岩崎元郎さんと行く
“地球を遠足”
＆
『山の遠足』
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謹 賀 新 年
あっという間に2018年が去り、新しい年、 デーケーキを出して、ハッピーバースデーを
2019年がやってきた。昨年末12月に実施し

歌ってくれた。忘れられない思い出である。

ハイキングの代表的な
エリアといえば、スイス

た「台湾ノスタルジー・台北ハイキングと北

“地球を遠足”も回を重ねて、前述ラオスが

アルプスをおいて他に

投温泉4日間」が、2018年最後の“地球を遠

97回目、ぼくは初めての国。
「東南アジアの

はない。ツェルマットで

足”で96回目。

中でもっとも素朴で、古き良きアジアの雰囲

マッターホルンを見上

2019年最初の“地球を遠足”は、2月27日

気を感じさせる国」に期待を膨らませている。 げながら、グリンデルワ

岩崎 元郎

（いわさき もとお）

（水）〜3月5日（火）の「癒しの国ラオス・ハ

98回 目は3月29日（金）〜4月7日（日）
、パ

ルトでアイガーを見上げながら、サンモリッツ

イキングと世界遺産ルアンパバーン滞在7日

キスタン「花咲く桃源郷フンザとカラコルム

でピッツ・ベルニナを見上げながらハイキン

間」で、97回目になる。思い返せば2005年3

展望トレッキング10日間」
、以前訪れた時は

グを楽しんだ。サンモリッツからツェルマット

月、現社長の芹澤健一氏に声かけられて、ネ

杏の花は散って、足元は花筵（はなむしろ）

まで氷河特急にも乗ってみた。100回目は、

パール「アンナプルナ・ダウラギリ展望トレッ

になっていた。それはそれできれいだったが、 山小屋や山の上のホテルに泊まりながらの

キング」に出かけたのが、“地球を遠足”の始

今回は満開の杏の花を期待している。

まりだった。ツアーリーダーは芹澤氏。3月28

99回 目 は5月4日（土）〜11日（土）
、
「至

日が誕生日のぼくは、
この年に還暦を迎えた。 福の南イタリア・ハイキング、カプリ島と世界

ハイキングで、盛大に100回を祝いたい。山
の中に泊まるので、降るような星空が期待で
きるだろう。

その日、
トレッキング・コース上のロッジの一

遺産アマルフィ海岸8日間」
。北西部、
ドロミ

2019年の最大の目玉は、100回を数えた

室をラリーグラス（石楠花）の花で飾り、芹澤

テ周辺は何回か訪れたが、南イタリアは初め

記念のスペシャル・イベント、南極である。南

氏は盛大な誕生日パーティーを開催してくれ

てなので楽しみだ。そして迎える100回目に

極の氷原の氷で、ウィスキーのオンザロック

た。2009年3月には、ハワイ・マウナケアの山

は、6月30日（日）〜7月9日（火）
「スイスアル

を作って飲みながら、その先にまだまだ続く

頂で、2010年3月には、コスタリカ最高峰・

プス・スペシャル、山小屋と山上のホテル10

“地球を遠足”を夢見たいと思っている。

チリポ山の山頂で、ツアーリーダーがバース

日間」が計画されている。世界広しといえど、

アゾレス諸島（7月 ポルトガル）

“地球を遠足”第97回

ジャワ島（10月 インドネシア）

addeee

癒しのラオス・ハイキングと
世界遺産ルアパバーン滞在 7日間

五家荘（10月 熊本県）

十分（12月 台湾）

ラオスの北部エリアを中心に首都のビエンチャンからスタートして、のこ
ぎりの刃のような山々が立ち並ぶバンビエンや、世界遺産のルアンパ
バーンなど、南から北へハイキングと観光を織りまぜ、短期間ながら懐
深いラオスの魅力を存分にお楽しみいただくコースです。

：2月27日
（水）
〜3月5日
（火）
● 旅行代金：326,000円
東京・大阪・名古屋・福岡発着
● 旅行期間

※燃油サーチャージ
（12月20日現在：目安約13,600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。
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、専用チラシをご請求ください。

旅行企画・実施

▲バンビエン郊外の展望ピークからの眺望

e-mail: info@alpine-tour.com
創 業 50周 年 特 設ホームページ

▲プー・カオ・クワイ国立公園のタートサイの滝

http://www.alpine-tour.com
http://www.alpine-tour.co.jp

※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
大 阪／〒550-0003
名古屋／〒450-0002
福 岡／〒810-0073

............... Z03
東京都港区新橋3 - 2 - 5（第 5 東洋海事ビル4 階）
（3503）1911
............... Z06
大阪市西区京町堀1- 4-3（TCF肥後橋ビル2 階）
（6444）3033
............... Z052
名古屋市中村区名駅3-23-2
（第 3 千福ビル3 階）
（581）3211
福岡市中央区舞鶴 1 - 2 -8（セントラルビル5階）................. Z092
（715）1557
営業時間のお知らせ

FAX. 03（3508）2529
FAX. 06（6444）3032
FAX. 052（561）8338
FAX. 092（715）0826

● 平日：9：30〜18：30

● 土日祝：定休

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

山旅・専用フリーコール

0120-938-290

ネイチャリングツアー・専用フリーコール

0120-938-248

“地球を遠足”ツアーリーダー報告
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“地球を遠 足”メンバー紹介
“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。
芹澤 健一

岩崎 元 郎 （いわさき もとお）
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。

川高 雄

寺井 信之

（かわたか ゆう）

東京本社
ネパールからはじまった地球を遠
足も100回を迎え、11月には南極
クルーズも予定しています。9月には
バルカン半島の企画も準備中です。

竹森 壮孝

5月に南イタリアを企画しました。
まるで海と空の間を歩くかのよう
な「神々の道」はお花もいっぱい
で、一押しのハイキングです。

塚本 悦子

（たけもり まさたか）

の皆さまに支えられて今年は100

テルに宿泊してハイキングを楽し

岩崎さんツアーでは初めての方同
士でも、すぐに打ち解ける事が出
来るので安心して参加できます！
4月の南イタリアはお勧めです。

みます。今夏はぜひ、スイスへ。

橋本 香織

白旗 美紀

（はしもと かおり）

（しらはた みき）

ツアーリーダー

東京本社

昨年12月に“地球を遠足”台湾に同
行し、ご参加者21名様と賑やかなで
楽しいツアーとして昨年は締めくくり
ました。2019年もご期待ください！

昨年はウユニ塩湖、カナリア諸島
と遠足にご一緒させていただきま
した。笑顔溢れる遠足の楽しいツ
アーに皆様ぜひご参加ください！

宇津木 健

渡部 秀樹

（うつぎ けん）

名古屋営業所

2月には高松で岩崎さんの健康登山
講座を行います。地球を遠足にご参
加されたことがない方もこの機会に
ぜひ一度足を運んでみてください！

スイスを発表。山小屋と山上ホ

回を迎えられて嬉しい限りです。

（まえだ たくや）

大阪支店

“地球を遠足”100回目はスイス
です。初めての方も、そうでない
方も楽しめる企画ですので、岩崎
さんと一緒に盛り上げましょう！
！

“地球を遠足”100回記念となる

前田 拓哉

（つかもと えつこ）

大阪支店

15年前にネパールからスタート

東京本社

いよいよ記念すべき100回も目
前です。ついに南極の企画が発
表となります。ロマンあふれる南
極の旅にどうぞご期待ください。

東京本社

した“地球を遠足”シリーズが多く

（はやし のりあつ）

東京本社

（やまだ まさる）

東京本社

林 知篤

（てらい のぶゆき）

山田 勝

（せりざわ けんいち）

（わたなべ ひでき）

名古屋営業所

福岡営業所

ゆっくり楽しい旅行をご案内しま
す。岩 崎さんとまだ見ぬ山 旅へ
出かけませんか。第100回目前、
より一層盛り上げていきます！

継続は力なりを実感し感動して
います。ゆっくり安心、アットホー
ムな“地球を遠足”は皆様に支え
られもっともっと楽しくなります。

2018年

『山の遠足』 9月25日出発 隠岐の島・最高峰大満寺山と西ノ島ジオパーク・ハイキング 3日間

文：竹森 壮孝（大阪支店）

今回の「山の遠足」では、島根半島の北

の一つ全長26mの「トカゲ岩」が見られまし

40km〜80kmに浮かぶ隠岐諸島に行って

た。さらに先へ進むと樹齢300年以上を越

まいりました。隠岐諸島は、島前（西ノ島町、 える天然林が聳え立っていました。隠岐の

する景勝地となっています。私たちは海抜
257mの大 絶 壁の摩 天 崖から波の浸 食に
より形成されたアーチ状の通天橋（国賀浜）

海士町、知夫村）と島後（隠岐の島町）に分

島は約1万 年 前に離 島になったと言われ、 まで変化にとんだハイキングを楽しみまし

かれ島ごとに魅力が詰まっています。
『山の遠

独自の生態系が築かれています。またこの

た。また西ノ島 町 最 高 峰の焼 火 山に登り、

足』では、島前・西ノ島町と島後・隠岐の島

辺りには「世界の希少種」でもあるオキサン

岩穴に建てられた神秘的な焼火神社も訪

町でたっぷりハイキングを楽しんできました。 ショウウオなども生息し、皆さんで探してい
9月25日に伊 丹 空 港に岩 崎さんと12名

れました。

るとバスのドライバーがやってきて大切そう

最終日は、いよいよ隠岐の島最高峰の大

のお客 様 が 集 合し、空 路で隠 岐の島へ。 にコップに入れたオキサンショウウオ見せて

満寺山（608m）を目指します。登山口は樹

直前まで雨が降っていたようですが、私たち

くれました。私たちがハイキングしている間

齢800年を超える岩倉の乳房杉から歩きだし

が到着するころにはすっかり雨は上がってく

に探してくれていたようです。人の温かさも

ます。初めから急登となりますが岩崎さんの

れました。専用車に乗り、本日の登山口の

隠岐の魅力です。

ゆっくり歩きで山頂を目指すため安心です。

中谷駐車場を目指します。
トイレを済ませ、

翌日は島前の西ノ島町へフェリーで向か

山頂からは視界が開け、展望を楽しめました。

自然回帰の森のハイキングへ。整備された

いました。かつての火山活動と波の浸食に

森を歩き、展望台に到着すると日本三奇岩

より形成された特異の地形は、隠岐を代表

満足のツアーでした。

▲波の浸食により形成された通天橋

▲摩天崖にて記念撮影

▲神秘的な岩倉の乳房杉

ハイキングはもちろん、食事も美味しく大
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第95回 10月10日出発 世界遺産の島・コモド3島ハイキングとボロブドゥール遺跡 8日間

文：林 知篤（東京本社）

“地 球を遠 足”第95回の舞 台はインドネ

杖を持ったコモド島在住のレンジャーの案

帰路、日が傾くと昼の厳しい暑さから解放

シアです。コモド島周辺に生息する全長3m

内で国立公園内のルートを歩きます。なか

されます。
ボートのデッキで涼みながら見た、

にもなる世界最大級のオオトカゲ・コモドド

なか見つからず今日はだめかも、と思った

夕日に照らされ金色に輝く海は、いつまでも

ラゴンにハイキングを楽しみながら出会うこ

そのときに、水 場で獲 物を狙うかのように

ここにいたい光景として印象に残りました。

とが今回の旅の大きな目的です。

じっと待つ大きなオスのコモドドラゴンを発

青い海と白いビーチのコモド3島の後に

コモド3島訪問は、起点となるフローレス

見しました。レンジャーが安全な範囲を教え

は、緑豊かなジャワ島を訪れました。ジャワ

島に3連泊して、
「アイランドホッピング」とい

てくれ、本当に大丈夫？と思いながらもドラ

島のボロブドゥール遺跡ではご来光を望み、

うスタイルで楽しみます。15人乗りほどの小

ゴンと集合写真をとることができました。

型のクルーザーを利用して、島から島へ日
帰りで訪れる南国らしいスタイルです。

荘厳な仏塔を鑑賞しました。その後、ボロブ

翌日はより自然のルートを歩くリンチャ島

ドゥール遺跡を見下ろす好展望のピークか

へ。コモドドラゴンの巣穴や、子どものドラゴ

ら農村風景の中を歩きました。コーヒーや
お茶の木、見知らぬ果物をつけた木が周囲

最初に訪れたパダール島では、
3つのビー

ン、獲物となる野生のシカやブタも見られま

チと湾を一度に望む丘へのハイキングを楽

した。また、数日前にドラゴンに捕食された

茂る山道はアジアの豊かさを感じるハイキ

しみました。さすがに南国の日差しは強烈

水牛が倒れている水場では、何匹ものドラ

ングでした。一味違った旅の魅力をご案内

でしたが、時折吹く海風が涼ませてくれまし

ゴンを見ることができ、大満足の一日となる

する“地球を遠足”らしい素敵な旅のしめくく

た。2つ 目の 島 は いよいよコモド島です。 と同時に、自然の厳しさも感じました。

りとなりました。
。

▲コモド3島で美しい海を眺めるハイキングを楽しみました

▲ボロブドゥール遺跡での荘厳な朝の情景

▲コモドドラゴンと記念撮影

2018年

第96回 12月4日出発 台湾ノスタルジー 台北ハイキング 北投温泉 4日間

文：中西 諒（大阪支店）

“地球を遠足”第96回は全国各地からお

が北斗七星に見えることから七星山と名付

集まりいただいた21名のお客 様と台 湾へ

けられたといわれています。登山道の脇や

去った時間や時代、故郷を懐かしむ気持ち”

訪れました。日本は冬の色が濃くなりダウン

谷からは、一年を通して、硫黄の煙が上がっ

という意 味で、一 言でいうと“郷 愁”です。

やフリースが手放せないですが、台湾は到

ています。下山中にこの臭いをかぐと、この

3日目に訪れた、十分や九份、4日目に訪れ

ノスタルジーとは、フランス語で“過ぎ

着した日の気温は30℃を超す暑さでした。 後待っている温泉が恋しくなってきます。

た、日本統治時代の面影を残す、台北の老

四獣山公園の象山（シャンサン）のハイキン

今回の宿泊地は台北の温泉街、北投温

街はどこか懐かしい、
それでいてホッとする、

グでは汗をかきながら、台北101をはじめ

泉です。北投温泉は台北市から程近い場所

まさに郷愁の景色でした。十分では台湾の

台北の展望を楽しみました。

にありますが、白硫黄泉・青硫黄泉・鉄硫

ナイアガラの滝と呼ばれる十分瀑布を楽し

翌日は、台北市内最高峰、標高1,120m

黄泉の3種類の源泉があり、公衆温泉など

んだ後、天燈上げを行いました。天燈には、

の七星山へ。あいにくのお天気でしたが、皆

を利用することで、すべての源泉の温泉を

思い思いの願掛けを書き、空へ飛ばします。

様全員で登頂することができました。七星

楽しむことができます。今回は北投温泉に 「地 球を遠 足 永 遠に 楽しけれ」と岩 崎さ

山は陽明山国家公園の中にある火山の一

二連泊し、ゆったりと温泉と温泉街の雰囲

んの書かれた天燈はひときわ高く上がって

つで、火山活動の結果できたカルデラが長

気を楽しみました。
「やっぱり登山の後は温

いました。

い年月をかけて浸食され、現在の大小7つ

泉とお酒だ！」と言って、部屋飲み用のお酒

のピークになったそうです。この7つのピーク

を買って帰られる方もいらっしゃいました。

泉、観光を満喫する4日間となりました。

▲象山からの台北市内

▲台北市最高峰の七星山山頂

▲十分での天燈（ランタン）上げ

どこか懐かしさを感じる台 湾で登 山、温

“地球を遠足”2019年のご案内
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

モットーに今年もご案内して参ります。また、
『山の遠足』は岩崎さん

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

おすすめの日本各地の山と温泉などを訪ね、四季折々のその土地

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

の文化や郷土料理も楽しめる国内企画の人気シリーズです。ぜひ

100回を迎えます。年齢にあわせた、ゆっくり、のんびり、安全に、を

“地球を遠足”、
『山の遠足』でご一緒しましょう。

第97回

第98回

癒しのラオス・ハイキングと
世界遺産ルアパバーン滞在 7日間

旅行期間：2月27日
（水）
〜3月5日
（火） addeee
● 旅行代金：326,000円 東京・大阪・名古屋・福岡発着
●

※燃油サーチャージ（12月20日現在：目安約13,600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。

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

満席

旅行期間：3月29日
（金）
〜4月7日
（日） addeee
● 旅行代金：372,000円 東京・大阪・名古屋発着
●

※燃油サーチャージ（12月20日現在：目安約17,000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。

第99回

至福の南イタリア・ハイキング
カプリ島と世界遺産アマルフィ海岸 8日間

旅行期間：5月4日
（土）〜5月11日
（土）addeee
● 旅行代金：482,000円 東京発着
●

※燃油サーチャージ（12月20日現在：目安約34,000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。

第100回

スイス・アルプス・スペシャル
絶景の山小屋と山上のホテル 10日間

▲カラフルな家々が斜面に並ぶポジターノの街

▲カプリ島最高峰ソラーロ山より望む変化に富んだ海岸線

第100回達成記念 特別企画

南極半島クルーズ大紀行 17日間

●

旅行期間：6月29日
（土）
〜7月8日
（月） addeee
● 旅行代金：598,000円 東京発着

●

※燃油サーチャージ（12月20日現在：目安約21,000円〜34,000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。

これまで
“地球を遠足”
では世界中の山頂や山域を訪れてきました。
いよいよ100回を迎えて、達成記念企画として「地球最後の秘境」
と呼
ばれている南極を訪れます。
オーシャン・アドベンチャラー号に乗船して
南米最南端のウシュアイアからドレーク海峡を横断してサウスシェトラン
ド諸島と南極半島を巡る、南極クルーズです。特別企画として浪漫あ
ふれる壮大な旅へご案内いたします。

記念すべき第１００回はスイス・アルプスです。グリンデルワルトとツェル
マットを基点とした快適なハイキングはもちろん、山上のホテルや山小
屋にも宿泊します。朝陽輝く山々や赤く染まる夕景のアルプス、星が
降り注ぐ夜空など山の懐で体感できるスペシャルなひとときを過ごして
いただきます。

▲シーニゲプラッテからのベルナーオーバーランド三山大展望 ▲フルーアルプ小屋近くの静かな山上湖・シュテリゼー

旅行期間：11月18日
（月）
〜12月4日
（水） adeeee
● 旅行代金：1,980,000円（予価） 2月上旬発表予定

▲ゾデアックボートで南極海を進む

▲南極半島に上陸しハイキングを楽しむ

『山の遠足』2019年のご案内
〜 大間から海峡を越えて函館へ 〜

〜 しらびそ小屋に泊まる 〜

下北半島の名峰・大尽山とつつじ咲く恵山 4日間
●

旅行期間：5月21日（火）〜5月24日（金）
2月上旬発表予定

新緑の北八ヶ岳縦走と池巡り 2日間
●

旅行期間：6月5日
（水）〜6月6日
（木）
2月上旬発表予定

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。

