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明けまして
おめでとうございます

変革の予感

新年明けましておめ
でとうございます。
思うようには進みませ
んが、国民の力で、世の
中が大きく動き始めて
いることを実感させる
年明けです。たしかな
平和を求めつつ、今年
もまた楽しい旅作りに
力をあわせ、１０００
名の友の会員達成の年
にしたいものです。
ひきつづきのお力添
えをよろしくお願いい
たします。
２０１０年元旦
旅行友の会
会長 古久保暢男

２０１０年１月６日 第 2９号（新年号）（２）
センターツーリスト旅行友の会『旅と絆』

《山田紘三》
新世紀大
酒店の料理
は今一でし
た。緑色広場
酒店の方が
食事は良か
ったし、外の
料理店の方
が味はよか
った。
総体的に
は良かった
よ。
《Ｓさん》
前回ベトナム、今回（中
国）は２回目（忘年会
は初めて）。内容も充実
していて家族的な雰囲
気で誰とでも気軽に話
ができる「だからセン
ターツーリスト」と実
感しています。
同室の上山さんと来
年も是非参加したいね
と約束しました。

《上村 久喜》
毎年、恒例となった格安のセン
ターツーリスト友の会主催の大忘
年ツアーは今年も 月７日から無
錫旅情、蘇州夜曲のうたごえに誘
われて現地を旅することとなりま
した。
一班 名、二班 名は９日、蘇
州に合流。坂倉さんの司会で進め
られた宴会はゲームに歌にと年を
忘れさせる内容。
笑いに笑って、シワをふやした
感じの忘年会となりました。１５
００年前の歴史をとどめる運河と
街並み。来年の世界万博のために
急ピッチで進む上海の都市化、新
旧取り混ぜて
の中国の顔を
垣間見た旅で
した。
参加された
皆さん本当に
ご苦労様でし
た。来年もま
たお会いした
いものです。
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合同懇親会でのゲーム遊び

“旅”をしたい・・＜その３＞

※いきいき元気お手伝いマン 桜井市・辻野忠男さんのシリーズです

「大股で、地面を蹴
るように」のウォーキ
ングは、運動慣れして
いない人には「危うい
こと」です。
人はお尻で歩く動物
（馬は「太もも」走り
動物）です。
（サル時代
の）木登り用の筋肉で、
両側から押さえる様に
発達しました。よって
地面を踏みしめるよう
に歩くべきです。ヒヅ
メもないのに、「蹴り
足」では体を痛めるだ
けです。
股関節の硬い人が大
股で歩くと、
（重心移動
ができず）バランスを
崩し、ひざや腰を痛め
ます。
人の足（足首から下）
は、３つの大きな特徴
があります。

①「大きなかかと」
（足偏

に重いと書く）立ち足で、
ここでしっかり立てば、
ひざがぶれません。
②「土踏まず」アーチ型
の足は、クッションにな
り、
（地面からの）脳への
刺激を和らげます。
③「まっすぐ前を向いた
五本指（趾）
」急に止まっ
たり、方向転換のための
指です。ここで地面をつ
かむような「爪先立ち」
は、腰痛や肩痛の原因に
なります。
歩くことは前に進むこ
とです。かかとで着地し、
土踏まずに沿って体重を
前に移動させ、五本指
（趾）をしっかり伸ばし
て歩くようになっている
のです。
（つづく）
〔いきいき元気お手伝い
マン 桜井市・辻野忠男〕

親子連れで参加
《丹羽きみえ》
今回初めての海外旅行
で、その上、親子連れで
あつかましながら重ね重
ねお世話になりました。
皆様の心配りで無事に
忘年ツアーを終えること
ができたことを感謝して
います。ありがとうござ
いました。
中国の社会・文化を感
じる事ができ、日本人で
あることを嬉しく、又少
し複雑な気持ちでした。
日程としては中国の表と
裏を体験できるツアーで
意味深いものだったと思
います。
二泊三日程度のツアー
くらいが個人的には無理
なく参加できそうかな。

東京から
参加しました

真珠見学

《田口 誠雄》
東京から参加したと言
うだけで熱い歓迎をいた
だき恐縮しています。
今後いろいろなツアー
が計画されているとのこ
と。機会があれば参加し
たいと思います。
今回、貴州省に行かれ
た方とはお会いできませ
んでしたが、近西さんを
はじめ、皆様と楽しい４
日間を過ごさせていただ
きましたので満足してい

ます。
関西の方々の会話と芸
達者には感心しました。
「観光地巡り」より印象
に残りました。
会員数９００人とは驚
きです。役員さんのご苦労
は大変なものがあろうか
と思いますが、友の会が
益々発展することを祈念
いたします。
４日間、ありがとうござ
いました。

運河

旅の余韻・・余韻・・余韻・・余韻・・
こんなとこ

旅の余韻
あんなとこ

２０１０年１月６日 第２９号(新年号)
センターツーリスト旅行友の会『旅と絆』
（３）

大湖遊覧

《Ｍさん》
今回の友の会の
忘年ツアーは、いつ
もながら和気あい
あいと、巷の格安ツ
アーが目白押しの
中で安心とやさし
さに包まれて心ゆ
くまで楽しめた旅
でした。
オプションの運
河・夜景めぐりは、
川面に映える光が

幻想的で灯籠流しの様で
もあり、初めての体験で
すばらしい想い出になり
ました。また、最終日に
は上海の裏の部分も少し
見れ、次回訪れる時は万
博で取り壊された町並み
を散策できるかな。
リュウさんはじめ添乗
員の清野さんの心配りと
対応に心より感謝しま
す。また、機会がありま
したら参加したいです。

センターツーリスト旅行友の会『旅と絆』

２０１０年１月６日 第２９号（新年号）
（４）

白 銀 の世 界 に魅 入 られて
飯尾まさ子
やっと実 現 ！
片山悦子

一度は訪れたいと思っていた曽爾高原。やっと実

こともあるからダメ）

奈良にいながら、曽爾村は遠い存在。そん

その１、牛のように黙ってよく働くこと。（馬は暴れる

現できました。

紹介。

な折の日帰りのツアー。曽爾高原のススキは

る条件を牛・犬・羊・豚・鶏の５つの動物に例えて

一面のススキの原、キラキラ光る穂がなんとも

才です」と自己紹介の後、中国で夫として求められ

幻想的な銀世界をつくりだし、ススキの道を

笑わせることでは秀逸だった。「私はアラフォーで４５

優しく迎えてくれました。お亀池から亀山峠へ。

昨年の忘年ツアー時、無錫の女性ガイドは客を

歩いて丘に登ると奥深い山並みに、「鎧岳」、

撮影場所は奈良（東大寺・奈良公園）

そして亀山の頂上へ。途中、岩場で一歩、一歩足

次回は、2010 年 2 月 24 日～25 日（１泊２日）

「兜岳」が見え、絵になる景色でした。

し」と入会をよびかけています。例会は隔月に予定。

元を確かめて登ったり、下ったり。汗びっしょりで

「プロ級の方もおられ、腕前があがるのは間違いな

お弁当はおにぎりがぱさぱさ、チーズとソ

かに合評会。翌日は、パーク内で撮影。部には、

す。渡る風が気持ちよく、久しぶりにハイキング

宴会後、持ち寄った写真を囲み、深夜まで和や

全快祝いは温泉。入浴後の帰路のバスの中での缶

どを確認。役員は、永柳雅英氏ら１７人を選出。

ビールで乾杯！楽しい、楽しい一日でした。

に努める」、「友の会総会会場で写真展を開催」な

ーセージだけでかなり不評でしたね。私がつ

ング催行に同行し、撮影や撮影の助言、アドバイス

を楽しめました。

互いの写真撮影技術の向上を計る」、「旅、ハイキ

くったわけではありませんが奈良県民として

総会では、「写真を通じて、親睦と友好を深め、お

足の怪我のリハビリの仕上げが出来たようです。

には１１人（女性４人）が参加。

皆様にあやまらねば・・。

１１月２４・２５日、写真部発足総会と記念撮影会

最後はお亀の湯でホッコリと。 日帰りツア

ーを楽しみました。

写真部発足後の懇親会

山部会のお知らせ
新緑の上高地ハイキング
自由散策３～４時間コース
日程 ２０１０年６月７日（月）～８日（火）
費用 ２５，０００円
※詳細は旅の絆“春号”で紹介

その２、犬のように忠実であること。
その３、羊のようにおとなしいこと。
その４、豚のように残り物をよく食べること。
その５、鶏のように早く起き、朝ご飯の準備もする。
中国でも女性の社会進出がめざましく、「強くなっ
た」ようだ。
「え～っ！ その５つの条件は僕にもピッタリ！！」

２０１０年度友の会総会ご案内
日時 ２０１０年４月３日（土）１０：００～
場所 第一部 繁昌亭落語会
第二部 大阪グリーン会館２階会議室
①年次総会と
②繁昌亭支配人（恩田雅和氏）の講演

