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これからの人生を楽しく過ごすために 

（足、腰の悩みをとる） 

             

      ＮＰＯロングステイクラブ理事長   塚本 茂 

 

私たちを取り巻くなか、高年齢者生活環境は，七つの喪失として地位、財

産、住居、仲間、健康、自立、生命など，たぐいまれな厳しい環境に晒され不

安がつのります。このなかで、生命の喪失は、私たちは避けることができない

ものとしなければなりませんが、健康の喪失は若いときから生活習慣の自己管

理と中、高齢者になっても日常生活の中で身体活動の自助努力によって自立や

仲間と共に健康維持を可能にするこができます。私たちは、年を重ねる事で身

体面、精神面の機能が衰え生活の場面にマイナス要素が増え，健康面では大き

な変化に気付きます。そして、それなりの健康維持で加齢により失うものがあ

る反面、これまでの知識や経験を活用する可能性を育てたいものです 。 

「要介護老人にならないための基本」 

２１世紀は急速な高齢化社会到来で「要介護老人も増加」と聞きますが、高

齢社会を逆手に取り、加齢による個性を活かすため、よりよい健康と豊かな精

神生活を求める努力してみましょう。 

今、要介護にならないため、エイジレス、エクササイズ「かろやか運動」と

して中高齢者を対象に健康づくり教室が全国各地で開かれております。 

寝たきり老人にならず、「あなたの個性」をいかした活動の場を確保すること

ができます。 
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バリ島（インドネシア）１か月徒歩の旅 

              2015.10.1 会員 森川浩司 

はじめに 

 

 バリ島が「最後の楽園」と言われヨーロッパを中心に観光ブームが始まったのは太平洋戦争の前だ。あれ

から８０年、特に２１世紀に入ってからは更に凄まじい観光開発が行われ美しかった海にもゴミが沈み、リ

ゾート地としては二流になってしまった。しかし海がだめでも２０１２年にユネスコ世界文化遺産に登録さ

れた文化的景観としての田園風景があるはずということで、昨年の１０月、Visa 無しで滞在できる最長３

０日間を費やし、日本人にも人気のある芸術の町 Ubud(ウブド)を拠点として島中を歩いてきた。その時の

エピソードを以下に書こう。 

  

バリ島の概略 

 

 始めにバリ島の概略を掴んでおこう。歴史としては、日本の平安初期９００年頃から始まる。色々な王朝

が続いた後、１９００年頃からオランダの植民地にされその後、旧日本軍が１９４２年に占領。終戦後１９

５０年にインドネシアが独立した時にインドネシア共和国に編入された。その際、島民は今まで通りヒンズ

ー教を継続することを容認してもらいジャワ島のイスラム教とは異なる文化が継承されそれが島の魅力の

一つとなっている。 

 島としては、日本と同じ環太平洋造山帯に属しており、活火山あり温泉ありの東京都約 2.5 倍の広さに

400 万人（バリ人 90％）の人が暮らしている。島収入の 2/3 は観光で占め、残りは人々の胃袋を満たすた

めの農漁業である。 島北部は 3142ｍの聖なるアグン山やキンタマーニ高原のバトール山（1717ｍ）など

山岳地帯となっている。観光客の集まるビーチリゾート地域は、南端のバドゥン半島で多くのホテルが立ち

並んでいる。農村は島中部で世界遺産の棚田地帯が続いている。 

 さあ、それでは島南部から始め、中部そして北部へと歩いてみよう。 

 

（インドネシア全土とバリ島）              （バリ島、北から南を鳥瞰、左がアグン山） 
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いくら位かかったのか？ 

 

 おっとその前にいくら位かかったのか概算を挙げておこう。もちろん一人分です。 

航空運賃（往復）：ミサイル墜落と行方不明機で人気の無いマレーシア航空を利用：約 5万円 

宿泊費：Booking.comで探した宿（個室、朝食、クーラー、シャワー付き）：約 6万円（2千円ｘ30日） 

食費：昼食、夕食（ビールつき）：1万 8千円（600円ｘ30日） 

移動費：目的地まではベモ（乗合小型車）かバス、後は徒歩：約 1万円 

ということで合計約 14万円でした。 

 

それでは南部から始めましょう。 

Jimbaran 

 バドゥン半島の入口、高級リゾートのイメージが強いジンバランは、国際空港から車で２０分ほどの位置

にあるので、行き帰りの中継地として便利な場所です。また、ビーチの集まるバドゥン半島を探索するのに

も都合の良いロケーションとなっているので、まずはこの南部地区から歩き始めましょう。 

この地でのハイライトは、オーストラリア人(６９歳）との出会いだろう。軍艦に乗っていた整備兵、趣

味のボクシングで総入れ歯。バリ島の歯科医でインプラントを１０本入れにきた（1週間、100万円、オー

ストラリアだと倍額だそうだ）暇なのでよく一緒に食事をし、ビールを飲んだ。 

               

       (オーストラリア人と）         （泊まった宿の食堂とプール） 

 

 酔っ払うと、”上を向いて歩こう”を二人で歌った。彼も日本語で覚えていて、この歌は国際親善には使

えるそうだ。彼の次男がバリ女性と結婚しており色々詳しく、行きつけの食堂や観光ポイントなどを教わっ

た。1 週間後に歯を入れて、「これで人生を楽しめる、最高！」と言って彼女の待つオーストラリアへ帰っ

ていった。彼の話で”ハッと”させられたのは、今でもオーストラリア人の多くは太平洋戦争での旧日本軍

との戦いを忘れていないと言われた事だ。脳天気に付き合うわけにはいかない、歴史認識を持った上で付き

合う必要があることを痛感した。 

 宿はインターコンチネンタルホテルなどの超高級リゾート地区に入る手前のジンバラン町の入口の大通

りから 1本、道を入ったところにあるプチホテル。静かで、ビーチへも歩いて 15分ほどだ。昼の海は泳ぎ

たいとは思わないが、荘厳な夕日の楽しめる夕方は、紹介してもらった食堂のお弁当と冷えたビールを持っ

て砂浜に座り夕涼みをした。浜辺には多くのシーフードレストランがあり中国人、韓国人観光客でにぎわっ

ているがそれは無視。自分の世界にどっぷりとつかりリラックスする。この地区は物も安く治安も良くぼら

れることもなくお勧めだ。 
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ニャングニャングビーチ 

 さらにバリ島の最南端に足を進めよう。ここも紹介してもらった食堂のご主人（タイ人と結婚している元

大工のオーストリア人、オーストラリアではない、念のため。彼は波乗りをしにきて結婚。今は食堂と自分

で建てた民宿をやっているが高いので私は泊まらない。彼の話を聞いていると、人生とは偶然と必然の織り

なす魔訶不思議な時間だと思えてならない。）に教わったガイドブックにはない場所に行ってみよう。 

 ベモ（8人乗りくらいの壊れそうな乗合ジープ）には値段が無いので、おばさんが支払う手元を注視して

いてその位なんだと、1 回 50 円を支払い、途中ナシゴレンお弁当（焼き飯に目玉焼き）を買うので食堂前

で停めてもらって 40分ほどで目的地近所まで到着。そこからが、この場所のハイライト。洗濯屋さんの脇

道を抜け断崖の上に出る。はるか彼方の浜辺まで 500 階段の急勾配が続いている。お弁当と水を 1 リッタ

ー持ってきてよかった。汗をかきながら何とか浜辺へ、さすがこの辺りには町が無いので泳いでもいいかな

という気になる。暑いので波と戯れていると、色黒の現地の若者が一人やってきた。 

 ジャワ島出身 24歳、バリ州都デンパサールから 100ccの Hondaでやってきた。以前あの旅行社 HISの

バリで働いていたこともあるそうで、観光を学んでいる院生。英語も話せるので根掘り葉掘り、大分バリの

若者事情がわかった。珍しくクリスチャンで、人生に真面目に向き合っていてとてもいいやつだ。今でもた

まに Gメールが入ってくる。 

        

      （ニャングニャングビーチ）    （二人とも黒いが院生はさすがに若い） 

 

北東へ、アグン山のふもとの村へ 

Sidemen 

 ジンバランからバスとベモを乗り継ぎ北東に 50km、6時間ほどかかって、アグン山の麓にある田園風景

真っ只中の素朴な農村シドゥメンに到着。アグン山が真正面に望める、家族経営バンガローに数日間お世話

になる。私の父の故郷が福井県の農村で、小学生の夏休みに何度か遊びに行った。小川が流れ、緑の田んぼ

が広がり、遠くに山が見える、そんな風景とオーバーラップする場所だ。つまり、都会人からすると自然の

他には全く何もない場所ということだ。だから、私も暑い天気に恵まれて、ただただ田園の中を歩き、近く

の小山に登り、小川で水浴びをして、隣のお店で冷えたビールを買って、夜はゲッコ（ヤモリ）の“キリキ

リキリ・カックン・カックン”という鳴声を聞きながら蚊帳のかかったベッドで眠りにつく毎日を過ごし、

心身共にリラックスできたわけです。 

 ここでのハイライトは、ヨーロッパ人のパトロン気質でしょう。歩き疲れて村はずれの田んぼ脇の神社で

お弁当をとり、小さな森を抜けたところで、なんでこんなところに、と思った銀細工を売るお店があった。

底抜けに明るいお店のおばさんと、銀細工師のご主人、二人とも英語を話すアラ 4。“まあ、お茶でも飲ん
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でけ”と、身の上話が始まった。それによると、彼は小卒後、手に職を付けるため職業訓練所で銀細工を学

び、その後親方について驚くほどの薄給で働いたが、このままでは先は無いと思い飛び出した。そこからが

幸運の始まりだ。銀細工の関係でフランス人と知り合う。その彼が、小さな工房と家を建てて彼にくれたの

だ。5年前で 150万円ほどだ。それがこの店だ。その後、観光客のガイドをしているときのスペイン人女性

のお客さん、何と彼女は島を周るのに車がいるから買ってきてほしいと彼に頼み、用が済んだら彼にその車、

Toyotaの４WDをくれたのだ。危なく私も彼に何かあげなくちゃと対抗意識がでそうになるけど抑えた。 

    

  （自然以外何もない）  （バンガロー）    （蚊帳付ベッド）  （もらった銀細工のお店） 

 

中部の町ウブッへ 

Ubud 

 おら嫌だ、こんな村とシドメンを飛び出して、銀細工師の４WDで颯爽と世界的観光地ウブッへやって来

た。ガイドブックにはウブドと書いてあるが現地では全く通じない、ドはつけないのだ。いるわいるわ観光

客がわんさといる。団体旅行の中国人と韓国人（ペアルックの新婚カップルだらけ）が長い列で歩いている

ので特に目立つ。日本も昔はあんなだったなあと高度経済成長期を懐かしむ。シドメンの村人はやたら“ハ

ロー”と声をかけてきた。中にはそのあとに“マネー”と手を出す子供も沢山いた。ここウブッで声をかけ

てくるのは物売りかタクシーの客引きだけだ。犬も吠えない。物価も日本よりは安いが村よりは高い。 

 宿は中心街から外れた小さな田んぼを前にした静かな(と思った)所だ。入口は、ここで大丈夫か？と思う

くらいお粗末だが、中には白亜のブロック造りのバンガローが 4棟並んでいる。朝は田んぼ鴨のガーガー声

で起こされる。そう、ここの稲作は鴨が雑草やら害虫を食べる鴨農法が一般的なのです。夕方になると鴨使

いのおじさんが鴨を連れて畦道を家路に向かっている姿が絵になる所なのです。 

    

（宿の朝食付き）      （ウブッ郊外。小川で牛洗い）        （手作業の収穫、） 

 

北の秘境キンタマーニへ 

Toya Bungkha 

 バトール山（1717ｍ）に登ろうとトヤブンカの村へ向かう。村々を抜けながらだんだんと標高が上って

くる。途中のミカン畑で 10個ほどを 100円で買う。突然街道に自警団風のお兄さんが、入ってくる車や人
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から入村料なるものを取っている（一人 250円）。この辺から怪しい雰囲気が漂い始める。ほこりだらけの

道を仕切りなしに通過する砂利トラックを避けながら、何とかバトール湖を望む高台にあるバンガローに到

着する。ここは若いロシア人女性がやっている宿、切り盛りしている現地のやり手おじさんがマネージャ。 

 この村はバトール山のカルデラの底にあるので出入りが難しく、何でも高く埃だらけでハエだらけ、全く

お勧めできない場所だ。外輪山の上からバトール湖を遠望するのがベストだろう。でも、そこに行ってしま

った私は、ハエと一晩中聞こえてくる近くのヒンドゥー教寺院からの祈りの声に悩まされながら朝を迎えた。

やり手のおじさんに３日の予定を１泊に変えてもらえるか恐る恐る聞いたところ、あの祈りはお祭りなので

観光客には無理だねと、あっさり OKしてもらい、山にも登らず這這の体で脱出した。キンタマーニは本当

の秘境でした。 

  

（見るだけのバトール山）    （湖で魚を取るトヤブンカ人）     （取れたお魚さん） 

 

一気に北端の海岸リゾート（かつての）へ 

Lovina 

カルデラの底から抜け出し、山を越え北端の海岸町まで一気に下りてきた。途中マンゴー林で大きな緑マ

ンゴーを買う。これがフレッシュで美味しい。ロビーナは小イルカウオッチングで有名なビーチリゾートだ

ったが、今では泳ぐ気がしないほどゴミが沈殿していて、日光浴かサンセットを楽しむか沖に出てイルカで

も見るしか見所はない。でも、私には海が駄目でも山があるから大丈夫。毎日リックサックに近所の馴染み

になった食堂で作ってもらったお弁当とお水を入れて、東西、南と村々を訪ね歩く。道中、犬に吠えられる

のと、悪ガキが離れない時が面倒くさいが、森を抜け林を歩くことはとても気分がいい。途中、温泉にも出

会い休息もできる（５０円）。ただこちらの温泉施設では浴槽を磨かないので藻が生え大体エメラルドグリ

ーンの温泉になってしまっている。運が良ければ素晴らしい聖なる滝にもぶつかることもある。そこでいた

だくお弁当の味はまた格別だ。 

   

 （ロビーナのサンセット）     （テガ温泉施設で休息）      （ギジの滝で昼食） 
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南への途中、中部のライステラスの村へ 

Pacung 

 パチュンは北から南へ向かう山道の中ほどにある棚田地帯で、高原のため涼しく景色も良くお勧めの場

所だ。ここの宿は Hotel&Restaurant と名前の後についているだけあってこの旅で一番豪華な本格的イン

ドネシア朝食をいただくことができた。村全体が急斜面にあるため足腰を鍛えるにはこれほどの場所はない。

ベモでもやっと登る坂を上がるとそこには、「バリ植物園」がある。広大な手入れが行き届いている植物園

というよりも公園だ。入園料１７５円を払って入ったがとにかく広く一画で休んでいると、同じように休ん

でいる一人旅のイギリス人がいた。１９３７年生まれ、美しい湖水地方から何故来たのかを聞くと、オース

トラリアに嫁いでいる娘家族の祝いの帰りだそうだ。何歳になっても冒険心を持ち続けるその姿に、自分の

未来を重ねて見ているようで、いつまでも健康で旅を続けて欲しいと願った。 

   

（トマトの収穫、１個くれた）（未来を重ねた英国人）（小腹を満たすバイク屋台。いつも食べたバクソ） 

 

さあ、旅もいよいよ終盤、南に戻ってきた 

Nusa Dua 

 ヌサドゥアは、州をあげての高級リゾート地でマリン・アクティビティーも盛んだが海が普通なので今一

番だ。SOGO もあるが客はまばらだ。こういう意図的に作られた高級感は私には合わない。やはり庶民の

普段の生活の中を旅することで、国や地域の実体を感じることができるし、本当の国民感情に触れることが

できるものと思っているからだ。   

 

まとめ  

 バリ島の中を２９泊して歩いてきた。家はブロックやレンガの石造りで中々立派だ。水道は飲めないが水

は出る。トイレは昔から水洗。電気はたまに停電するが直ぐに復旧する。携帯もインターネットも普及して

いる。やはりこの島での問題は人々のポイ捨て習慣とプラスチックゴミの処理ということになろうか。出会

った人々に話を聞くと、観光立州としてポイ捨て習慣を改めるべく州や学校でキャンペーンを張っているが、

遅々として進まないこと。またプラスチックゴミは目の前に今ある危機という意識が薄く対策が取られてい

ないそうだ。道端や河川に日々捨てられるゴミ、そしてそれが雨季に海に大量に流れ込むこの悪循環だ。 

今年の雨季は雨が一滴も降らず、特に目立ったのかもしれないがここは政治家が汗水たらす時でしょう。 

そんなわけで、海はもはや遅しの感もするが、一方、棚田の景観も安心してはいられない状況だ。町の周

りはどんどんと宅地化していて田畑を売ってしまってお金に変えてしまう農民が多いそうだ、この自然と景

色を楽しみたい人はなるべく早く訪問することをお勧めする。最後に、バリはどこの町でも散歩は下を見て

歩かないと危険だ。どぶ板（コンクリート）がところどころなかったりするので落ちてしまうのだ。そうい

う私も落ちた。足の痛みが引くのに半年ほどかかった。気を付けて行っていらっしゃい。 
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（高級リゾートでさらに真っ黒に）     （道端のゴミ）   （歩道の穴） 

 

おわり 

 

 

―――――――――――――――  ★ ★ ★ ★ ★ ――――――――――――――――  

 

＜ＬＳＣ ニュース＞    

 

ロングステイフェア ２０１５のお知らせ 

 

今年も一般財団法人ロングステイ財団主催のロングステイフェアが開催されますので 

  概要をお知らせします。 

 

  開催日時： ２０１５年１１月２１日（土）１０：００～１７：００ 

  会場  ： 東京ビッグサイト 会議棟 レセプションホール 

 

 

  主催者セミナーは事前予約制で、会議棟６Ｆ 会場Ｅ（６０５会議室・定員１４４名） 

  会場Ｆ（６０６会議室・定員１４４名） 会場Ｇ（６０７．６０８会議室・定員 100～ 

  300名）、 先着順での受付   入場料無料 主催者セミナーに参加する方は、 

要事前予約 

   

  （注：私たちのＮＰＯロングステイクラブとロングステイ財団とは直接関係はありませんが 

   ロングステイフェアは毎年、私たちクラブ会員の方も参加されているのでご案内いたしました。 

セミナーに参加せず、イベント展示等の見学だけの場合もＰＣで事前入場登録をしておいた方が安心のよ

うです。その場合は HPの http://www.dokodekurasu.jp/brief15.htmlから登録可能。 

詳細については 財団事務局 電話０３－６２０６－６８３０までお問い合わせください） 

                  

http://www.dokodekurasu.jp/brief15.html
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          台湾 
   ボランティアの旅！！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

     

 

 

 2015.5.14~2015.5.18 

           会員 福島啓子 

Bridge of Friendship 
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     台湾ボランティア活動 2015 

 

今年は台湾，台中にある日本語学校、楽田日語の７周年記念イベン 

トに参加、国立台中科技大学での日本文化紹介ということで、日本 

の茶道、着物の着付け、古布によるストラップ作りをしてきました。 

そして、台湾式茶道と日本の茶道との相互交流という形で、似てい、 

る点、違いなどを体験することができました。 

 

台湾 面積約３万６００平方ｋｍ、人口約 2344万人 中国語 

台湾語。太平洋、東シナ海、に面した、九州とほぼ同じ面積 

日本から直行便で約３時間３０分、 

 

5/14  10:35AM  羽田発  12:50PM 台北(松山空港)着 

◎台北：台湾第一の都市 人口約２６８万人。政治、経済、文化の中心都市、台北市

内はMRTという交通網が発達していて移動がしやすい。切符はコイン式で、再利

用可能、台湾新幹線（高鐡）は JR東海の７００系をモデルとしている。 

 

◎九分観光：古い金鉱街（黄金山城）細い曲がりくねった路地や急階段、古い建物は 

レトロ感十分、たくさんの土産屋が所狭しと並び、多くの観光客で賑わっていま 

した。映画のロケ地にもなり日本でも有名な、“千と千尋の神隠し”の宿のモデル 

になっています。赤い提灯がシンボルの阿妹茶酒館で提灯が灯るまでお茶を楽しみ

ました。 

 

 

 

 

（菓子）        （記念写真）     （湯婆婆の宿） 

5/15 台湾では朝食は自宅ではあまり作らず、街頭のお店で買う人が多く美味しいお店

の前では朝早くから行列ができます。私達も行列の出来ているお店で鶏肉入り

のお粥を買い駅前の花壇のブロックで食べました。 

（台湾人になりきり、とても美味しかったです。） 

 

 

   （お粥）                  

（粥）                      （皆で食べれば怖くない！） 
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◎故宮博物館：明、清時代の皇帝の集めた宝物（約６９万の収蔵品）のうちの約２万

点が常時入れ替えながら展示されている。 博物館の２大必見の秘宝である、

翠玉白菜、肉形石を見ようと、長蛇の列。１時間弱並び、やっと見る事ができ

ました。小ぶりではあるが、細工が繊細で美しく、並ぶこと納得！！ 彫象牙

透花雲龍紋套球は３代の職人が１２０年かけて制作したといわれている。この

ようにたくさんの彫刻をみると中国系の人の手先の器用さが良くわかります。 

   本館４階にある飲茶ダイニング（三希堂）で昼食 メイン料理である、飲茶はも

とより、日本ではあまり食べた事のないさといも、ハスの実などを使ったがデザ

ートもおいしかったです。 

 

 

 

 

 

（故宮博物館）   （翠玉白菜）  (彫象牙透花雲龍紋套球) （飲茶ダイニング） 

 

◎孔子廟：台湾各地にある孔子廟の総本山 

      孔子は春秋時代の中国の思想家，哲学者、儒学の始祖 

   学問の神様でもある孔子の生い立ち、生涯がビデオで紹介されている。 

     今でも行事が組まれ、集会、教室が開かれ孔子の教えに触れているようです。 

いくつかの古い楽器の中で、二十四弦の箏が展示されていました。 

 

            

◎その人を知らざれば 

その友を見よ。 

 

  （孔子廟）                       (二十四弦の琴）  

 

 

17:00 PM 新幹線にて台中着 

◎台中：台湾第３の都市 人口約 265 万人 都市開発は１９世紀後半と新しく、駅周

辺の一部を除き都市計画のもとに近代的ビル、公園が多く、整然とした街並み

になっている。台中東部の花蓮は先住民族が多く住んでいる。美味しいお茶の

癒しの茶芸館、デザートで有名なタピオカミルクティーの発祥の地といわれて

いる。昨年来日したシンイーさん（今年は３月に桜見学の為 12人で来日）が 

   出迎えてくれ、レストランでの歓迎会に出席。スタッフの方も加わり、美味しい
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台湾料理に舌鼓をうちながらイベントスケジュールについて、 

打ち合わせをしました。 

 

 

                      （デザート）        

                            

 

（台湾料理） 

5/16 

◎国立台湾美術館の中にある人文茶館で台湾式茶道と日本の茶道の相互交流をする。人

文茶館の中にある店は“春水亭”ともいいスタイルは日本式いけばな、畳、竹など

を多く用いたしつらえになっていました。 

 ○はじめに日本式お茶を飲んでいただきました。 

 

 

 

 

 

     （日本式）         （いけばな）        （台湾式） 

 ○台湾のウーロン茶もたくさんの種類がありその中でも最も貴重な貴妃というお茶

をいただく。苦味がなくハチミツのような甘くてまろやかな味でとても美味しかっ

たです。二番手、三番手の入れ方も教えていただき大変勉強になりました。お茶の

味もさることながら、細部に至るまでのこころづくしに大変感銘をうけました。涼

しさを演出するため、大きなガラスの器に水をはり 

生きた魚を泳がせて、朝摘んだ花を飾り準備をして 

くださいました。 

 

 

 

 

 

（茶。貴妃）         （黄金色）      （魚が泳いでいます） 

 

※ ○代表的茶葉： 凍頂烏龍茶、東方美人茶、高山烏龍茶、普洱茶、、、など 

  茶には、各種ビタミン、葉緑素等が多く含まれ、蛋白質を吸収する作用、排毒作

用が有る。タンニンは老化、ぼけ防止に良く、百利あって一害なしの免品です。 
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※ ○この日の気温３３度、体感気温３８度。今年初めての蝉の声。 

○美術館で日本の草間弥生さんの個展が開かれていました。 

○春水亭の支店が六本木にあり同じタピオカミルクティが味わえる。 

 

        “ミィ～ン 

           ミン“ 

ｔえ 

 

（庭園）            （草間弥生展）      （30cm あり） 

 

6:00 PM 楽田日語の７周年イベントに参加。 

（台中にある日本語学校、 生徒数約 150名） 

 ○学校の紹介、ビデオの後お茶のお点前で４５名の人達に飲んでいただきました。 

  その後、着物の着付け、ストラップ作りに分かれる。 

  日本から持参した、付け下げ、小紋、浴衣、男性用とクイズに当たった４人の人に

着てもらう。ストラップ作りは少々難しかったようです。初めて針を持つ人もいて

悪戦苦闘しながらも４０名の人が作りました。後の感想では、皆大変喜んでくれた

との事、大変嬉しく思いました。 

 

 

 

 

 

 

（着付け終了）     （台の上）             （皆、奮闘中） 

 

5/17  パイナップルケーキ作り体験 

  台中市内の太陽堂お菓子工房でケーキ作りに参加。パイナップルから作られたあん

を生地で包んで、型に入れ、約２０分焼いて美味しいケーキができ上がりました。 

 

 

 

 

 

（自分で型入れ）       （焼き上がり）        （お土産完成） 
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16:00PM 国立台中科技大学でのイベント。 

 時間の関係で大学の３クラス約８０名参加の内、３０名の生徒にお茶を飲んでいただ

き他の人は見学、という形をとりました。質問タイムを設けたくさんの質問を受けま

した。その後、４人の方に着物の着付け体験をしてもらい、皆で記念撮影をしました。

今回大学の教室で黒板、教壇の板の上でしたが、皆さん本当に喜んでいました。 

 

 

 

 

（お点前） 

 

 

 

               （決まり！！）             （記念撮影） 

（質問タイム） 

 

5/18  10:00AM 

台北のランドマークタワー、台北 101(89階建て)を見学。 

１階にある有名な飲茶のお店で、美味しい飲茶、小籠包を味わいました。 

東門エリアにあるマンゴウかき氷一つを５人で 

食べました。このお店も行列が出来ていました。 

(気温 30度以上なので本当に美味しかったです。） 

 

                      （マンゴーかき氷）  （101） 

5/18 16:20PM 台北発 20:40PM 羽田着 

 

◎今回は４泊５日という短い期間でしたが、実り多い旅となりました。お隣の国、同じ

アジア圏という事で、歴史、気候、文化、その他いろいろな面で似ている点があり、大

変共感する事ができました。そして日本人が考えている以上に台湾の人たちは日本に親

しみを持ち、熱い視線を送っていることを感じました。私達の見てきた台湾はほんの一

部です、しかし確実に一歩足跡を付ける事ができたと信じています。現地の皆様、会員

の皆様のご協力に大変感謝いたします。この旅をきっかけに、アジアにも目を向け、一

歩、一歩、ボランティア活動を続けて行きたいと思います。皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

（参加メンバー：菅野 竹村 中村 光藤 福島） 
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              ロングステイクラブ  

タイ・チェンマイ下見ツアー ２０１４  

                        会員  大野康昭 

２０１４年ロングステイクラブ活動の一環として、２０１４年１１月４日～１１月１０日

までタイ・チェンマイ下見ツアーに行ってまいりましたのでご報告いたします。一応ロング

ステイのための、現地の銀行、両替所、鉄道駅、郵便局、コンドミニアム・サービスアパー

トメント、病院、マーケット、大型店舗見学が目的ですが、１１月の満月の日に行われるロ

イクラトン祭（灯篭流し、コムロイ・ろうそく気球飛ばし）、バンコク及びアユタヤ遺跡見

学も含まれていました。 

 

今回は、総勢１０名の旅でした。塚本理事長、吉原副理事長（今回の幹事役）、会員の石井

時子さん、大出和夫・すま子ご夫妻、小池正・幸子ご夫妻、理事長のお友達の吉永由美子さ

んと加藤和子さん、それに大野康昭の皆さんでした。実はもう一人、理事長の知人の方が参

加予定でしたが、出発前日にお身内の方がお亡くなりになり、キャンセルとなりました。 

 

飛行機は、羽田発のタイ国際航空、帰りもバンコク発タイ国際航空でした。１１月５日～ 

６日までチェンマイ、ホテルはチェンマイプラザ、６日～９日がバンコク、ホテルはマンハ

ッタンホテル、中一日の８日が、タリンチャン水上マーケットと世界遺産アユタヤ（夜景の

アユタヤ巡りも含む）見学でした。 

   

        （チェンマイ・プラザホテル前で記念撮影） 

バンコクから国内便を乗り継いで、１時間２０分ほどしてチェンマイ空港に着いた。 
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現地ガイドのアルンさんが、出迎えに来てくれた。チャーターバスの中で、アルンさんより

タイについてのお話を聞く。タイは地形学的に象の形をしており、ここ北の都チェンマイは、

象の頭の部分、バンコクは鼻の部分にあたるという。タイの車は日本と同じ右ハンドル、左

側通行である。チェンマイは、高速道路は無く、高速道路はバンコクだけだという。ただ時

速９０ｋｍ制限のハイウェーが空港から中心部まで通っている。途中道端に黄色い花が咲

く木が多く見られる。これはタイの国花でゴールデンシシャワーというそうだ。タイは、徴

兵制をとっており、抽選で決められるらしい。赤い紙が来れば当たりで、黒い紙が来れば 

徴兵を免れるという。やがて、お濠と煉瓦つくりの古い城壁が見えてきた。っ城壁に囲まれ

た部分が、ラーンナータイ王国として栄えた旧市街でオールドチェンマイと呼ばれる。チェ

ンマイとは、新しい都という意味だそうです。そうこうしているうちに、チェンマイ・プラ

ザホテル到着。 

 

以下、わずか実質、五日間のタイ滞在ですので、写真と印象に残ったことなどに留めて、記

載いたします。 

 

チェンマイ 

・チェンマイ鉄道駅 

   この駅は、バンコクから伸びる北本線の終着駅である。構内は切符がなくても自由に

入れる。なかな風情のある駅である。あまり本数が少ないのかホームには乗客もなく哀愁を

感じさせる。バンコクから鉄道だと約１５時間の旅である。車両は１等～３等車の３クラス

制。寝台車に乗って列車で旅するのも楽しいそうである。 

                  

         （ノスタルジックなチェンマイ鉄道駅） 
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・カントークディナーとタイ民族舞踊 

カントークとは、特別の行事に食卓として使う丸いテーブルを意味する。典型的なカントー

クのメニューは、鶏のから揚げ、チリソース、豚の皮の揚げ物、キュウリや、ビーフンそば

等だが、踊りを見ながらの食事で、味わっている余裕がない。その他、もち米のごはんと普

通のごはんが一緒に出された。 

 

 

     （カントークディナー）       （タイ民族舞踊） 

 

早めのディナーとロイクラトン 

川沿いのレストランで夕食の予定であったが、５時ごろから道路が混みだすので早めの 

ディナーとなった。レストランは、「Ｔｈｅ Ｇａｌｌｅｒｙ」という名の店であったが、 

中は和風な感じの店であった。夕食の後、灯篭流しをレストラン裏手の川で行い、一旦ホテ

ルに戻り、それからロイクラトンの見学に出かけた。ロイコムを上げる川まで歩いて行った

が、徐々に見物客が増し、そのうち身動きが取れないほどの人出となった。浅草の三社祭の

ような人ごみである。欧米人も多く、そのうえ、交通規制もなく車も人ごみの中を走ってい

る。ようやく橋の上まで来て、空に舞い上がる無数のバルーンを眺めた。ガイドさんとも離

れ、みなさんてんでんばらばらのまま、ホテルに帰らなくてはいけない。なんとか、地元の

人にホテルの場所を聞きながら、もどることができた。チェンマイのロイクラントは、世界

的に有名で、プーケットなどに滞在しているロングステイヤーも、１１月の満月にはチェン

マイに押し掛けるようだ。 
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（ビン川沿いのレストランで）     （奥様を偲んでロイコムを飛ばす理事長） 

 

バーンロムサイ 

１１月７日は、夕方にバンコクへの移動日。それまでは、各自自由行動の日であった。アル

ンさんから、半日で行ってこられる地域の説明を受けました。それによると、チェンマイ市

内の古寺見学、首長族の集落見学などであった。たまたま、ホテルでの朝食の時に、石井時

子さんが食事の席でしりあった、日本人の女性の方から、チェンマイの北側の山岳方面の麓

に、日本人の運営するボランティアアの施設があり、なかなか素敵のところだと教えられた

とのことで、興味をそそられたので希望者で行ってみることにした。それは、名取美和さん

という日本人の方が始められた施設で、タイに多いＨＩＶ母子感染孤児たちを救うために、

工房を作り、寄付だけに頼らず、タイ・チェンマイの生地や繊維を使用して、衣類や小物を

制作して販売して、施設を運営している。現在２～１７歳の３０名の子供たちが暮らしてい

ます。日本からの観光客のための宿泊施設やプールも備えています。ホテルの前でタクシー

をチャーターして５人で、見学してまいりました。タクシーチャーター代は、チップも含め

て１２００バーツ、一人当たり２４０バーツでした。そこで暮らしている孤児たちは、絵を

描いたり、刺繍をさしたり、各自自分に合った作業を与えられ、ボランティアの人たちと共

同生活をしています。 
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     （孤児の描いた絵）            （施設内にあるプール） 

 

バンコク 

タリンチャン水上マーケット 

１１月８日、朝食後チャーターバスで、バンコク郊外のタリンチャンス水上マーケットに行

く。船着き場までいき、ここから１時間ばかりのボートツアーを楽しむ。この日は、この周

辺のお寺のお祭りがあるらしく、寺の中では、色々なイベントが催されていた。たくさんの

露店もでて、ヤシの実のジュースやタイのお菓子などが売られていた。ボートツアーまでは

時間があるらしく、船着き場を眺めていたら、船で次から次へと、お坊さんや着飾った女性

たちを乗せた船が船着き場に到着する。どうやらお寺の祭りに参加するために船で来てい

るらしかった。やがて、我々を乗せるボートが入り、二船に分かれて、ボートツアーが始ま

った。水路の両側には民家が並び、裏口からタイの人々の日常の暮らしを眺めることになっ

た。彼らは、ボートを見ると、屈託なく笑顔で手を振っている。バンコクの水路は、北のス

コータイ、アユタヤから南下するチャオプラヤ川（メナム川ともいう）沿いに幾つもの水路

が作られ、その水路を物資の運搬手段として、また交通手段として利用してバンコクの経済

が成り立っている。タリンチャン水上マーケットは、チャオプラヤ川の西側に作られた水路

を利用している。ただ、アユタヤからバンコクにかけての地形は、高低差がなく時に洪水に

見舞われる。数年前の大洪水で、日本企業などの現地工場が水に埋没して、大被害にあった

ことは、記憶に新しい。 
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      （僧侶や参拝客が船着き場に到着する様子） 

アユタヤ遺跡 

今から４００年目のころ栄えたアユタヤ朝の遺跡を見学した。ビルマとの戦いに敗れ、その 

ふるい都跡はかなり傷んでいるが、修復もされているようである。象に乗って遺跡を見るツ

アーもある。戦いには、象が駆り出され、その戦いの様子はタイ映画、「シースルヨータイ」

に描かれているという。 

 

 （首を切られた仏像の頭が木に埋もれている）      （廃墟跡） 

 

再びバンコク 

最終日は、フリーでバンコク市内見物にあてた。バンコクは見るところが多く、とても１日

では見きれない。もう一度来てみたい。 
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          東海道ウォーキング （その１） 

 

                       会員   遠藤華子 

 

まずは歩き始める 日本橋から大井町 

 

予てより旧東海道を歩きたいと思っていましたが、どうしたら旧道を知ることが出来るの

だろうかと考えていました。東海道という本を買っても街道沿いの旧跡など載っています

が肝心の道筋がわからないのです。ところがある日スマートフォンをいじっていると旧東

海道の項目がありここにグーグルを使った細かい道案内があったのです。丁寧に赤く線が

引かれどの角を曲がったら良いのかどんな名前の目印があるのか判るのです。 

    

そこで 3月の中旬天気の良い日にまず日本橋へ行って見ました。9時半頃でしたがまだ

空気も朝の気配が残っていて少しひんやりとしていました。いつも来ている所なので良く

わかります。銀座通りをまっすぐ行きそのまま新橋駅のガードをくぐれば良いのです。東

海道といってもけして国道 1号線ではなく国道 15号線が旧東海道になります。浜松町を

過ぎて芝に入ると知り合いのパン屋がありそこに入ってモーニングを食べてひと休みしま

した。 

    

このあたり前に勤めていた会社の近くでガイドブックには芝大明神の案内があります

が、ここは良く知っているのでパスをし、田町近くの前に勤めていた会社の前を通り品川

へ向かいます。田町を過ぎた高輪に高輪大木戸跡という石垣があり、さらに行くと八ツ山

橋という高架橋がありここから京浜急行と平行して旧道が続き、古い商店街を行くと最初

の宿場品川宿にでました。小さな公園になっていて休みましたが足の裏が痛くなってきた

のです。まめができたようです。青物横丁を過ぎると大きな通りがあり右に行くと大井町

と表示があるのでゼームス坂を上がって大井町から帰ることにしました。12時 58分の電

車でした。 

     

スマートフォンに歩数計がありますので歩行距離が正解に表示され 11キロを歩き休憩

もしたのでほぼ 1時間 4キロと標準速度でした。川崎まで 19キロ戸塚まで 42キロであ

り昔の人は女の人で１日 23キロ程、男の人で 40キロ程歩いたそうです。 
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（日本橋）          （高輪大木戸跡） 

 

大井町と川崎 

   

 夜になり足のまめも治まってきたので翌日も歩こうと思い、ちょうど大森に友達がい

るので一緒に歩こうと声を掛けました。友達も急では慌てると思い１日おいて歩く事に

し、私は蒲田から先の行程を進めました。蒲田駅から京浜急行に沿って 15号線が続いて

いるのですがここほど殺風景で車の往来が多く埃っぽい道はありませんでした。あまり無

理をしてもいけないので川崎まで行く事にし、昼過ぎから歩きはじめ、六郷土手で橋を渡

ると道は 15号線から離れて駅の方向に旧道の風情を残した道になりました。 

    

ほっとしていると友達から電話があり歩く自信がないというのです。10年程前会社の同

僚 3人で鳩山御殿など散歩したのですがそれ以来ウォーキングなど一度もしていないとい

うのです。 2人で歩くのだからのんびり行けばいいからと説得しましたが本当に自信がな

いらしく強制してもいけないので取り止めにし、私は川崎に急ぎ京浜急行で蒲田に戻り大

井町に向かって歩きました。昼過ぎから歩きはじめたので何となく日の光が気だるい感じ

でウォーキングは朝早くからのほうが良いなと思ったりしていました。 

    

旧道も 15号線に沿っていましたが、鈴ヶ森の刑場跡辺りから 15号線の少し東側を通

り旧道が品川宿に続いていました。前日大井町へ向かった交差点の近くにとても良い魚屋

があり夕方の買い物客で賑わっていました。ここでリュックいっぱいの魚を買って帰路に

着きました。 12.5キロ 19000歩でした。 
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藤沢から二宮 

 

   日本橋から川崎まで 23キロ程を 2日間かけて歩いたのですが昔の女の人の 1日分に

すぎません。初めのうちですから無理する事はないのですが希望としては 1日 20キロを

歩きたいと思っているのです。なぜ 20キロかというと昨年フランスピレーネ山脈の山懐

にあるサン・ジャン・ピエード・ポーという町に行った時、この町からスペインの サン

チャゴに通じる巡礼道があり、１日 20キロ 40日間歩いて 800キロを踏破する人達を知っ

たのです。素晴らしく景色の良いところでこの道を歩いてみたいと心から思ったのです。

家のまわりをぐるぐる歩いても 20キロの目安をつけるのも難しい事で、そこで予てから

歩いてみたいと思っていた東海道を歩く事にしたのです。 

 

    東海道も 493.8キロありますので気の長い話しですがとにかく歩きはじめました。日

本橋から川崎迄の道が、車が多かったので次は気分を変えて藤沢から明るい湘南の道を行

く事にし、朝 8時頃から歩き出しました。旧東海道もこの辺は国道 1号線に重なってい

ますが所々で 1号線から離れまた合流したりしているので地図に標をつけておき必ず旧道

行くようにしました。1号線に沿って松の木が残っていたりしましたが道幅も広く気持ち

の良い街道でした。本陣跡など旧跡には案内板があり 1号線から分かれて旧道にはいると

道幅が狭くなり古い建物があったりしていかにも人びとが歩いて往き来していたのだろう

と想像する事が出来ました。 

 

   茅ヶ崎を過ぎ相模川を渡ると平塚に入り旧道は賑やかな商店街を抜け花水川を渡る

と、浮世絵に描かれた形の良い高麗山があり大磯付近は松並木が続いていました。藤沢か

ら大磯まで 18.5キロで 20キロは歩いてみたいと思っていたので頑張って二宮まで歩く

事にしました。 

   大磯は海水浴発祥の地とかで明治時代の政治家が別荘を持ち伊藤博文や三井、吉田茂

が住まいしていた地としても知られています。左手に大磯ロングビーチが見えて暫くして

二宮に着きました。結局 24キロ 35000歩も歩いてしまいました。 

 

川崎から程土ヶ谷     

    

 

    川崎から藤沢迄の神奈川宿、程ヶ谷宿、戸塚宿が抜けているので 3日ほどして出かけ

ました。川崎から歩き出し道は東海道線と京浜急行の間を通り、鶴見駅付近から海寄りに

なりどこも旧道沿いの景色で魚市場などもあり生麦事件の現場は道路工事中で石碑だけが

道端に立っていました。神奈川駅を横切って横浜駅西方向の南軽井沢辺りの台地に沿って

道が続いていて、浅間町を過ぎ相模鉄道の天王町駅迄の松原商店街がとても活気がありい
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ろいろな物がとても安く、ここでまた野菜を買い込みウォーキングしているのか買い出し

に来ているのかわからないと思ったのです。 

   程ケ谷から東海道線に沿って歩き権太坂の手前のコンビニでアイスクリームを食べな

がら東戸塚迄頑張って電車で帰ろうか等と考えていると目の前を二俣川行きのバスが通っ

たのです。道に迷って行ったり来たりして足にまめもできたようですし、何とか 20キロ

も達成したのでバスに乗ってさっさと戻って来ました。 

   程ヶ谷から藤沢迄また残してしまったのですが 9月になって台風が昼頃過ぎていった

日に思い立って権太坂を上がっ行きました。江戸から西に向かって行くと初めての上り坂

が権太坂になります。畑も残っているような住宅地の道でこんな狭い道を大名行列が通っ

て行ったのかと改めて思いました。振り返っ見ると横浜の海が青々と広がり西に向う人に

は名残惜しく江戸に向かう人には後一息と思った事でしょう。この日戸塚迄行き戸塚から

藤沢迄の僅かな距離が残りましたが友達の家も近いのでいつかゆっくり歩きたいと思って

います。 

 

二宮から箱根町 

 

 

    3月に東海道は二宮迄行きここで 24キロ歩けた事は大きな安心になりました。だい

たい 20キロ歩くとどの辺迄行けるかという目安が付くようなったのです。 4月の上旬に

二宮から小田原を通り箱根湯本へ行きました。酒匂川迄はほとんど西湘バイパスと平行し

ていますが酒匂川を渡ると旧道は微妙に小さな路地に入ったりし、また小田原は東海道の

主要な宿場なので町の中にも古い商家などが休憩所として解放されています。 

   新幹線の高架橋下をくぐると板橋になり箱根登山鉄道の箱根板橋駅があります。小田

原の光を受けた緑の山の傾斜地に財界の人達の別荘が点在していて、今は記念館として解

放されています。電力の松永安左エ門、山形有朋、益田鈍翁、三井家など旧道から近くす

っかり別荘見学にはまってしまいました。 

   この日は 21.5キロ、32000歩でした。 

 

  いよいよ箱根の山に挑戦です。前回少しだけ旧道を確認しておいたのですがなかなかの

坂道です。 20キロという設定はせずに箱根峠迄としました。幸い山の中で木々が生い茂

りとても涼しく、炎天下の平坦な道より歩きやすいのです。路線バスもありますが本数は

少なく乗用車も新道を行くので静かな道です。 

   暫く行くと畑宿に着きました。箱根細工で有名な宿場でいくつか工房があり作品も売

られていて荷物にならないように箸置きを買いました。畑宿からバス路線と分かれるよう

にして旧道の入り口があり江戸時代の石畳の表示があります。山の斜面の杉木立の中を行

くのですが足元をしっかり見ていないと石と石の間に挟まって捻挫しそうです。かなりの
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急斜面もあり崖をよじ登るようです。急な坂道にいろいろな名前がついていてそんな坂道

をいくつか登っているうちに天下茶屋に着きました。 

    胡麻をたっぷりふった美味しそうなお餅をたのみゆっくりお茶を飲みまわりの人を見

るとタクシーや車で来た人が多いようでした。天下茶屋からほんの少し上り坂でその後は

芦ノ湖に向かって下り坂となりました。箱根の関所を抜けて遊覧船の桟橋がありそこが箱

根町でした。箱根峠までは 2キロ程でしたがバスの路線が変わりもどるのが面倒そうなの

で、すぐに箱根湯本行きのバスで帰りました。 

16キロ  23000歩でした。 

 

 

   

箱根（石畳）          箱根（樫木坂・一番の難所）   

 

 

 

 

箱根町から沼津 

 

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

迄は 2キロ程でそれほど大変ではありませんでしたし、次の三島宿へは下り坂が 16キロ

続きます。 

    箱根 8里というのは小田原宿から箱根峠迄が 4里 16キロ、箱根峠から三島宿迄の 4

里となります。箱根峠からの下りに山中城跡というかなり大きな規模の山城跡があり、こ

れは秀吉の来襲に備えた北条氏の築いた城跡でした。旧道は整備されている所もあります
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が急に道がなくなってしまったりしていて、これなら車道を行けば良かったかなと思った

りしました。 

   この辺は鉄道や幹線道路からも離れているので静かで民家の間をひっそりと旧道が続

いています。時折三島の方から上がって来るウォーキングの人達にあったり、また松並木

がきれいに残っている所もありなだらかな下りの道を三島大社迄来ると三島大社の前に三

島宿とかかれた道標がありました。 

   三島付近は富士山の覆流水があちこちで湧いていて街中もきれいな水が流れ近くには

柿田川湧水群があります。箱根町から三島宿まで 18キロでしたので東海道線で一駅分頑

張って 20キロを達成しようと沼津宿まで行く事にしました。三島も沼津も大きな町で旧

道も広い道になっているので他の道を行かないよう気を付けましたが、旧道といった風情

はなく戦災にあっているのかも知れません。沼津まで思ったより距離があり結局 27.3キ

ロ、38000歩も歩いてしまいました。 

 

 

  

山中城跡               愛宕坂 

 

             <次号に続く> 
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  ＬＳＣ９月度座談会 

日時  ２７年９月１４日・月・１３時３０分から１５時３０分まで 

場所  浦和パルコ さいたま市市民活動サポートセンター 

講師  会員 福島啓子氏 

テーマ 台湾ボランティアの旅 

参加者 （敬称略） 榎元、峯尾、中村、塚本、大野（記録） 

 

ＬＳＣ特別座談会 

日時 １０月１３日（火）午後１：００～３：３０、 

場所 浦和パルコ さいたま市市民活動サポートセンター 

講師 とも子・ハリス氏、福島啓子 

テーマ 英国ロングステイの旅 

参加者、石井時子、中島典子、清水チエ子、榎元智津子、安田みかよ、福島啓子、林裕子、

中村一彦、桂惇・佐智子夫妻、中井川久男、田中和義、峯尾健一、宮下弘、塚本茂、 

吉原紘昭、大野康昭（敬称略、順不同）とハリスさんのお友達の鈴木さんの皆さんでした。 

 

    

（とも子・ハリスさんを囲んで記念撮影）     （サイゼリアで懇親会） 
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★★★１１月ＬＳＣ座談会（新人会）のお知らせ ★★★ 

 

日時：１１月１７日（火）、午後１：３０～３：３０ 

場所：さいたま市市民活動サポートセンター（浦和パルコ９階） 

講師：会員 森川浩司氏 

テーマ： バンコク２９泊の過ごし方 

座長：田中和義氏 

 

 

 

 

『編集後記』 

ある日本の大手メディアによれば、日台関係において昨年の相互訪問人数は 

４６０万人、台湾からの訪日客は２９７万で海外渡航先のトップであるとい

う。日台関係は，言うまでもなく良好な友好関係を維持している。しかしこれ

らの友好関係は、戦後７０年の双方の努力の賜物であるといえる。私たちは、

これらの友好に甘えることなく、歴史を正視し、感謝の念を以て台湾の人たち

の友情に応えなくてはなるまい。２０１３年度に台湾を修学旅行先に選んだ日

本の高校は、１３８校、合計で２万人を超えたそうだ。若い人たちの交流は、

ますます日台友好を促進していくに違いない。 

（大野記） 
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編集・校正  大野康昭、中井川久男  

 



☆ロングステイクラブの概要と入会について☆

＜目的＞ 

☆ ロングステイクラブは、快適な生活環境を求めて海外および国内で長期滞在

を希望する方々 を対象とし、その日常生活に必要な各種情報の提供や体験セ

ミナーなどを通じて現地での「不安」「疑問」から解放して、生きがいのあ

る滞在ができるように支援し、広く公益に貢献することを目的とします。 

＜主旨＞ 

1. 自分の収入に応じて(主に年金等の範囲内で)  

2. 自分の力で(体力経験等に応じて)  

3. 自分なりの方法で(単独・家族・友人等で)  

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

等)  

5. 海外で生活体験をする(ツアーでも移住でもなく)  

そのための情報交換・友人作り・高齢化社会におけるシルバー世代の余暇活用を

生き方の選択肢とし活動します。 

＜主要活動＞ 

1. 月例会の開催(海外体験報告・海外滞在計画の発表・情報交換)  

2. 地域別交流会の開催(東京・千葉・神奈川・埼玉・関西・九州)  

3. 同好会活動(海外各国別の同好会・各趣味の同好会等)  

4. 会員相互の自主企画による海外グループ旅行の推進  

5. 国際交流活動(各国友好協会・ボランティア・語学研修・ホームステイ) 

6. 会報「ロングステイクラブ」の発行 

＜留意事項＞ 

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

好会の諸行事等において一切責任を負いません。参加者は一切責任が自己

に帰することを承知の上で参加下さい。 

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

を営利目的に利用することを禁止されています。 

＜入会＞ 

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

ます。 

年会費  

 4000円 (1月から12月) を下記口座にお振り込み下さい。 

お振込先口座  

 銀行口座  

りそな銀行東京中央支店普通 5807817  

ロングステイクラブ 

郵便振替 

 00120-2-166202 ロングステイクラブ  

NPO ロングステイクラブ事務局 

〒337-0017 

埼玉県さいたま市見沼区風渡野470 

電話/FAX受付：048-685-2470 

E-mail : info@longstayclub.jp 

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
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