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　まもなく、8月。子どもたちが、一番楽しみ
にしているのが夏休みです。
　我が国は、勤労中心の価値観が根強く、大人
が夏休みを取るにあたっては、周囲のコンセン
サスが必要であったり、長い休暇を取ること
がタブーとされていたりすることもあります。
　また、休めない人の妬みを買わないように
気を遣ったりすることも、少なくありません。
　私たち弁護士も仕事中心が当たり前で、余
った時間に休みを取ろうかと考える人が多い
かと思います。特にこの時期、夏休みを取ろ
う、取ろうと思っているうちに、9月になっ
てしまったというのは、我が業界では有名な
「業界あるある」です。
　また、体育会的なのか、職人にありがちな
徒弟制度的なのか、若手に「夏休みを取るな
んて、10年早い」なんて言っている人、あな
たの周りにいませんか。
　休みなく仕事ばかりしている人が、ときに
弁護士業界では、称賛されることもあります。
でも、依頼者には労働時間短縮を説き、自分
や自分の事務所は長時間労働が当たり前なん
て弁護士、信用できますか。
　それでは、弁護士がわざわざ休みを取って
仕事以外のことをすべきなのでしょうか。ま
ずそこを考えてみたいと思います。

ワーク・ライフ・バランス1
　その理由は、「ワーク・ライフ・バランス」
です。
　我が国政府は、平成19年12月18日、関係閣
僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等
からなる「官民トップ会議」において、「仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」を策定しました。「誰もがやりがいや充
実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た
す一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地
域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる
健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社
会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希
求していかなければならない」とされていま
す。つまり、社会全体でワーク・ライフ・バ
ランスの実現に取り組むことと宣言している
のです。
　そして憲章では、「仕事は、暮らしを支え、
生きがいや喜びをもたらす。同時に、家事・
育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らし
には欠かすことはできないものであり、その
充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは
倍増する」として、その重要性を謳っていま
す。
　憲章と同時に定められた行動指針には、「仕
事と生活の調和が実現した社会」の具体例と
して、「健康で豊かな生活のための時間が確保
できる社会」が掲げられています。ここでは、
働く人々の健康が保持され、家族・友人など
との充実した時間、自己啓発や地域活動への
参加のための時間などを持てることにより、
豊かな生活ができるものとされています。
　分かりやすく言い換えれば、「遠慮なくしっ
かり休みが取れるような社会にしよう」とい
うことなのです。

弁護士の夏休みを考える2
　弁護士業界にとっても、ワーク・ライフ・
バランスの実現は、個人の時間の価値を高め、
生産性を向上させるとともに、将来才能のあ
る人材や多様な人材の確保に資するものです。
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夏休みは夏休みは夏休みは夏休みは

　また、多様な価値観や生活スタイルを許容
することは、当会が進めているダイバーシテ
ィ尊重の第一歩です。
　ただ、ワーク・ライフ・バランスを実現す
ることはなかなか容易ではありません。まず
は、できることから一つずつ始めるしかあり
ません。
　弁護士業界にとって、一年の中で、最も休
暇が取りやすい時期、それが8月であることは
異論がないところだと思います。この機会に、
家族や友人・恋人との繋がりを深め、あるい
は、自己実現のため、英気を養うため、思い
切って夏休みを取りましょう。それが、私た
ち編集部の提言です。ワーク・ライフ・バラ
ンス実現への第一歩です。

　とはいえ、「今から海外旅行は取れないし、
混雑している海水浴場も行きたくないし、ど
うしようかなぁ…」という声も聞こえてきそ
うです。考えているうちに夏休み終わっちゃ
いますよ。
　そこで編集部では、「混んでいるところは嫌
だ」、「手間をかけたくない」、「時間をかけた
くない」、「美味しいものを食べたい」という
弁護士の色々なワガママに応え、更に、若手
に向けて、「インスタ映えするところ」、「ちょ
っと人に自慢できるところ」等々考えながら、
弁護士が夏休みを過ごすのにお勧めの場所を
鋭意調査しました。
　以下、「山編」と「海編」に分けてご紹介し
ます。�

ミックスしており、往復5時間ほどで登れて、
初心者でも楽しめる山梨県にある瑞

みずがきやま

牆山（百
名山、2,230m、コースタイム上り2：50、下り
2：10）を舞台に、山行記の形を借りて「山へ
Go！」したいと思います。瑞牆山の写真を見

　東京から日帰りで行け、森林と岩が程よく

　夏山は、平地に比べると涼しくて、何といっても混雑する
ことがありません（富士山などのごく一部を除いて）。「混ん
でいるところは嫌だ」という方にはお勧めです。
　山といえば、まずは、トレッキング（昔は、合同ハイキングと
いう合コンのようなものがポピュラーだったらしいです）。
一般的には、「登山ほど危険ではない山歩き」というイメージ
かと思います。丸一日、家族や友人・恋人と、貸切りで自然を
味わうことができます。編集部では、これから始める人向け
にその準備に必要なものやモデルプランを紹介します。

　「トレッキングだけでは物足りないなぁ」とか、「自然の中
で泊まりたいなぁ」という方には、キャンプです。星空、河畔
のせせらぎ、虫の声など、自然を満喫できます。キャンプファ
イヤーも楽しいですね。ただ、初心者には少々面倒で不安で
す。編集部では、その準備と何も持たずに行けるキャンプ場
を紹介します。
　「キャンプしたいけれど準備が面倒」、「ゆっくりお風呂に
入りたい」、「ベッドで寝たい」など全てのワガママを叶えて
くれるのが、グランピング。自分でやるのは、バーベキュー
の肉をひっくり返すくらい。キャンプの不便を一切解消し、
ホテルのような快適さで自然を味わうことができるのがグ
ランピングです。編集部では、あの「星野リゾート」が運営する
「星のや富士」に取材に行ってきました。
　さぁ、あなたにピッタリな山の夏休みはどれでしょうか？

～山へGo！
トレッキング～

瑞
みずがき

牆山
やま ▲

瑞牆山
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ると、「岩々だけど大丈夫？」という気になり
ますが、ご安心ください。裏から登るので、
そんなに岩はありません。

前日1

（1）道具
地図 　実は人に聞いてしまえば何とかなる
のですが、迷ったときには、そこには人はい
ません。
雨具 　山は平地より雨が降りやすく、濡れ
ると信じられないくらい寒いので、ビニール
製ではなく、ゴアテックスなどの高機能素材
のものを買いましょう。
服 　木綿だと濡れたときに乾かなくて寒

く不快な思いをします。ポリエステル素材の
ものが良いです。
防寒具 　高度が100m上がると気温が0.6度下が
ります。夏山でも薄手のダウンジャケットを
持ちましょう。なければセーターと雨具で。
靴 　普通の運動靴で登れる山もあります

が、できるだけ登山靴かトレッキングシュー
ズを装着することをお勧めします。
ザック 　最初は安くて軽いので充分です。
非常食 　山で過ごす間の食事以外にも2食分く
らいの非常食（カロリーメイトのようなもの）
や、行動中の糖質・塩分補給用の食事を持つ
べきです。
その他 　その他、帽子、常備薬、用を足すと
きのトイレットペーパー少々などあると便利
な小物は多数存在します。
（2）栄養
　山登りはカロリー消費が半端ないスポーツ
で、バテの最大要因も、実はエネルギー不足

です。前日から、糖質をいつもより多めに体
に入れておくと、バテを防ぐことができます。
大手を振って、ご飯をたらふく食べてくださ
い。

当日2
（1）アプローチ
07：00　新宿駅発のスーパーあずさ1号
08：37　韮崎駅着
08：50　韮崎駅発の路線バス
10：02　瑞牆山山登り口
　登山口は鉄道の駅から離れていることが多
いので車が便利ですが、帰りは疲労と渋滞で
かなり辛いものがあります。下山後の温泉で
一杯という最大の喜びを味わうために、鉄道+
バスも捨てがたいと思っています。
（2）登り始め
10：30　登山開始
　登山開始前に必要なのは、準備運動とトイ
レと登山届です。
　登り始めは樹林帯が多く、木々が日を遮っ
てくれ、森林のかぐわしい香り、途中に現れる
冷たーい水場など楽しみが満載です。

　ただ、登り始めは心拍
数が必要以上に上がっ
て、体力を消耗しがちで
す。最初はゆっくりと。
　休憩をどのようなペー
スで取るのかは人により
ますから、決まりはあり
ません。疲れたら休むで良いと思います。
　山には「上り優先」「すれ違いでコンニチ

今回の山登りで持参したもの
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ワ」といったエチケット又はルールがありま
す。
（3）岩場・雪渓・谷など
11：30　岩場に取りかかる
　岩をよじ登るのは危険なのですが、危険で
あるがゆえのスリルがあることも真実です。
基本は2本の手、2本の足のうち3つを岩に付け
ておき（いわゆる3点支持）、残り一つを動か
して、徐々に登っていきます。ただ、余り七
面倒なことを考えていると、かえって危険で
す。リズムも大事です。

　なお、岩場は落石等の危険が多い場所です。
これは雪渓などでもいえることで、音もなく
落石がありますので、決して岩場や雪渓で休
憩してはいけません。
（4）山頂
13：00　山頂到着

　山頂からの眺め、冷た
い風の心地よさ、これ
らは山登りの醍醐味であ
り、何物にも代えがたい
ものです。瑞牆山の山頂
は広い岩場になっている
ので、そこでおにぎりな

どを食べながら、ごろんと寝っ転がって昼寝
をするのは最高にいい気分です。
（5）下り
13：30　山頂出発
　下りは、疲れているのと、日常生活で余り
使わない筋肉を使うのとで、意外と骨が折れ
ます。小さな段差を下り続けるために、着地
の衝撃で膝などを痛めることもあります。ス
トックを使って衝撃を和らげ、バランス保持
の助けとすることも有用です。下りの山小屋
ではこんなご褒美も。一杯くらいなら大丈夫
でしょう。

（6）下山
15：00　登山口到着
15：20　路線バス出発
15：42　増富の湯到着
16：52　増富の湯出発
17：45　韮崎駅着
18：23　韮崎駅発のあずさ30号
　下山後の楽しみの一つは、温泉とお酒です。
山の近くには多くの場合にいで湯があります。
今回はラジウム温泉で有名な日帰り温泉「増
富の湯」で途中下車。温泉に入った後に、山
の幸に舌鼓を打ちながらビールや酒を飲む喜
びは、下山後の安心感も伴って、至上のもの
です。
　鉄道利用であれば、列車の中で、駅弁とビ
ールで二次会を開くことも可能です。英気を
養って、来週も頑張るぞ！�
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　キャンプに興味はあるものの、何から始め
てよいか分からず一歩を踏み出せない方も多
いのではないでしょうか。本稿では、そのよ
うな方に向けて、キャンプのキホンをお伝え
します。

キャンプの種類1
　キャンプには、参加メンバーの規模に応じ、
単独で行うソロキャンプ、家族で行くファミ
リーキャンプ、友人同士で楽しむグループキ
ャンプなど、色々なスタイルがあります。
　また、キャンプ場には、次の3つの種類があ
ります。
【区画サイト】
�・��設営スペースが決まっている（平均サイズ
は10m×10m）

�・事前予約可能
【フリーサイト】
�・自由にサイト設営ができる
�・早めのチェックインが◎
【電源サイト】
�・設営スペースにAC電源がある
　この中で、初心者にピッタリなのは、持ち
込んだ家電を自由に使える電源サイトです。
携帯電話などの充電もできますし、ちょっと
寒いときの電気毛布は便利です。

キャンプ場の選び方2
　ネットには、「なっぷ」「キャンプ場ドット
コム」など多くのキャンプ場検索・予約サイ
トがあります。ネットでも予約できるのです

が、敢えて電話で予約する方がベターです。
そうすれば、買い出しをするスーパーの場所
や、売店の品揃えなど、有用な情報を手に入
れることができます。
　さて、キャンプのハードルとして、テント、
タープ、シュラフ、焚火台、バーナー、ランタ
ンなど道具が多く、買い揃えるのが大変だった
り、設営方法やキャンプギア（キャンプで使う
道具のこと）の使い方を覚えるのが面倒だった
り、という点が挙げられます。そこでサンプル
として、全くのキャンプ初心者でも手ぶらで訪
れることができる、いわゆる高規格キャンプ場
（炊事場やトイレ、シャワーなどの水回りの設
備が充実しており、手入れの行き届いたキャン
プ場）の一つである「PICA富士西湖」を編集
部が取材してきました。
ロケーション 　「PICA富士西湖」は、中央自動
車道・河口湖ICより約15 〜 20分ほどのとこ
ろ、西湖の南西の畔にある広大なキャンプ場
です。自動車を利用すれば、東京から2時間弱
で着きますので、アクセスは容易です。電車
やバスでのアクセスも可能です。
施設
〇ゲストハウス・インストア
　レンタル品、販売品とも非常に充実してお
り、キャンプに必要なギアは一通り揃ってい
ます。
〇トイレ、炊事場、お風呂
　家族連れのキャンプでは、水回りの施設が
気になるところです。こちらのトイレは暖房
便座付きの水洗トイレで、流し場の水道は温
水蛇口です。
　お風呂棟はキレイで広々としています。コ
インランドリーもあります。
〇コテージ
　定員や設備の異なる8種類のコテージがあり
ます。中でも、最も高規格である「アクティ
ブグランデ（定員6名・3棟）」は、西湖に面す
る贅沢な立地に、スイートルームのような豪
華な設備をそなえる高級コテージです。アウ
トドアというとやや不便な印象がありますが、
このコテージなら何不自由なく優雅に過ごす
ことができそうです。

～そうだ、
キャンプ行こう～

西湖の夜
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〇トレーラー、パオ
　少し変わったところでは、アメリカ製のキ
ャンピングトレーラーをアレンジしたコテー
ジや、モンゴルのパオ風コテージもあります。
ワイルドなトレーラーや、可愛いパオの外観
は、インスタ映え間違いなしです。
〇テントサイト
　コテージに比べるとハードルが上がります
が、キャンプ場といえばやはりテント泊です
よね。
　こちらの特徴的なサービスとして「サポー
ト付キャンプスタートパック」があります。
このサービスは、必要なキャンプ用品のフル
レンタルだけでなく、テント等の設営方法、
アウトドア料理の調理方法、焚火の仕方など、
テント泊の基本的な楽しみ方について、スタ
ッフがついて一通り教えてくれるサービスで
す。まさに、初心者が手ぶらで行っても本格
的なキャンプ泊を楽しむことができるプラン
といえるでしょう。

アクティビティ 　キャンプ場に来たら、アウト
ドアを思いきり楽しみたいですよね。
　こちらのキャンプ場の魅力は、やはり、眼
前に水面を湛える西湖でしょう。こちらでは、
ガイドサポート付きのカヌー・プログラムや、
バス・フィッシングに必要なロッド等のレン
タルができます。

　小さいお子様連れの方は、場内の釣り堀で
ニジマス釣りを楽しむこともできます。
　ほかにも、専用コースを駆け抜けるMTBの
レンタルもあります。
　ペットのワンちゃん同伴の方向けには、「ド
ッグラン・庭付コテージ」「場内ドッグラン」
「ドッグカヌーツアー」などの設備やサービス
もあります。
　詳細は、「PICA富士西湖」のホームページ
（https://www.pica-resort.jp/saiko/）をご覧くだ
さい。

本格的に始めてみよう3
　手ぶらでのキャンプにハマった方。深遠な
アウトドアライフの世界へようこそ！ここか
らは少しずつギアを買い揃え、自分好みのキ
ャンプスタイルを確立していきましょう。ギ
ア・カタログが毎年たくさん出版されますが、
ご自身のキャンプスタイルに合わせてアウト
ドアショップで相談されるのが一番間違いの
少ないギア選びだと思います。是非、アウト
ドアショップで、新しい趣味を始める喜びを
かみしめていただければと思います。�

アクティブグランデ

レイクビューサイト

西湖での釣り
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　山で癒されたいけれど、あれこれ準備した
り、山に登って疲れたりするのはイヤ。せっ
かくの休みなんだからゆっくりのんびりもし
たい。そんな方には「グランピング」が最適
です。何それ？という方もいるかもしれませ
ん。グランピングとは、Glamorous（優雅な）
とCampingを掛け合わせた造語で、贅沢にア
ウトドアの良いところを味わいつつ、文字通
り優雅にキャンプを楽しもうという今話題の
スタイルです。
　今回紹介するのは、数あるグランピング施
設の中でも最高峰の優雅さを提供してくれる
であろう、星野リゾートが運営する日本初の
グランピングリゾート「星のや富士」です。
立地 　「星のや富士」は、河口湖ICから車で
約20分、富士山の裾野に拡がる富士五湖の一
つ、河口湖を見下ろす広大な森の丘陵地に位
置します。丘の麓に置かれたレセプションで
受付を済ませると、スタッフが運転するジー
プで山を登っていきます。山道を登ると、外
界と遮断された静かな森にキャビン（客室）
が立ち並び、さきほどまでとはまた違った、
高いところから見下ろす大きな河口湖が、「東

京を離れて別世界に来たぞ！」という気分を
高めてくれます。
客室 　扉を開けると、快適に過ごすための
機能がミニマムかつシンプルに設けられ、窓
に目を向けると、壁一面に描かれた絵のよう
に河口湖と雄大な森を望むことができます。
窓からはテラスに出ることができ、そこには
ゆっくりと足を伸ばしてくつろげるソファが
置かれています。ソファに座って自然の美し
さを眺められ、心地よい風がそよぎます。こ
こで読書するもよし、一杯やるもよし、ただ
ぼーっとするもよし。事務所に置いてきた仕
事のことなどすっかり忘れてしまうはずです。
取材した私たちもここで、しばし立ち上がれ
なくなりました。

クラウドテラス 　客室から木に囲まれた森の中
を歩いて登っていくと、階層状に作られたウ
ッドデッキが見えてきます。所々にハンモッ
クやチェアが置かれており、腰を下ろして、
木漏れ日と森の香りを感じながら揺れる木々
を眺めているだけで、日頃の疲れが癒されて
いきます。時間によっては、さながらキャン
プのように焚火を囲んでマシュマロを焼いて
食べたり、火を見たりしながらBARタイムを
楽しむこともできます。
食事 　食事にもグランピングの要素が満載
です。部屋でゆったりルームサービスをとる
こともできますが、アウトドア気分を味わう
ならば、屋外ダイニングに行きましょう。食
材を選んで焼き上げたり、好みのスパイスを
振りかけたり、面倒な準備や片付けは抜きに
して、楽しいところだけを体験することがで
きます。自然の中での食事はまた格別です。

～グランピングの
ススメ～

大自然の中にデザインされた「クラウドテラス」

屋外を感じることのできる「キャビン」のテラス（一例）

炎を眺めながら寛ぐ「焚き火ラウンジ」
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海海海海へ
行こう！
へ
行こう！
へ
行こう！
へ
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夏休みは夏休みは夏休みは夏休みは

ジビエのスペシャルなコースやワインとのペ
アリングなども用意されています。
アクティビティ 　富士山や河口湖、森を感じら
れる様々なアクティビティが用意されていま
す。石釜でピザを焼いたり、森の中でストレ
ッチをしたり、樹海ネイチャーツアーや薪割
りも人気だそうです。グランピングマスター
と呼ばれる達人が、宿泊者にぴったりのアク
ティビティを提案してくれるので、何も決め
ずに行っても大丈夫です。
　お値段は1室1泊45,000円〜（食事別・税・サ
ービス料10%込）。ゆっくり楽しむには、2泊
がお勧めとのことです。決してお安くはあり
ませんが、自然に癒され、日常を離れた体験
を楽しみ、例年とはちょっと趣向の異なる特

別な休暇を過ごせば、しっかりリフレッシュ
でき、休み明けの仕事の活力を得られること
間違いなし！でしょう。詳しくは、ホームペ
ージ（https://hoshinoya.com）をご参照くだ
さい。�

　実は東京都内なのに、海外リゾートにも負
けない美しいビーチ、美味しいお魚、おまけ
に夜も楽しめる、隠れた魅力満載！の神津島
（こうづしま）をご紹介します。
アクセス 　神津島は、東京から南へ約1,800㎞、
伊豆諸島の一つで、周囲わずか約22㎞という大
きさの人口1,900人ほどの島です。調布飛行場
から飛行機でわずか45分、竹芝から高速ジェッ
ト船で3時間45分でアクセス可能です。島内に

森の中で行うアクティビティ「森の空中ストレッチ」

　夏休みといえば、海。子どもも大人も海が大好きです。で
も、「海水浴場に行く渋滞は嫌だ」、「場所取りやシャワーの確
保も面倒」、「海の家の飯は高くて美味しくない」など、文句
が多いのも海水浴です。
　そんなあなたに、編集部では、当会の法律相談でもご縁の
ある「神津島」を紹介します。離島ですが、東京都内です。絶
景というほかない美しい海、食事も美味しく、千葉や湘南の
ような混雑はありません。帰りは、フェリーで寝て帰れます
よ、お父さん。もちろん、泊まって満天の星を楽しむこともお
勧めです。
　もっと手軽に夏を楽しみたい、あるいは、「休みなんか取れ

ないよ」という方には、海ではありませんが、都心のナイトプ
ールはいかがでしょう。神津島も素晴らしいですが、「インス
タ映え」という意味では最高かも。編集部では、皆さんご存
知の「ホテルニューオータニ」のナイトプールを取材しまし
た。夜の涼しいプールサイドで、ビーチベッドに寝ころび、カ
クテルを片手に夏を楽しむ。ラグジュアリーに夏を楽しみた
い方はぜひどうぞ。
　更にラグジュアリーに楽しみたい方、豪華客船でクルージ
ングの旅に出かけませんか。編集部では、「飛鳥Ⅱ」を運航す
る郵船クルーズに取材に伺いました。「飛鳥Ⅱ」は、世界一周な
どで有名ですが、夏場は、短期のクルージングも多数運航し
ています。船上で見る花火大会、大海原をクルージングしな
がら船内のプール、スパで楽しむ。少しお高いですが、食事や
船内アトラクションもオールインクルーシブと考えれば納得
かも。一度行けば、しばらく自慢できること間違いなし。
　さて、皆さんは、どちらに行きたいでしょうか？

～隠れた魅力満載！
神津島へ～

沢尻湾

特別企画：ワーク・ライフ・バランス～弁護士の夏休み～
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はレンタカーもありますが、時期によっては予
約が取りにくいため、予め巡回バスの時間をチ
ェックして移動するのが便利です。
ビーチ 　最大の魅力は、やはり素晴らしいビ
ーチでしょう。砂質や景観、楽しみ方の異な
る5つのビーチを味わうことができます。特に
観光客が「楽しかった」と口を揃えるのは、
赤崎遊歩道だそうです。岩場に木製の飛び込
み台が設置され、子ども達は「それ度胸試し」
と、青く透き通った海に向かってジャンプ！
水深も深く、8月はライフセーバーも見ていま
すので、天然のプールで思う存分遊び尽くせ
ます。透明度日本一にも選ばれた神津島の海
は一見の価値があります。また、ダイビング
や釣りを楽しむこともできます。

温泉 　海でたくさん遊んだ後は、温泉保養
センター（天然温泉）で体の疲れを癒しまし
ょう。水着を着用して入る露天風呂は、一度
に何百人も入浴可能な広さです。すぐ目の前
に大海原をどーんと眺めながら温泉につかる
ことができます。
グルメ 　四方を海で囲まれた神津島は、特に
伊豆諸島の中でも魚の宝庫と言われるほど、
沢山の新鮮な魚が水揚げされています。一年
中食べられる金目鯛のほか、夏は赤イカやタ
カベ、冬は伊勢エビも絶品だそうです。
　時期によっては島中で天草を干している様
子が見られますが、昔ながらの製法で作られ

たところてんは、口にするとほんのり磯の香
りがしてとっても美味です。島に自生する栄
養満点のアシタバを使ったちょっと珍しいア
シタバ蕎麦も味わえます。お土産には島なら
ではの地のりも喜ばれるはずです。
宿 　島には、1件のホテルのほか、約40件

の民宿があります。夜は島自慢の美味しいお
魚を使った、地元ならではの食事を堪能でき
ます。島の清らかで美味しいお水を使って作
られた焼酎「盛若」と一緒に頂くと更に格別
でしょう。
満天の星 　特に一押しなのが夜のお楽しみで
す。夜になると、集落の周辺以外、ほとんど
街灯がなく、空を見上げれば、島がまるごと
プラネタリウムのように無数の星が満天に輝
きます。特に夏の間は、天の川が肉眼でもは

っきりと観測でき、天から星がこぼれ落ちそ
うな迫力だそうです。同じ東京ながら、都心
では得られない感動を味わえるはずです。集
落からも歩いて行ける高台に位置する広場で、
寝転びながら鑑賞できます。
　余りなじみのない神津島ですが、一度行っ
てみるとその魅力に驚きの連続、間違いなし
でしょう。また、ここには書き尽くせません
が、標高572mの天上山の登山や、キャンプ、
バーベキューにサイクリングも楽しめます。
詳しい情報は、神津島観光協会のホームペー
ジ（https://kozushima.com/）をご覧くださ
い。�

満天の星　写真提供 ： 藤井智久赤崎遊歩道
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　夏休みと言えば、海へ山へと行きたいとこ
ろですが、時間がないという方も多いかと思
います。そのような方には、都内のホテルの
プールでちょっとしたリゾート気分を味わっ
てみてください。
　今回は、千代田区にあるホテルニューオー
タニのガーデンプールを取材させていただき
ました。

やはり泳ぎたい！1
　プールに行って泳がないでどうする！とい
う方は、水着着用でプールエリアでお楽しみ
ください。デッキチェアで寛いだり、アッパ
ーテラスのダイニングでホテルの本格料理や
カクテルを味わったりと、バリエーションの
多い楽しみ方ができます＊。
　料金の概要としては、デイプール（9：00 〜
19：00）は宿泊者2,000円、外来者20,000円、ナイ
トプール（18：00 〜 22：00）は宿泊者2,000円、
外来者10,000円となっています。いっそのこと、
宿泊もしてしまった方がお得かもしれません。
プールもセットになったお得な宿泊プランもあ
ります。
　なお、デイプールは本格的に夏になってか
ら開催（今年は7月14日〜）ですが、ナイトプ
ールのみはゴールデンウィーク明け（今年は5
月11日）から開催されています。

水着はちょっと…2
　という向きには、アッパーテラスでプールを

眺めながらの一杯をお勧めします。プールへの
入場料金なしで、リゾート気分を味わえます。
　なお、シャンパン、カクテル飲み放題のパー
ティプランも用意されているので、事務所の
暑気払いなどにも打って付けかもしれません。

リッチな気分を味わいたい3
　という向きには、図内❶にある10席限定のプ
レミアムシート「ルアーナ」はいかがでしょう
か。1席20,000円 で、10：00 〜 19：00の間、デ
ッキチェアを占有でき、シャンパンを含む飲物
が飲み放題、専用バスローブやタオルが用意さ
れています。
　更にリッチにという方には、プール全体を
見下ろす位置（図内❷）に建つ一棟建てのコ
テージ風スペース「スーパーカバナ」があり
ます。1棟100,000円で1日中使え、「ルアーナ」
と同じサービスが受けられて、かつ、インタ
ーネット接続無料なので、プールを見下ろし
ながら仕事をすることも可能です。

～都内でプール～

ホテルニューオータニ

＊　�プールエリアでは水着の着用が必要です。

アッパーテラスにて

●❷

●❶

アッパーテラス（ダイニングエリア）

デッキチェアエリア

プール

特別企画：ワーク・ライフ・バランス～弁護士の夏休み～
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インスタ映えもばっちり4
　プールと言えば、いわゆる「インスタ映え」

する写真撮影の聖地です。特に、ナイトプー
ルではカクテルライトに照らされた素敵な写
真を撮ることができます。�

「飛鳥Ⅱ」の旅はいかがでしょうか？1
　最近、テレビでも取り上げられる「飛鳥Ⅱ」
クルーズ。仕事を引退後は「飛鳥Ⅱ」に乗っ
て世界一周を楽しみたい、という方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。しかし、「飛鳥
Ⅱ」クルーズは、現役世代にとっても身近な
リゾートとして十分楽しめます。近い将来の
バカンスの計画を立ててみませんか。

年間通して「飛鳥Ⅱ」のクルーズが
行われています！2

　世界一周クルーズは数年前まで毎年就航し
ていたようですが、近年は世界情勢の悪化の

影響で行わない年もあるようです。ただ、世
界一周以外のクルーズについては、年間を通
して行われています。滞在期間によって、ロ
ングクルーズ（1 〜 3か月）、ミドルクルーズ
（1〜 2週間）、ショートクルーズ（2泊〜約1週
間）、ワンナイトクルーズ（1泊2日）と分かれ
ており、今年も7月上旬から12月にかけてほぼ
休みなく国内やアジア方面のクルーズが行わ
れる予定になっています。

　夏には花火クルーズが用意されています。
夏の花火といえば、何時間も花火を見る場所
を人ごみの中探し回り、やっとの思いで花火
を見終わった後、満員電車に乗って帰宅する、
そんな経験をされている方がほとんどではな
いでしょうか。しかし、この花火クルーズで

～クルーズ船～

ニューヨーク

花火クルーズ
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は、船上で花火を優雅に見学し、花火の前後
には船上のプールサイドで夏祭りを堪能し、
時間のある時には船上バーで花火の余韻にひ
たる、そんな夢のような時間を過ごすことが
可能です。クルーズによってはベビーシッタ
ーも乗船しているので、日頃の育児にお疲れ
の方も十分に楽しめる設備が整っています。
　若い世代に人
気のあるクリ
スマスクルーズ
は、夕方に出港
し、翌日午前中
までの1泊2日の
プランです。ド
レスアップして
特別なクリスマ
スショーやクリ
スマスディナー
を楽しんだり、
船内の設備をゆ
っくり過ごすプランです。意外と知られてい
ない手頃なプランですので、初めて「飛鳥Ⅱ」
を利用してみるには絶好の機会ではないでし
ょうか。
　これらのプラン以外にもプロの歌手やシェ
フが乗船し、様々なイベントとともに豪華客
船を味わえるクルーズもありますので、一
度「飛鳥Ⅱ」のホームページ（https://www.
asukacruise.co.jp）を覗いてみてはいかがでし
ょうか。

クルーズ内の設備について3

　船内には、メインダイニング、ビュッフェ
スタイルの朝食・昼食をとることができるレ
ストランもあり、欲張れば1日に7食楽しむこ
とも可能です。

　また、船内には江戸前寿司が食べられるお
店（有料）が用意されていて、メインダイニ
ングで食べるほどではないけど、少しお寿司
をつまむといった贅沢な過ごし方ができるよ
うです。
　海の見えるライブ
ラリーでは読書での
んびりした時間を過
ごしたり、アクティ
ブにプール、パドル
テニスを楽しんだ後グランドスパで疲れを癒
したりなど、その人に合った過ごし方を見つ
けることができます。

終わりに4
　広報担当の方のお話によれば、「飛鳥Ⅱ」の
船上施設を十分に味わうには最低2泊は必要
とのことですが、まずは、1泊の気軽なプラン
でその快適さを体験して欲しいとのことです。
飛行機と異なり、カバン一つで乗船し、帰り
は下船港で全て宅配便で送ってしまえる身軽
な船旅を体験してみませんか。�

クリスマスクルーズ

フォーシーズン・ダイニングルーム 夜のビスタラウンジ

アスカ アヴェダ サロン＆スパ

アジアグランドクルーズ（香港）
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