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■日時：5月29日（水） 14：00〜16：00　※開場13：30
■会場：横浜市西公会堂（講堂）（横浜駅より徒歩10分）
 第1部：「山に登って元気になろう」

山を楽しむために役立つ知識や安全登山のための留意点など
岩崎元郎さんが講演します。

 第2部：「山のよもやま話」
　　　〔対談〕岩崎元郎さん×下越田功氏

山岳ガイドとして活躍する傍ら、Mt.石井スポーツでアドバイザー
を務めている下越田功氏と岩崎元郎さんによる山の対談です。

※入場無料、事前のご予約が必要です。詳しくは東京本社へお問い合わせください。

〜歩いて健康、登って元気！〜  岩崎 元郎さんの 健康登山講座 in 横浜
全国津々浦々の会場で年間3回、救心製薬株式会社の特別協賛を得て開催しています。
講座終了後、協賛各社から提供の時計や登山靴、ザックなど、豪華お楽しみ抽選会もございます。

横浜会場

先日アルパインツアーから封書が届いた。
“地球を遠足”101回「オーロラ舞う秋のアビ
スコと王様の散歩道の山小屋滞在 9日間」
のパンフが入っていた。101という数字に感
無量である。
　現社長の芹澤健一さんに、「海外の登山・
トレッキングツアーを一緒に企画しません
か」と声かけられて、「アンナプルナ・ダウラギ
リ展望トレッキング」が決まり、成田からカト
マンズに飛んだのは2005年3月24日のこと。
ツアーリーダーはもちろん芹澤さん。
　ぼくの初めてのネパールは1981年3月、め
ざすはアンナプルナ山群にあるニルギリ南
峰。メンバー6人、総予算600万円、ポーター
40人のミニミニ登山隊だった。ポカラから
一歩出たところからスタートしたキャラバン
の一日目のキャンプは、チベット難民キャン
プのあるヤンザだった。
　隊長であるぼくは、ポーターの支払いに充
てる小銭集めのため、ポカラの街中を駆けず
り回っていた。ラッキーなことに、東京でぼく
らにネパール語を教えてくれていたTさんが、
保健婦としてポカラに赴任しており、彼女が
小銭集めに同行してくれ、ヤンザまでジープ

で送ってくれた。初めてのテント泊、ネパール
登山がいよいよ始まるという緊張感をいまで
も懐かしく思い出す。ヤンザはぼくにとって思
い出深い地名になった。2005年3月、ぼくら
を乗せたバスは、どこがヤンザだったのか気
づくこともできぬ間に、ヤンザを通り過ぎてし
まった。ぼくとネパールの新しい関わりが始
まった、それが2005年3月の「アンナプルナ・
ダウラギリ展望トレッキング」であり、後に“地
球を遠足”と名づけられる世界の山旅シリー
ズの一回目のこと。
　この3月29日〜4月7日は、98回目になる
桃源郷フンザの山旅を楽しんできた。5月4
日〜11日は99回目になる南イタリアのハイ
キングを楽しんでくる。100回目はスイスア
ルプス・ハイキング。昔々スイスの地を踏む
前、マッターホルンに憧れるなんて奴はミー
ハーだとバカにしていた。ツエルマットに到
着、翌日登山電車でローテンボーデンに上
がる。リッフェルゼーの池のほとりに下る。　
水面に映る逆さマッターホルンが目に飛び込
む。そのときのぼくの感激、ミーハー以外の
なにものでもなかった。どれくらいのものかと
いうと、翌年、マッターホルンを登りに出かけ

てしまうくらいだっ
たのだ。“地球を遠
足"100回目は、そ
んな記念すべきス
イスアルプス・ハイ
キングなのだ。
　100回があれば
こそ、101回がある。
感無量という次第。
一回目のとき60歳だったぼくも、現在74歳。
足が上がらなくなってきた。木の根にけつま
ずくようになってきた。だからといって、山と縁
を切りたくない。そこでひらめいた。「登る」から

「歩く」へ世界を広げよう、と。かくて101回目
はスウェーデンの「王様の散歩道」になった。
101回 があれば、102回・103回 がある。
詳細は未定だが10月中旬に韓国、11月上
旬に香港を検討中だ。「登る」から「歩く」に
視線が広がることで、新しいコースの発見が
あることを期待している。
　100回という快挙を達成したことを記念し
て、「南極半島探検クルーズ 17日間」が企
画された。南極に遠足、ちょっといいじゃあり
ませんか。

岩崎 元郎
（いわさき もとお）

2019年 初夏号

岩崎元郎さんと行く“地球を遠足”＆『山の遠足』

※ツアー・カタログはお電話、または E-mail にてご請求ください。
東　京／〒１０５-0004 東京都港区新橋3-2-5 （第5東洋海事ビル4階） ..............Z03（3503）1911	 FAX.	03（3508）2529
大　阪／〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-3 （TCF肥後橋ビル2階） ..............Z06（6444）3033	 FAX.	06（6444）3032
名古屋／〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-23-2（第3千福ビル3階） ..............Z052（581）3211	 FAX.	052（561）8338
福　岡／〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-2-8（セントラルビル5階） ................Z092（715）1557	 FAX.	092（715）0826

e-mail: info@alpine-tour.com　 http://www.alpine-tour.com
創業50周年特設ホームページ     http://www.alpine-tour.co.jp

営業時間のお知らせ　● 平日：9：30〜18：30　  ● 土日祝：定休

りんゆう観光営業時間    ● 平日：9：00〜17：00　  ● 土日祝：定休

旅行企画・実施

ネイチャリングツアー・専用フリーコール山旅・専用フリーコール 0120-938-2480120-938-290

北海道／北海道地区総代理店（株）りんゆう観光 〒０６０‐0909 札幌市東区北９条東２丁目 ....Z011（711）7106	 FAX.	011（731）1456
※北海道地区総代理店はフリーコールはございませんので、直接おかけください。

神奈川県山岳連盟常任理事
東京山岳ガイド協会会長

▲お楽しみ抽選会▲岩崎元郎さんの講演



これまで行った“地球を遠足”&『山の遠足』集合写真

▲フンザ（2019年3月 パキスタン）

▲五家荘（2018年10月 熊本県）

▲バンビエン（2019年2月 ラオス）

▲ジャワ島（2018年10月 インドネシア）

▲七星山山頂（2018年12月 台湾）

▲隠岐の島（2018年9月 島根県）

日本が元気を取り戻すために「一億二千万人総登山者化計画」を提唱。
『山登りを始めたくなったら読む本』他、『山で失敗しない10の鉄則』、
『ぼくの新日本百名山』、『今そこにある山の危険』、『間違いだらけの
山登り「知らなかった」ではすまされない62項目』など著書も多数。
無名山塾主宰、登山インストラクター。

ネパールからはじまった地球を遠
足も100回を迎え、南極クルーズ
も予定しています。10月は韓国、11
月にも香港の企画も準備中です。

3月に“地球を遠足”でフンザへ
行き、カラコルムの高峰群とアン
ズの花々に感激。今後も皆さまと
感動できるコースを企画します。

この６月のスイスでいよいよ“地
球を遠足”シリーズが100回を迎
えます。皆さまのご支援ならびに、
ご愛顧に深く感謝申し上げます。

いよいよ地球を遠足も第100回
を迎えますが、まだまだ楽しい企
画は続きます。これからも岩崎さ
んと共に盛り上げていきましょう！

台湾での登山後の温泉は格別で
したね。第100回のスイスにも同
行いたします。皆さまとお会い出
来ることを楽しみにしています。

のんびりとしたアットホームな雰
囲気の地球を遠足は初めての方
でも安心してお楽しみいただけま
す。ぜひお気軽にご参加ください。

最近はツアーに同行できておりま
せんが、岩崎さんツアーの雰囲
気や歌声など懐かしく、今年こそ
は、出番を待っております！

雄大な景色が広がる秋の北欧は
日中のハイキングだけでなく、夜の
オーロラも楽しめる大変おすすめ
の内容です。ぜひご検討ください！

初めての参加でもゆっくり安心
でアットホームな“地球を遠足”
はすぐにうちとけ「元気を取り戻
す」と大好評です。是非ご参加を！

5月の「大尽山と恵山」と第100
回の「スイス・アルプス」へ同行し
ます。皆さまとご一緒できること
を楽しみにしています。

“地球を遠足”は１5年目に入ります。岩崎元郎さんとお客さま皆さまで作り上げてきた“地球を遠足”と『山の遠足』を、これからも、
もっともっと楽しんでいただけるように、チーム・スタッフ一同がんばってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

9月の北欧は北極圏の大地に建
つ山小屋に2泊します。大自然か
ら仰ぐオーロラはまさに感動体
験です。秋一番のお勧めです。

3月にラオスに同行し、桃源郷のよ
うな自然に魅了されました。“地球
を遠足”ならではの山仲間との出
会いもあり素敵な旅となりました。

“地球を遠足”メンバー紹介

川高 雄
（かわたか ゆう）

東京本社

山田 勝
（やまだ まさる）

東京本社

芹澤 健一
（せりざわ けんいち）

東京本社

岩崎 元郎 （いわさき もとお）

竹森 壮孝
（たけもり まさたか）

大阪支店

中西 諒
（なかにし りょう）

大阪支店

塚本 悦子
（つかもと えつこ）

大阪支店

前田 拓哉
（まえだ たくや）

名古屋営業所

宇津木 健
（うつぎ けん）

名古屋営業所

渡部 秀樹
（わたなべ ひでき）

福岡営業所

橋本 香織
（はしもと かおり）

ツアーリーダー

林 知篤
（はやし のりあつ）

東京本社

寺井 信之
（てらい のぶゆき）

東京本社

“地球を遠足”ツアーリーダー報告 第20号ぷらんぷらん通信



▲グルキン・ハイキング（左：ウルタル、右：シスパーレ）

▲ルアンパバーンの托鉢

▲ドゥイカルの丘ハイキング（左：ラカポシ）

▲バンビエンの岩山山頂にて

▲ホパール村上部（奥：ウルタル峰）

▲バンビエンの岩山へ向かって歩く

　昨年からパキスタン・カラコルムのツアー
を再開し、岩崎さんと相談して“地球を遠足”
シリーズはパキスタンで決定。総勢16名の
メンバーがイスラマバードに到着すると現
地手配会社のナジール・サビール氏をはじ
めスタッフの面々にホテルで出迎えてもら
い、旅がスタートしました。
　カラコルム・ハイウェイは高速道路とダム
建設工事のため予想以上に時間がかかり、
日程3日目の夜にフンザに到着し、フンザ最
上部に建つ山上のイーグル・ネスト・ホテル
に宿泊。フンザとナガール谷を見下ろし、谷
の奥にはラカポシ、ディラン、ホテル後ろには
レディーフィンガー、フンザピーク、ウルタル
峰などの名峰、秀峰の山々の展望が望める

　“地球を遠足”第97回の舞台はラオスです。
ラオスはぐるりと隣国に囲まれた海のない国
で、国土は日本の本州とほぼ同じです。首都
のビエンチャンは「これが首都なの？」と声が
あがるほど小規模で、他の東南アジアのよう
な混沌とした雰囲気はなく、穏やかな空気に
包まれています。ハイキングのメインはビエ
ンチャン北部に位置するバンビエンです。こ
こは、昔の日本を思わせるような農村が広が
り、周囲は奇岩の山に囲まれ、中心部はヨー
ロッパや韓国のバックパッカーが好むような
洒落たカフェが建ち並ぶ、まさに「現代版
の桃源郷」という言葉がふさわしい村です。
私たちの登った山は畑の真ん中にぽっこり
と膨らんだ岩山でした。その全容は何とも形

絶景ホテルです。ドゥイカル丘周辺やラカポ
シを間近に望む、グルメット村での展望ハイ
キングを楽しみ、フンザではバルティット城
見学と長谷川恒夫・メモリアル・スクールへ。
突然の訪問でしたが、授業中の教室に案内
され、“春が来た♪”を歌ってサプライズな
歓迎をしてくれた生徒さん達の一人ひとり
の目の輝きは忘れられません。
　フンザ2泊後は新しく快適なカラコルム・
ハイウェイをさらに上流に向かいます。グル
キン氷河とパスー氷河、ブアルタール氷河
など車道のすぐ間近から望める氷河を見な
がら歩くハイキングコースです。トポップダン
の岩峰群と白く光るパスー氷河が特に印象
的でした。シスパーレやウルタル峰、パスー・

容しがたく愛らしく、岩崎さんも「この山は本
当に面白いね〜」と終始笑顔でした。取り付
いてみると意外にも急登が続き、常時手を
使いながら梯子や岩場を登りました。下山
後、畑の中のでこぼこ道を歩いていると、レン
タルバイクに乗ったヨーロッパのバックパッ
カーが「ソ〜リ〜！」と私たちを抜いていきま
した。その背中が夕日で赤く染まり、その景
観は、まさに「This is ラオス！」。
　今回の旅で好評となったのはお食事です。
ラオス料理の主食は「餅米」です。タイやベト
ナムなど隣国とは異なり、食材そのものを活
かした野菜料理が多く、日本料理に近い印
象です。海外の山旅に何度もご参加いただい
ているお客様が「今まで訪れた国の中で1番

ピークなどの山々も目に焼きつけて再びフ
ンザへ。晴天続きでアーモンドやアンズの
花々がさらに開花してそこはまさに桃源郷。
　長い道のりとなる往 路もヒマラヤ山 脈
の最 西 端となる巨 峰、ナンガパルバット

（8,126m）山塊の展望、シルクロード時代
の仏教岩絵やガンダーラ文明のタキシラ遺
跡を見学しながらシルクロード時代に思い
を馳せてイスラマバードへ向かいました。
　帰路に第98回を迎えた“地球を遠足”シ
リーズの中でベスト5に入るコースだったと
岩崎さんが語っていました。ネパール・ヒマ
ラヤ・トレッキングを歩かれた方は多いです
が、これまでパキスタン・カラコルムを訪れ
ていない方にはぜひおすすめのコースです。

美味しい」と話していたのが印象的でした。
　旅の最後は世界遺産ルアンパバーンの

「托鉢」見学です。朝5：30頃になると町中
のお寺からオレンジの袈裟を纏ったお坊さん
が一列になって歩いてきます。地元の人や観
光客は餅米をお坊さんに喜捨します。お坊さ
んの中には10代前半の子供もおり、日本の
お菓子をあげると「にこっ」と会釈をしていま
した。喜捨を受けたお坊さんは食べきれない
餅米を地元の貧しい子どもたちに喜捨し返
しています。その1コマはラオスに遠い昔から
残る素敵な文化に触れることができたようで、
私たちの心に深く刻まれました。「ラオスは一
度訪れた人は、一様にファンになる」と言われ
ています。皆さんもぜひ訪れてみませんか。

第97回

第98回

文：寺井 信之（東京本社）

文：山田  勝（東京本社）

2月27日出発  癒やしの国ラオス・ハイキングと世界遺産ルアンパバーン滞在 7日間

3月29日出発  花咲く桃源郷フンザとグレート・カラコルム展望トレッキングと山上のロッジ滞在10日間

2019年

2019年

“地球を遠足”ツアーリーダー報告 ぷらんぷらん通信



『山の遠足』2019年のご案内

“地球を遠足”2019年のご案内

〜 しらびそ小屋に泊まる 〜
北八ヶ岳 初夏の中山峠越え 2日間

　オーロラ舞う秋のアビスコと
王様の散歩道の山小屋滞在 9日間

感動と冒険心、浪漫を掻き立てられる特別な場所
南極半島探検クルーズ 17日間

大地が秋色に染まるベストシーズンに、オーロラの観賞率に定評のある
スウェーデンのアビスコを訪れます。滞在中に、王様の散歩道と呼ばれ
る人気のトレッキングコースの一部を歩き自炊が必要な山小屋に2連泊
し、スウェーデンの山小屋ライフを体験するとともにオーロラの出現を待
ちます。往復ともにストックホルムで宿泊するゆったり日程です。

地球上で最も隔絶された南極大陸。厳しくも美しい雄大な大自然をご自身の足
で歩き、短い夏を謳歌する多くの野生動物たちとの出会いを楽しみます。南極
の旅行シーズンは11月〜3月です。�その中でも南極の美しい風景を堪能できるベ
ストシーズンの11月にご案内いたします。条件次第では南極でのスノーシューを
体験す�ることもできます。南極旅行は一生忘れない思い出となることでしょう。

北八ヶ岳東部・みどり池のすぐそば、標
高2,035mに建つ、「しらびそ小屋」に
泊まって、北八ヶ岳の展望台、中山峠
（2,415m）を越えて、八ヶ岳西部の渋ノ
湯を目指します。初夏の静かな北八ヶ
岳を縦走します。

カテゴリー 客室タイプ 階 旅 行 代 金

トリプル
海側（丸窓）
2段ベッド+シングルベッド
シャワー、トイレ付（13.5〜15.2㎡）

2 ￥1,980,000
相部屋または2名様で利用する場合

ローワー・
ツイン

海側（丸窓）
ツインベッド
シャワー、トイレ付（10.3〜14.7㎡）

1
￥2,160,000

相部屋または2名様で利用する場合

￥3,060,000
1名様で1部屋を利用する場合

メイン・ツイン
角窓

海側（角窓）
ツインベッド
シャワー、トイレ付（8.7〜14.9㎡）

2
￥2,460,000

相部屋または2名様で利用する場合

￥3,510,000
1名様で1部屋を利用する場合

第101回

第100回達成記念特別企画

各コースの詳細につきましては、専用チラシをご用意しております。お気軽にご請求ください。

2005年3月のネパールのトレッキングからスタートした“地球
を遠足”シリーズは、登山インストラクターの岩崎元郎さんと地
球のあちこちへと出かける山旅です。15年目となる2019年は
記念すべき第100回をスイスで迎えます。2019年の後半の企

画として第101回＝9月秋のアビスコ、第102回＝10月韓国、
第103回＝11月香港、と続きます。そして104回は「第100回
達成記念特別企画」として南極半島クルーズを企画しており
ますのでどうぞご期待ください。

addeee

● 旅行代金：542,000円 東京発着

東京発着

□集合：JR松原湖駅12：30（予定）　□解散：JR茅野駅16：00（予定）

● 旅行期間：9月1日（日）〜9月9日（月）

● 旅行期間：11月18日（月）〜12月4日（水）
● 旅行代金：（大人/お一人様）

※燃油サーチャージ（2019年4月20日現在：目安約26,000円）が別途必要で
す。今後変更となる場合はご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。

※燃油サーチャージ（2019年4月20日現在：目安約22,000円）が別途必要で
す。今後、変更となる場合はご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。

●米国ESTA（エスタ＝電子渡航認証システム、実費14USドル＋申請料金4,320円、
2019年4月現在、手数料・消費税込み）の取得が別途必要となります。

▲“岩の谷”をハイキング ▲アビスコの夜空に舞うオーロラの光

▲美しい南極の景色と耐氷船オーシャン・アドベンチャラー

▲北八ヶ岳のしらびその中を歩く

● 旅行期間：6月5日（水）〜6月6日（木）
● 旅行代金：34,000円

●ツアーリーダー（添乗員）：東京から東京まで全行程同行します。
●最少催行人数：10人　
●食事：朝7回、昼5回、夕6回
●一人部屋利用追加料金：￥30,000（ロッジと山小屋泊を除く）
●利用予定ホテル：Bクラス以上。ストックホルム：ラディソン、クラリオン、ファースト、
クオリティ、ベストウェスタン
●利用予定航空会社：スカンジナビア航空

●ツアーリーダー（添乗員）：東京から東京まで全行程同行してご案内します。
●最少催行人数：10人 　●食事：朝12回、昼8回、夕12回
●利用予定ホテルリスト：ブエノスアイレス：Ⓐクラス/クラリッジ、メリア、マリオット、
ラファイエッテ　ウシュアイア：Ⓑクラス/アルバトロス、カナルビーグル、ラスレンガス、
ロスアセボス、ラスハヤスリゾート、ティエラデルフエゴ
●一人部屋追加料金 ： ￥80,000 （クルーズ船以外のブエノスアイレス、ウシュアイア宿泊部分）
●利用予定航空会社：アメリカン航空、デルタ航空、ラン航空、ユナイテッド航空催行決定！

お得な日本国内線特別プラン（エコノミー）　※詳しくはお問い合わせください。
大阪・名古屋╱東京間往復…14,000円　　福岡・札幌間往復…18,000円

各地からの日本国内線は
お問い合わせください。


