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望年ツアー

そこそこ

●１２月 5 日（月）大阪 8:30＝＝福知山＝＝出石
11:30 昼食・自由行動（辰鼓楼・出石城跡など）

たっぷり

午前中・フリータイム（※昼食は各自）
Ａ：散策（外湯、文学碑めぐり、温泉寺など）
Ｂ：城崎マリンワールド（水族館イルカショー）
Ⅽ：香住・海産物ショッピング
ホテル 13:30＝＝豊岡・コウノトリの郷公園
（コ
ウノトリの飛来地）＝＝和田山・パオパオ（小休
止・ショッピング）＝＝福崎 I・C＝＝大阪 17:30

ら、海外旅行ではなく、国内

●12 月 6 日（火）

の一泊二日で、心ゆくまで交
流できる旅を企画しました。
城崎には温泉巡り 以外に、
マリンワールド、文 学 碑 めぐ
り、散策など楽しみが一杯。
ご一緒に楽しみましょう。
事務局長 上村得世

＝＝城崎温泉・古まん 15:30（カニ１杯付き）

東 日 本 大 震 災 から ６ヵ月 が
過 ぎましたが、未 だに復 興 の
見通しも不 透明で、被災 され
た人 々 は苦 しい日 々 を強 いら
れています。
そ んな中 、今 年 の忘 年 （望
年）ツアーは、より 多く の方に
参 加 していただき、かつ、震 災
復興の一助になればとの思いか

飲んで︑食べて︑おしゃべり

すこ～し

毎年、忘年ツアーの記事を見るたびに“行って
みたいなあ”と思う反面、もう少し費用が安けれ
ば・・・と思っていました。
今回は城崎温泉。忙しい私にとっては１泊２日
は参加しやすく、料金もお手ごろ。
若い頃、2～３回、城崎へ行ったことがあります
が何度行ってもいいところ。温泉につかり、丁度
解禁されたカニが食べられる。考えただけで気
持ちワクワクです。 貧乏暇なしの＜森徹＞

城崎文芸館・志賀直哉はじ
めゆかりの文人の作品展示

城崎美術館・温泉寺所蔵の古
文化財と丸山川流域の遺跡
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㈱ センターツーリストの「ケニアサファリの旅 」企画
（ 回目）
は、内容の充実さにおいて、他社にはまねの

上田 千恵美さん

キリマンジャロを見る
ことができ好運でした。
ライオン、象、チータ、
キリン、ヌーなど間近で見
て感動しました。
私は写真が好きなので、
とても楽しい毎日でした。
写真日記を作りたいと思
っています。
でも、一番印象に残った
のは、ヌーとシマウマの川
渡りは最高でした。いい写
真が撮れていたらいいの
ですが。
現地ドライバーやケニ
アを熟知されたガイドの
案内のおかげで、ケニアの
動物や歴史に関心をもつ
ことができました。

小田

順平さん

ケニアでたくさんの野
生動物を見るとほっとし
ます。
動物が群れていても、フ
ァミリーで歩いていても、
そこに動物が生きている
とほっとします。
密猟や気象変動等で草
が枯れ、エサがなくなり動
物が減ることがないよう
したいと思います。
野生動物のあり様は、私
たち人間のあり方にも緊
密に関係しあっていると
思います。
多様な生物が生きてい
ける地球でありたいもの
です。

二人にお聞きしました。

できない自慢の企画です。今回、初めて参加されたお

21

淳子さん

晴天に恵ま
れ、雄大なナイ
アガラ、コロン
ビア大氷原、ロ
ッキーを楽しみ
ました。
トレッキング
ではキニーレイ
クやアグネスで
は少々物足りな
さを感じまし
た。
ラーチバレー
はゆったりと楽
しみました。最
高です。
高田

楽しく旅行させていた
だきました。
７日目のラーチバレー
は圧巻でした。最後の日は
天候もよく、これぞロッキ
ー山脈だと思いました。
南極旅行の次に残る思
い出となりました。

松岡 光子さん

▽
ナイアガラからジャス
パーまでの移動時間が長
く、疲れがピークになって
しまった。
トレッキングは最高に

素晴らしく、ガイドさんも
親切で細かく指示があっ
て分かりやすかった。すば
らしい景色と最高の天候
に恵まれて、楽しくハイキ
ングできたことに感謝し
ます。

Ｍ・Ｌさん

欲しかったですが
原発２ヶ所と風力
発電はやっぱり見
学してよかったで
す。
若州・一滴文庫も
他の旅行社では行
けないとこです。
和気あいあいと
楽しいバスの中、快
適な２日間でした。

下手の横好きのゴル
フ、週２回の卓球。
時間があるとのこ
とでシルバー人材セ
ンターや年金者組合
役員も兼務。
こんな私でもセン
ターツーリスト旅行
参加者は暖かく迎え

平尾鮎子

とアウトドア志向で若
年は過ごす。
近年は 夏山ア ルプス
のお花畑に見とれての
スケッチや、シュロ、
とうもろこしの実を包

てくれ、素敵な絆の集
まりを見せてくれる
のです。

び、一度見学に行
きたいねといって
いたツアーのお誘
いに参加できてよ
かったです。
センターツーリ
ストならではの講
師。現地で活動し
ている議員さんの
生のお話が聞けて
よかったです。も
っと質問タイムが

む葉での昆虫バッタづ
くり、布ぞうりづくり、
４年目の木版画教室、

放射能汚染で起
こった東北のパニ
ックは、若狭に原
発を持つ私たちに
とっても他人事で
はありません。
７月に藤永延代
さんを講師に原発
の学習会をしまし
た。
そこで、いかに
原発が危険かを学

退職して早や９
年。多忙な昨今で
す。元来、趣味が
多く、いわゆる「いっ
ちょかみ」の部類に入
るのかスキー、カメ
ラ、登山、自転車、ボ
ー ト 、 バ イ クな ど経
験。どちらかという

会員文芸欄

旅に出よう

幽間無夢

世界中の誰からも
必要とされなかったとしても
生きようと思う
必要とされていると思うだけで
いい加減にはできないし
息苦しくなってくるのさ
旅に出よう
何も持たずにさぁ・・
何を考えてるのか
わからない人みたいに
人生を棒に振ってみよう

「旅と絆」文芸欄

※俳句、短歌、詩、エッセイなどの

原稿をお待ちしています

絵手紙提供：濱﨑 海雄さん
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第１７回山と温泉の旅

第１回写真展

力作を展示

○期間＝１０月２９日（土）～１１月２４日（木）

NHK 大河ドラマ「お江」

１２時～１９時（最終日は１６時まで）

のふるさと小谷城跡へ

山部会
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※ハーブティを楽しみながらご観賞ください

○会場＝喫茶トゥリーピピット

と

き：２０１１年１１月２９日（火）

（JR 天満駅を北へ３分）

旅行代金：

※阪急天六駅１２番

（お一人様）７９００円（お弁当・お風呂代）

出口より３分（山田

集合場所：旧大阪中央郵便局前

ビル２階）

集合時間：午前８時

電話０６－４８００－
２３５６
※金曜・祝日休み
写真部会

＜写真部総会＆望年会＞
「 た かが 囲碁 、 され

○日時：１１月２５日（金）
○集合：阪急宝塚駅改札口１２：３０～
○会場：がんこ「宝塚苑」 駅から徒歩３分
○会費：３０００円
○申し込み ０９０－５２４３－９７２４（坂倉）

日程変更です！

「囲碁」の代わりにどんな

ど囲碁」―。
「たかが」 名詞でもあてはまる。

有名なのは、高知・池田高

校の嶌監督の「たかが野球、

は、「たかだ か」「せい

ぜ い」 などと 、否定 的

されど野球」だろうか。

さ て 、「 旅 行」 の 場 合は ど

に揶揄する一方、
「され

ど」は、「し かし」「そ

「さこや」お月見会
●１０月１日（土）～
●午後６時～
予告では２４日(土)～２５日(日)とお知らせし
ましたが、３連休による旅館の都合で変更となり
旅行の形態。一方、フーテン

の寅さん のよ うに、目的地、

宿 泊 先 を 決 め ず 、 足 の向 く ま

ま、気の向くままの旅も楽し

いと思う。

いずれにしても、心の奥底

にある、サプライズを求める

気 持 ち が 旅 立 ち の 原点 で は

行」を「されど旅行」に昇華

な い でし ょ うか 。「 た かが 旅

名所旧跡を訪ね、美味しい

させるのが、旅行会社の腕の

見せ所。

物を食べ、景観に感動し、買

物をするのが一般的な観光

うではあるが」などと、 うでしょう。

「 たか が」を 逆接に 表

し 、肯 定的に 擁護す る

場合が多い。

写真に関心のある方、大歓迎で～す。

ました。例年、奈良県吉野町の旅館「さこや」で
開かれている「さこやファンクラブ」の集いに便
乗して友の会の親睦会を開催しています。
参加希望者は電話またはファックスにてセンタ
ーツーリストへお申し込みください。
●会費

１１０００円 (飲み物代別途)
＜日帰りの場合は６０００円＞

●〆切り

９月２０日(火)

