気象と
天気の話

花や動物の動きで季節を感じる

、
とかげ、うぐいすなどの動

物の初見や初鳴も観測し
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ています。珍しいものです

桜前線が徐々に北上し、開花や満開を迎えている所も

あることでしょう。桜が開花や満開を迎えると、全国各地

と、石垣島や宮古島で、さ

台では天気や気温などの気象の観測以外にも植物や動物

初見を観測しています。

しばという渡り鳥の南下の

の気象台から開花や満開の便りが届きます。各地の気象

東京都知事が認証した「都市・環境・観光 NPO」が発信する隔月刊情報誌

植 物 や 動 物 の 観 測 は、

などの生物季節観測を行っています。桜など全国で見ら

れるもの以外にも、その地域ならではの植物を観測して

https://tenki.jp/

毎年、気象台の敷地内など同じ場所で定点観測をし、季節

いる所もあります。例えば、沖縄はデイゴやてっぽうゆり、

の遅れや進み具合を表す指標にしています。今年の桜の

クの開花など、地域によって様々です。また花などの植物

出す植物や動物たちも桜の開花のように平年より早くな

富山ではチューリップ、長野はあんず、北海道はライラッ

だけでなく、とのさまがえる、ほたる、もんしろちょう、
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厄除け、悪魔払い、雨乞いなどに行われてきた獅子舞。4 月 3

魚住 隆彰（北陸：元北陸鉄道相談役）長尾 亜夫（九州：西日本鉄道相談役）梅原 利之（四国：四国旅客鉄道顧問）

日の日本神社春祭り、10 月 17 日の石神神社秋祭りに舞が披
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露される。
「日本神社」は全国で唯一「日本」の名が付いた神社。
徳川中期の元禄年間が始まりと伝えられる小平獅子舞。3体ある獅子頭の1番と2番の獅子が雄。雄には頭に2本の角がある。3番の獅子は雌で、頭に擬宝珠を持つ。

河西宏和（日本観光学会最高顧問） 角 廣志（特定非営利活動法人ふるさとテレビ副理事長） 望月義人（筑波学院大学教授）
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平成 30 年度の予算、事業計画の状況報告と
令和 元 年度の計画を検討

辛島保馬（元JTB 国会担当、佐藤和弘公認会計事務所相談役）
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も清水寺、金閣寺、二条城など有数の観光施設があり、押し寄せる観光客の興すオーバーキャパシティー問題に直面している
▼オーバーツーリズムで悩んでいるのは京都だけではなく、バルセロナ、ベネチア、アムステルダムなど世界の観光をリードし 東京都新宿区西新宿 2 -7-1
てきた観光地が既に経験をしており、様々な対策が講じられている▼観光業界でもオーバーツーリズム問題への関心も高まっ 小田急第一生命ビル５Ｓ５
ており、財団法人日本交通公社の機関紙「観光文化」では 1 月号で“観光客急増で問われる地域のʻ意思ʼというテーマで特集を 〒160-0023
組んでおり、バルセロナ、ベネチアなど国際観光都市や近江八幡、湯布院、鎌倉、銀座などの取り組みを紹介している▼中で

がゆえに、改善が必要な事例と提言を、
「宿泊」
「オーバーキャパシティー」
「交通・公共工事」
「マナー」
「文化」
「理念」などの
項目ごとに行っている。世界の観光地での事例などが紹介され、納得させられる提言も大変多い。しかし一部の観光業者は反
対するだろう意見もある▼現在、日本が直面している、少子高齢化に伴う人口減少、地域の過疎化、空き家問題、経済停滞な
どの社会課題を救う可能性を持つのが観光であり、一大産業に育てて行く必要がある。観光公害が進行して手が付けられなく
（北村）
なる前に、一刻も早い、国、地域、観光業者などが一体となってオーバーツーリズムに取り組む体制の構築が望まれる。
８
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月としては昨年 2 月の 250 万 9 千人を 9 万人上回り、過去最高を
東アジア市場においては、旧正月（春節）が本年は 2 月上旬に

第 18 回通常総会は令和元年の 5 月 21 日（火）午後 3 時

なったことにより、旅行需要の一部が 1 月末に移動した市場もあり、

記念講演会の講師には、当協会の理事須田寛氏に決まった。

る 1 月、2 月の合算値は、前年同期比 5.6％増の 529 万 4 千人で、

から、東京麹町の海事センターで開催される。議事終了後の
講演会終了後は懇親会を開く予定で参加費は無料。

昨年度から継続の「城と街道（みち）」の他、別途「観光立国」

述べていた▼京都では 2013 年には 113 万人だった外国人宿泊者数が 2015 年には 316 万人と急増しており、祇園以外に

客が引き起こす観光公害には、適切なマネージメントとコントロールが必要であるという趣旨で書かれている▼観光を愛する

記録した。

求めることを決めた。

立国情報の紹介を主要課題として推進する。出版企画は、

真を撮りまくるパパラッチ観光客、舞妓さんの着物に触ったり袖を引っ張る観光客、置屋の玄関をいきなり開けて入り込む、な
どマナーの違反の観光客が後を絶たず、TV でインタビューを受けた地元の住民は声を荒げて、祇園に観光客はいらない、と

カ生まれの東洋文化研究者のアレックス・カーで、80 年代から京都の町屋や、地方の古民家を一棟貸しの宿泊施設に再生す

画を審議した。5 月に開催される通常総会に上程し、承認を

月開催している観光立国セミナーや研究会、見学会を観光

ことが多くなった▼京都の祇園、花見小路には観光客が溢れており、お座敷に出る芸妓さんや舞妓さんの顔先で、スマホで写

る事業をおこない、国土交通省からの任命で「VISIT JAPAN 大使」
として観光振興に携わっている人物である。急増する観光

日外客数推計値は、前年同期比 3.8％増の 260 万 4 千人で、2

年度の決算見込みの報告と 2019 年度の予算案、事業計

かに増やすか、理事、会員が一体となって取り組む。ほぼ毎

は中国人観光客の“爆買い”が話題の中心であったが、昨年当たりからは“オーバーツーリズム”がテレビなどで取り上げられる

ＪＮＴＯ（日本政府観光局）の発表によると、2019 年 2 月の訪

月 26 日（火）、東京の海事センターで理事会を開き、2018

事業計画としては、まず減少気味の個人・団体会員をい

毎年、1 月末から 2 月上旬の春節の時期になると、インバウンドの話題がマスメディアを賑わす。数年前まで

も小生が推薦する、一読に値する本は今年 3 月に発行されたばかりの「観光亡国論」
（中公新書ラクレ）である。著者はアメリ

ＪＡＰＡＮ ＮＯＷ 観 光 情 報 協 会（大 島 愼子 理 事 長）は 3

2 月の前年同月比は 3.8％増の 260万 4 千人。
2 月としては過去最高

訪日者数は前年同月比で微増となった。旧正月休暇シーズンであ

本年 1 月は訪日者数 268 万 9 千人、前年同月比 7.5％だったので、
2 月は訪日者数、伸び率共に 1 月を下回った。

東南アジア市場のベトナムにおいては、旧正月（テト）休暇により、
前年同月比 60％を超える高い伸びを記録したほか、新規就航や
増便により、航空座席供給量が増加したタイにおいても好調な伸

びを記録した。欧米豪市場においては、クルーズ船需要が好調で

関連の本の出版を検討する。当協会が支援団体として登録

あった米国、カナダにおいて堅調な伸びを記録した。

どへの観光講師派遣業務をより強化し積極的に働きかける。

て過去最高を記録した。

増加に努めると共に、講師派遣などで事業収入を増やすこと

外客におけるシェアは 80％近くを占めていたが、今年は 77.5％

されている「地域デザイン学芸員」や地方自治体や商工会な
新年度の予算案では、赤字決算を回避するために、会員

市場別では、台湾、英国、イタリアを除く、17 市場で 2 月とし

昨年 2 月には東アジア４か国（韓国、中国、台湾、香港）の訪日

により、収入増を図ると共に、費用面では 10 月に予定され

に減り、その分、東南アジアとインドや欧米豪のシェアが増加して

特に費用に占める割合が大きい家賃の賃貸料の値下げ交渉

訪日旅行市場を取り巻く環境は日々変化しているので、今後は的

ている消費税アップによるコスト増を勘案し、経費の削減、
や事務所の移転などを検討する。
JNホームページ
パスワード

いる。 現在、世界情勢は不安定であり、旅行先も多様化しており、
確な市場分析とプロモーションが望まれる。
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“ 国のたからもの”

― 新しい観光資源 ―

「国のたからもの」といえば、その言葉からまず「国宝」

（文化財）を連想する。

パ ー クと 呼 称）
し

LCC 航空会社とピーチ航空の将来

2月8日 海事センター

「体験、活用型の空

間へと集中改善す

した。そして国では

年これに準ずるものとして登録有形文化財の認定も行な

等を活用する観光

このような 文 化 財

PEACH AVIATION 執行役員
事業戦略室長

轟木 博一 氏

る」ことを明らかに

文化財保護法で、文化価値が高くたぐいない国民の宝を

「国宝」、
「重要文化財」等に指定することとされている。近

第150 回
観光立国セミナー

ド 化（ナ シ ョ ナ ル

株式会社は2011年に設立された、関西

国際空港を拠点とする格安航空会社で（株）ANAホール
名古屋城本丸御殿 ( 写真提供：JR 東海 )

ディングの連結子会社であり、関西国際空港から片道4時

拠点約 200 箇所を整備することとなった。

間圏内の都市に就航している。LCCとしては「空飛ぶ電

文化財保護法ではこれらの文化財は「公開を原則とする」

観光拠点となっている例をみる時、従来保存重視のため

料金を提示して新しいマーケットを開拓するべく、20〜

成立した経緯等もあり、どちらかといえば保全保護を重視

「ディスカバー」されることは日本の観光にとって画期的

る。又、LCCはインバウンド拡大、「観光立国」の担い

ろか逆に非公開としたり公開時間、場所等が制約されたり

観光は持続的なものでなければならない、同時に文化

破の式典では、関西空港でLCC利用の中国から来日した

われるようになった。
「国宝」は姫路城などがその代表例で

観光資源としても最高の価値をもつものといえる。しかし

姫路城のように城を中心として人口数十万の大都市が

車」感覚で、日常旅行経験を拡大してもらおうと、格安

公開が制約されていた文化財、国立公園などが文字通り

30歳代をメインターゲットとして、SNSで発信してい

なことといえよう。

手でもあり、昨年12月18日の訪日外国人客3,000万人突

市民の目につきにくい状態となるものが多かった。又保護

財の価値も永遠に保持されなければならない。このよう

王さんに記念品が贈呈された。

減耗を防ぐことが求められ、公開をはばかる動きを助長し

等）保有者、所在地の住民、そして訪れる観光客の観光資

後の場所を本社とし、自動チェックイン装置を金属でな

が資源を減耗させることを防ぐような手法によるべきこ

のみを使用することによって運行を効率化して、格安料

つながるような施策を考えなければならない。例えば森

ブランディング・イノベーションを社のコストストラテ

と規定しているもののこの法律が法隆寺の火災を動機に

したために「国宝」
「重要文化財」に指定されると公開どこ

についてもきびしい規定がなされており、この点から極力

たのではないかと思われる。このたび観光立国政策に伴な
い、国は文化行政の方向転換をはかることになった。即ち

「活用こそ最高の保全」と考えることである。

国は現在の観光行政の指針である「明日の日本を支える

観光ビジョン」に於て「文化財を保存第一から観光客目線で
の理解促進」に努めることとし「文化財等魅力ある公的資

産をひろく国民そして世界に開放する」ことを明らかにした。
例えば赤坂迎賓館、桂離宮等の常時公開、そこへの見学

などもはじめられた。

又国立公園も昭和初年制定以来公園指定地域の自然環境

景観保全に重点をおいてきたが、うち数箇所を観光ブラン

「猪突猛進」の臨場感

な要請から文化財の観光資源化については資源（文化財
源保全保護への協働が求められることになる。観光行動
とは勿論、一歩進んで観光行動が即観光資源保全保護に

金を提示している。運行品質・コストマネージメント・

メニューとして考えること、又山岳観光、社寺観光等に於
て入山、拝観料等を観光客に求めそれを保全保護費用に
あてる等である。観光が観光と資源保全保護活動を一体
としたシステムとして進められるように工夫し、そこか
らより大きい観光効果を得ることが観光資源保護活動に
つながるようここでも関係者の連携協働が求められる。

ねぇから早ぅこっちへ来んか！」と大声で叫んだ。どんどん

平成時代の掉尾を飾る今年は、干支でいえば「猪」の年、
「亥

猪が大きく迫ってくる。咄嗟に友の後を四つん這いになっ

年」に当たる。猪は真っ直ぐ突進し、急には進路を変えられ

て斜面をよじ登った。後を追ってきた猪はそのままわれわ

ない動物だということを目の前で実感したことがある。

れの前をドタドタと走り抜けていった。まさに間一髪だった。

京都市内の野外で遊びまわっていた中学生生活も終わり

あの時友が咄嗟に声をかけてくれたおかげで命拾いした

に近づいたころ、学校から帰っては毎日のように仲の良い

が、普段から近所の大人たちに山で猪に出逢ったら横へ逃

友だちと山に入っては野鳥を捕まえていた。冬休みに入っ

げろと警告されていたと言っていた。実際猪は目の前をあっ

たある日の朝、メジロを捕獲しようと友とカスミ網を嵐山

という間に走り去って行った。後を追ってきた猟師らが、一

近くの山中に仕掛けた。午後になって獲物がかかっていそ

本道に転々としたたり落ちていた血痕を指さして「手負いの

うな頃合いを見計らい土手の一本道をカスミ網の現場へ向

猪は荒っぽいからずっと危ねえぞ！」と脅かすように言った。

かっていたところ、突然ズドンと不気味な鉄砲の音が聞こ

目の前に見たこのスリリングな一瞬こそ、まさに「猪突猛

えてきた。しばらくすると後ろの方からガヤガヤと大人た

進」そのものだった。その時その言葉の迫力ある意味までは

ちの話し声が聞こえてきた。突然「あっちだ！」と叫ぶよう

分からなかったが、後になって全身で感じたこの恐怖感こ

な大きな声がしたので振り向いた途端、思いも寄らない光

そが、現場で猪の怖さを実感した真の「臨場感」だったので

景に仰天した。デッカイ猪がわれわれ２人に向かって突進

はないだろうか。

して来るではないか。友が「危ねぇ！逃げろ！」と言って急
に走り出し、左手の草付きの斜面を登り出した。続けて「危

この騒ぎでメジロはどうなったのか。あの日から 65 年が
経った今もまったく記憶にない。

第151 回
観光立国セミナー

異文化社会への対応 ―
アンマン空港事件の教訓

3月8日 海事センター

毎日新聞・論説特別顧問

伊藤

芳明 氏

伊藤さんは毎日新聞へ入社後、大阪社会部を経て長く

外信部で活躍され、カイロ、ジュネーブなどで駐在勤務さ

れた。伊藤さんが外信部長だった 2003 年 5 月に事件が

起こった。イラク戦争の取材の為現地に派遣されていた

同社のカメラマン A 氏が取材終了後、帰国出国の際アン
マン空港で拘束された。バクダットへの途中、路上に落ち
ていた釣り鐘型の金属 2 個を記念として拾い所持してい

たのが X 線検査でひっかかったのだ。荷物チェックの係

53％、外国人の比率も高い。

現在、関東での知名度は今ひとつであるが、那覇を第二

の拠点とし、仙台、札幌の拠点化も進んでいる。本年 10

月にはバニラ航空との経営統合が予定されており、もう

少し飛行距離が長いエアバス A-321 を新たに購入して路
線を拡大する計画もある。中間

層が増大し余暇が増えている

近隣諸国からの訪日客が期待さ
れるし、都 市 近 郊 の 近 場 の 需

要を格 安で地 方 へ 誘 導すべく
“ピーチが飛ぶとライフスタイルが

変わる”と呼びかけることによっ

て新規需要の開拓を目指したい。

ピーチ航空就航図
ピーチ航空 Web サイトより
https://corporate.ﬂypeach.com/about/

ピーチ航空 A - 320 型機

メディアへの対応では日本人

記者と現地を含む外国人記者
とは関心を持つ事項が違うこ

となど様々な困難があったが、
幸い伊藤氏はカイロ支局駐在

アンマン

ヨルダン

Google Map
（ヨルダン・ハシミテ王国部分を着彩加工）

の経験があり、イスラム式の拝礼に参加したりして好意
的に評価され、困難を乗り越えることが出来た。
新刊本紹介

私の鉄道人生 半世紀 を発刊
鉄道ファンだったことから国鉄に入社し、｢鉄道人｣と
して半世紀余を過ごした著者の今日までの人生を振り

官（軍人）が電話で上司に相談している最中に手の中で爆

返った書です。駅 員 や 本 務 車 掌も経 験。

た。A 記者は軍事法廷で禁固 1年半の実刑判決を受けたが、

さまざまなアイデアを実現したことで知ら

発し、本人が死亡、周囲にいた同僚や乗客ら 5 人が負傷し

失敗と挫折の鉄道人生と著者は言うが、

その後国王恩赦を受け釈放され帰国した。

れています。自分の経験から学び取った

機関や遺族、被害者家族への謝罪や補償交渉など事件処

ファンならずとも必読の書と言えます。

伊藤さんは事件の 2 日後に現地入りし、国王を初め各

教訓を若い人たちに伝える本書は鉄道

理の対応をされた。その過程で異文化社会、特にコーラン

の影響が色濃いイスラム社会の対応に苦慮された。“目には

目を”の世界観を持つ社会での遺族、被害者家族への謝罪

と補償交渉。ヨルダン国王への謝罪には毎日新聞社長が
対応する必要でありと判明し、出馬願ったこと。イスラム

の死生観は日本のようにウエットではなく対価を示す必要

があること。犠牲者の墓への墓参が断固拒否されたこと。

２

計上している。客層は20〜30歳代が中心で、女性客が

ピーチ航空は関西空港ターミナルの撤退した百貨店の

く強化段ボール製にした。航空機材も180人乗りのA-320

林観光で観光客に植林、間伐等の保全作業を体験観光の

ジーとしている。このような努力の結果5期連続黒字を

第152回 観光立国セミナーを 4月 12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
講師：田阪 友隆 氏（NHK インターナショナル）

演題：
「いま日本から注目を浴びている『バルカン半島』の観光」

参加費：会員 / 1,000 円 一般 / 2,000 円 ※昼食（弁当）付き
7

地域の取組み

解読不能のナヴァホ暗号

島根県松江市

100年前の提案

10 年ぶりのホーランエンヤ（船行列）5 月開催
伝統・ホーランエンヤ協賛会

大福

小田急電鉄株式会社 特別社友 利光 國夫

健文

近 代 戦 争では、敵 の

本年2月13日は第一次世界大戦終了後開催された「パリ講和
会議」から100年目、我が国の次席全権大使牧野伸顕が「国際連

松江城山稲荷神社式年神幸祭は、その勇壮な掛け声から

暗号を解読できるかどう

広く
「ホーランエンヤ」
という名で親しまれています。松江市

か、が 勝 敗 に 大 きく影

盟委員会」において連盟規約前文に
「人種差別撤廃」を明記する

内にある稲荷神社に祀られた御神霊を約 10 キロ離れた同

響を与える。 第 2 次世

ことを提案した日である。それまで国際会議の場においてこのよ

市東出雲町の阿太加夜神社に船でお運びし、7 日間にわたっ

界 大 戦 初 期 に、ドイツ

うな提案がなされたことは皆無であり、世界史の上で極めて画期

て五穀豊穣や市民の幸福を祈願し、再び稲荷神社にお帰り

軍が導入した暗号機「エ

的な事実であった。
しかるに我が国のマスメディアでこの記念す

ニグマ」を巡る連合軍と

べき事実を報じたものは殆ど無かったのは何故だろうか。

になる船渡御祭です。
今から 370 年前の慶安

松江城山稲荷神社式年神幸祭 ホーランエンヤ

ホーラエンヤ 櫂伝馬船

ナホバの家族（20 世紀前後） 写真：Wikipedia

ドイツ軍の情報収集合

戦前の「大日本帝國」はすべて「悪」であるとする
「東京裁判史

元 年（1648 年）出 雲 の 国

壮かつ華麗な櫂伝馬踊りが奉納されます。約 100 隻、約 1

戦では、連合軍の暗号解読者たちが解読に成功した。このこ

観」に依って立つマスメディアにとっては、100年前にこのような

は天候不順で大凶作が予

キロにも及ぶ大船団は阿太加夜神社へ向かいます。御神霊

とが連合軍を勝利に導く一因となったのは、よく知られている。

歴史的事実があったというのは余程都合の悪いことなのであろう。

想され、これに心を痛めた

は神社に安置され、7 日間にわたる大祈祷が行われます。

松江藩主松平直政公（徳川

中日の中日祭は、阿太加夜神社で行われるお祭りです。櫂

一方、太平洋戦争では、英語を使用した暗号が日本軍に解

この「人種差別撤廃」提案が提出されるというニュースが流れ

読され、作戦行動に支障をきたした米軍は、ナヴァホ・インディ

ると、議長国である米国の黒人社会指導者達が日本への期待を

家康の孫）が稲荷神社の御神霊を阿太加夜神社にお運びし、

伝馬船の踊り手たちが陸船に乗り替え船上で櫂伝馬踊

アンの言語を使用した暗号を考え出した。この言語を使用す

表明し、パリに向かう途中ニューヨークに寄った日本全権団に
「米

何日にもわたり豊作の大祈祷をさ

りを披露しながら参道を進み、境内でも踊りを奉納します。

ることによって、日本軍に情報が漏れるのを防ぐのに成功した

国の黒人は人種問題に真剣に取り組んでいる日本に最大の敬

せました。見事に満願成就したこ

還御祭は、御神霊が初日とは逆の経路をたどって、 再び

のだ。

とから以来 10 年目毎に御神幸が

稲荷神社へお帰りになる神幸祭です。五大地の人々は絢

ナヴァホ語は、アジアやヨーロッパのどの言語ともつながりを

爛豪華な船行列でお供をし、 大橋川で一糸乱れぬ櫂伝馬

持たず、アメリカ人でさえ、この言語の研究をしている者は数十

一方で植民地支配に依って成り立っている多くの白人諸国に

踊りを奉納します。そして、 城山稲荷神社の祭典の後再

人しかいなかった。ナヴァホ族は、大きな部族だが、書き文字を

とっては「人種差別撤廃」はまさに死活問題であり、理念は別にし

月 18 日（土）、中日祭 5 月 22 日（水）、還御祭 5 月 26 日（日）

び櫂伝馬踊りを奉納し、9 日間に及ぶ式年神幸祭は幕を

持たず、英語を話せる男が少なく、各部隊に暗号要員として配

て実行となると容易に賛同し難いのも事実である。実際に日本の

です。渡御祭は、城山稲荷神社の御神霊を神輿船で阿太加

閉じます。

属するためには訓練が必要であった。さらに、前線に配属する

提案に反対している諸国の全権団には、個人としては賛成だが

行われるようになりました。
開催日程は、渡御祭 2019 年 5

ホーランエンヤ中日祭

夜神社へお運びする船渡御祭です。大橋川に架かる 4 つの
大橋の間で色とりどりの装飾をした 5 隻の櫂伝馬船上で勇

アフリカ大陸中南部の旅行から見えたもの

レユニオン島のラグーン

松江市の取組みは、このような伝統文化の後継者の育
成に努め、特に子供たちに伝える活動をしています。

て認識させられた。道を歩いているときは、例外なくニーハ

意を払うと共に、世界中のあらゆる人種差別と偏見を失くすこと
に尽力してほしい」
という趣旨の「嘆願書」
を渡している。

前に解決しなければならない、幾つかの問題があった。言語そ

国の実情から反対せざるを得ないという者が相当数いたようで

のものは、近隣の部族にも理解できない、難攻不落ものであっ

ある。
日本側もそのあたりは理解していて、特に期限は設けず「で

たが、ナヴァホ語にはない軍事用語を、敵に悟られないで、ど

きる限り早めに」
という趣旨に提案内容を和らげていった。その

のように表現するかというものがその一つである。結局、飛行

結果最終の採決では、賛成11、反対５となり過半数の賛同を得

機には鳥、船には魚を表すナヴァホ語を使用し、部隊長は“酋長”、

たのだが、
ここでなんと議長のウィルソン米国大統領が「全会一
致でないから提案は不成立」
と宣言する。

観光学博士 寺前 秀一

オと声をかけられる。コンニチハと声をかけられるのは、入

小隊は“小さな部族”、要塞は“洞窟の住処”などの言葉を使用す

管でパスポートを見せるときくらいである。機内の表示も中

ることで解決した。しかし、人名や地名は予め用意しておく事は

それまで会議での採決は全て多数決で行われているにも拘

2 月の 10 日から 27 日までアフリ

国語は見かけても日本語は見かけない。空港では、中国政

難しい。この問題を解決するために考え出されたのが、各アル

わらず抗議する日本全権にたいして、
ウィルソンは「このような

カ大陸中南部の 14 か国を駆け足で

府の援助で建設されたという表示も見かける。

ファベットの頭文字から始まる身近な動植物や事象の英語を、

重大な議題は全会一致で決定すべきである」といって譲らな

旅行した。航空機の予約は Google

ナミブ砂漠では現地の 2 泊 3 日のローカルツアーに参加した。

ナヴァホ語に変換して送信する方法である。例えば、Paciﬁc は、

かった。

フライト、宿の手配は Booking.com、

総勢 13 名で、私が断トツの最年長であった。シンガポール、

pig,ant,cat,ice,fox,ice,cat と綴り、豚や蟻や猫に相当するナヴァ

現地のツアーは Viator を中心に、自

韓国、香港等の若者も参加していた。当地では韓国人専用

ホ語に翻訳して送信するのである。

ウィルソンの言動が伝わると、全米で大規模な暴動が次々
と発生する。黒人の憤懣によって起きたとされるが、多くの

己手配した。航空機の搭乗は 23 回もあったものの、馴れて

のツアー会社が存在するくらい韓国人観光客を多く見かけ

きたのか予約ミスも変更もなかった。航空会社からも電子

た。自己紹介時 Shuichi は発音が難しくスシということにし

戦争の初期には、事情を知らない一般の通信兵が、日本軍が

米国では1857年に最高裁判決で「黒人は市民ではない。憲法

チェックイン等の案内がくるので大きな失敗は生じなくなっ

ている。寿司は誰でも知っているのですぐに覚えてもらえた。

アメリカの周波数で放送を始めた、と勘違いしてパニックに陥っ

は白人のためにあるものであり、黒人は白人より劣等な人種であ

てきている。それにしてもアフリカの航空運賃、というよりも

トヨタより有名かもしれない。テレビではドラゴンボールやポ

た事もあったが、激戦の硫黄島や沖縄上陸作戦で重要な役割を

る」
と宣言しているが、パリ講和会議が行われた1919年にシカゴ

税金が高いことには驚かされ、またビザ取得に煩わされた。

ケモンも放映していた。インバウンド ( 同時にアウトバウンド )

果たした。時には、その外見から日本兵と間違えられて、味方

で大規模な暴動が起きている。その発端は白人しか遊泳を許さ

訪日外客が急増した理由に、航空運賃の割安感、ビザ等の

が盛り上がって

のアメリカ兵に捕らえられたこともあった。戦闘員として勇敢で

れていないミシガン湖で黒人が溺死したというものである。
この

廃止効果が大きいことが旅行者になってみて実感できる。

いるのは世界中

あり、多大な貢献をしたことは認められたが、通信の安全を確

事件では1000人以上の黒人が家を焼かれたり破壊された。同じ

アフリカは数十年前のアセアン諸国を思い出させる。当時ア

で起きている現

保するという特別な任務を果たしたことは機密とされた。米国

年にアーカンソー、ネブラスカ、テネシー、テキサスなどで同様の

セアン諸国を旅行すると、インフラ整備が遅れており交通混

象であることを

政府は、彼らに、任務について語る事を禁じた。彼らの貢献が

暴動がおきている。

雑に驚かされ、衛生状態も良くなく食事等にもずいぶん気を

改めて認識した。

世間に認知されたのは、終戦後 20 年以上経った後の 1968 年

遣わされた。でも街には活気があった。いずれアフリカ諸国
にも LCC が導入され、庶民も海外旅行に出かけるようになっ
ているのであろう。
アフリカ中南部での日中韓のプレゼンスの違いにも改め
６

ナミブ砂漠
グランパパへの登頂

ナヴァホ族の暗号兵は“ナヴァホ・コードトーカー”と呼ばれた。

都市での数万に及ぶ死傷者の内訳は黒人の方が上回っている。

日本が「人種差別撤廃」を提案し過半数の賛同を得たのを、

にナヴァホ暗号が機密扱いを解かれた後である。日本軍は、解

ルールを捻じ曲げて否定したウィルソンが大統領を務める米国

読に全力を挙げたが、ついに解読することが出来なかった。ナ

の1919年の内実がこれである。

ヴァホ暗号は、歴史上解読されなかったきわめて稀な暗号のひ
とつである。

この時から100年後の今日、
この間の歴史をもう一度見直して
いく必要があるのではなかろうか。
３

観光の縮図アンテナショップめぐり ⑤

ピーターも多いという。他にもオリジナル
の蓬莱本館の豚まん、イカ焼き、土手焼き、

「 大阪百貨店 」〜 大阪府アンテナショップ 〜
大 阪 府 の アン

濃厚なオリジナルテイストのタイガーコー
ヒーもイートインコーナーで楽しめる。

観光と鉄道 (11) 箱根観光船株式会社
箱根・芦ノ湖に新型海賊船
「クイーン芦ノ湖 (QUEEN ASHINOKO)」登場
箱根・芦ノ湖で観光船を運航する箱根観光船株式会社で

テナショップ「浪

東京ではここだけしか買えない話題

花のええもん う

の「呼吸チョコ」
（アーモンドをマスカルボーネチーズで包

は、本年４月 25 日（木）の就航をめざし、去る２月４日（月）、

みココアパウダーでコーティングしたティラミスチョコ）

新 型 海 賊 船 の 進 水 式 を 執り行 い、
「クイ ーン 芦ノ湖

まいもん 大阪百

や人気の蓬莱本館の豚まん、紅ショウガ味の柿の種やご当

町駅京橋口から徒

地限定スナック菓子、丸赤製菓のウイスキーボンボンなど、

歩1分の交通会

大阪ならではの物産品が店内に溢れており、大阪ならでは

初代海賊船の名は「パイオニア号」
。子供たちに圧倒的な人
気を得ました。ʼ80 には「ビクトリア」ʼ87 に「ロワイヤル」ʼ91

海賊船の誕生は 1964 年東京オリンピックの年です。

館１階にある。オープンしたのは「なにわ」にちなんで

のユニークなネーミングの商品を眺めるだけでも楽しい。

2011 年 7 月 28 日で、“知る・味わう・愉しむ”を基本コン

案内して頂いた店長の鈴木裕弥さんによると、銀座、有

セプトに据えている。この都内唯一の大阪名物が揃うア

楽町という場所柄、外国人観光客の来店も多く 3 割近くが

｢ロワイヤルⅡ号｣が就航。今回就航

ンテナショップは、民間の活力を利用してカトープレ

アジアを中心にインバウンド客が占め、たこ焼きを食べた

の「クイーン芦ノ湖」は 7 代目です。

ジャーグループが運営している。場所柄、週末が最も込み

り、呼吸チョコを買ったりしていくとのことである。

その船名は、今回デザインを

年に「バーサ」ʼ07 に「ビクトリー」ʼ13 に

研究所の水戸岡鋭治氏

ソールフード「たこ焼き」をイートイ

コーナーやイベント会場などは

の箱根・芦ノ湖

ンコーナーで食べられることだ。外

備えず、大阪府東京事務所と連

への思い、
「緑深い

はカリッと中はトロッとの本格派で、

携して季節に応じて旬の観光パ

山々に囲まれた豊かな

好みでオリジナルソース、粉かつお、

ンフレットを並べ、他のアンテ

青い清水をたたえた、

青のり、マヨネーズをかけて食べら

ナショップと共同で都内、近郊

本物の自然を感じることが

れる。買い物や仕事の合間の軽食、夜

の百貨店でのイベントに積極的

できる湖」から、
「芦ノ湖」を

飲みながら居酒屋感覚で利用するリ

NEW SPOT

たこ焼きとぶたまん

EIJI MITOOKA+DON DESIGN ASSOCIATES

イラストは完成予想図です。

付け、
「クイーン（QUEEN」を

に参加している。

は仕事帰りにビールやハイボールを

クイーン芦ノ湖 4Fパース

依頼したドーンデザイン

大阪百貨店は他のアンテナ
ショップが備えている観光案内

この店の最大の特徴は、店内で焼いたあつあつの大阪

紅ショウガ味の柿の種

冠することで、女王の風格や
優雅さを表現するとして、
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「クイーン芦ノ湖
（QUEEN ASHINOKO）
」
と名付けました。

福沢一郎生誕 120 年

り、現在運航している
「バーサ」

１ 船

い世界を笑いとばせ：福沢一郎展」を開催中だ。いささか衝撃的

は引退し、
「ビクトリー」、
「ロワ

２ コンセプト 「心ときめくクルーズ」

なタイトルだが、知的ユーモアで社会風刺を込めた「四月馬鹿」

３ 就 航 日

（1930 年）、
「煽動者」
（31年）、
「敗戦群像」
（48年）、
「トイレット・

４ 主な特徴

ペーパー地獄」
（74年）、
「悪のボルテージが上昇するか 21 世紀」
（86年）など約 100点を展示。早くからフランスのシュールレア

2019 年４月 25 日（木） 予定
全長

全幅

約 35ｍ

通じ人間の業を鋭く見つめ社会批評を表現したその画業を、戦

1948年「敗戦群像」群馬県立近代美術館蔵

時中に弾圧を受けた背景も含めて見直し再発見し集大成した。

師谷大蔵駅から徒歩 5 分。94 歳没後、

は約 194 万人で、そのうち訪

旅客定員 541 名（うち特別室 87 名）

岡町（現・富岡市 ) の旧家に生まれた。祖父は製糸業や銀行に

室の一部を改装して 1998 年に開館し、

携わった事業家。郷里の富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美

遺作展や資料展示、講演会などを催す。 福沢一郎記念美術館の正面

術館は昨秋、生誕記念「富岡まるごとフクザワ」展を開いた。同

近現代美術の研究紀要を発行し、昨春は「発掘！福沢一郎 120

館は市民ギャラリー、郷土資料展示室などを併設、ロビーコン

年めの「再発見」」展を開いた。東京・多摩ニュータウンの多摩美

船内トイレ

富岡市立美術博物館

サートなども開く。JR 信越線磯部駅からタクシー（10 分）が便利

術大学美術館でも今年 2 月まで 2 カ月間、120 年記念展を開い

だが、高崎から私鉄ローカルの上信電鉄で約 40 分揺られて行く

た。記念財団は、福沢が教鞭をとった同大学と女子美術大学の

のも楽しい。上州富岡駅で降りてタクシー 10 分だ。

卒業生に制作活動支援の「福沢一郎賞」を 96 年から贈っている。
晩年、文化勲章を受章した。

世紀。2017 年度の輸送人員

運航速力 10.5 ノット

エレベーター

１基（定員 10 名）

３箇所

（１箇所はバリアフリー対応）
主機関

５ 建 造 費

６ 建造会社

７ デザイン設計

運航となります。
湖を巡る海賊船が就航して半

約 318 トン

（最大速力 11.7 ノット）

記念財団を設立しアトリエ、書斎、居

イヤルⅡ」
と共に、３隻による
箱根観光のハイライト芦ノ

約 10ｍ

総トン数

リズム
（超現実主義）
を日本に紹介して知られる福沢だが、生涯を
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「クイーン芦ノ湖」就航によ

120 年を迎え、記念の展覧会が相次いでいる。東京国立近代美
術館（千代田区北の丸公園）は 5月26日まで「このどうしようもな

世田谷区砧の福沢一郎記念館も、ぜひ訪ねたい。小田急線祖

クイーン芦ノ湖右舷パース

イラストは完成予想図です。

昭和初めから洋画界を牽引した画家、福沢一郎が昨年生誕

1898（明治 31）年、世界遺産の富岡製糸場がある群馬県富

就航中のビクトリー

EIJI MITOOKA+DON DESIGN ASSOCIATES

イラストは完成予想図です。

（QUEEN ASHINOKO）」
と命名いたしました。

貨 店」は J R 有 楽

合い、家族連れが多い。週日は 15 〜 18 の時間帯が賑わう。

クイーン芦ノ湖 2F展望パース

高速ディーゼル機関

（423ｋｗ）× 2 基

バウスラスター（船首横移動推進装置）× 2 基
約 12 億 5,000 万円

日外国人旅客は全体の約
35％を占めています。
主に、中国、台湾、タイなど
のアジア圏を中心にご利用い
ただいておりますが、近年は、
欧米、豪 州、イスラム諸国か

クイーン芦ノ湖パース
EIJI MITOOKA+DON DESIGN ASSOCIATES

イラストは完成予想図です。

らのお客さまも多く見受けられ
ます。

ジャパンマリンユナイテッド株式会社

ドーンデザイン研究所

水戸岡鋭治氏
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