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玉名の初夏を彩る「高瀬裏川花しょうぶまつり」。熊本県玉名市の高瀬裏川（たかせうらかわ）水際緑地に咲き誇る花菖蒲を愛でるまつり。 会場の裏川は
江戸時代からの石橋や石垣などが残っており、会場近くの商店街にある町家と蔵を改造した多目的ホールの高瀬蔵がレトロな空気を楽しませてくれる。

ＪＮ協会第 17 回通常総会開催
須田 寬 当協会理事が記念講演「国内観光の課題と展望」

で登録されるわけではなく、本来の目的は人類共通の遺産を後世に引き継ぐことである▼そもそも世界遺産
危機にさらされ、この遺跡を救済しようとユネスコ（国際教育科学文化機構）が世界に呼びかけ、移築に成功

東京都新宿区西新宿 2 -7-1
小田急第一生命ビル５Ｓ５
〒160-0023

したのがきっかけである。1972 年、世界遺産条約が締結された当時は 12 件だった遺産は、現在 1073 件に

03 5989 0902

なっている▼登録された遺産は保護する条件が定められているが、修繕や保全の費用はユネスコが払うわけ

03 5989 0903

の誕生は、1959 年、エジプトのアブシンベル神殿などのヌビア遺跡群が、アスワン・ハイ・ダム建設計画で水没の

ではなく地元自治体の負担になる。石見銀山、平泉、富岡製糸場などは、登録当初のバブルが弾けて観光客
が減少し、遺産を維持するのに苦戦しているという▼景観維持するために住民の生活を縛る事態も起こって
いる。ドイツのエルベ渓谷では、住民が景観維持より、渋滞解消のための橋を建設することを選び、9 年前に
登録が抹消された▼最近は日本を始め世界各国は、本来の趣旨を外れ、観光地の“お墨付き”や“格付け”獲得
のために利用しているように思われ、
「認められた価値を守る」
という意義が忘れられているようだ。闇雲に世
界遺産を望むのではなく、本来の目的、遺産の維持について考える時期が来ているのではないか。

（北村）

4 月は、航空路線の新規就航や増便、チャーター便の運行

頭、大島理事長が挨拶し、
「今期は、2003 年、小泉首相の「観
光立国宣言」を受けて、東京都から特定非営利活動法人と

して設立されてから 17 回目の総会である。設立当初は観

光の啓蒙が活動の中心であったが、現在は観光の質の向
上と地域振興が活動の中心となっている」と述べた。

破し、これまでで最も早いペースで 1,000 万人を超えた。
による航空座席供給量の増加に加え、訪日需要の高まる
春に向けて各市場で展開した、日本の春の魅力を訴求す

る訪日旅行プロモーションの効果も相まって、訪日外客
数全体としては堅調に推移した。

市場別では、韓国は前年、2016 年熊本地震の影響で訪

30 年度の事業計画では、会員各位の協力により、個人、

日数が減少した反動もあり、16 年同月比 56.8％増の 55

充実とホームページの拡充をより一層進めるとともに、

増の 63 万 8 千人となり 1 位は中国に抜かれたが、1 月か

団体会員の増加に取り組み、情報紙「JAPAN NOW」の紙面

総会終了後は、当協会の理事で、東海旅客鉄道株式会社

が急増し、地域経済への波及効果をもたらしてきた。観光や経済効果に注目が集まりがちだが、これが目的

又、4 月までの累計は 1,051 万 9 千人、累計伸率 15.4％

承認し、平成 30 年度の事業計画と予算を決めた。総会の冒

回通常総会を開き、平成 29 年度の事業報告と収支計算書を

も月一度の頻度で開催する。

いては、推薦内容の抜本見直しを求める「登録延期」を勧告した▼世界遺産に登録されたスポットは、観光客

2 千人であった。

となり、昨年より 18 日早い 4 月 25 日に 1,000 万人を突

行したい。従来通り、多彩な講師による観光立国セミナー

熊本）を世界文化遺産に登録するよう勧告した。一方、
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」につ

録した。こ月を 30 万人以上上回り、単月として過去最高を

記録した。これまでの単月過去最高は 2017 年 7月の 268万

長）は 5 月 23 日（水）、東京麹町の海事センターで第 17

昨年度実施出来なかった外国大使館での講演会を是非実

5 月初旬に、ユネスコの諮問機関が「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
（長崎、

８

鉄道と観光 広島電鉄/ アメリカこぼれ話
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NPO 法人「JAPAN NOW 観光情報協会」
（大島 愼子理事
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観光列車をみる⑨ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
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通常総会記念講演 / COLUMN 緊張感〜

相談役の須田 寬氏による「国内観光の課題と展望」と題す
る講演が行なわれた。
（その概要は 2 面に掲載）。

講演会の後、懇親会に移り、講師の須田 寬氏を囲んで、

意見交換を行った。

4 月の訪日外客数は前年同月比で 12.5％増の 290 万 1千人！
単月では過去最高を記録。過去最速で累計 1,000万人を突破
JNTO（日本政府観光局）の発表によると、2018 年 4 月

の訪日外客数は、前年同期比 12.5％増の 290 万 1 千人で

昨年 4 月を 30 万人以上上回り、単月として過去最高を記

万 4 千人と大幅に増加したが、本年は前年同月比 15.1％

らの累計では 277 万人、22.1％増となり依然中国を抜い
て首位を保っている。

中国は、前年同月比 29.2％増の 68 万３千人で 4 月と

して過去最高を記録した。1月〜4 月の平均伸率は 20.6％

増で、1月〜4 月月累計数では韓国に抜かれて 2 位となった。
他の市場では、台湾、タイ、フィリピン、ベトナム、インド、

フランス、ロシアで単月として過去最高を記録したほか、
韓国、中国、シンガポール、マレーシア、豪州、米国、イタ
リアで 4 月として過去最高を記録した。

尚、観光庁 田村明比古 長官は記者会見で、民泊の届け

出の申請は、3 月 15 日〜 5 月 11日に受付たのはわずか

724 軒で、極めて低調な申請状況であると発表した。現在、
ヤミ民泊を含めた物件は数万件あるとされ、ヤミ民泊の
取締の徹底のため、5 月 21 日に関係省庁連絡会議を開催
する予定である。

JAPAN NOW観光情報協会総会 記念講演要約

国推進戦 略会議 」が設置され、観 光にとって画期的な報

「国内観光の課題と展望」
当協会理事・東海旅客鉄道株式会社 相談役 須田 寛 氏
須田氏は京都府出身。

京都大学法学部卒業後、
昭和29年日本国有鉄道

入社、名古屋鉄道管理局

長、本社旅客局長、
常務
理事などを経て、昭和

62 年 4月東海旅客鉄道

（株）代表取締役社長に
就任。その後、代表取締

告書が発表された。国際観光、国民観光を促進するには
① 面的観光地づくり

② 国際競争力強化のためのソフトインフラ

あった様々な国の料理をアレンジせず、その土地の文

点・地域の視点・それぞれの視点に立って
「1億 総参加の
観光」を推進しようという報告書であった。

「観光立国」実現への隘路打開のために
観光の数値目標には２つの問題点がある。

国は外客数の増加を背景に、観光は順調に推移してい

ると主張しているが、地方では壁にぶち当たっている。
インバウンドは順調だが、観光の多くを占める日本人国
内旅行は大きく変質している。リピーターが増加、情報
社会への変貌に対応する観光政策はバラバラに行われて
統一性がない。そもそも観光とは、文化活動であり、経
済活動でもあり、地域社会、地域経済を再活性化させる
活動だが、その役割が充分に理解されていない。観光産
業は物づくりより下に見られているのが実情である。

観光立国推進戦略会議報告書
小泉首相の観光立国宣言を受けて、平成16年、「 観光立

緊張感と哀愁漂う国境

先輩と思われていることが多い。

の起源に興味を持ち、
「世界まるご

不景気といわれても元気な日本経済であるが、世界に

クを背負って世界の旅を始めた。

観光の隘路になりうるのは①国内観光客、外国人観光

旅の始まりは若い頃にオートバ

ある。30 歳代になるとバックパッ
旅を始めて最初に気づかされた

ボリビアなど大半の国民が貧しく貧富の差が大きい国が
のいく旅が出来ているのは、安定して強い日本円のおか
げであり、世界にはハイパーインフレーションで困って

「世界まるごとギョーザの旅」
発行 / 東海教育研究所
発売 / 東海大学出版部

いる国々も存在する。又、世界のほとんどの国へ自由に

客共にリピーターが増え、各地の観光資源の魅力が逓減

のは、日本では飲み水の心配をし

中小企業が多く、近代化が遅れて経済効果の受け皿にな

べられない地域も多いということである。世界では地域

世界の人々にとって、日本は今でも見

日本のように世界中の料理を食べる国はほとんどない。

入国申請（ビザ取得）時に預金残高証

している②地方で観光の効果を吸収すべき観光産業は、
りえていない

③ 大災害発生時の対策が不十分である。これらの課題を
解決して隘路にしない努力が求められる。

観光立国の更なる前進を目指して
① 特定観光地への偏りをあらため、オールジャパン観光へ

② 観光手法の多様化等によるワイド観光の展開へ
③ 新しい観光産業へ

④ 安全快適な観光へを実現するために、地域間の連携強
化、情報の充実強化、観光統計の整備が必要である。

講演終了後に質疑応答が交わされた。

たことがないが、世界では、水道水が飲めず、生野菜を食

で採れる食材を使った地域独特の料理が食べられる反面、
日本は世界の料理を食べられる珍しい国である。

外国人が持つ日本の印象は、光り輝く秩序の国で、ど

こまでも街並みが続き、自動販売機が壊されもせずにそ

ザルツブルクからの便り
ザルツブルク市観光局・インスブルック市観光局
日本事務所代表 モラス 彩子
春先のイベントイースターも終わり、オーストリアは春。

今年はカラヤン生誕110年記念の年。ザルツブルクはと
うな旅行者とは別に、決死的な覚悟で国を脱出しようとする
リー検問所や、現代でも板門店、パレスチナ自治区とイスラエ
ルの境界線、アフガニスタンとパキスタンのカイバル峠周辺に
今から半世紀近くも昔、ビルマ（現ミヤンマー）
・アラカン州
アキャブ（現ラカイン州シットウエイ）海岸で戦没者慰霊祭を
行っていたところ、ひとりのインド系若者が話しかけてきた。

国を切り離す国境という概念が、現実にはあまりピンとこない。 若者には海外への憧れが強く、外国へ行きたいと夢を熱っぽ
しかし、戦前日本にも植民地支配により満州・朝鮮半島間の大

く語った。ぜひトライするよう力づけたが、自分は生来無国籍

河・鴨緑江や、樺太（現サハリン）
を南北に分断する国境があっ

者だから不可能だと不幸な運命を嘆き、悲しそうな表情を見

た。前者は今では中朝国境線として、
また、後者はサハリン北緯

せた。今にして思えば、あの若者は今話題のロヒンギャ族だっ

50 度線の小高い丘の上に大きな石碑が過去の歴史を証言す

たのだ。彼の悲しそうな顔には、旅券を手にした旅行者が国

る遺物として残っている。

境で夢見る希望どころか、自らの薄幸を嘆く絶望感と厭世感し
か感じられなかった。

ても賑わっています。

さて、川崎市とオーストリア・ザルツブルク市は平成

旅する可能性のあるパスポートの力も大きい。

このような素晴らしい国、日本を訪れようと希望する

えない鎖国制度が残っている国である。
明や、身元引受人が必要な国が多いの
である。国際交流を促進するためには

トルコのぎょうざ / マントゥ
写真：Web かもめの本棚

co. jp / kamome /
このような規則の緩和も必要であろう。 tokaiedu.
contents. php?i = 425

メントは案内板としての役割も果

たしていて、ＪＲ川崎駅、ミューザ
川崎、そしてザルツブルク市の方
向を示しています。

また、この度ミューザ川崎シン

フォニ ーホ ー ル のホワイエにつ

くられた「ザルツブルクコーナー」

が新しくなりました。ザルツブル

４年（1992年）に友好都市提携を締結し、音楽をはじめ

ク市から市の旗、ザルツブルク音

また、東日本大震災の影響で被害を受けたミューザ川

れ飾られています。ザルツブルク

として様々な芸術分野での交流を行っています。

楽祭から音楽祭の旗などが寄贈さ

崎シンフォニーホールの復興に際して、ザルツブルク音

も川崎も音楽の街として有名です。

れました。その支援に感謝の想いを込めて設置されたの

りいっそう強く結びつくことを願っています。

楽祭から20万ユーロ（約2100万円）が義援金として送ら

が、「ザルツブルクの鐘」です。このモニュメントはＪＲ

JR 川崎駅東西自由通路に
あるザルツブルグの鐘
写真：川崎市 Web サイト

これを機会に川崎と9350kmも離れたザルツブルクがよ

川崎駅の東西連絡通路をラゾーナ側に少し進んだところ

にあります。待ち合わせ場所として大変人気があります。

第144回観光立国セミナー開催のお知らせ

中央の鐘はザルツブルク大聖堂の鐘を模して作られて

第 144 回観光立国セミナーを 7 月13 日（金）12：00 より
海事センタービル２階会議室にて開催。要事前予約

おり、午前８時、正午、午後６時の１日３回、鐘の音が

講師：吹浦 忠正 氏
※昼食（弁当）付き
ユーラシア 21 研究所 理事長
会員：1,000 円
NPO法人世界の国旗研究協会 会長
一般：2,000 円
演題：『オリンピックと世界の国旗』

鳴るようにつくられています。鐘の周囲を囲む五線譜は、
ザルツブルク出身であるモーツァルトの代表曲「アイ

ネ・クライネ・ナハトムジーク」の楽譜です。このモニュ

参加費

２

他の国に比べて街中でよく走る。又、世界の国々に比べ
宗教への関心が低い。発展途上国の国々には民主主義の

うざに 似ていることからぎょうざ

ら類推するしか方法がない。

人と人、国と国を分かつ地続きの国境界隈には、希望と別れ、 は、突き刺すような緊張感が満ち溢れている。

現代においても、
とりわけ争いの当事国への陸路の入国は

ちの献身的な活動の影響が大きい。日本人は几帳面だが、

多い。貧乏な日本人バックパッカーでもそれなりに満足

戦前の名曲「国境の町」
の哀愁を帯びた歌詞とリズムが、当時

緊張を強いられる。
そこへやって来る人たちの中には、楽しそ

各国に滞在している企業人、ボランティア、NPOの人た

イで日本全土を巡る旅をしたことで

の満州の寂しい国境周辺の雰囲気を切なく醸し出している。

海に囲まれた現代のわれわれ日本人には、人為的に国と

トルコで食したマントゥがぎょ

なっているのは、世界中に広がる日本製品の品質の良さ、

だと言われる外国人観光客の数値ははっきりしない

人々もいる。かつて東西ベルリンのチェックポイント・チャー

昔も国境には平和と醜い争いが複雑に交錯している。

化を添えて提供する食堂です。

国ではほとんど見かけない。日本人への信頼のもとに

はエクアドル、モザンピーク、東ティモール、ネパール、

♪ 橇（そり）
の鈴さえ 寂しく響く〜♪ で始まる東海林太郎の

と同時に悲劇的な歴史の１コマ１コマが秘められている。今も

旅が好きで、食べることが好きな氏が、世界の旅で巡り

日本は世界でトップクラスの治安のよい国である。電

車の中で眠り込み、網棚に貴重品を置く人が多いが他の

とギョウザの旅」という本を出した。

②日本人観光客数の統計は取れない。消費額や宿泊数か

地方では観光は壁にぶつかっている

と

の4項目を掲げ、住民の視点・国際的な視点・観光客の視

④ 国民観光（運動）
の推進

観光に関する著書多数。会場では、氏の最新著書「図でみ
ながら進められた。（編集部）

久保さんは西武新宿線の野方駅近くに“旅の食堂

とら亭”を経営されている。

① 外国人旅行者の数値は明確だが、そのうち80〜90％位

る観光」が出席者全員に寄贈され、講演はこの本を参照し

こら中にある。

旅の食堂 ととら亭主人 久保 栄治 氏

③ 外国人旅行者の訪日促進

役会長を経て平成 16年
6月から相談役。

第 142 回 観光立国セミナー
「外国という鏡に映った日本」
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過ぎたるは及ばざるが如し
小田急電鉄㈱ 特別社友

利光 國夫

小田急グループには「小田急財団」という公益財団法人

があり、いろいろなボランティア活動を行っている。その
一つに大学生が観光、交通、都市環境などに関する研究を

行う事に対して助成金を支給する制度があり、助成金を
希望する研究生を募集してその中から年三件を選考会で
決定するのだが、私もその選考委員を務めている。

先日昨年度の助成対象になった方三名の研究成果発表

会があったが、その中の一名で T 大在学の女子大生の方

が研究に際してハイデッガーの「存在と時間」を参考文献

の一つに挙げた。つい意地悪心を生じた私は「あなたはあ

ことを漠然とでも理解している人間に注目し、これを人

“ 観光列車 ” をみる ⑨

頭書は岐阜県恵那―
明智間の明知鉄道のも

間とは呼ばず存在していることを理解している存在者と

ので一般車両と郷土料

いう意味で〔現存在〕と呼ぶ、これはそれ自体において〔歴

史的〕であり最適な形で存在論的に照射しようとすれば、
必 然 的に〔 史学的 〕解釈とならざるをえない」そうだが
私には何だかさっぱり分からない。彼がヒトラーに同調
しナチス党員になった理由もおよそ説明し難いところで
ある。

マルクスの「資本論」も冗長にして独断的、非現実的で

完読するに耐えないが、思うにマルクス主義を信奉して
いる人達も実際にこれを完読している人は案外少ないの
ではなかろうか。

「人生というものは突き詰めていけば〔 苦痛 〕でしか

理 の 和定 食（き のこ、じ

鉄道と観光とのかかわり

ね ん じ ょ、寒 天 料 理 等、
季節によりテーマの変

① 鉄道は観光地へのアクセス手段

わる郷土料理）を供する

② 鉄道は観光の付加価値を高める
③ 鉄道への乗車そのものが観光対象（資源）

明知鉄道寒天列車：明知鉄道

「食 堂 車」を 併 結 す る も
の で 一 般 車（自 由 席）は
観光列車としての特別

【 超豪華列車からエコノミー列車まで 】

な料金等は一切なしで

各地に100本に及ぶ観光列車が出揃ったが最近の傾向と

利用できる（食堂車は別

して高い料金ではあるが超豪華列車でデラックス旅行を

料金の予約制で別途食

れを完読しましたか」と尋ねたところ彼女はちょっと口ご

なく、如何なる芸術、学問も一時の慰めに過ぎず、人間

楽しむ列車が話題を呼んでいる。その一方で特別な料

事料金を支払う。運賃一

金を収受せず食堂車を利用する場合の食事代だけの支払

日乗車券つきとして）。

した」と答えたので、これは大変正直な方だと納得した。

は究極のところ諦めるしかないのだ」というショーペン

ハウエルの厭世哲学を克服しようとしたニーチェは、

いで乗れる大衆むけというべきかエコノミーサービスの

「神は死んだ」といってキリスト教の「愛」の哲学を否定

観光列車もあり、そのなかから乗客に自由に選択してい

○「あおまつ」
（京都丹後鉄道）は、〝丹後三兄弟〟といわれ

もしれない。それというのも私自身この二十世紀の代表

し、人間は力への意志によって「超

ただく傾向が出てきた。即ち、高料金高サービスと料金

る「あかまつ」、「くろまつ」、「あおまつ」の 3 両のうちの 1

が安く気軽に利用できる両方向の列車の登場である。そ

両である。3 両とも眺望のよい車窓、快適な眺めの良い座

らである。

人」となる理想を唱えたが、その
結果は精神錯乱をきたして精神病

の両者の代表例をご紹介したい。

席配置（グループむけのボックス席等も）、独特の美しい内

その生涯を終えた。

（１）
「ななつ星」
（ JR 九州）、
「瑞風」
（ JR 西日本）、
「トレイン
スイート四季島」
（ JR 東日本）等

もり気味に「研究に関連ありそうなところを拾い読みしま
もし「はい」と答えたらもう少し意地悪な質問を続けたか

的哲学書を完読する忍耐力を到底持ち合わせていないか

清水義範氏の著書に「考えすぎた人」というまことに面

白い作品があるが、ソクラテスからサルトルに至るまで

古今の哲学者をユーモアたっぷりに紹介している。およ

院の鉄格子のなかで狂乱のうちに
「人間は考える葦である」という

なっている。この列車では観光客と地元の人々が同乗し両
者の間で対話がはずんでなごやかな車内となっていたのを

るように車内に食堂は

実見した。 車内が観光客と地元住民との交流のひろばに

さないのではないだろうか。

勿論寝台設備もありラ

なった、これこそ真の観光列車ではないかと思う。豪華な

ウンジやサロンカーな

観光列車のカゲにこのようなほのぼのとした列車もあるこ

にとってあまり良い結果をもたら

とを特筆しておきたいと思う。

ど車内での居住性やア
私も、過去から未来に向かって一様に流れる絶対的な

ミューズメントも楽し

いる。しかし専門家は、時間という存在は物体の運動の

ななつ星：J R 九州

時間を感じ、残り時間が少なくなってきていると感じて

める列車である。二三
泊で一定のコースを周

他の観光列車のように気動車を改装。車両を一部個室風に

持つ性質を説明するために導入された仮説だとする。物

回し（「ななつ星｣ の場

ボックス席とし、一部は展望席などにした典型的な観光列

理的記述の中の時間は実際には少しも流れていない。あ

合は九州全半周 、「 瑞

車で「鉄道三絶景」といわれる区間では徐行、中途停車の

るのは、静的にみえる固定した時空であり、我々の宇宙

風」の場合は京都大阪

サービスがある。 しかしわずか数席であるが一般客のた

の事象はその中に繰り広げられるのだそうである。

から山陰山陽経由で下
関までを一周する等）

雑把な構造的特性の情報が得られれば生き残っていける

確かに、原子一個といったミクロな世界の理解におい

ては、時間は実在ではなく、色彩とか温度という概念も消

車内泊（地上泊も含

ること自体が進化の過程で発生しているのであり、人だ

色かとか冷たいか熱いかなどと問うことが無意味である。

ズを楽しむ。利用料金

時間も人間的感覚から発生しているから錯覚である。 激しく揺さぶられ、それを脳は熱いと理解するのである。

に及ぶ高額な部屋もあ

観光学博士 寺前 秀一
錯覚を利用したお化け坂が観光資源になっている。セ

ミナー講師の杉原厚吉東大名誉教授が騙し絵を解説し錯
覚の予測ができることを解説された。生存のためには何
でも正しく見えればよいわけではない。正確さが犠牲に
されても、生存にとって十分な特性さえ見間違えず、大
からである。二次元の網膜画像に写る像が三次元に見え
けではなく動物も錯覚を起こしている。

神経の伝達速度からすれば、プロの投手が投げた球は見

滅しているのだろうと頭の中では思う。一個の原子は何

む）で何日かのクルー

原子の乱雑な動きが非常に激しい時、われわれの皮膚は

が数十万円から百万円

時間がその本来の姿を現すのは、極小スケール領域で

る。至れりつくせりの車

大切な足としての役割も果たそうとしていることも観光列車

鉄道三絶景（日本三大車窓）：晴天に恵まれれば、えびの盆地
越しに霧島連山の雄姿が望めます。長野の篠ノ井線や根室本
線旧線と並び称されます。

内サービスと豪華車が
好 評で 抽選が必要なほ

解釈したから発生する錯覚なのだそうである。そもそも

この領域では、時空はもはやなじみ

どの盛況が続いている。

は弦でできているのではない

（２）
「大正ロマン号」
（明知鉄道）、「あおまつ」
（京都丹
波鉄道）、「いさぶろう・しんぺい」
（ JR 九州）等

時間を知覚する感覚器官が人間には備わっていない。そ
れどころか、量子力学をつき詰めてゆくと、時間は実在
しないようである。

のある姿をしていない。専門家
かと考えるのだそうである。

ブームの現在一定の評価が与えられるべきではなかろうか。
写真提供：交通新聞社 明知鉄道

の現象を考えるときである。
これは、
ブラックホー
ルの中心付近のような状況に相当する。

○「いさぶろう・しんぺい」
（JR 九州肥薩線）

めの自由席が設けられており、本数の少ない地元の人々の
瑞風：J R 西日本

えるはずがないのに、プロの打者がボールを見て打った
と感じる、時間順序の逆転が起きるのは、脳が合理的に

６

料金なしで運行して列車数の少ない地元での人気列車と

ズトレインともいわれ

み出してくれる。前述の「存在と時間」を例にとればハイ

錯覚と観光

く一般客用の快速列車（福知山−天橋立間）で全自由席特別

ぬ身の人間が考え過ぎると世の中

がそれも程度問題で、所詮神なら

デッガーによると「在るとはどういうことか、存在という

外装の気動車である。うち、「あおまつ」は特別な列車でな

この各列車はクルー

そ哲学者というものは、普通の人間なら考えもしないこ
とを考え続けて我々凡人にはまるで理解不能な言説を生

明知鉄道寒天列車弁当：明知鉄道

スイート四季島：J R 東日本

図出典：JR九州HPより jrkyushu.co.jp/trains/isaburou̲shinpei/
３

観光の取組み

奄 美・瀬戸内町

奄美 瀬戸内町役場 商工観光課 課長 田中 秀幸
せとうちちょう

動く路面電車の博物館：広島電鉄

毎年7月の第 1日曜日には、
「海
は世界をつなぐ、人をつなぐ」を

広島電鉄株式会社 交通政策本部 交通政策部

合言葉に、変化にとんだ大島海

鹿児島県瀬戸内町は、鹿児島市から南に 350ｋｍ（鹿児島

峡をステージに国内最大規模を

空港から奄美空港まで飛行機で約 1 時間、鹿児島港から名

誇る奄美シーカヤックマラソン

瀬港まで定期航路で約 11 時間）、沖縄県とのほぼ中間に位

I N 加計呂麻大会が開催され、多くの参加者で賑わいます。

か け

置する奄美大島の南部にあり、大島海峡を挟んで対岸に加計
ろまじま

うけじま

よ ろ し ま

呂麻島、更に南に請島、与路島の有人 3 島を含む多くの無人

こ

に

「動く路面電車の博物館」と言われる広島電鉄の路面電車。
奄美シーカヤックマラソンIN加計呂麻大会

や

ゆ い

こうち や ま

今日も被爆電車から最新のLRVまで、いろんな型式の電車

島県が取り組まれている観光プロモーションの名称です。こ
の車両の車内では、広島の牡蠣の新しい楽しみ方「広島はし

町の中心地、古仁屋の背後にある高知山展望所や油井

また、
カープやサンフレッチェ等
地元の団体を応援するために、チ

とくの しま

の文字。これは、広島特産の牡蠣をもっと多くの観光客の
方に知ってもらい、もっと美味しく味わってもらおうと広

が広島の街を駆け回っています。

岳園地では、請島・与路島は勿論、遠くは徳之島まで一

だけ

この車両を外から見たときに「WELCOME TO HIROSHI
MA」のメッセージとともに目を引くのが『牡蠣ングダム』

島を有する町です。町内にリアス式海岸の美しい海峡を有す

望できる絶景が堪能できます。貴重な森には固有種のア

ームロゴやキャッチフレーズ、選手

る全国唯一の海洋の町でもあります。リアス式海岸の深い入

マミノクロウサギやルリカケス等

の写真などをラッピングしたカラフ

り江には 56 の集落があり、約 9 千人が暮らしています。

ご牡蠣」を紹介、ユニークな牡蠣のキャラクターが広島県民
も意外と知らない牡蠣の豆知識を披露しています。
また、この車両の車内を見回すと「ら」の文字を模したロゴ
広電と沿線

マークが印象的な POP が目に入ってきます。これは「日刊わし
ら」
という広島県が運営するＳＮＳサイ

が多く生息していることから、国立

ルな電車たちも活躍しています。

静穏な大島海峡では、真

公園の特別保護地区にも指定さ

当社では様々なデザインの電

珠やクロマグロ、
クルマエビ

れています。今年の夏には世界自

車を運行していますが、今回は広

島の旬な今の情報が投稿されていま

等の養殖が盛んに行われ

然遺産登録が確実視されており、

島県の「観光地ひろしま！おもて

す。サイトの利用者登録を行いハッシュ

ていますが、世界でも希

多くの観光客が見込まれています。

有の美しい海底を誇り、色

古仁屋市街地から東へ向かう

とりどりのサンゴ礁や熱帯

と美しいグラデーションの海を

なし号」を紹介します。

耳寄りな情報を答えてくれると思いますので、広島にお越しの

魚の 行き交う、海の楽園

楽しめるマネン崎展望台があり

「ひろしまおもてなし号」は、国内

（https://washira.jp）にアクセスしてみてください。
際は「日刊わしら」

高地山展望台からの風景

ルリカケス ( 濱田大さん提供）

ラッピング電車「ひろしまおもて

ます。そこからさらに東へ進む

外から広島県を訪れる観光客を

と透明な海と白い砂浜が広がる

おもてなしすることを目的とし、

2012 年には、水深 15ｍから 20ｍ

ヤドリ浜、そしてホノホシ海岸に

の白い砂地に「ミステリーサークル」
と

つながります。ホノホシ海岸は奄

呼ばれる幾何学模様のサークル
（直径
2ｍ）を作る「アマミホシゾラフグ」
とい

アマミホシゾラフグ
（アクアダイブコホロ提供）

う新種のフグが見つかり新たな観光資源となっています。

NEW SPOT

観光客へ向けたメッセージなど
ホノホシ海岸

美大島の中でも特徴的な景観をもち、海岸にはまんまるの
石が敷き詰められており、波が来ると石が転がる音が「カ
ラカラ、コロコロ」と海岸中に響きます。 （120号につづく）
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広電と原爆ドーム

そのほか、車内には外国人観光客へ向けて「HIROSHIMA
電車内装（牡蠣ングダム）

口）を平成30年3月24日から運行しています。

「アメリカン・エキスプレスのルーツ
- 駅馬車会社

55

クレジットカード会社として有名な

アメリカン・エキスプレスは、プライ

｢多彩な｣｢埼玉｣の魅力を｢多さいたま｣とうたい、さい

ベートバンキングや保険、投資信託

たま観光国際協会 ( 清水志摩子会長 ) などが提唱中だ。
埼玉県は首都のベッドタウンとして発展した地域が広く、

アメリカン・エキスプレス®・ゴー
ルドカード

東京の一部の感覚で県独自の特長をあまり PR してこな

ズ・チェックや旅行業なども手がけて

ぶ運送会社として開業された事は、余り知られていない。

1845 年、既に電信会社を設立していたヘンリー・ウェル

さい

感を持ち 1992 年 11 月愛称「彩の国」を制定し、四季の

ズとウイリアム・ファーゴは、1848 年、遠いカリフォルニアで

彩り豊かな自然に恵まれ、産業、文化、学術などさまざま

多彩な埼玉の人気スポットの一つ、熊谷の国宝・歓喜院聖天堂

な分野で発展すると願いを込める。

オカミ信仰、秩父の夜祭、小鹿野や横瀬の地層、景勝長

今年 3 月、県の HP｢すごいぞ！埼玉｣は日本一 11 件を

など金融関連事業の他、トラベラー

いる。しかし、1850 年、駅馬車により旅客と高級貨物を運

かった印象がある。都道府県人気ランキングの下位常連
で一時期｢ダサいたま｣と揶揄されたこともあり、県は危機

瀞など人気スポットは少なくない。

挙げた。快晴日数が 8 年続き全国 1 位、自転車保有が

80 年代初めタモリがテレビで｢ダサいたま｣を頻繁に発

県民１人 0.76 台、節句ひな人形出荷額は 50 年以上連

し、軽く洒落たつもりが流行語にもなった。迷惑な話で今

続で、医薬品・化粧水出荷も１位など。さらに埼玉自慢

では死語になったようだ。埼玉は武蔵国多摩の奥にある

に自転車や航空、通貨、地質学、成人式などの発祥を挙

土地｢さきたま ( 前多摩・先多摩 )｣由来や「たま」( 湿地の

げる。初の保健所も埼玉で、飯能に本邦帝王切開術発祥

電車内装
（日刊わしら）

りたい観光情報を投稿すると、編集部やユーザーの方たちが

「VISIT
FREE Wi-Fi」の 利 用 案 内 や，多 言 語 観 光 サ イト

をラッピングした路面電車で、宮島線（広島駅〜広電宮島

多さいたま

金鉱が発見されたというニュースを聞く。このゴールドラッ

シュで、黄金を求めて西部に向かう大勢の人々を輸送する目
的で、駅馬車会社を設立したのだった。当時のカリフォルニ

アはまだメキシコ領であり、文字通り“地の果て”。鉄道もなく、

HIROSHIMA」などの紹介もしております。
広島の観光に役立つ情報が盛りだくさんな「ひろしまおも
てなし号」。機会があればぜひ一度ご乗車ください。
収めて輸送した。事業が拡大するに従い、この貴重品に目を

つけられ、たびたび強盗に襲われた。なかでも有名なのは
怪盗“ブラックバート”であった。駅馬車もガンマンを雇って護

衛したが、ブラックバートの犯行は 28 回にも及んだ。余談に

なるが映画「ナイト・ミュージアム」の中で、駅馬車は暗号が
ないと止まらない、という場面があっ

たが、
これも強盗対策の一つであった。
やがて、同社は、現物を運ぶより、よ

り安全な｢郵便為替｣業務を世界で最
初に開始した。続いて英国のトマス・

クック社が開発したトラベラーズ・チェ

ックを、より使いやすいよう工夫し、ア

メリカで最初に発行販売して金融業に

参入した。次第にその比重が高くなり、
同社の主たる事業になっていった。

ブラック・バートことシャルル・
アール・ボレス

大陸横断鉄道が完成（1869 年）
した後には、
ウェルス・ファー

ゴ社の独占的な地位は失われたが、鉄道のない場所へのサー

南米周りの船で行くか、3200 キロを数十日かけ、徒歩か馬

ビスとして、20 世紀初頭まで駅馬車業務を続けた。その後は、

意味 )、
｢幸魂｣から来たなど定説は無いが古来｢前玉｣の表

ロッキー山脈と水が一滴も存在しない砂漠が控えており、水

ベラース・チェックの販売が業務の中心であった。1950 年に

之地記念碑もある。大宮は交通の要として東北、上越、 記があり、転じて｢さいたま｣になったことは確からしい。埼
北陸各新幹線が分岐し、地名由来の大いなる宮、武蔵一
玉の県庁所在地を平仮名でさいたま市にするなど歴史的

映画「駅馬車」に登場したような、6 頭だての大陸横断駅

宮氷川神社は 2400 年の歴史で関東一円の信仰を集め

さきたま

さきたま

な地名を嫌って安易に変えるのは郷土愛の不足なのか人

る。熊谷の歓喜院聖天堂は多彩で繊細な彫刻で知られ、 気低位の一要因とも言えそうだが、郷土の魅力を一層掘り
鉄道博物館や盆栽美術館、川越の街並み、三峯神社、オ 起こし多彩な埼玉を大いに育みたい。
4

タグ「＃今広島におるんじゃけど」で知

なし県民運動」とタイアップした

グやシュノーケリング等が楽しめます。

としても知られ、ダイビン

トのロゴマーク。
「日刊わしら」では広

車で横断する以外に方法がなかった。旅の後半は、険しい

増加したアメリカ人の海外旅行をサポートする、旅行業とトラ

一杯が＄100 もすることがあった。

ダイナースクラブがクレジットカード制度を導入すると、アメリ

馬車は人気が高く、
「ウェルス・ファーゴ社」は人だけでなく、

ド会社を買収しカード事業に参入した。プラスチックカードを

送も引き受け、御者台の下に置かれたトレジャーボックスに

カード、プラチナカード制度を導入したのも同社である。

西部に届ける郵便物や、金塊、金貨、紙幣、小切手などの輸

カン・エキスプレス社は 1958 年にアメリカホテル組合のカー

利用する方式を採用して事業規模を拡大していった。ゴールド

5

