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   ＮＰＯ法人ロングステイクラブ理事長 塚本茂 

 

謹賀新年 

念頭に際し皆様のご繁栄を心よりお祈り申し上げます 

今年の目標：  会員の増強に努めます。 

古い話しで済みません。 

ハワイには，２０数回おとずれているが。ハワイ諸島巡りの船には一度も 

乗ったことはなかった。オワフ島のアロハ，タワ―の前に停泊している白い 

スマートな船体、ハイビスカスを描いた２本の煙突． この船に何時かは乗って 

見たいと思っていた。ホノルルに滞在していたので、早速乗船を申仕込んだのだが、

一週間のクルーズだから，すぐに乗れるとばかり思って，これが満室でだめだった。

さすがに乗客が多いと感心した。毎土曜日アロハタワーの横より出港する。乗客の９

５％は米国本土からの人々だった。夜の９時ここより出港、その夜はワイキキの沖に

停泊、つぎの日曜日はパールハーバ観光で、戦艦アリゾナの前で、これが厳粛なセレ

モニーで２人の牧師の祈り、３人のラツパ手よる吹奏はパ―ルハーバの港に響き新た

な涙を誘った。約１時間でセレモニーは終わり、船はゆっくりと次の島カウアイ島に

向かう。カウアイ島は翌日朝７時に着いた。朝飯が済むと，それぞれ島内観光へと出

て行く。ラインダンス、ソシアルダンス、レイの作り方教室などの催しものはいっぱ

いある、船はもうマウイ島に向かって航海している．マウイ島でもハワイ島でもそう

だが、観光にでたり，あるいは船内で遊んだり，楽しい休日をすごした。土曜日の朝

７時にオワフ島に戻り１週間の船旅はあっという間に終わった。 

この船の船名はインデペンデンス号、３０，９００トン、乗客数９６３名クルー、

３４０速力１７ノット、１９５１年に新造された。一番始めはニューヨークと地中海

で．主にアメリカからイタリアを航海していた。そのころの乗客リストを見るとプレ

ジデント、ハリー・トルーマンとプレシデント、ロナルド・レーガン、俳優のアンソ

ニー・クイ―ン、１９８２年よりハワイアイランドクルーズとして其の名を誇ってい

る。クルーズ代は４３６０ＵＳドル、日本円で６１０，４００円でした。         
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 ハワイ便り 

ロングステイクラブの皆様、お元気でいらっしゃいますか。 

ハワイ大学カピオラ二・コミュニティカレッジ 

ポール・S・ホンダ国際センター 準教授 

佐藤 さをり 

ホノルルはホリデーシーズンも過ぎ、私の住まいと職場のあるカイムキの町には、モックオレ

ンジの花の香りが漂い始め、大学も春学期が始まろうとしています。ハワイ大学は秋と春が正

規の学期で、１６週間ずつ授業があります。夏学期は規模が小さくなり、開講する授業が減り

ます。今年の春学期は１月１２日から５月の１５日まで。私は２月初めから３月の終わりまで、

日本の大学・短大が授業がない季節、短期研修の受け入れで大童になります。でも日本の学生

さん、先生方にお会いできるのが楽しみです。 

昨年１２月、ハワイには再び日系人の知事が就任しました。デイヴィッド・ユタカ・イゲ知事

です。ハワイが合衆国の一州となってから８代目、属州時代のドール知事から数えれば２０代

目となる知事は、日系としては３代目のジョージ・アリヨシ知事に続き二人目。日本とハワイ

がますます提携を強めることを期待します。お正月３日に知事室を訪ねましたら、立派な門松

がひとつ、ロビーに飾ってありました。知事は真珠湾奥に近い町、パールシティ出身で、お父

様は当たって砕けろのスローガンで有名な、日系で組織された１００大隊、４４２部隊で戦っ

た方だそうです。日系アメリカ人が真珠湾攻撃以来たどった歴史は、数々のテレビドラマやエ

ッセイなどでその悲しい歴史が伝えられていますが、ハワイに住んでいますと、戦後７０年た

ってもその歴史を身近に感じることがあります。真珠湾はまだ古くなっていないという現実を

痛感します。真珠湾に沈んでいる戦艦アリゾナからは、今も油が流れ出しており、アリゾナの

涙と呼ばれています。ご遺族の方やご友人、子孫の方々はもとより、たくさんの方が連日真珠

湾を訪れます。原爆後遺症で亡くなり、Sadako の絵本で有名になったサダコさんの折鶴も、ご

遺族から寄贈され、真珠湾にそれを永久展示するための募金も集まって、小指ほどの大きさの

折鶴は、展示ケースの中で平和への願いを変わらず私たちに伝えてくれます。真珠湾のアリゾ

ナメモリアル、そして、降伏書が署名されたミズーリメモリアルは、ロングステイの皆様にも、

ご滞在中に訪れていただきたいと私が願う場所のひとつです。 

真珠湾の西に、今ハワイで急成長しているカポレイ地区があります。ホノルル空港に着陸する

前、飛行機から見えるのがこちらです。昔、サトウキビ耕地のあったエヴァ地区から、キャン

ベル工業地域、ディズニーのアウラニ・リゾートのあるコオリナ。。。カポレイにはハワイ大

学の西オアフキャンパス、市役所、ハワイ州分庁舎、裁判所、警察署、小型飛行機の空港など

が開かれ、また既存のショッピングセンターの拡張、Water Park 遊園地、など、これからのハ

ワイを語るには欠かせない地区として注目されています。高速鉄道の計画も進んでおり、実際 
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鉄道（モノレール）が走るのはまだまだ先ですが、今後、日本からのロングステイの候補地と

もなるでしょう。 

2014 年１１月に発表されたコールドウェルバンカー社の調査（４ベッドルーム、２バスルーム、

２千件の住宅平均販売価格を比較）によると、ハワイ州の住宅販売価格は全米で、マサチュー

セッツ州に続き２番目に高価なのだそうです。ホノルルのあるオアフ島で最も高価なのは、カ

ポレイ地区で平均販売価格が６２万５千ドル。リビングルーム、クロゼット、キッチン、車庫

スペース、と考えると結構豪華な住宅ですが、平均的な普通の家でバスルームが２つというの

は、日本ではやはりめずらしいのではないでしょうか。こちらの家ではベッドルームに付随し

てバスルームがあるのは自然で、ないと不便、という感じです。プライバシーに対する感覚か

らか、小さい家やコンドミニアムでもバスルームは２箇所あるのが、日本と違うと思います。

住宅の価格、アパートのお家賃の高さはいかんともしがたく、共働きは当たり前、一人の人が

ダブルジョブ、トリプルジョブといって、本業のほかにパートを掛け持ちしている人が珍しく

ない土地柄です。履歴書に性別、年令を書かない、写真を添付しないのも日本と違います。し

かし、何歳になっても働く機会があるのは良いことと思います。定年はありませんが、それ以

上勤続年数を重ねても年金が増えない、となった時点で普通は退職〔リタイヤ〕します。とも

かく、平地と民有地が少ないハワイで、人口が多いのに住宅地が限られているために、ホテル

やコンドミニアムも他の都市よりは高くなってしまうのかもしれません。 

さて、皆様、ハワイにいらっしゃる際にはいろいろな場所へのお出かけを楽しんでいらっしゃ

ると思います。ハワイにご滞在中に、一度マノア周辺にいらしてみてはいかがでしょう。 

まず、マノアの入り口に、ハワイ大学マノア校があります。こちらはハワイ大学発祥の地で、

ハワイ大学と言えばここ、と思う方もいらっしゃいます。確かに、一番学生数も多く、大学院、

研究機関、付属の施設などたくさんの機能を持ちます。しかし、一口にハワイ大学と言っても、

実はハワイ大学は大学機構（システム）で、ハワイ州唯一の公立大学。州立の大学です。キャ

ンパスは１０箇所で、オアフ島のみならず、マウイ、カウアイ、ハワイ島に渡ります。そのう

ち学士号を取得できる４年制キャンパスが３箇所。（正確には。学士号も取れる学科のあるマ

ウイを入れると４箇所）マノア校は、イゲ知事の出身校でもあり、奥様と学生時代に出会った

場所でもあります。ガイドブックにもマノア校は出ていて、情報も載っていますし、日本から

のツァーの一部になっていることもありますが、こちらのとっておきの楽しみ方をご紹介しま

しょう。 

まずワイキキからマノア校にいらっしゃるには、ワイキキから４番か１３番のバスに乗ります。

１３番は大学御用達風でわかりやすい(大学のメインストリートを一回りする)ので、４番でご

説明しましょう。カピオラ二通りからユニバーシティ・アヴェニューへと左折したら、まもな

く５差路の大きな交差点に出ます。（キング・ストリート、ベレタニア・ストリートと交わる）

その交差点を渡ったところのバス停の前が日系スーパーのニジヤ・マーケット。そこを出ると

すぐ H１(エイチ・ワンと呼びます)高速道路の下をくぐります。その次の交差点がドール・スト 
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リートで、ハワイ大学創立者の門（と言っても小さいものですが、白い石が両側にあり）で、

Above all nations is humanity。ハワイ語で Maluna ae o na lahui a pau ke ola ke kanaka と刻まれてい

ます。人間性は国境を越えて、と訳しましょうか。交差点過ぎたところが、University of Hawaii 

Manoa のメインのバス停です。万一そこで降りそこなったら次で降りても大差ないので、ご心

配なく。降りたら、進行方向、右斜め方向にあるキャンパスセンターを探してください。印刷

可能なハワイ大学の地図はこちらでご覧になれます。

http://manoa.hawaii.edu/campusmap/uhmmap.pdf 

でも！！キャンパスセンターについたら、ここで手に入る二つの特別な地図があるので、ぜひ

それを旅のお供に。キャンパスの美術と、植物の地図なのです。構内にはさまざまな彫刻や絵

画が配されていて、植物はハワイ固有種類のみならず世界中から集まったものが観察できます。 

今回は美術訪ね歩きをご紹介しましょう。大学のギャラリーはもちろんのこと、あちこちに彫

刻が無造作に置かれていますので、それを探すのも楽しいものです。音楽学部の外に置かれた

Sumotori（力士像です）法学部入り口の Chance Meeting というブロンズ像、目に付くものだけ

でもたくさんあります。また East-West Center のある East West Road 沿いは国際色豊かで、ケネ

ディ劇場前には花崗岩で作られた平和記念の塔（日本からの移民を記念）、台湾から贈られた

狛犬像、タイ国王から贈られたパヴィリオン。また韓国学部の建物はソウルの宮殿のレプリカ

です。ジェファーソンホール、別名 Imin(移民)ホール国際会議場の裏手には、茶室の寂庵(裏千

家の寄贈)、日本庭園には心字池、柳は皇居の柳の切り枝から育てた木、そしてピンクシャワー

ツリーは、なんと、今上陛下、皇后陛下が皇太子皇太子妃時代の１９６４年にお手植えくださ

ったもの。。。歴史を偲びながらこの道をたどるのも、たいへん心楽しいものです。 

ハミルトン図書館入り口を入ってすぐにある巨大な絵、こちらをぜひごらんいただきたいもの

です。ハワイアンの人々が首長を取り囲んで座っている絵、暮らしに必要なものが描いてあり

ます。タイトルは Nana I ke kumu 直訳すると資源を見なさい、資源に学べ、ということです

が、資源とは知恵の泉のことでもあります。図書館で知の源を探りなさい、と解釈しましょう

か。素朴な迫力ある絵です。 

この地図の名前、Campus Art ですが、こちらは、キャンパスセンターはロビーにある窓口でも

らえます。学生がバスパスや身分証明書をもらうところです。地図にはモデルコースのルート

も出ていますので、それに沿っていくと効率よくみることができます。この階の下はブックス

トアになっていて、本や文房具のほか、大学のロゴ入りの筆記具、ノート、T シャツ、などが

買えます。正式な大学のロゴが入った商品は大学のキャンパスでしか買えません。大学の普通

のロゴのほかに、H の文字がハワイアンの戦士のイメージでデザインされた、ハワイ大学スポ

ーツ部門のロゴ入りのスポーツシャツやアロハシャツ、ワンピースドレスもあります。そのと

きにより品揃えが違うので、探してみてください。キャンパスセンターでは、地域の人の作っ

たクラフトや、学生に役立ちそうな小物、農産物を売っていることもあります。 

バスでのワイキキへのお帰りは East West Road から６番に乗って、アラモアナ・ショッピング

センターで乗り換えるか、University Avenue のバス停まで歩いて復路の４番で直通が便利です。
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また１３番でも大丈夫です。歩くのがお好きな方は、ドールストリート沿いに、少しメインキ

ャンパスを離れて、ハワイアンセンターに足を伸ばしてください。（１３番ですとこちらの前

を通ります。） 

    

（Pupu Pia Trial Waikiki View）                                          (Chinese Cemetery) 

           

( Manoa Falls Trail Entrance)                               (UH Manoa Hawaian Studies Hale) 

注）：上のマノア関連の４枚の写真は、ヴィンス・オカダ氏撮影によるもので 

氏の好意により提供されたものです。 
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ハワイアン・スタディーズ・センター（カマカクオカラニ）には、ハワイアンの大切にしてい

るタロイモの田んぼ、ハレ（屋根のある建物、家）、ハワイ創世記の物語である Kumulipo を表

現した立体壁画を見ることができます。どちらもハワイアンの心のよりどころ、精神的に非常

に大切なものですので、それを踏まえてごらんいただけますと幸いです。こちらは１３番のバ

スが通っています。 

マノアキャンパス内には、カフェテリアやキャンティーン（移動販売車両）があり、だれでも

利用できますが、シンクレア図書館裏、パラダイス・カフェに夕方いらっしゃることをお勧め

します。散策の疲れをいやすのにぴったりの、ビールが飲めます。おつまみにはそこで手に入

るヴェトナムの生春巻きはいかがでしょう。 

マノアは Valley という地名がついているほど、山の奥から海に向かう渓谷の地です。ハワイア

ンの聖地も残っております。また、マノアについての歌、フラもたくさんありますので、ハワ

イにいらっしゃるとその名前をたびたび聞かれることと思います。落ち着いた住宅地で、マノ

アマーケットプレイスという商店が集まっている地域もあります。Safeway, Longs Drugs といっ

たほかにもある店もありますが、マノア地域らしい、小さなパンやさんやお店もあります。こ

ちらにあるマノアベーカリーの食パンは大変おいしくて、一口で言うと、日本のパンを思わせ

る味です。私の友人は他の島に行くとき、お土産に何本も買って、スーツケースの中をパンで

いっぱいにしていきます。一本は日本の２斤ほどです。丸い形の食パンがあったら、そちらも

ぜひお試しください。切り口が丸い、太い棒状の食パンで、お勧めです。マノアマーケットプ

レイスは街中の喧騒を離れた、地元の人と学生たちが行きかう、静かな商店街。ぜひ一度お訪

ねください。小さなオアフ島ですが、その地域、その街の顔があり、ホノルルの中でも、カパ

フル、カイムキ、モイリイリ、カカアコ、とそれぞれ違った風情があります。 

さて、まだまだご紹介したいマノアのお話の続きは、またの機会にさせていただくとして、私

のいるカピオラ二・コミュニティ・カレッジのことを少しお話させていただきましょう。こち

らは、準学士号を取ってその先の学士号課程（４年制）に進む、ゆっくり単位をとる、あるい

はコース別を終了して、その修了証書（たとえば、調理師）を取る、など学生の目標はさまざ

まです。生涯学習として授業を取っている方もいれば、英語を母語としない人が職場で必要な

ために特別な英語コースを取るケースもあります。また単位は一切関係のない、趣味のクラス

もあります。高校生のうちから、ある科目を取り始めるケースもありますが、基本的には、高

校を卒業しているか１８歳以上であれば、学ぶ意欲のある人は誰でも受け入れるキャンパスで

す。(医療系は入学資格を満たす必要がありますので例外)カピオラ二のキャンパスは、土曜日

のファーマーズマーケットで、日本では広く紹介されていますので、オアフを訪れる人は必ず

は耳にしたことのある場所だと思います。旅行会社各社のトロリーのコースにも入っています。

ファーマーズマーケットにいらっしゃったら、ぜひキャンパスの中も散策してください。おび

ただしい数のサボテン、バニヤンや椰子などの樹木、調理師学科のハーブや野菜の畑など、ガ

ーデニング、クッキングにご興味のある方にとっては必見です。夜遅く以外、キャンパスの敷

地はオープンしていますので、たくさんの方がお散歩を楽しんでいます。 
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（Honolulu Harbor）                                                    (Waikiki Picture) 

       

(Kaulia beyond Banyan Tree)                                              (Kapi’ Olani Community College) 

なんとなく、ハワイは観光地で物価も高い、日本語も通じて買い物やスポーツをしない人には

つまらない、そんなイメージもありますが、ロングステイしてローカル（ロコ）として暮らし

てこそ味わえるハワイの良さがあります。これまで、ロングステイクラブメンバーさんの長期

留学をお手伝いをしたり、大学キャンパスのご案内など、メンバーの皆様とのご縁を戴いてお

ります。ハワイの人々はホスピタリティにあふれており、人を喜んで受け入れることに誇りと

喜びを感じています。ご滞在中、きっとたくさんの友人がおできになるでしょう。どうぞ一度

ダイヤモンドヘッドのふもとにあるキャンパスにお越しくださいませ。 

                              （完） 
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イギリスでロングステイ！！（その３） 

2014年 9月 23日～福島啓子 

          “ただいま” 

今年も青い空に迎えられ、イギリスのウエストン・スーパー・メアの町に降り立ちまし

た。ボランティア活動で渡英して３年目となる今年は今までとは少し違い、スーパー・

メア市の福祉活動の中の１つのイベントとして、イギリスの NPO団体、ブリッジ・オ

ブ・ピースと日本の市民活動団体ブリッジ・オブ・フレンドシップの共同企画で日本文

化を紹介する、という形になりました。日本からはお茶の先生、お琴の先生、着物の着

付けの先生、看護師との５人が参加しました。 

＊ウエストン・スーパー・メア 

 イングランド単一自治体ノース・サマセット内にあるタウン 

ロンドンから列車で 2時間半、ブリストルの南西約 29ｋｍ、 

人口約 72000人の静かな港町 

     

       

9月 26日                         スーパー・メア 

◎市長公邸    PM.3:00~PM6:00    11名参加（市長、職員を含む） 

スーパー・メア市の市長が私達の為に市長公邸でのアフターヌーンティーに招待して下

さいました。公邸は公園の中にあり（MAYOR’S  PARLOUR  GROVE  HOUSE ）

と呼ばれ、築 100 年以上も経つ小さなお城を思わせる石造りの舘です。公邸は市長の

仕事場である執務室、訪問者との会議、昼食会をする部屋があり、執務室では、銀製の

トロフィー、食器、武器、市長に就任する時に着用するマントなど、歴史を感じさせる

品々を見せていただきました。イギリスの伝統的なアフタヌーンティーを御馳走になり、

その後市長、職員の方に日本のお茶、お琴の演奏を楽しんでもらいました。日本からの

お土産として、日本人形、折り鶴をわたし、お返しにスーパー・メア市の紋章入りのプ

レート、バッジ、スカーフをいただきました。今回、思いがけずの招待に驚き、女性な 

らではの細やかな気使いを感じ、大変嬉しく思うと共に、背中に日本という国を背負っ

ていることを強く感じました。 

 

 

 

 

 

 

（市長を囲んで）       （お茶のお点前）      （アフタヌーンティ）   
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◎ネルジーの集会所  PM.7:30~PM.9:30    約 30名（子供 5名含む） 

中国人のリンダさん率いるダンスサークル(インディアンダンス中心、他のダンスも) 

前半はお茶のお点前、後半はお琴の演奏と分けて行ないました。皆さんお琴の演奏を目

の前で聞いたのは、初めてで、演奏後 1人の男の子がお琴を弾きたいと言い弾き始めま

した。本当に音感が良く“さくら、さくら”を一度聞いただけで、覚えることができま

した。その後、皆さんの持ち寄りの食事をいただき、隣のダンス会場に移り、皆に交じ

って着物のまま、ラインダンスを踊りました。私達 5人は皆疲れていたはずなのに、な

ぜかダンスを踊ったら気持ちが軽くなったのです。そしてこの様子はその日のうちに、

ユーチューブにアップされました。（時代は変わりましたね。） 

 

 

              

 

 

（ネルジーにて）                      （ラインダンス）                               

9月 27日 

 ◎メソジストチャーチ   PM.5:00~PM.7:00      約 60名(子供含む) 

副市長をはじめ、市の要職の方の出席のもとに、お琴の演奏、お茶のお点前を楽しんで

いただきました。また、日本からのお土産として、着物の生地で作ったつるし雛、折り

紙で折った鶴（日本のボランティアの方達が作ってくれました。そして私達は毎晩その

鶴をつなげて輪に吊るしました。）をプレゼントしました。そして、現地で合気道を教

えている団体のデモンストレーションも入り小さい子供からお年寄りまで、60 人以上

の来場者がありました。日本の静まり返ったお茶室と違い教会の集会所で、新聞記者や、

来場者のカメラのシャッター、フラッシュの中という環境のなかで、粛々とお点前をす

る姿に心引かれた（感動）人がいました。又ほとんどの人が、お琴を真近で見るのは初

めてで、独特の音に心が奪われ、演奏が始まると、ざわついていた会場もシーンと静ま

り返り聞き入っていました。演奏最後に参加者全員で、日本の歌（荒城の月、さくら）

を歌い、たくさんの拍手をいただき、今回の企画は大成功に終わりました。後日地元の

新聞に掲載された事で日本文化紹介の一端を担えたのではないでしょうか。招待してく

れたスーパー・メア市の市長をはじめ、議会の議長、市民の皆様に大変感謝いたします。 

 

 

 

 

 

（副市長とつるし雛）     （大勢のカメラマン）      （合気道の人達と） 
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9月 28日 

 ◎フィリピン系カトリック教会     AM:10:30~AM12:00   約 30名 

ここでは、ただお茶を楽しんでもらうのではなくお客の目の前で、お点前を説明しなが

らお茶を点てるという形にしました。手の動き、お茶の飲み方と、亭主（お茶を点てる

人）と客とが一体となり和やかに進ん行きました。お琴の演奏も、曲を変えながら 

             楽しんでいただきました。 

 

 

 

 

 

 

◎ウィンターガーデン（町の中の公園） PM.2:00~PM:4:00  

この日はスーパー・メアの  公園のなかで  フードフェスティバル（移民の多いこの地

方ならではのお祭りで、いろいろな国の人達がお国自慢の料理をつくり楽しんで食べて

もらう。）が開催されていていました。その中になんと、１人の日本人がおすし、カレ

ーを作っていました（普段はお店のシェフだそうです）楽団の演奏もあり、沢山の人た

ちで盛り上がっていました。やはりイギリスでも地方の港町ですので、私達の他に日本

人は見かけませんでした。 

 

 

 

 

 

     （楽団の演奏）               （出店のアイスクリーム） 

  ◎スカイプでの交信          PM.3:00 

今回の目的の一つである、スカイプでの交信を会員の河野さんとしました。日本時間は

午後 11:00 この時、日本の御嶽山での被害状況を知りました。夜、ホームスティ先の、

テレビのニュースでもやっていて、改めて、日本は地震、 

火山国であることを知らされました。 

9月 29日  

◎ネルジーの教会    PM.1:30~3:30     10名 

時々地元のお年寄りたちが集まり話し合い、旅行などを楽しんでいるグループ 

お茶の先生が、教会に行く途中、お茶室に飾れるような花を探していました。道路、民

家の庭にはダリア、バラ、ベコニアなどが夏の終わりを惜しむように咲いていました。

そして私たちは実際茶花ではなく大きな白い花を選んだのです。この日は地元の人たち



【海外ロングステイ】 

11 

 

10 名程度でしたが、こじんまりとしていて、ゆっくり、静かにお茶、お琴を楽しむこ

とができました。最後に皆さんのたっての願いで「さくら、さくら」を歌いました。そ

してどういうわけか、あの大きな白い花がこの部屋にマッチしていたように思いました。 

 

 

 

 

 

                （白い花） 

（ネルジーの皆さんと）                   （お茶を楽しむ） 

◎とも子ハリス宅     PM.7:00~PM10:00         10名 

本日５人揃ってのイベント参加が終わりました。日本を発って 1週間この間に 5回の

イベントに参加しました。毎回、皆さんに喜んでいただき、私達も会を追うごとにスム

ーズになり本当に充実した“1週間”でした。とも子さん宅でイベントのアレンジをし

ていただいた、福祉担当のミリアムさん、カミラさん、ホストファミリーのヤンティー

さん、お手伝いをしてくれたなお 

さんも参加して、バイバイパーティーーを 

―をしていただきました。とも子さ 

んとつむぎさんが美味しい日本食で、 

私達５人の誠意（努力）とイベント 

の成功を祝ってくれました。 

                  （とも子さん宅）       （日本料理） 

10月 1日 

 ◎福祉事務所         PM.12:00~PM1:00         8 名 

長い間ボランティア活動をしている老人たちの集まり（失礼な(笑)）とありましたが、

集まった皆さんは実際のお年（65歳、70歳以上）には全く見えません。この人達はグ

ループの中心的存在で、会の企画、運営に携わっています。 

（プログラムには今回の私達のイベントも入っていました。） 

いくつになっても誰かの役に立っているという気持ちが 

ある限り、若々しくいられるのでしょう。本当に 

ボランティア活動の盛んな国なのですね。 

                             （折笠カンパイ） 

10月 5日                         

 ◎市民会館    PM12:00~PM.2:30             80名以上 

Trilliaの主催する福祉団体のイベントに参加  

総会を兼ねたこのイベントは市長をはじめ、議会の議長も参加。盛りだくさんの催し物



【海外ロングステイ】 

12 

 

があり、そのひとつとして着付け体験コーナー（２０分間）をすることになりました。

会場の中からモデル２人（セイナさん、ナオミさん）を選び、着物、帯とで、着付けを

体験し大変喜ばれました。２人共、本当にお似合いでした。最後に３年間 Trillia のイ

ベントに参加したことに対して、感謝状を市長の手からいただきました。 

 

 

 

 

 

 

   （感謝状）         （着付け中）        （記念撮影） 

10月 5日 

 ◎EMNホール（ストガンバー）  PM6:30~PM.8:30         70名以上 

アメリカからのコーラスグループのワークショップ、公演に招待される。このグループ

は若い方から年配の方 15 名で結成され、ヨーロッパ各地を公演しながら、旅を続けて

いるそうです。ワインを飲みながら、アメリカ、ヨーロッパの音楽を楽しみました。 

ストガンバーというミリアムさんの住む村？はスーパー・メアから列車、タクシーを乗

り継ぎ約 2 時間,人口 300 人の小さな村ですがフットパスもある静かで、きれいな村で

した。イギリスでは南に位置するこの村でも大雪になる事があるそうです。公演を聞き

に来ていた、１組の日本大好きのご夫婦と意気投合し再会を約束しました。 

 

 

 

 

 

    （森の中のホール）                 （コーラス） 

 

◎今回の旅はいままでの一人旅とはひと味もふた味も違うものとなりました。1人では

出来ない、５人によるイベントの広がり。その感動と喜びを共に分かち合えたことです。

それは参加した 5人全員の笑顔に表れていました。ボランティア活動として「してあげ

た」ではなく「させていただいた」自分達も楽しむ事が出来たという気持ちからの笑顔

ではないでしょうか。スーパー・メアの市長、議会の議長をはじめ福祉担当の方そして

参加してくださった市民の皆様、日本に残り応援、作品を作ってくれた人達の協力があ

ってこその今回のイベント成功だったと思います。 

 皆様、本当にありがとうございました。 

             （参加メンバー： 石井 鈴木 竹村 中村 福島）   
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お問い合わせ先 

          Bridge  of  Frienndship 

          福島啓子  

                      Tel     048-882-1050 

           E-mail  icb19022@nifty.com 

       

     今回は、イギリス南西部の都市ウェスタン・スーパ・メア市の福祉活動の中

の１つのイベントということで 現地新聞社のカメラマンが取材に来ていて、後日 

Midweek (2014年10月8日)に掲載されました。 
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フランスレールパスの旅  （３） （総まとめ編）  

                         会員  遠藤華子  

 約６週間のフランス旅行の内２週間をブラジルの友人文子さんと過ごし、文子さんが

ブラジルに帰国すると私はにほさんのマンションに移った。にほさんの店の手伝いとそ

の合間に 15日ほど１人で残りのレールパスを使ってでかけた。 

 旅行の話がこれ以上長くなってもいけないので改めてレールパスの使い方とクレジ

ットカード・デポジットカード・ユースホステル・宿の紹介をします。 

レールパス 

 まずレールパスはユーロパスという北欧からトルコ、スペインまでヨーロッパ全土で

使えるパスと各国内のみ使えるパスがあり、ユーロパスは幹線鉄道のみ使えるが各国ご

とのパスはその国のローカル線も網羅している。今回はフランスのみとし１ヶ月最大に

乗れる９回分を購入した。１ヶ月の間毎日乗れるパスもあり無論他のパスより高くなる。

途中でこのパスを持った早稲田の学生がいたが毎日列車に乗らないと損するような気

持ちになるのか忙しそうだった。 

 今回の 9 日間のパスは 47800 円（当日のレートにより変動）パスは日本で申し込み

をし旅行の出発の１週間程前に送られてくる。パスにパスポート番号や使用開始日の記

入欄などあるが、これは現地の出札窓口で係員に記入してもらうので、勝手に書き込む

と無効になることもあるというので注意が必要だ。乗り込む日は自分で日にちを記入し

この日は距離がながくても、途中の乗り降りも自由なのでよく考えて効率よく使う。近

距離だけなら切符をかうと良い。 

 列車の時刻を調べるのはインターネットの『ヨーロッパの鉄道』で検索すると乗り込

む国、都市と項目がありまた下車する都市の項目に記入し乗車日おおよその時間帯を選

択して検索すればつぎつぎと列車の情報が出てくるが日本の新幹線のように頻繁には

出ていない。マルセイユからニースまで２時間半程，マルセイユからボルドーは６時間、

マルセイユからパリまでは３時間２０分、マルセイユからモンサンミシェルに行ったと

きはまずパリ・リヨン駅に行き乗り換をしパリ・モンパルナス駅から西方向のレンヌ、

さらに乗り換えてサンマロまで行った。この間１日分のパスで移動し、翌日は切符を買

ってサンマロからモンサンミッシェルへ日帰りをした。モンサンミッシェルに行った日

は‥今日は随分話をしたな‥と思ったがとにかく日本人がおおくて見学している時や

路線バスを待っているとき皆でおしゃべりしていたのだ。駅では冊子の時刻表が置いて

あるのでその冊子を見て列車の時刻を調べる事も出来る。窓口で指定席を申し込めるの

で指定料金は取られるが利用すると良い。 
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              （フランスレールパス） 

    

               （列車の指定券） 

クレジットカード・デポジットカード 

 フランスではほとんどのものがクレジットカードで決済できる。切符・公衆電話・も

ちろん買い物・食事そして道ばたで借りる自転車はクレジットカードでしか使うことが

出来ない。途中でクレジットカードを駅の切符の販売機に忘れて来てしまうという事態

をおこし、その後予備のカードを使ったがなるべく現金を使おうとホテルの支払いに現

金をだしたらフロントの人が慌てていた。釣り銭がなかったのだ。全く現金を使うより

クレジットカードを使うことのほうが当たり前となっている。クレジットカードはなく

した時の事も考え余分に持って行くほうが良い。 

 今回現金は 15 万円持ち他にデポジットカードを作った。キャッシュパスポートとい

う項目でインターネット検索できる。申し込み項目に従って入力して行くと申し込みが

完了する。そしてカード会社の口座に振り込みをするとその日のレートで換金され自分の
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デポジットカードの口座に入金が完了する。今回は 25 万円入金し３日後にカードが送

られて来た。 

カードは同じ番号のカードが２枚入っていて１枚は予備のカードでそれぞれ違う暗唱

番号が振られていた。このカードはユーロの場合ユーロ圏でのみ利用でき追加の入金を

したい時は、日本でデポジットカードの口座に入金すれば口座の金額は追加できる。留

学生はよく利用しているようだ。また暗証番号を登録しておくとインターネットから利

用明細も確認できる。 

 現金の引出しは銀行や駅のATM が利用でき銀行では建物の外側の壁にATMの申し

込み機械がついていて引出し手続きをすると壁についている現金の出口からお金が出

て来た。 

このカードは主にレストランやスーパーマーケットで利用したが、地方の小さなレスト

ランでは使えずそういう時は現金で支払いをした。残ったユーロは日本で口座の解約を

すれば戻ってくるがそのままにしておけばまたユーロを使うとき利用できる。 

ユースホステル・宿 

  インターネットで『日本ユースホステル協会』を検索すると入会手続きできる場所

の一覧をみることが出来る。本屋さんや大学の生協だったりするが 2500円程で入会出

来この会員証があれば世界中のユースホステルを利用できる。さらに世界のユースホス

テルを検索すると各国のユースホステルの案内があり申し込みも出来る。日本語で案内

するので言葉の難しさはなくクレジットカードで１泊 400 円程の予約金を払えば予約

が完了し、予約番号も表示されるのでこの用紙をプリントアウトして現地で呈示すれば

良い。 

 ユースには台所がついているのでスーパーで買って来た食材で料理出来るので便利

だ。朝食はついていてパン、コーヒー、紅茶、ジュース、ジャムなどが用意されている。

料金は予約金を含め 3800円程なので安くて便利だ。相部屋になっていて荷物はベット

の下に引出しがあるが特に鍵はない。ガイドブックにパリのユースは盗難が多いとの注

意があったのでパリではサン・クリストファーズ というガイドブックに載っていた１

泊 4300円程の若者向けの宿を取った。ここの荷物入れもベットの下にあったがしっか

りと鍵が掛かるようになっていて安心だった。 

 パリで１泊延長することになり駅のインフォメーションでホテルを紹介してもらっ

たがやはりパリのホテルは料金が他の地域にくらべ高かった。他の地区はあらかじめ旅

行の前にインターネットから検索し ibisなどのホテルを利用した。 
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（ユースホステルの予約券）      （サンロマのユースホステル） 

にほさんの店とフランス人  

 文中にほさんの店と話題にしながらまだ紹介していなかったので、ここで初めて紹介

します。にほさんの店はマルセイユの旧市街にある『TAKOSAN』というたこやき屋で

地球の歩き方の南仏編にも掲載されています。フランスは芸術活動に対しとても手厚く

保護していたのですが、近年の不況のあおりで保護費が打ち切られ演劇活動をしていた

にほさんもその影響を被ったのです。日本に一時帰国したにほさんと演劇仲間のヴァン

シアンヌさんににほさんのお父さんが冗談半分に「マルセイユならたこも獲れるだろう

からたこやきやでもやったら」と言ったのがはじまりでした。６年前の事ですがフラン

スでレストランを開くと始めの３年間は税金が優遇され、この期間を過ぎるとしっかり

課税されるのだそうです。始めの頃は近所の人も良く TAKOSAN に来てくれたそうで

すが優遇期間を過ぎると料理の値段を上げざるを得ないという事でした。フランス人は

珍しい食べ物にはとても興味を示し何とか店を続けている状況からだんだん良くなっ

て来たようです。夏ににほさんのお母さんが訪仏したときかき氷機を持って行ってかき

氷も好評との事でした。 

 最近昼のお弁当をはじめて日本から持って行った 20 センチ四方の弁当箱にご飯・メ

インのおかず・サラダ・デザートが入っている弁当を出しているのです。それで新しい

メニューの手伝いでも出来たらと思ったのです。メニューは弁当の他にもいろいろある

のですがフランス人はメニューを見ながらこれはどんな食材で出来ているのかなどと

ても良く質問します。私は豆腐を使ったしろ和え、鶏の照り煮、押し寿司など作ってみ

ました。それなりに好評でどうやって作るのかと質問を受けました。３月は外もまだ寒
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いので昼食を食べるのにレストランの中に入ってくる人が多く特に土日はお客さんが

多くて私の手伝いも重宝がられました。これが４月から５月頃になると外のテラスで食

べる人が増えテラス席の少ない TAKOSANは少しお客さんが少なくなるそうです。 

 店は 11 時に開店し昼過ぎの２時半頃には店を閉めます。金曜、土曜は夕方６時から

も開店し夜遅く迄営業し、日曜は 11 時から夕方５時半まで営業と日本の飲食店では考

えられない程短い営業時間でした。フランス人の昼食時間はしっかり２時間ありこの間

に観光客がインフォメーションに行っても閉まっている事が多く TAKOSAN に来るお

客さんもとてもゆっくり食事をして行きます。そして清算の時に今日のサラダはおいし

かったとか感想を言ってゆく人が多いようでした。私は旅行出かける以外は

TAKOSANを手伝っていたので仕事にも随分慣れて帰る時には残念がられました。 

 TAKOSAN に来るお客さんもゆっくり食事をしとてもよく話をしている。町にはカ

フェがありここでもたくさんの人達がお茶をのみながら延々とおしゃべりをしている

のだ。駅の窓口で切符を買う時も行き先を言ってはい切符というのではなく、どこへ行

くのか‥こちらからいったほうが良い‥などととてもよく話しかけてくる。また挨拶に

特徴がある。人に会うと右の頬左の頬とくっつけ合うのだ。バス停に高校生がいて友達

が来ると頬をつけながら挨拶をしている。次にまた友達が来るとまた順に頬をつけあっ

て挨拶をする。日常的に知り合いに会うとこのような挨拶をする。にほさんと一緒にい

て知り合いを紹介されると私も現地の習慣にならって挨拶したが、女の人や子供たちな

らいいがおじさんにこの挨拶をするのはまいりました。 

 

（モンサンミッシェル）        （モンサンミッシェルのオムレツ） 

フランス国土全体が丘陵地帯で南のほうはオリーブ畑と葡萄畑、そして酪農地帯がひろ

がり町は石造りの古い建物がそのまま使われ修復工事はあちこちで行われているが、日
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本のように災害がないのだろう土木工事は見かけなかったし高速道路を走ってもトン

ネルや山岳に架かる大きな橋梁というのも見かけなかった。食料の自給率は断然高そう

だし乗用車も国産車が多い。不況だとはいうが日本のように病的に国家の負債があると

いうことはなさそうだし夕方５時を過ぎると会社が終わるのか町に人があふれてゆっ

くりと食事をしていた。 

     

             （オーベル・シュワ・オワーズ村） 

 芸術の国フランスというが美術館が多く子供達が授業の一環で学芸員から解説を受

けているのをよく見かけた。また自称芸術家という人達も多く古い建物の一角で店を開

いたり自分の作品を展示していた。 国全体がとても良い景色だったが特にスペイン国

境付近のピレーネ地方が美しかった。 

またパリ近郊のオヴェール・シュル・オワーズというゴッホの終焉の地、麦畑や教会ゴ

ッホが下宿していたラボー亭があり、セザンヌやブラマンク、コローが絵を描いていた

村が本当に良かった。次にはピレーネ地方を歩いてみたいと本気で考えている。 

   

（ゴッホの描いた教会）           （ゴッホの下宿先）      完 
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タイムシェア別荘と関西小旅行 

                          会員 田中和義 

                                       26-10-20 

ポイント制タイムシェア別荘の紹介とその施設を利用した関西小旅行を記しました。 

＊＊別荘を持ってリゾートライフを楽しもう 

 別荘生活も悪くはないなと考え、実行に移したのが今から約１０年前。個人所有別荘

はそれなりにいい面も多々あると思うが、マイナス要素として初期費用が膨大に掛かる、

維持管理の手間と費用も掛かる、いつも同じところで変化がない、転売できるかなど考

え、その結論としてタイムシェア別荘にした。 

 

＊＊別荘を使う分だけ一生涯所有する 

  

株式会社リロバケーションズが運営するポイント制タイムシェア別荘に入会するこ

とにした。初年度に利用時期や頻度に合わせて必要なポイントを購入し（持ち得点）、

翌年からは年会費と都度利用費を支払ってそのポイントの範囲以内で全国の別荘施設

を会員が共有しタイムシェアで一生涯利用できるものだ。 

 

 ＊＊費用についての私の実例 

 年数回、連泊を前提に懐具合と相談して２００ポイントと決めた。その場合の費用は 

入会金３２０万円、年会費８４２４０円、会員登録料１０万円、印紙代２００円、それ

に利用するたびに要する利用費（例：平均７３５０円＊４回≒３万円）となる。利用費

とは一部屋最大７泊の時に要する清掃費やリンネ代で部屋の大きさにより利用費は異

なる。部屋は３タイプありＳタイプは定員３名５２５０円、Ｄタイプは定員６名７３５

０円、Ｇタイプは定員８名９４５０円となる。たとえばＧタイプを８人で宿泊すると１

泊でも７泊でも一人約１２００円となる。 

 

＊＊ポイントの消化 

 宿泊ごとに、各施設のポイント消化カレンダーに定められたポントが持ち得点から消

化される。利用費は７泊まで同額だが、消化ポイントは時期と宿泊数と施設と部屋タイ

プにより異なり、持ち得点がなくなった時点でその年の利用は終了となる。たとえば１

０ｐ7泊で７０ｐ、４０ｐ3泊で１２０ｐ合計１９０ｐとなり残の１０ｐは次年度持越

しできる。 

 

＊＊全国施設の特徴 

  

施設は北海道から沖縄、それにハワイ・ロサンゼルスで合計１７か所ある。各施設と
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も全てリビング、キッチン付のコンドミニアムでタイプ、広さは３０から１６０で平均

８０㎡、部屋は和洋室、洋洋室、ペット同伴可能ルーム、２レストルーム付タイプ、大

広間付、ジャグジー付と多彩だ。住み心地よく、清潔で清掃も行き届き、自然の眺望よ

く、温泉有り、近隣に史跡・美術館・海・川・山などの観光スポットがあり、まさにゆ

ったりと優雅な時を過ごせる。 

食事はキッチンでのクッキング、ケータリング、デリバリーシェフ、館内レストラン、

外食などいろいろなケースを楽しめる。また着いたら掃除、帰る時も掃除という手間は

全く不要で、奥さん天国のようだ。 

相続・贈与・転売も１５年以内ならいずれもでき財産の有効活用ができる。利用者は本

人同行の必要もなく、利用者制限もないため家族だけとか友人だけなどの利用ができる。 

 

＊＊京都嵐山 

今年の７月桶川北本ＩＣから圏央道・東名・名神と乗り継ぎ京都嵐山にある提携施設の

「らんざん」（写真参照）に宿泊。落ち着いた雰囲気の洋室、和やかな館内レストラン

での洗練された京料理、適度な広さのお風呂と、長旅のドライブを癒してくれた。翌早

朝は川下りの遊覧船が係留されている桂川沿いと緑豊かな嵐山公園を散策し、亀山上皇

が橋の上空を移動していく月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」と感想を述べたことから名

付けられた渡月橋の木製欄干の感触を楽しんだ。道の両側にうっそうと茂る薄暗い竹林の

小経は行き交う人も少なく自然に溶け込んでいく感じがしたが、時間も早く大河内山荘

は開門していなかったのは残念だった。世界文化遺産にも登録された天龍寺では加山又

造の八方睨み雲龍図は未公開で見られなかったが、東南アジア系の多くの観光客で賑わっ

ていた。施設の隣は高い板塀で囲まれた京料理で有名な吉兆は、関西に転勤していたこ

ろの遠い昔の頃を思い出させてくれた。散歩後の空いたお腹にはおかゆの選択や漬物バ

イキング方式の朝食はまさに京都の食事を満喫した気分で満足満足であった。 
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＊＊２竹田城跡  

京都ＩＣから名神・中国・播但と走り和田山ＩＣで降り竹田城跡へ。天空の城とか日本

のマチュピチュと称せられ、よく目にする写真は白い雲海に浮かぶ幻想的な石垣群の威

容だ。自家用車を中継点でタクシーに乗り換え、さらに徒歩で２０分山道を登り頂上を

目指す。山道からはがっちりした４００年の歴史を持つ石垣の土台がたくましく見える。

見る位置によるのか虎が臥せているように見え虎臥城とも呼ばれているようだ。頂上で

は６０歳くらいの元気のいい数人のボランテアガイドが迎えてくれ地理、歴史、物流、

四季の変化など多肢にわたり説明してくた。恋人の聖地にも認定されたそうだが、デー

トスポットにふさわしい場所を全国的に認定しているＮＰＯ法人が推進している制度

があることを初めて知った。自然の美しさがデートにふさわしい場所なのかも。 

 

＊＊城崎温泉 

和田山ＩＣから日本海に向けて一般道を走る。城崎温泉は兵庫県富岡市城崎にあり１３００年

の歴史を持ち七湯ある外湯めぐりが主体。外湯めぐりチケットを購入し、二人でシェアしたが

お風呂に入りすぎ湯疲れの体を川べりの柳の風情で癒した。川の石垣は整然と積まれてお

り近くにある玄武洞四角柱の岩が一部使われているそうだ。意外と飲食店やお土産屋さんは

少ない感じだったが、日本海の海の幸や出石のそばなどを楽しめた。足湯や飲泉場が温泉

街各所にあったので、桂小五郎、司馬遼太郎、志賀直哉などの有名人巡りしながらゆっくり

休憩し極上の時を過ごせた。コウノトリの傷癒しの湯が命名の由来といわれている夫婦円満、

不老長寿、幸せを招く湯の鴻の湯で一番札をゲットできたのは早起きのおかげだ。若い男女

の下駄ばき浴衣姿が目につく一方で、意外と同年代の姿が少なかったのも印象だ。宿泊は

ポイントバケーション城崎だ。和室、洋室＊２と二人では広すぎてもったいないくらいだった。 
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＊＊玄武洞 

付近の観光スポットを一日 1回出かけることにしてまず訪れたのが玄武洞。同年輩のボラン

ティアガイドさんが熱心に説明してくれる。160万年前の火山活動により山頂から流れ出たマ

グマが冷えて固まる時に体積が小さくなることでできる規則正しい割れ目（節理）を作り出し

たもの。切り出しやすかったため、漬物石や石材そして城崎温泉でも使われ採掘跡が人工的

に洞窟となったとの説明には驚いた。縦に並んだものや横に並んだものそして斜めとその柱

状節理の並び方も様々だが、四角だけでなく六角、八角そして亀甲状など形も様々だ。松山

逆磁極期は世界的に有名だとの説明にはこれもサプライズであった。松山規範という人がこ

の玄武岩の磁気が現在の地磁気と反対であることを発見し、260万年前から 78万年前は地

球の磁場は反対だったと世界的に認められたという事だ。 

＊＊兵庫県立コウノトリの郷 

県鳥がコウノトリであることから保護・増殖を行いながら野生化することを目的につくられてお

り、公開ゲージでは飼育コウノトリの姿を見ることができる。餌場では小鳥が割り込むことが

あるが、時にはここを巣立ったＯＢがフェンスを越えて餌を横取りにきたりしているので逆に

逃げ出す鳥もいるのかなと思ったら、翼に手を加えられているためそれは不可能との話だっ

た。付近の水田ではコウノトリを育む農法として無農薬、減農薬栽培への転換に取り組むな

ど地域を挙げて共生を模索しているようだ。水田には放映の時見た電信柱巣が一本、コウノ

トリ巣作りの姿もなくぽつんとたっていた。 

＊＊日和山海岸 

リアス式海岸線は美しい。入り組んだ海岸線には海蝕作用によっての奇岩が連続する。日本

海の荒波にさらされるごつごつ岩に立つ白波は青い海とのコントラスが素晴らしい。休憩所

の若い女性のガイドさんが散策道を案内しながら付近を説明してくれる。目の前の小さな無

人島に青い屋根の白い建物・竜宮城が浮かんでいる。以前は船で行けたが、今は禁止され

ているそうだ。クイズ一つ、ここのサザエは角がありますかそれともつるつるですか？ヒントは

荒波です。 

久しぶりの水入らずの旅行だった。思い出の関西でゆっくりとのんびりしたリゾートライフを楽

しむつもりだったが、貧乏性で動いていないと落ち着かない。今回も結局は毎日出歩いた。

各地でいいガイドさんに出会え自分の無知を恥じるとともに新しい知識を得られた嬉しさを味

わった。 
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            ＬＳＣ 料理教室 

            和食の基本 

 

２０１４年１０月２４日（金）１１：：００～１３：００ 

さいたま市中央区下落合コミュニティセンター３階にて、林裕子講師（ＬＳＣ役員）による

料理教室が開かれました。今年で３回目を迎える恒例の行事です。今回は「和食の基本」と

して「だし巻き卵」に挑戦です。 

 

参加者は、塚本理事長、田中和義さん、秋本佳之さん、新井新治さん、大野康昭と講師の 

林裕子さんでした。 

 

新井さんは、調理師免許保持者だけあって、包丁さばきは見事なものです。皆さん、ご自宅

でお手伝いされているのか、腕前はなかなかのものです。 

 

だし巻き卵だけは、ご自分の作成によるものを自画自賛しながらいただきました。お浸し味

噌汁、魚料理、新米のごはんは皆で共同作業の産物です。 

 

  

（秋本さんと林講師）      （左から、新井さん、田中さん、塚本理事長） 

 

 

次ページに、だし巻き卵のﾚｼﾋﾟを載せましたので、皆様も是非、トライしてください。 
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だし巻きたまごのつくり方 

 

 

 

 

① 玉子液をつくる。 

ボールに玉子を割って入れ、泡だて器でほぐして、だし汁、かたくり粉、砂

糖をいれ泡立てないようにまぜる。 

 

② 玉子焼き器に油をなじませる。 

たたんだキッチンペーパーに油を含ませ、玉子焼き器を中火にかけて油をぬ

り、なじませる。 

 

③ 玉子液を流しいれる。 

②に①の玉子液をうすく流しいれ、玉子がふくらんできたらさいばしでつぶ

し穴があいたところへ玉子液をいれる。半熟になったら奥から手前にまく。 

 

④ 玉子を巻いて重ねる。 

巻いた玉子が手前にきたら、奥がわに油をうすくなじませて巻いた玉子をず

らし手前にも油をたす。手前に玉子液を少し入れて巻いた玉子の下に菜ばし

をいれて手早く持ち上げ玉子焼き器の角まで玉子液を流しいれる。玉子がふ

くらんできたら菜ばしでつぶし、半熟になったら手前に巻く。 

 

⑤ 形をきれいに整える。 

④を数回くりかえして巻き終わったら弱火にする。巻きすで巻いてしっかり角

をだして輪ゴムでとめて５分おく。巻きすをはずして切り分ける 

材料（二人分） 

 

玉子          ３個 

だし汁    水大さじ２杯+

白だし小さじ２杯    

砂糖      大さじ１杯半       

かたくり粉    小さじ１杯 

サラダ油        少々 



             【ＬＳＣイベント】 
 

26 

 

Ｈ２６年１１月度座談会 

 

日時  ２６年１１月１８日・火・１３時３０分から１５時３０分まで 

場所  浦和パルコ さいたま市市民センター 

講師  堀部洋保氏 

テーマ ２４年間のオーストラリア生活と危機管理 

参加者 （敬称略）榎元、大野、肥田、堀部、林、宮下、森口、森川、吉原、田中（記録） 

 

① ２４年間のオーストラリア生活 

＊１９９０年から２４年間の農業移住生活を過ごす。 

＊オーストラリア・カウラ市（シドニー郊外）の毎年１名の交換留学生にご子息が選ばれ、

そのきっかけで公務員（当時教育委員会勤務）からファーマーに華麗な転身し現地農場経

営をスタート。 

＊現地では家庭菜園程度の広さといわれている１０万坪の土地を購入したが、雑草刈りも

ままならず２・６万坪のホリデー・ファームとして地元人とのふれあいや日本からの農業

研修をおもに受け入れた。 

＊宿泊設備（コンドミニアム）、レストラン、日本庭園など造り、日豪交流協会の年次総会

も開催された。  

＊農園ではイチゴ、梨、桃、ぶどう、リンゴなど実験的に栽培したが、干ばつの影響であ

まりうまくいかず。 

＊気質は独立独歩の精神、弱者の思いやり精神あり。 

＊徹底的な環境保護で原発持たず、油田あれど製油所持たず。 

＊老後感は子供の世話にならないリタイアビレッジ生活、草木をいじりながらの郊外生活、

老人ホームは１２００万円で悠遊生活など安心感があり。 

＊ロングステイのための不動産購入は売却時の状況次第なのでお勧めできない。 

：：「現在は日本で日豪ビジネス交流・企業家支援に尽力するとともに豪逸品を紹介中」：： 

 

②危機管理 

海外旅行中の危険な目にあった体験をいくつか紹介。 

＊アメリカでホモの洗礼を受ける（拒絶すれば素直に対応で難を逃れた） 

＊ウラジオストックで軍事車撮影しスパイ容疑で逮捕（知人のアメリカ人に助けられた） 

＊ボンベイで財布・パスポート盗難（再発行に苦労） 

＊カイバル峠で自動小銃の山岳ゲリラに囲まれた 

 

③ 次回は１月２０日・火・１３時３０分より  浦和パルコ   

講師：田中三恵子さん  テーマ：タイムシェア別荘の活用 
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ロングステイクラブ 平成 2７年度 活動計画 

 

月 テーマ/主な行事/活動概要 曜日 場所 概要 備考 

1 座談会 

会報新年号発送 

20 火 

下旬 

浦和コムナーレ 9F  13:30～15:30 

2 理事会 

 

8 日 浦和コムナーレ 9F  10:00~12:00 

 

3 

理事会 

座談会 

26 年度 LSC総会 

終了後懇親会 

7 土 

17 火 

29 日 

浦和コムナーレ 9F 

  －“－ 

浦和コミセン 10F 

近くのサイゼリア 

26 年度総会準備 

 

 

 

10:00~12:00 

13:30~15:30 

10~12:00 

12:30~2:00 

 

4 

 

川口ロングステイスクール 

 

会報春季号発送 

19 日 

 

下旬 

川口パートナーSt.会議室１ 

 

浦和コムナーレ 9F 

主題:マレーシア 

 

13:00~17:00 

 

10:00~12:00 

 

5 

 

新緑を訪ねて/国内ツアー 

 

座談会 

上旬 

 

19 火 

鹿児島県へ行きます 

 

浦和コムナーレ 9F 

“新緑を求めて” 

詳細後日 

 

 

13:30~15:30 

 

6 

理事会 

所沢ロングステイスクール 

 

6 土 

21 日 

浦和コムナーレ 9F 

所沢ミューズ会議室２ 

 

主題： 

10:00~12:00 

13:00~16:00 

 

7 

座談会 

会報夏季号発送 

21 火 

下旬 

浦和コムナーレ 9F 

 －“－ 

後日発表 13:30~15:30 

10:00~12:00 

 

8 

夏休み 

納涼/暑気払いの会 

    

 

9 

理事会 

座談会 

 

5 土 

15 火 

浦和コムナーレ 9F 

  －“－ 

 

後日発表 

10:00~12:00 

13:30~15:30 

 

10 

秋の LS情報交歓会 

越谷ロングステイスクール 

料理教室 

会報秋季号発送 

9 金 

18 日 

24 土 

下旬 

武蔵浦和コミセン 

越谷市民センター 

下落合コミセン 9F 

浦和コムナーレ 9F 

海外ステイ/生活/旅テク 

海外フリーステイ 

後日発表 

13:00~15:30 

13:00~16:00 

10:30~12:30 

10:00~12:00 

 

11 

座談会＝新人会 

打ち上げツアー 

 

17 火 

下旬 

浦和コムナーレ 9F 

 

後日発表 

後日発表 

13:30~15:30 

 

12 

 

理事会 

忘年会 

5 土 

11 金 

浦和コムナーレ 9F 

 

 

 

10:00~12:00 

(注) 本活動計画は都合により変更もあります。 
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★★★２０１５年 ロングステイクラブ総会のお知らせ★★★ 

２０１５年 総会が下記の通り行われますので、会員の皆様にご通知申し上げます。 

今年すでにお手元に届いている、今年度会費支払いのお願いの通知に同封の葉書に出席の

可否をご記入いただき、欠席の方は委任状をお願いいたします。 

総会出席通知並びに委任状は２月２８日までにご投函ください。 

 

記 

日時：２０１５年３月２９日（日）  １０：００～１２：００ 

場所：浦和パルコ１０階 浦和コミュニティーセンター 第３集会室 

議題：２０１４年会計報告、２０１４年活動報告、今年度活動計画 その他 

以上 

 

 

『編集後記』 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、あろうことか、ロングステイ先人気Ｎｏ．１のマレーシア関連の航空

機が３度も事故に遭遇し、世界に衝撃をあたえました。そしていまだに、ウク

ライナ上空で撃墜されたケースを除き、原因不明であります。１２月に起きた

インドネシアでのエアアジアのエアバスの事故は、ＬＣＣ機の事故でもあり、

その安全、サービスも我々会員の関心事でもあります。現在、遺体の収容がな

されつつあったり、更にボイスレコーダーも発見されたとの情報もあり、一日

も早く原因究明がなされることを希望してやみません。改めて今年の会員皆様

の空の旅の安全を祈願いたす次第です。 

本年も、よろしくお願い申し上げます。 

               （大野記）  

 

 

 

２０１５年 新年号 Ｖｏｌ.９１ 

発行日  ２０１５年 １月２７日 

発行人    塚本 茂 

編集・校正  大野康昭、秋本佳之 

馬越治、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 

ＵＲＬ http://www.longstayclub.jp  

特定非営利活ＵＲＳ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
http://www.longstayclub.jp/
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