・・・夕食夕食夕食夕食        ＣａｒｌｏｓＣａｒｌｏｓＣａｒｌｏｓＣａｒｌｏｓ    パビリオンパビリオンパビリオンパビリオン内内内内    メキシカンメキシカンメキシカンメキシカン料理料理料理料理    

                                                ビールビールビールビールでででで乾杯乾杯乾杯乾杯！！！！    ワインワインワインワインははははメニューメニューメニューメニューにににに無無無無しししし    

五日目五日目五日目五日目    １１１１////２６２６２６２６（（（（土土土土））））            マラッカマラッカマラッカマラッカ観光観光観光観光    

・ ホテルホテルホテルホテル出発出発出発出発    ８８８８：：：：００００００００    専用車専用車専用車専用車チャーターチャーターチャーターチャーター    送迎送迎送迎送迎のみのみのみのみ案内無案内無案内無案内無しししし    

・ オランダオランダオランダオランダ広場到着広場到着広場到着広場到着        １０１０１０１０：：：：２０２０２０２０    

クライストチャーチクライストチャーチクライストチャーチクライストチャーチ、、、、クイーンビクトリアクイーンビクトリアクイーンビクトリアクイーンビクトリア噴水噴水噴水噴水、、、、タンベンスウェータンベンスウェータンベンスウェータンベンスウェー    

時計台時計台時計台時計台、、、、風車風車風車風車    

・ マラッカマラッカマラッカマラッカ川川川川沿沿沿沿いにいにいにいに、、、、要塞要塞要塞要塞、、、、水車水車水車水車、、、、海洋博物館海洋博物館海洋博物館海洋博物館（（（（帆船帆船帆船帆船））））    

・・・・ジョンカーストリートジョンカーストリートジョンカーストリートジョンカーストリート        ショッピングショッピングショッピングショッピング散歩散歩散歩散歩    

昼食昼食昼食昼食            中華料理店中華料理店中華料理店中華料理店「「「「發興發興發興發興」、」、」、」、たんたんたんたん緬緬緬緬ととととビールビールビールビール            ７５７５７５７５リンギットリンギットリンギットリンギット    

・ ヒーレンストリートヒーレンストリートヒーレンストリートヒーレンストリート    

                ＭＡＬＡＱＡＭＡＬＡＱＡＭＡＬＡＱＡＭＡＬＡＱＡ    ＨＯＵＳＥＨＯＵＳＥＨＯＵＳＥＨＯＵＳＥ    ＭＵＳＥＵＭＭＵＳＥＵＭＭＵＳＥＵＭＭＵＳＥＵＭ        入場料入場料入場料入場料２２２２リンギットリンギットリンギットリンギット    

                ババニョニャババニョニャババニョニャババニョニャ    ヘリテージヘリテージヘリテージヘリテージはははは見見見見つけられなかったつけられなかったつけられなかったつけられなかった    

・ セントポールセントポールセントポールセントポール教会教会教会教会    

・ オランダオランダオランダオランダ広場発広場発広場発広場発        １３１３１３１３：：：：００００００００    

・ ホテルホテルホテルホテル帰着帰着帰着帰着    １５１５１５１５：：：：１５１５１５１５    

そのそのそのその後後後後、、、、各自自由行動各自自由行動各自自由行動各自自由行動    

                ペトロナスツインタワーペトロナスツインタワーペトロナスツインタワーペトロナスツインタワー、ＫＬＣＣ、ＫＬＣＣ、ＫＬＣＣ、ＫＬＣＣ水族館水族館水族館水族館アクアリアアクアリアアクアリアアクアリア    他他他他    

・・・・ホテルホテルホテルホテル出発出発出発出発    １９１９１９１９：：：：３０３０３０３０    

・・・・ＫＬＫＬＫＬＫＬ空港空港空港空港    着着着着    ２０２０２０２０：：：：１５１５１５１５        出発出発出発出発ままままでででで自由行動自由行動自由行動自由行動（（（（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））））    

    ＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬ７２４７２４７２４７２４    発発発発    ２２２２２２２２：：：：５０５０５０５０    

六日目六日目六日目六日目    １１１１////２７２７２７２７（（（（日日日日））））    

・ 成田空港成田空港成田空港成田空港    着着着着    ６６６６：：：：１０１０１０１０    

・ 解散解散解散解散                    ６６６６：：：：５０５０５０５０        

全般的全般的全般的全般的なななな事項事項事項事項    

    時差時差時差時差    １１１１時間時間時間時間        日本時正午日本時正午日本時正午日本時正午    １２１２１２１２：：：：００００００００のときのときのときのとき午前午前午前午前１１１１１１１１：：：：００００００００    

・・・・気温気温気温気温        ペナンペナンペナンペナン、ＫＬ、ＫＬ、ＫＬ、ＫＬともともともとも年間通年間通年間通年間通じてじてじてじて最高最高最高最高３３３３３３３３度度度度、、、、最低最低最低最低２２２２２２２２度度度度    

                屋外屋外屋外屋外    ＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツ、、、、ポロシャツポロシャツポロシャツポロシャツででででＯＫＯＫＯＫＯＫ    

                屋内屋内屋内屋内    冷房対策冷房対策冷房対策冷房対策でででで長袖長袖長袖長袖シャツシャツシャツシャツ、、、、カーディガンカーディガンカーディガンカーディガン所持所持所持所持すべしすべしすべしすべし    

・・・・飲料水飲料水飲料水飲料水            ミネラルウォターミネラルウォターミネラルウォターミネラルウォターををををホテルホテルホテルホテルのののの部屋部屋部屋部屋にににに毎日補充毎日補充毎日補充毎日補充されるされるされるされる、、、、コンビニコンビニコンビニコンビニでででで買買買買えるえるえるえる    

                            常時常時常時常時ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルをををを所持所持所持所持しししし、、、、こまめにこまめにこまめにこまめに水分補水分補水分補水分補給給給給をををを    

・・・・日日日日のののの出出出出    ７７７７：：：：３０３０３０３０        日日日日のののの入入入入りりりり        １９１９１９１９：：：：００００００００    

・ 車社会車社会車社会車社会    交通量多交通量多交通量多交通量多いいいい    車車車車がががが人人人人よりよりよりより優先優先優先優先    信号機信号機信号機信号機・・・・横断歩道少横断歩道少横断歩道少横断歩道少ないないないない    道路横断注意道路横断注意道路横断注意道路横断注意がががが必要必要必要必要    

・ 経済状況経済状況経済状況経済状況            バブルバブルバブルバブル景気景気景気景気でででで物価上昇中物価上昇中物価上昇中物価上昇中    

・ アルコールアルコールアルコールアルコール類類類類    置置置置いてないいてないいてないいてない飲食店飲食店飲食店飲食店があるがあるがあるがある、、、、スパーマーケットスパーマーケットスパーマーケットスパーマーケットでででで買買買買えるえるえるえる    

・ 台風台風台風台風、、、、地震地震地震地震        無無無無いいいい                    
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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア食文化食文化食文化食文化探訪探訪探訪探訪                       会員会員会員会員                        林林林林    裕子裕子裕子裕子 

 

2013201320132013、、、、1/221/221/221/22～～～～27272727 マレシーアマレシーアマレシーアマレシーア下見下見下見下見ツアーツアーツアーツアーよりよりよりより 

マレーシアの食を知るには、まずマーケットとい

う事でペナン島のタンジュンブンガの朝市へで

かけました。なんでもありで食べ物から衣服まで

売っていました。同じアジア地域にあるので食べ

物も私たちにもなじみの物も多くありました。 

しかし、果物の場合、日本は温帯、マレーシアは

熱帯雨林気候と違いがあり、暑い地域の人々には

体を冷やす果物が必要となり、日本にはなじみの

ない果物を多く見ました。 

花花花花もももも売売売売っているっているっているっている。。。。キクキクキクキク科科科科のののの花花花花のようですのようですのようですのようです。。。。 

れんこんれんこんれんこんれんこん、、、、ニラニラニラニラ、、、、きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり たまごはたまごはたまごはたまごは大大大大きさによってきさによってきさによってきさによって価格価格価格価格がががが違違違違いいいいバラバラバラバラ売売売売りりりり 

もやしもやしもやしもやし 大根大根大根大根、、、、いんげんいんげんいんげんいんげん、、、、ねぎねぎねぎねぎ、、、、葉物葉物葉物葉物 

タンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガ朝市朝市朝市朝市・・・・ペナンペナンペナンペナン島島島島①①①① 
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タンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガ朝市朝市朝市朝市・・・・ペナンペナンペナンペナン島島島島②②②② 

ランサットランサットランサットランサット・・・・中中中中はははは白白白白くてくてくてくて種種種種がありがありがありがあり甘酸甘酸甘酸甘酸っぱいっぱいっぱいっぱい                                中華風中華風中華風中華風おでんおでんおでんおでん種種種種のののの練練練練りりりり物物物物 

ドラゴンフルーツドラゴンフルーツドラゴンフルーツドラゴンフルーツ 

マンゴースチンマンゴースチンマンゴースチンマンゴースチン 

りんごはりんごはりんごはりんごは輸入物輸入物輸入物輸入物 

おでんおでんおでんおでん種種種種・・・・おいしそおいしそおいしそおいしそ～～～～うなんですうなんですうなんですうなんです 

なんとなんとなんとなんと、、、、黄色黄色黄色黄色いいいい豆腐豆腐豆腐豆腐ですですですです 

ふつうのふつうのふつうのふつうの白白白白いいいい豆腐豆腐豆腐豆腐ですですですです 
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タンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガタンジュンブンガ朝市朝市朝市朝市③③③③    

 

クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールクアラルンプール・・・・インビインビインビインビ通通通通りりりり市場市場市場市場    

市場では肉は切り売りしていて、この部位

をこの位ほしいと言って買うようです。 

日本のスーパーで売っているパック詰めの

お肉はありませんでした。あたまから足先

まで売っていました。 

あじにあじにあじにあじに似似似似たたたた魚魚魚魚    

エビエビエビエビ    

いかいかいかいか    

魚

介

類

は

新

鮮

な

よ

う

で

す

が

、

地

元

の

人

は

な

ま

で 

食

べ

る

事

は

し

な

い

そ

う

で

す

。 

少少少少しししし前前前前までいきていたまでいきていたまでいきていたまでいきていたニワトリニワトリニワトリニワトリ、、、、ごめんねごめんねごめんねごめんね    

まながつおのまながつおのまながつおのまながつおの一種一種一種一種    
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外食先外食先外食先外食先にてにてにてにて④④④④    

マレーシアは多国籍の人々が多く暮らしているので、食事処もマレー料理、中華、インド、メキシコ 

料理といろいろありました。私たち日本人には、やはり、中華料理はなじみやすく、美味しかったです。 
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に

い

く

。。。。    

おおおお粥粥粥粥、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい！！！！    あんかけそばあんかけそばあんかけそばあんかけそば、、、、これこれこれこれ、、、、またまたまたまた、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい！！！！    

ペナンペナンペナンペナンののののロングステイヤロングステイヤロングステイヤロングステイヤーーーーとともにとともにとともにとともに    

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア料理料理料理料理、、、、サテサテサテサテととととナシゴレンナシゴレンナシゴレンナシゴレン                    薬膳薬膳薬膳薬膳スイーツスイーツスイーツスイーツ    
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        英国英国英国英国のとものとものとものとも子子子子ハリスハリスハリスハリスさんからのおさんからのおさんからのおさんからのお知知知知らせらせらせらせ    
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海外ロングステイ 川口スクール 開催のお知らせ 

   日時 ： ４月２６日（金）１３：３０～１５：３０0 講演               

１５：３０30～     個別相談会  

募集人数 ： ４０名 （お申し込み順・定員なり次第締め切ります）  

場所 ： 川口市民パートナーステーション ＪＲ川口駅東口すぐ隣キュポ・ラ ４階 

第一会会議室 

講師 ： NPOロングステイ会員  

演題 ： ①“ロングステイ” に便利なアイテムの話  

②今一番人気の“マレーシア”  

③”旅のテクニック “かしこい航空券の買い方＆バス料金並みのＬＣＣ         

参加費 ： 無料 （アンケートにご協力下さい） 

 

『編集後記』 

ロングステイといえば、数ヶ月～数年といった期間、シニア世代の長期滞在が 

主だが、６年前マレーシアでの長期滞在者が日本人専用の介護施設をオープン

させたが、当時は希望者が少なく１年ほどで閉鎖となったそうだ。だが最近、

移住希望者が増え介護の関心も高まってきたという。「最期は海外で」というの

が当たり前になる時代がくるという（４/１７朝日新聞）。ロングステイの目的も 

時代とともに多様化しているようだ。これからは、「ついの住み家」としての海

外ロングステイに関する情報も、会員に発信していくことも選択肢にいれてお

かなくてはならない。 

 

 

 

２０１３年 春季号 Ｖｏｌ.８４ 

発行日  ２０１３年 ４月２１日 

発行人    塚本 茂 

編集・校正  大野康昭 

その他編集員 
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☆ロングステイクラブの概要と入会について☆ 
 

＜目的＞ 

ロングステイクラブは、快適な生活環境を求めて海外

および国内で長期滞在を希望する方々を対象とし、

その日常生活に必要な各種情報の提供や体験セミ

ナーなどを通じて現地での「不安」「疑問」から解放し

て、生きがいのある滞在ができるように支援し、広く

公益に貢献することを目的とします。 

＜主旨＞ 

1. 自分の収入に応じて(主に年金等の範囲内で)  

2. 自分の力で(体力経験等に応じて)  

3. 自分なりの方法で(単独・家族・友人等で)  

4. 自分なりの生きがいを求めて(国際交流・語学研

修・ボランティア・スポーツ等)  

5. 海外で生活体験をする(ツアーでも移住でもな

く)  

そのための情報交換・友人作り・高齢化社会におけるシ

ルバー世代の余暇活用を生き方の選択肢とし活動しま

す。 

＜主要活動＞ 

1. 月例会の開催(海外体験報告・海外滞在計画の

発表・情報交換)  

2. 地域別交流会の開催(東京・千葉・神奈川・埼玉・

関西・九州)  

3. 同好会活動(海外各国別の同好会・各趣味の同

好会等)  

4. 会員相互の自主企画による海外グループ旅行

の推進  

5. 国際交流活動(各国友好協会・ボランティア・語学

研修・ホームステイ) 

6. 会報「ロングステイクラブ」の発行 

＜留意事項＞ 

1. 当会及びリーダー（名称の如何を問わず）は、会

員が企画海外旅行・滞在・同好会の諸行事等に

おいて一切責任を負いません。参加者は一切責

任が自己に帰することを承知の上で参加下さ

い。 
2. 当会は、非営利の団体です。会員は当会の諸活

動（例会・会報・会員名簿等）を営利目的に利用

することを禁止されています。                

 

＜入会＞ 

当クラブの主旨に賛同される方は、年齢・性別・国籍

に関係なく、どなたでも歓迎します。 

年会費  

 4000円 (1月から 12月) を下記口座にお振

り込み下さい。 

お振込先口座  

 銀行口座  

りそな銀行東京中央支店普通 5807817  

ロングステイクラブ 

郵便振替 

 00120-2-166202 ロングステイクラブ  

NPO ロングステイクラブ事務局 

〒337-0017 

埼玉県さいたま市見沼区風渡野 470 

電話/FAX受付：048-685-2470 

E-mail : info@longstayclub.jp 

 

 

特定非営利活動法人「ＮＰＯロングステイクラブ」の目的 

 この法人は、快適な生活環境を求めて海外及び国内での

長期滞在を希望する人々を対象とし、その日常生活に必用

な各種情報の提供や体験セミナーを通じて現地での「不

安」「疑問」から開放して、生きがいのある滞在が出来るよ

う支援し、広く公益に貢献することを目的とする。（法人の

定款第３条） 

 

「ロングステイクラブ」は、登録商標です。 

（登録第４５４６８１１号） 

mailto:info@longstayclub.jp


     

 


	ハワイのフラ、２０１３年春季号巻頭言
	ランカウイ島印象記1（修正）
	マレーシア・ランカウイ島印象記2（修正）
	マレーシア・マラッカ印象記1（修正）
	マラッカ印象記2 _1_（修正）
	サンタ／リオを訪ねて　森川浩司
	佐渡島歴史紀行（その２）
	2013年マレーシア下見ツアー
	マレーシア・食文化探訪
	タンジュンブンガ２
	３タンジュンブンガ朝市
	外食先にて４
	ハリスとも子さんからのお知らせ
	２０１３年春号編集後記
	ショッパー（広告用）
	定年時代広告
	無題

