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≪ お客様紹介運動・ナイスギフト販売で JTB北海道を応援しよう！！ ≫≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTB北海道を応援しよう！！　≫

ナイスギフト販売のご協力お願い　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝
お祝い・イベントの景品等々に、ナイスギフトのご利用をお願いします。

ナイ ギ ト販売 協力お願
お祝い イベントの景品等々に、ナイスギフトのご利用をお願いします。

ナイスギフト券の購入で デパート ショッピングセンターでのお支払いにご協力をお願いしますナイスギフト券の購入で、デパート・ショッピングセンターでのお支払いにご協力をお願いします。

お客様紹介運動 ２月の実績速報 お客様紹介運動　 ２月の実績速報

２月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします　２月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

紹介者は 神野 徹郎さん海外1件 菅原 裕二さん国内２件 茂木 政雄さん国内１件紹介者は、神野　徹郎さん海外1件、菅原　裕二さん国内２件、茂木　政雄さん国内１件、雄

加藤 茂敏さん国内１件でした。加藤　茂敏さん国内１件でした。　

ご紹介有難うございましたご紹介有難うございました。　

販 売 人 員件 数 販 売 額 （千円）販　売　人　員件　数 販　売　額 （千円）

前年良否前年比前年良否前年比 前年良否 前年比 前年良否前年比前年良否前年比 前年良否 前年比

13 7２月 42 15 件 ％ △ 1,814△ 11 ％289 千円％△ 271 4 8 千円人人件 13.7２月 42.15 件 ％ △ 1,814△ 11 ％289 千円％△ 271.4 8 千円人人件

155％ △ 19 60.3 千円 ％％71.2累計 件 22,695人47 千円95.9 △ 982人 △ 102件 155％ △ 19 60.3 千円 ％％71.2累計 件 22,695人47 千円95.9 △ 982人 △ 102件

ナイ ギ ト 月 実績速報 ナイスギフト　２月の実績速報 ナイスギフト　２月の実績速報

２月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。　２月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。

販売頂いた会員は 小林 博育さん１件 石川 義勝さん１件 茂木 政雄さん1件でした販売頂いた会員は、小林　博育さん１件、石川　義勝さん１件、茂木　政雄さん1件でした。

販売ご協力有難うございました。販売ご協力有難うございました。

販 売 額 （円）件 数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否前年良否

件　数

前年比 前年比 前年良否前年良否前年比

円２月 ％ △ 174 0003 47 1件 155 000 円△ 442 9件 ％ 円２月 ％ △ 174,0003 47.1件 155,000 円△ 442.9件 ％

77累計 △ 1881 1 件 ％円 △ 1 150 000％ 3 369 000件 円74 677累計 △ 1881.1 件 ％円 △ 1,150,000％ 3,369,000件 円74.6

＊『お客様紹介運動』 『ナイスギフト』 速報は JTB北海道本社へ月末迄に報告された実績です＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、JTB北海道本社へ月末迄に報告された実績です。

翌月に報告された実績は 次月 「お客様紹介運動 「 ナイ ギ ト販売 に加算集計します翌月に報告された実績は、次月の「お客様紹介運動 」、 「 ナイスギフト販売 」に加算集計します。報告 績 、 客様紹介 、 販 算集計 。

や げ訃報 ・・・・ お悔やみ申し上げます 訃報　 　お悔やみ申し上げます

■ 和田 悠二さんが平成３０年２月２７日享年８５歳にてご逝去されました。■ 和田　悠二さんが平成３０年２月２７日享年８５歳にてご逝去されました。
３月１日お通夜 ２日に告別式が執り行われ 茂木支部長をはじめ同期・職場を共にしたBOB会員にも３月１日お通夜、２日に告別式が執り行われ、茂木支部長をはじめ同期・職場を共にしたBOB会員にも
見送られ浄土へと旅立たれました見送られ浄土へと旅立たれました。
故人の在りし日を偲び会員 同哀悼の意をささげたいと思います 合掌故人の在りし日を偲び会員一同哀悼の意をささげたいと思います。 合掌

２０１８年度ＢＯＢ会費引落しについて（本部より）２０１８年度ＢＯＢ会費引落しについて（本部より）年度 会費引落 （本部 ）

月 日（火） ご指定 座から 年度会費 円を 座振替させて ただきます　４月１０日（火）、ご指定の口座から２０１８年度会費５，０００円を口座振替させていただきます。（ ）、 指 年度会費 ， 円 振替 す。

例年、残高不足や口座変更未届けで口座振替できないことがあります。口座振替ができない場合は、お一人　例年、残高不足や口座変更未届けで口座振替できないことがあります。口座振替ができない場合は、お 人

おひとりに請求書をお送りし 改めてお振込みをお願いしなければなりません 会員の皆様にはお手間を取らおひとりに請求書をお送りし、改めてお振込みをお願いしなければなりません。会員の皆様にはお手間を取ら

せますし、事務局は大きな労力と費用が発生します。せますし、事務局は大きな労力と費用が発生します。

つきましては あらかじめ残高の確認をしていただくようお願いいたします　つきましては、あらかじめ残高の確認をしていただくようお願いいたします。

- -11



特別寄稿特別寄稿

元気印！熟年夫婦～古代文明学びの旅
金 唯雄

元気印！熟年夫婦～古代文明学びの旅
金子　唯雄金子 唯雄

古代に栄えた文明の地 ギリシャ・エーゲ海 エジプト 地中海を訪ねた古代に栄えた文明の地、ギリシャ・エーゲ海、エジプト、地中海を訪ねた。

●エーゲ海の島々と神話と歴史の舞台へ ギリシャ大周遊１０ ＬＨ (H29 9)●エーゲ海の島々と神話と歴史の舞台へ　ギリシャ大周遊１０　ＬＨ　　　　　(H29.9)

【アテネ～オシオス・ルカス修道院～デルフィ遺跡～カランバカ～メテオラ（修道院）～ピレウス港～ミコノス島～【アテネ～オシオス・ルカス修道院～デルフィ遺跡～カランバカ～メテオラ（修道院）～ピレウス港～ミコノス島～

クサダシ港（エフ ソス遺跡） パトモス島 ロ ドス島 クレタ島 サントリ ニ島 ピレウス港 アクロポリスの丘クサダシ港（エフェソス遺跡）～パトモス島～ロードス島～クレタ島～サントリーニ島～ピレウス港～アクロポリスの丘

（パルテノン神殿）～アテネ】（パルテノン神殿）～アテネ】

西洋文明はギリシャとエーゲに行着く ５日間の船旅は忘れられない思い出の旅になった。西洋文明はギリシャとエーゲに行着く、５日間の船旅は忘れられない思い出の旅になった。

エ ゲ海はクレタ島のミノア ペロポネソス半島のミケ ネ トロイア等ギリシャ語を話す欧州 古の文明興亡　エーゲ海はクレタ島のミノア、ペロポネソス半島のミケーネ、トロイア等ギリシャ語を話す欧州 古の文明興亡

の地。古代ギリシャ文明はＢＣ７～６世紀に栄え、独立したポリス国家を建設、民主主義、自然科学、芸術、の地。古代ギリシャ文明はＢＣ７ ６世紀に栄え、独立したポリス国家を建設、民主主義、自然科学、芸術、

哲学 アルファベット等を生み西洋文明の源流となる オリエント先進大国ペルシャ エジプトの脅威があり哲学、アルファベット等を生み西洋文明の源流となる。オリエント先進大国ペルシャ、エジプトの脅威があり、

内外に争 は絶えなか た様だ ア キサ ダ はポリ を支配 東方遠征で東西融合 ズム文明を内外に争いは絶えなかった様だ。アレキサンダーはポリスを支配、東方遠征で東西融合のヘレニズム文明を外 争 絶 様 。 配、東 遠征 東 融合

形成、バビロンで６日目に急逝、若干３３才マラリア感染と言う。後継者なく帝国は４つに分裂。形成、バビロンで６日目に急逝、若干３３才マラリア感染と言う。後継者なく帝国は４つに分裂。

現在のギリシャは人口１１１６万人 首都アテネに４４０万人国民の４０％が集中  　現在のギリシャは人口１１１６万人、首都アテネに４４０万人国民の４０％が集中。

２００４年２１世紀 初のオリンピックを開催、１８９６年１回から１０８年ぶりになる。旅行中全てにトイレットペーパー２００４年２１世紀 初のオリンピックを開催、１８９６年１回から１０８年ぶりになる。旅行中全てにトイレット

の別廃棄を求められた 紙が水に溶けない為だった  の別廃棄を求められた。紙が水に溶けない為だった。

〇ミコノス島 風車と白い街で知られるタウン １９時３０分真っ赤に輝く太陽がエーゲ海に落ちた〇ミコノス島　風車と白い街で知られるタウン、１９時３０分真っ赤に輝く太陽がエーゲ海に落ちた。

風車が並ぶ高台から見たサ セ ト 眺望は誠に幻想的だ た風車が並ぶ高台から見たサンセットの眺望は誠に幻想的だった。風車 高台 見 サ ッ 眺 誠 幻想的 。

〇パトモス島 イエス・キリストの死後 聖ヨハネが流刑されたゆかりの島。隠れ住んだ洞窟で神の啓示を受け〇パトモス島　イエス・キリストの死後、聖ヨハネが流刑されたゆかりの島。隠れ住んだ洞窟で神の啓示を受け

黙示録を記した 高台には聖ヨハネ修道院 教会 博物館がある黙示録を記した。高台には聖ヨハネ修道院、教会、博物館がある。

〇ロードス島　リンドスのアクロポリスは１９６１年公開のグレゴリー・ペック主演「ナバロンの要塞」のロケ地に〇ロ ドス島　リンドスのアクロポリスは１９６１年公開のグレ リ ック主演 ナバロンの要塞」のロケ地に

なった城塞 英軍と独軍が戦うエーゲ海域の戦争映画であるなった城塞。英軍と独軍が戦うエーゲ海域の戦争映画である。

〇ク タ島 約４千年前 ミノア時代から葡萄を栽培 世界初 ワイ 発祥 地 ワイ 造りは古代 を経て〇クレタ島　約４千年前のミノア時代から葡萄を栽培、世界初のワイン発祥の地。ワイン造りは古代ローマを経て島 約 千年前 代 葡 栽培、世界初 祥 。 古代 経

仏、独へ。現在、両国は世界的な高級ワインの醸造国である。仏、独へ。現在、両国は世界的な高級ワインの醸造国である。

〇サントリーニ島 ２０１５年「世界 美しい島」に選ばれる 海に浮かぶ外輪山とカルデラ湾 白壁の家と〇サントリーニ島　２０１５年「世界一美しい島」に選ばれる。海に浮かぶ外輪山とカルデラ湾、白壁の家と

ブルードームの景観は世界中の旅行者の旅心を魅了している様だ。ブル ド ムの景観は世界中の旅行者の旅心を魅了している様だ。

〇エフェソス遺跡（トルコ）２０１５世界遺産登録 古代ローマ時代の遺跡 修復が盛ん〇エフェソス遺跡（トルコ）２０１５世界遺産登録、古代ローマ時代の遺跡。修復が盛ん。

デルフィ:アポロンのヘソの石（世界の中心） セレストヤルオリンピア号:３７，５８４トン１４５０名デルフィ:アポロンの ソの石（世界の中心） セレストヤルオリンピア号:３７，５８４トン１４５０名

● ダ 教 キリ ト教 イ ラ 教 十字軍 絶対的 神教を信じ 宗教争 時代●ユダヤ教～キリスト教～イスラム教～十字軍：絶対的一神教を信じる宗教争いの時代へ● ダヤ教 リ ト教 イ ラ 教 十字軍 絶対的 神教を信 る宗教争 時代

ダ 起 流 流 遊牧ユダヤ民族(イスラエル人)の起源は人類 古のメソポタミ文明を源流としたユーフラテス川上流の遊牧民ダヤ民族(イ ラ ル人)の起源は人類 古のメソポタミ文明を源流とした フラテ 川上流の遊牧民

ヘブライ人と云われ 彼らは民族の歴史を伝える旧約聖書を正典に一神教の民族宗教ユダヤ教を生むヘブライ人と云われ、彼らは民族の歴史を伝える旧約聖書を正典に一神教の民族宗教ユダヤ教を生む。

古代オリ ント(現イラク シリア ヨルダン）にはこの旧約聖書の世界が広がる古代オリエント(現イラク･シリア･ヨルダン）にはこの旧約聖書の世界が広がる。

◇アダムから９代目にノア ノアから１０代目がアブラ ムに当る ＢＣ１８世紀アブラ ムは神 導きで◇アダムから９代目にノア、ノアから１０代目がアブラハムに当る。ＢＣ１８世紀アブラハムは神の導きで、代 代 世紀

バビロニア（現イラク）からエルサレムの南に位置するヘブロンに居住。アブラハムの子イサク、その子ヤコブバビロニア（現イラク）からエルサレムの南に位置するヘブロンに居住。アブラハムの子イサク、その子ヤコブ

（別名イスラエル）の晩年ヘブロンは大飢饉に見舞われ 族はエジプトへ移住 ヤコブの息子１２人は 神（別名イスラエル）の晩年ヘブロンは大飢饉に見舞われ、一族はエジプトへ移住。ヤコブの息子１２人は、神

の選民ユダヤ民族１２部族と云われる。の選民 ダヤ民族１２部族と云われる。
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◇ＢＣ１３世紀エジプトは新王国時代ラムセスⅡの頃 ヘブライ人モーセは神の召命により奴隷だった民を◇ＢＣ１３世紀エジプトは新王国時代ラムセスⅡの頃、ヘブライ人モーセは神の召命により奴隷だった民を

ジプ ら脱出「約束 地 （現 ） 導 途中 神 ら 戒を授エジプトから脱出「約束の地」カナン（現イスラエル）に導く。途中、モーセはシナイ山で神から十戒を授かり、プトから脱出 約束 地」カナ （現イ ラ ）に導く。途中、 は ナイ山で神から十戒を授かり、

カナンを遠望するネボ山（現ヨルダン）で終焉 １２０歳の生涯だった モーセの後継者ヨシュアは 古の町カナンを遠望するネボ山（現ヨルダン）で終焉。１２０歳の生涯だった。モーセの後継者ヨシュアは 古の町

エリコ（現パレスチナ）とカナンを征服 神の選民１１部族はカナンの北に ユダ部族は南に王国を建国しエリコ（現パレスチナ）とカナンを征服、神の選民１１部族はカナンの北に、ユダ部族は南に王国を建国し

エルサレムを首都とした。エルサレムを首都とした。

◇ＢＣ１１世紀王制移行後ダビデ王はカナン全土を統一 エルサレムを首都にヘブライ王国を建国 王国の◇ＢＣ１１世紀王制移行後ダビデ王はカナン全土を統一、エルサレムを首都にヘブライ王国を建国。王国の

基礎を造る 後継 王時世に 盛期となる 年王国北 部族は リ 侵略に敗れ基礎を造る。後継のソロモン王時世に 盛期となる。ＢＣ７２２年王国北１１部族はアッシリアの侵略に敗れ基礎を造る。後継 時世に 盛期 なる。 年 国北 部族は ッ リ 侵略に敗れ

消滅 神の選民は南のユダの子孫１部族だけが残る消滅。神の選民は南のユダの子孫１部族だけが残る。

◇ＢＣ５８６年新バビロニアはヘブライ王国を侵略 ダビデ王から続いた５００年の王国を属州に ユダ部族は◇ＢＣ５８６年新バビロニアはヘブライ王国を侵略、ダビデ王から続いた５００年の王国を属州に。ユダ部族は

捕虜として連行「バビロンの捕囚」となる。ＢＣ５３８年ペルシャ王キュロスⅡは捕因から解放２０万人が捕虜として連行「バビロンの捕囚」となる。ＢＣ５３８年 ルシャ王キュロスⅡは捕因から解放２０万人が

エルサレムへ帰還 ＢＣ３３１年 エルサレム アレキサンダーにより征服される ＢＣ６０年 ローマ軍はエルサレムへ帰還。ＢＣ３３１年、エルサレム、アレキサンダーにより征服される。ＢＣ６０年、ローマ軍は

イ ラ を侵攻し属国化 帝国から派遣された ダヤ総督が統治開始イスラエルを侵攻し属国化、ローマ帝国から派遣されたユダヤ総督が統治開始。侵攻 属国化、 帝国 派 総督 統治開始。

◇ユダヤ人預言者キリストはエルサレム近郊のベツレヘム(パレスチナ自治区の聖誕教会)で誕生した。◇ユダヤ人預言者キリストはエルサレム近郊のベツレヘム(パレスチナ自治区の聖誕教会)で誕生した。

【キリスト歴は誕生翌年から紀元後（ＡＤ）に改元】３０年頃ユダヤ教の長老裁判官により十字架刑を宣告【キリスト歴は誕生翌年から紀元後（ＡＤ）に改元】３０年頃ユダヤ教の長老裁判官により十字架刑を宣告、

ゴルゴダの丘(エルサレムの聖墳墓教会)で処刑される。ル ダの丘( ルサレムの聖墳墓教会)で処刑される。

◇７０年ローマ軍はイスラエルを陥落 ユダヤ民族は世界へ離散 ３１３年皇帝コンスタンティヌスはキリスト教を◇７０年ローマ軍はイスラエルを陥落、ユダヤ民族は世界へ離散。３１３年皇帝コンスタンティヌスはキリスト教を

公認 キリ ト教が欧州 広く浸透するき かけにな た公認、キリスト教が欧州へ広く浸透するきっかけになった。

◇６１０年頃メッカにてイスラム教誕生。６３８年イスラムアラブ軍はイスラエルを占領。◇６１０年頃メッカにてイスラム教誕生。６３８年イスラムアラブ軍はイスラエルを占領。

◇１０９６年から１２７２年まで ローマ教皇の呼びかけにより イスラム教諸国から聖地エルサレム奪還を目的に◇１０９６年から１２７２年まで、ローマ教皇の呼びかけにより、イスラム教諸国から聖地エルサレム奪還を目的に

１７６年間におよび９回に亘る十字軍の遠征が行われた。年間にお 回に る十字軍 遠征 行われた。

モ セ終焉の地ネボ山にて 2014 11 28 ウル(イラク)のジグラ ト(聖搭)遺跡にて 1979 2 9モーセ終焉の地ネボ山にて 2014.11.28 ウル(イラク)のジグラート(聖搭)遺跡にて 1979.2.9

●ナイルの船旅と神秘の古代遺跡巡り 悠久のエジプト紀行８ MS （H29 11）●ナイルの船旅と神秘の古代遺跡巡り　悠久のエジプト紀行８　MS 　　　　 （H29.11）

【ルクソール東岸～カルナック神殿～乗船～ルクソール神殿～ルクソール西岸王家の墓～ホルス神殿～【ルクソール東岸～カルナック神殿～乗船～ルクソール神殿～ルクソール西岸王家の墓～ホルス神殿～

ボ神殿 船 ブ 神殿 ギザ ダコム・オンボ神殿～下船～アスワン→アブシンベル神殿→カイロ～ギザ～サッカラ～ダハシュール～メンフィス～コム オンボ神殿 下船 アスワン アブシンベル神殿 カイロ ギザ サッカラ ダハシュ ル メンフィス

カイロ考古学博物館)】 カイロ考古学博物館)】

古代エジプト文明はナイルに栄えた人類 古の文明 王国２５００年の歴史は特別な輝きを放ち今に伝える古代エジプト文明はナイルに栄えた人類 古の文明、王国２５００年の歴史は特別な輝きを放ち今に伝える。

喧騒から解き放されゆ たりとクル ズを楽しみ 大いなる謎とされるピラミ ト等 巨大遺跡に圧倒された珠玉喧騒から解き放されゆったりとクルーズを楽しみ、大いなる謎とされるピラミット等々巨大遺跡に圧倒された珠玉解

の旅だった。の旅だった。

〇観光に３箇所のルックＯｎｌｙスペシャルがあった～価値ある差別化対応①３大ピラミット特別〇観光に３箇所のルックＯｎｌｙスペシャルがあった～価値ある差別化対応①３大ピラミット特別

パノラマビ ポイントと②スフィンクスコ ト(足元エリア)の特別入域 絶好の撮影スポ ト③王妃の谷パノラマビューポイントと②スフィンクスコート(足元エリア)の特別入域～絶好の撮影スポット③王妃の谷・

ラムセス２世の美人妻ネフェルタリ王妃の墓へ特別入場～入場料は千ポンド(約７千円)で別格(ツアー代金ラムセス２世の美人妻ネフェルタリ王妃の墓 特別入場 入場料は千ポンド(約７千円)で別格(ツア 代金

込) ～原色が残る美しい壁画は圧巻込) ～原色が残る美しい壁画は圧巻。

〇団員 安全警護をする観光警察が同行 悪質な物売り等を監視する万全 体制だ た〇団員の安全警護をする観光警察が同行、悪質な物売り等を監視する万全の体制だった。団員 警護 観 警 行 物 視 体制 。

国情や治安は日本の報道とは程遠く、街はいつもの様に平穏で治安は良く平和的だった。国情や治安は日本の報道とは程遠く、街はいつもの様に平穏で治安は良く平和的だった。

アブシンベルにてカメラ等の団員所持品の置き忘れが発生 同日後刻 忘れ物は地元の方から届けられたアブシンベルにてカメラ等の団員所持品の置き忘れが発生、同日後刻、忘れ物は地元の方から届けられた。

人口が急増中、子供が多く屈託のない笑顔が印象的であった。人口が急増中、子供が多く屈託のない笑顔が印象的であった。
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〇五千年前に生れた象形文字（ピエログリフ）は1822年仏人学者シャンポリオンにより完全に解読されたが謎が〇五千年前に生れた象形文字（ピエログリフ）は1822年仏人学者シャンポリオンにより完全に解読されたが謎が

残 所 発掘や検 が行わ 「 巨大空間発 名古屋大等が参加す残る、至る所で発掘や検証が行われていた。「クフ王ピラミットに巨大空間発見」名古屋大等が参加する残る、至る所で発掘や検証が行われて た。 ク ラミットに巨大空間発見」名古屋大等が参加する

国際研究チームのビックニュースが入った 今後の成果に期待！国際研究チームのビックニュースが入った。今後の成果に期待！

アスワンハイダム建設で水没の危機にあったアブシンベル神殿はユネスコの救助により移転復元されたアスワンハイダム建設で水没の危機にあったアブシンベル神殿はユネスコの救助により移転復元された。

考古学博物館 財宝室(黄金 葬 ) 室 撮影禁考古学博物館のツタンカーメン王の財宝室(黄金のマスク・副葬品)、ミイラ室は撮影禁止。考古学博物館 ツタ カ メ 王 財宝室(黄金 ク 副葬品)、ミイラ室は撮影禁止。

ピラミットの近くに巨大博物館を建築中 考古学博物館は２～３年後に移転予定との事ピラミットの近くに巨大博物館を建築中、考古学博物館は２～３年後に移転予定との事。

大ピラミ ト脇で発見された「太陽の船」はレバノン杉で造られた世界最古の船 必見大ピラミット脇で発見された「太陽の船」はレバノン杉で造られた世界最古の船、必見。

トイレット紙はナイル川の環境保護と下水管が細いため常設のゴミ箱に廃紙する仕組み。トイレット紙はナイル川の環境保護と下水管が細いため常設のゴミ箱に廃紙する仕組み。

建築王ラムセスⅡは身長２ｍの大男 ９６歳まで統治 妻３４人子１００人と云う建築王ラムセスⅡは身長２ｍの大男、９６歳まで統治、妻３４人子１００人と云う。

ナイル川クル ズ船団（約１０隻） ３大ピラミ ト特別パノラマビ ポイントからナイル川クルーズ船団（約１０隻） ３大ピラミット特別パノラマビューポイントから

約４５００年前 古王国時代初期～ギザの三大ピラミッド・太陽の船・スフィンクス 初の首都メンフィスの約４５００年前、古王国時代初期～ギザの三大ピラミッド・太陽の船・スフィンクス、 初の首都メンフィスの

頃のサ カラの階段 ダ シ ルの屈折 赤のピラミ ドを観光頃のサッカラの階段・ダハシュールの屈折・赤のピラミッドを観光。

初期の埋葬だった日干しレンガのマスタバ(長方形のﾍﾞﾝﾁの意)墳から階段状に積み重ねる画期的な階段　初期の埋葬だった日干しレンガのマスタバ(長方形のﾍ ﾝﾁの意)墳から階段状に積み重ねる画期的な階段

ピラミット墳墓を考案 やがて屈折ピラミット・赤ピラミットに改良され発展 クフ王は先代の試行錯誤を生かしピラミット墳墓を考案、やがて屈折ピラミット・赤ピラミットに改良され発展。クフ王は先代の試行錯誤を生かし

史 成 「 魂 伸 ザ史上 大のピラミットを完成させた。「王の魂が昇天し易く」が天に伸びるピラミットになったと云う。ギザ後は史上 大の ラミットを完成させた。 王の魂が昇天し易く」が天に伸びる ラミットにな たと云う。ギザ後は

景気が後退し財政負担に耐えられず巨大ピラミットの造営は衰退した 墓内部の明りは油（アマニ油?）景気が後退し財政負担に耐えられず巨大ピラミットの造営は衰退した。墓内部の明りは油（アマニ油?）、

二酸化炭素の排出は塩を加えて抑えたと云う二酸化炭素の排出は塩を加えて抑えたと云う。

約３５００年前、新王国時代～ルクソール東岸の神殿・西岸の巨大墳墓、移転復元のアブシンベル神殿、約３５００年前、新王国時代 ルクソ ル東岸の神殿 西岸の巨大墳墓、移転復元のアブシンベル神殿、

メンフィスのラムセスⅡの巨像とアルバスター製のスフィンクスを観光メンフィスのラムセスⅡの巨像とアルバスター製のスフィンクスを観光。

遷都 東岸 生者 と 神殿 西岸 者 と 巨大墳墓を造営　テーベに遷都、東岸は生者の町とし神殿、西岸は死者の町とし巨大墳墓を造営。ラムセスⅡはメンフィスにテ に遷都、東岸は生者 町とし神殿、西岸は死者 町とし巨大墳墓を造営。ラ はメ ィ に

遷都 アブシンベルとメンフィス遺跡を造営 ファラオ全盛黄金期を迎えた遷都、アブシンベルとメンフィス遺跡を造営。ファラオ全盛黄金期を迎えた。

約２３００年前 末期王朝時代 クル ズ船が寄港しホルス神殿とコムオンボ神殿を観光約２３００年前、末期王朝時代～クルーズ船が寄港しホルス神殿とコムオンボ神殿を観光。

　ＢＣ３３２年アレキサンダー王はエジプトを征服、死後(ＢＣ３２３)手下のプトレマイオスが首都をアレキサンドリア　ＢＣ３３２年アレキサンダ 王はエジプトを征服、死後(ＢＣ３２３)手下のプトレマイオスが首都をアレキサンドリア

とし統治を開始 ３００年の新王朝となる このグレコ・ローマン期の建造神殿であるとし統治を開始、３００年の新王朝となる。このグレコ・ローマン期の建造神殿である。

年 ジプトは クテ 海戦 軍に敗れ 翌年( )ク オパトラは死去 ジプト王朝は滅亡しＢＣ３１年エジプトはアクティム海戦でローマ軍に敗れ、翌年(BC30)クレオパトラは死去、エジプト王朝は滅亡し年 ト ィ 海戦 軍に敗れ、翌年( ) トラ 去、 ト 朝 滅

ローマの属州になる。絶世の美人と云われる王朝 後の女王クレオパトラは７世 血統的にはエジプトとギリシャローマの属州になる。絶世の美人と云われる王朝 後の女王クレオパトラは７世、血統的にはエジプトとギリシャ

人の混血と云われる人の混血と云われる。

紀元後(AD)の歴史概要～ローマ帝国、イスラム王朝、オスマン帝国と時の大国の属州や支配が続いた。紀元後(AD)の歴史概要 ロ マ帝国、イスラム王朝、オスマン帝国と時の大国の属州や支配が続いた。

近現代には英国が進出 １９１９年反英エジプト革命に成功 王国として独立 二次大戦後１９５２年共和制に　近現代には英国が進出、１９１９年反英エジプト革命に成功、王国として独立、二次大戦後１９５２年共和制に

移行 ズ運河国有化断行 汎アラブ主義（民族主義）を柱に独自 政策を進めた 代目ナセ 大統領移行、スエズ運河国有化断行・汎アラブ主義（民族主義）を柱に独自の政策を進めた２代目ナセル大統領移行、 国有化断行 汎 義（ 族 義） 柱 独自 政策 代目 統領

（１９７０年急逝）は国民的信望が厚いと云う。総人口９０００万人イスラム教８５％キリスト教１２％、多くは古代（１９７０年急逝）は国民的信望が厚いと云う。総人口９０００万人イスラム教８５％キリスト教１２％、多くは古代

エジプト直系エジプト民族のアラブ国家 大カイロ市(カイロ県＋ギザ県)は人口２０００万の大都会エジプト直系エジプト民族のアラブ国家。大カイロ市(カイロ県＋ギザ県)は人口２０００万の大都会。

 ☆当初は１０月１５日出発で計画、６月サウジアラビア、エジプト等湾岸７か国はテロ支援、イラン関係を理由に ☆当初は１０月１５日出発で計画、６月サウジアラビア、 ジプト等湾岸７か国はテロ支援、イラン関係を理由に

カタールと断交を宣言 この影響で搭乗予定のカタール航空ドーハ／カイロ間が運休となり催行中止になるカタールと断交を宣言。この影響で搭乗予定のカタール航空ドーハ／カイロ間が運休となり催行中止になる。

本ツア はその代替 ス本ツアーはその代替コース。
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ピラミット１号ジェセル王の階段ピラミット スフィンクスコートからピラミット１号ジェセル王の階段ピラミット スフィンクスコートから

●地中海古代遺跡の足跡を訪ねて シチリア島とマルタ島(カーニバル見学)１０ AZ （H30.2）●地中海古代遺跡の足跡を訪ねて　シチリア島とマルタ島(カ ニバル見学)１０　AZ （H30.2）

【パレルモ～モンレアーレ（ドゥオモ）～パレルモ（ノルマン王宮パラティーナ礼拝堂 大聖堂 マッシモ劇場）～【パレルモ～モンレアーレ（ドゥオモ）～パレルモ（ノルマン王宮パラティーナ礼拝堂、大聖堂、マッシモ劇場）～

アグリジ ント（考古学地区 神殿の谷） ピアッツア アルミメリ ナ（カサ レの古代ロ マ別荘） タオルミ ナアグリジェント（考古学地区、神殿の谷）～ピアッツア・アルミメリーナ（カサーレの古代ローマ別荘）～タオルミーナ

（ウンベルト通り、ギリシャ劇場）～シラクーサ（ネアポリス考古学公園）、オルティージャ島（アポロ神殿、ドゥオモ、（ウンベルト通り、ギリシャ劇場） シラク サ（ネアポリス考古学公園）、オルティ ジャ島（アポロ神殿、ドゥオモ、

サンタ・ルチア・アッラ・バディア教会 アレトウーザの泉 アルキメデス広場）～カターニア（ウゼーダ門 ドゥオモ 市庁舎）サンタ・ルチア・アッラ・バディア教会、アレトウーザの泉、アルキメデス広場）～カターニア（ウゼーダ門、ドゥオモ、市庁舎）

バレ タ（ パ バ カ ガ デ 国立考古学博物館 聖 ネ大聖堂 騎士団長 宮殿 カ バル満喫）→バレッタ（アッパー・バラッカ・ガーデン、国立考古学博物館、聖ヨハネ大聖堂、騎士団長の宮殿、カーニバル満喫）ッタ（アッ ラッ デ 、国 考古学博物館、聖 ネ大聖堂、騎 団長 宮殿、 満喫）

～ゴゾ島（ジュガンディーヤ神殿、カリプソの洞窟、ラムラ湾、ザ・チタデル大城塞、大聖堂）～バレッタ】～ゴゾ島（ジュガンディ ヤ神殿、カリプソの洞窟、ラムラ湾、ザ・チタデル大城塞、大聖堂）～バレッタ】

地中海の真中に位置するシチリアとマルタは他民族の侵略と支配により複雑な歴史と独特の文化を育んだ地 地中海の真中に位置するシチリアとマルタは他民族の侵略と支配により複雑な歴史と独特の文化を育んだ地、

至る所に凝縮された歴史と古代遺跡が残る 唯々感動の旅だ た至る所に凝縮された歴史と古代遺跡が残る。唯々感動の旅だった。

◎シチリア島は「地中海の交差点 と云われ 海洋交易の要衝で栄えた地中海 大の島◎シチリア島は「地中海の交差点」と云われ、海洋交易の要衝で栄えた地中海 大の島栄

シチリアの面積は四国＋岡山程度。人口は５００万人、州都パレルモは７４万人(伊５番目）次はエトナ山 　シチリアの面積は四国＋岡山程度。人口は５００万人、州都パレルモは７４万人(伊５番目）次はエトナ山

（３３３３m）の溶岩台地に拡がるカターニアで３５万人 主に工業の街である（３３３３m）の溶岩台地に拡がるカターニアで３５万人、主に工業の街である。

２０１７年５月、イオニア海に面した風光明媚な保養地タオルミーナでＧ７が開催された。２０１７年５月、イオ ア海に面した風光明媚な保養地タオルミ ナでＧ７が開催された。

コッポラ監督の「ゴッドファーザー」３部作（1972 1974 1990）ゆかりの島 映画は２０世紀にアメリカ移民の　コッポラ監督の「ゴッドファーザー」３部作（1972、1974、1990）ゆかりの島。映画は２０世紀にアメリカ移民の

シチリア系イタリア人の秘密犯罪組織が フ アとされた １２８２年アンジ 家（仏）統治の頃 為政者 のシチリア系イタリア人の秘密犯罪組織がマフィアとされた。１２８２年アンジュー家（仏）統治の頃、為政者への

信頼が欠如、「Morte Alla Francia Italia Anela!」（全ての仏人を殺せ、それが伊人の叫びだ！）と住民抵抗運動信頼が欠如、「Morte Alla Francia Italia Anela!」（全ての仏人を殺せ、それが伊人の叫びだ！）と住民抵抗運動

「シチリアの晩鐘」が勃発 社会の治安維持の為に編成された自警団が 後に犯罪組織になった集団が「シチリアの晩鐘」が勃発。社会の治安維持の為に編成された自警団が、後に犯罪組織になった集団が

ば うMAFIAと呼ばれると云う。MAFIAと呼ばれると云う。

☆シチリアの先祖はスペイン、イタリア、中東から移り住んだ。ＢＣ８世紀フェニキア人はパレルモに、ギリシャ人☆シチリアの先祖はス イン、イタリア、中東から移り住んだ。ＢＣ８世紀フェ キア人は レルモに、ギリシャ人

は東海岸のシラクーサに町を建設 ＢＣ４８０年地中海交易を巡りシラクーサ（ギリシャ人）とカルタゴは東海岸のシラクーサに町を建設。ＢＣ４８０年地中海交易を巡りシラクーサ（ギリシャ人）とカルタゴ

（フ キア人）がパレルモで衝突 シラク サが勝利 シチリアを巡りカルタゴ 戦の第 次ポ（フェニキア人）がパレルモで衝突、シラクーサが勝利。シチリアを巡りカルタゴ・ローマ戦の第一次ポエニ第

戦争（ＢＣ２６４～２４１）はローマが勝利。ＢＣ２５４年からローマ７００年間、５３５年からビザンチンが３００年間戦争（ＢＣ２６４ ２４１）はロ マが勝利。ＢＣ２５４年からロ マ７００年間、５３５年からビザンチンが３００年間

の属州支配 ビザンチンの植民地の頃 シチリアの首都はシラクーサになったの属州支配。ビザンチンの植民地の頃、シチリアの首都はシラクーサになった。

パレルモ シモ劇場 2018 2 7 アグリジ ント ペラ神殿（BC４６０ ４４０） 2018 2 8パレルモ：マッシモ劇場 2018.2.7 アグリジェント：ペラ神殿（BC４６０～４４０） 2018.2.8
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☆８３１年アラブ人が侵入。９４８年にはパレルモを首都にイスラムが支配。１１３０年ノルマン人（仏）が侵略支配、☆８３１年アラブ人が侵入。９４８年にはパレルモを首都にイスラムが支配。１１３０年ノルマン人（仏）が侵略支配、

ノルマン朝シチリア王国を建国 アラブ・ノルマン様式の融合建築を残す パレルモのパラティーナ礼拝堂ノルマン朝シチリア王国を建国、アラブ・ノルマン様式の融合建築を残す。パレルモのパラティーナ礼拝堂、

が有名モンレアーレのドゥオモが有名。ア ドゥオ が有名。

１１９７年神聖ローマ皇帝フリードリッヒⅡはパレルモを首都に南イタリア王国を建国 イスラムを受入れローマ１１９７年神聖ローマ皇帝フリードリッヒⅡはパレルモを首都に南イタリア王国を建国、イスラムを受入れローマ、

ギリシャ ノルマン ゲルマン ビザンチンを融合させた独自の都市文化を開花し黄金時代を築くギリシャ、ノルマン、ゲルマン、ビザンチンを融合させた独自の都市文化を開花し黄金時代を築く。

十字軍時代の宗教共存は驚異の出来事である。十字軍時代の宗教共存は驚異の出来事である。

☆１３世紀～１８世紀中頃 １８６０年ガリバルディのイタリア統一独立戦争まで 多くの他国支配が続く☆１３世紀～１８世紀中頃、１８６０年ガリバルディのイタリア統一独立戦争まで、多くの他国支配が続く。

ジ 家（仏） ラゴ 家（ ペイ ） サヴ イ 家（北イタリ ）１２６８～アンジュー家（仏） 、１２８２～アラゴン家（スペイン）､１７１３～サヴォイア家（北イタリア）､家（仏） 、 ラ 家（ イ ）､ サヴォイ 家（北イ リ ）､

１７１８～ハプスブルク家（オーストリア） １７３４～ブルボン家（スペイン）１７１８～ハプスブルク家（オーストリア）､１７３４～ブルボン家（スペイン） 

◎マルタ共和国は「地中海のヘソ」と云われ 人口４４万人の小さな島国◎マルタ共和国は「地中海のヘソ」と云われ、人口４４万人の小さな島国

パレス広場のカ バル行事（１２日１５ ３０ ２１ ００）は雨天中止 だが 連日共和国通りを行く山車を見学　パレス広場のカーニバル行事（１２日１５：３０～２１：００）は雨天中止。だが、連日共和国通りを行く山車を見学、

盛上る街の祭り気分を満喫した。バレッタは今年欧州文化首都に指定された。盛上る街の祭り気分を満喫した。バレッタは今年欧州文化首都に指定された。

☆マルタはゴゾ島のジュガンディーヤ神殿等の巨石神殿と伝説を残して消えた、 古の謎の先史文明があった☆マルタはゴゾ島のジュガンディ ヤ神殿等の巨石神殿と伝説を残して消えた、 古の謎の先史文明があった

先祖は６千年前にシチリアから移り住んだと云う 歴史はフ ニキア カルタゴ ギリシャ ローマ先祖は６千年前にシチリアから移り住んだと云う。歴史はフェニキア､カルタゴ､ギリシャ､ローマ､

アラブ＝イスラム､ノルマン（仏）､カスティーリャ（西）と多民族の侵略と支配を受けてきた。アラブ イスラム､ノル ン（仏）､カスティ リャ（西）と多民族の侵略と支配を受けてきた。

☆６０年ネロ皇帝時代 聖パウロはパレスチナで布教中に政治的反逆者として逮捕 １１月ローマ護送中に嵐で☆６０年ネロ皇帝時代、聖パウロはパレスチナで布教中に政治的反逆者として逮捕、１１月ローマ護送中に嵐で

ルタ漂着 ３ 月後 出航し殉教を遂げる 以降キリスト教が伝播マルタ漂着、３ヵ月後ローマへ出航し殉教を遂げる。以降キリスト教が伝播。

☆１１１３年ローマ皇帝は十字軍の負傷者保護の為、エルサレムに聖ヨハネ騎士団を創立。１５３０年本拠地を☆１１１３年ロ マ皇帝は十字軍の負傷者保護の為、エルサレムに聖ヨハネ騎士団を創立。１５３０年本拠地を

マルタに移し 聖ヨハネ騎士団によるマルタ統治が始まったマルタに移し、聖ヨハネ騎士団によるマルタ統治が始まった。

「大包 戦 騎 攻 え勝利 戦 騎１５６５年トルコ軍４万人は「大包囲戦」を展開、騎士団９千人は３ヶ月に及ぶ猛攻に耐え勝利。戦後騎士団は１５６５年トル 軍４万人は 大包囲戦」を展開、騎 団９千人は３ヶ月に及ぶ猛攻に耐え勝利。戦後騎 団は

街を要塞化 難攻不落の城塞都市造営の基礎を築いた 首都名バレッタは当時の騎士団長名街を要塞化、難攻不落の城塞都市造営の基礎を築いた。首都名バレッタは当時の騎士団長名。

イスラム教には徹底交戦を義務付ける厳しい掟があ たイスラム教には徹底交戦を義務付ける厳しい掟があった。

☆１７９８年ナポレオンはエジプト遠征途中マルタに寄港、騎士団は無抵抗降伏、仏の属領になる。ナポレオン☆１７９８年ナポレオンはエジプト遠征途中マルタに寄港、騎士団は無抵抗降伏、仏の属領になる。ナポレオン

は語る「マルタの防衛施設は堅固だが道徳的な強さが皆無だ」とは語る「マルタの防衛施設は堅固だが道徳的な強さが皆無だ」と。

騎士団支配 年間繁栄 豊 な時代が続 た 平和と安定 戦う事を忘れさ た騎士団支配は２６８年間繁栄し豊かな時代が続いた。平和と安定は戦う事を忘れさせた。騎 団支配は 年間繁栄し豊かな時代が続 た。平和と安定は戦う事を忘れさ た。

☆１８００年島民は英国ネルソン総督に援助と保護を要請 フランス駐屯部隊を一掃し 英国は１６４年間統治☆１８００年島民は英国ネルソン総督に援助と保護を要請。フランス駐屯部隊を 掃し、英国は１６４年間統治

する １９６４年独立１９７４年共和国が誕生 現在に至るする。１９６４年独立１９７４年共和国が誕生、現在に至る。　

バレッタ：アッパー・バラッカ・ガーデンから 2018 2 12 カーニバルパレード 2018 2 13バレッタ：アッパー・バラッカ・ガーデンから 2018.2.12 カーニバルパレード 2018.2.13

ボウリングのお誘いボウリングのお誘い
有志で下記日時でボウリングをする事になりました 昔を思い出して一緒にプレーをしませんか有志で下記日時でボウリングをする事になりました。昔を思い出して一緒にプレーをしませんか。

会 味 今 支 ご案会員の中にも興味のある方がいらっしゃると思い、今回支部だよりでご案内させていただきました。会員の中にも興味のある方がいらっしゃると思い、今回支部だよりでご案内させていただきました。

参加ご希望の方は 廣川迄ご連絡ください参加ご希望の方は、廣川迄ご連絡ください。

日 時 ３月１６日 ９時集合日　時：　３月１６日　９時集合

場 所： ディノスボウル札幌白石（駐車場有）場　所：　ディノスボウル札幌白石（駐車場有）

札幌市白石区南郷通１丁目北８番１号 Ｔｅｌ ０１１ ８６０ １２３４札幌市白石区南郷通１丁目北８番１号　　Ｔｅｌ　０１１－８６０－１２３４　

参加費 無 但 ゲ 代（ ゲ ） ズ代と 約参加費：　無　但し　ゲーム代（４ゲーム）・シューズ代として約１２００円参加費 　無　但し　ゲ 代（ ゲ ） 代として約 円

連絡先： 廣川 健司連絡先：　廣川　健司

※同好会では無いので景品はありません※同好会では無いので景品はありません。

※マイボウル・マイシューズのある方はお持ちください。（シューズ代３５０円がかかりません）※マイボウル マイシュ ズのある方はお持ちください。（シュ ズ代３５０円がかかりません）

- -6


