
朝 昼 晩 都市名 ホテル

9月6日(日)

自宅～大分港（SFフェリー） 128ｋｍ(2h)

自宅:1530　出発　　大分港:1730着 東九州自動車道

F：食事無 大分港　19:15　出港 Fさんふらわあ（大分）

SF”パール” 船中泊

9月7日(月) 神戸港　06:35　入港

高速：神戸（六甲IS北）～東京（芝公園） 525ｋｍ（7h）

F/H：食事無 0700：神戸（六甲IS北）入

0830：草津PA（朝食） ○

昼食：浜松又が御殿場付近 ○ 添付写真(1)

1500：東京（芝公園）出

東京プリンスホテル15:30着予定 東京 東京プリンス泊

9月8日(火) 07時30分　ホテル　チェックアウト ○

都内観光　0910　東京駅丸の内南口 はとバス

H：朝食 　　　　　　　1250　　　　同上　　　　到着 スカイツリー半日コース

　　　　　　　1400頃　　ホテル発 127km（2h） (靖国神社/スカイツリー）

　　　　　　　1700頃　大洗フェリーT着

F：食事無 大洗港　18:30出港　SF”ふらの” 添付写真(2)～(5)

商船三井フェリー：TEL　029-267-4133 船中泊

9月9日(水) 苫小牧港　13:30　入港

F：食事無 苫小牧港～富良野市 141km（3.0h） 添付写真(6)～(8)

H：夕食 新富良野プリンスホテル18時着 ○ 富良野 新富良野プリンス泊

9月10日(木) 08時30分　ホテル　チェックアウト ○

H：朝食 ①ふらのワイン工場 ホテル～ワイン工場 7km（12m）

②四季彩の丘（美瑛） ホテル～四季彩の丘 31km（40m）

③しらひげの滝/青い池・白樺街道（美瑛） 四季彩の丘～しらひげ 19km（20m）

④しらひげの滝～札幌プリンスH 183km（2h45m）含む有料 添付写真(9)～(12)

H：夕食無 札幌プリンスホテル18時着 札幌 札幌プリンス泊

9月11日(金) 08時30分　ホテル　チェックアウト ○

H：朝食 ①大通公園散策 散策時間（約1hr）

②さっぽろ羊ヶ丘展望台 ホテル～羊ヶ丘：10km(30m 添付写真(13)～(14)

③小樽運河散策 羊ヶ丘～小樽：53km（1hr）

④小樽温泉（朝里殿)

F：食事無 小樽港　23:30出港　F”はまなす”

新日本海フェリー　TEL：0134-22-6191 船中泊

9月12日(土) 舞鶴港　21:15　入港

126km（2h20m） 添付写真(15)

舞鶴港～大津プリンスホテル

F：食事無

大津プリンスホテル　23時30分着 大津 大津プリンス泊

9月13日(日) 08時00分　ホテル　チェックアウト ○
H：朝食 京都市内観光　09:30　京都駅烏丸口　　出発 京都定期観光バス

　　　　　　　　　　12:00　　　同上　　　　　　到着 京都定期観光バス 半日コース（妙心寺・大徳寺）

大津駅駐車場～大阪南港（かもめ埠頭） 名神/近畿/阪神 添付写真(16)～(18)
F：食事無 81.0km（1h30m）

SF”きりしま”　17:00出港 船中泊
9月14日(月) 志布志港　08:55入港 Fさんふらわあ（大阪）
F：食事無
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9 月 6 日（日）： 
娘夫婦/孫達に見送られ、東九州自動車道を利用し一路、大分港へ 
思えば、35 年前の新婚旅行は苅田港（福岡県）から大阪南港までは 
 “さんふらわあ”利用。 大阪から空路、北海道に入り 3 泊 4 日の 
道東観光旅行を行ったが 今回の一周旅行はフェリー利用するものの

乗船地までは車を自走しなければならず、これから始まる一周旅行への期待感と不安が入

り混じった気持ちでスタートを切る。

18 時 30 分、“さんふらわあぱーる”乗船。 
ホテルのロービー/客室にも見劣りしない本船のエントランス並び客室に

ただ感動する。翌日の長距離も考え、早めに就寝。

9 月 7 日（月）：06 時 35 分、神戸港（六甲アイ

ランド）に入港。07 時過ぎ下船。

いよいよ、東京までの長距離ドライブのスター

トである。（終日：雨天）

食事は草津 PA（朝食）、 清水 PA（昼食）にて

とったが、出店している

飲食店も多く選択に迷う程である。最近の PA
設備は斬新で明るく

郊外レストラン以上ではないか

当初、心配していた車による東京入りもクリア

ー、15 時 30 分に 
無事、東京プリンスホテルに到着した。（ホテル

入口を 2 回程間違う。） 
夕食は新橋駅近くで取り、ホテルに帰る際に見

た靄に浮かぶ東京タワーは

幻想的であった。

9 月 8 日（火）：07 時 30 分、ホテルをチェックアウト。車はホテル駐車場に置き “定期観

光バス”乗車の為に電車にて東京駅に出る。

※観光コース：スカイツリー半日コース（靖国神社/スカイツリー）

当日は台風 18 号から変わった低気圧並びに北上中の台風 17 号による



影響で雨、東京スカイツリー展望回廊に上がったが視界不良。残念

展望回廊でパネル背景に記念写真を撮ったのち、他の乗客とともに

東京駅に戻る。13 時過ぎホテル駐車場出発。 
首都高速では行き先レーンを 2 回間違えた結果、都

度、首都高速を出入り。

3 回目（京橋 IC）で 漸く常盤道に入ることができ

た。

（地理不案内もあるが、首都高速は走行レーンが多

く運転には戸惑った。）

17 時 30 分、大洗港に到着。岸壁では台風 17 号の北上に伴い 時折 
南東からの強い風が吹く中 17 時 45 分 さんふらわあ ふらのに乗船。 
荒天を予想し、乗り物酔いの薬を飲み 早めに就寝する。

9 月 9 日（水）：日付変わった頃から、船体の揺れが酷くなる。寝

ていても気分が悪い。

当然ながら、朝が明けても食事する気にならず

午前中はベットを出たり、入ったりしていた。

（時折、船窓から外を見るが、時化た海面をみると尚更、船酔い

が増す。）

昼頃にはうねりが収まったので昼食をとる。

13 時 30 分、苫小牧港に入港。下船時には本船の案内所前で乗船

記念写真とる。14 時、下船。道央自動車を利用して一路、富良野

へ



それにしても北海道の自動車道はまっすぐで、行きあう

車が少ない。

18 時、富良野（新富良野プリンスホテル到着） 
久しぶりの温泉で、長旅の疲れた体を癒した後は地元の

食材を使った

料理を堪能する。ワインも進み、その夜はゆっくりと就

寝できた。

9 月 10 日（木）：08 時 30 分、ホテルチェックアウト 

まずは富良野市郊外のワイン工場を見学。紅白で製造過程並び貯蔵期間が違う事を知り、

イモ焼酎派の小生からすれば目からうろこの話で、改めて ワインの奥行きの深さを感る。 
その後、北海道観光スポットの一つである“美瑛町”へ

1) 青い池：美瑛町の白金にある“人工池”

水酸化アルミニウムを含んだ池の水と美瑛川の水が

混ざる事により 美しい青色に見えるとの事。

池の青さと立ち枯れた木々の幻想的なコントラストで

有名になり、当日は外国人ツアー一行も立ち寄っていた。

2) ぜるぶの丘：公園内を散策。未だ暑いせいか？ライラックが咲いて



おり、季節的に見れないものが見れてラッキー。

18 時過ぎ、札幌プリンスホテル到着。ここでも、ラッキーな事に遭遇する。 
外国人ツアー一行と一緒になった為に部屋が変更になった旨をフロントで告げられる。

一瞬、緊張が走るが 部屋変更でグレードアップした旨を告げられ、安心する。

案内されたのは寝屋とリビングの 2 部屋に別れたロイヤルスイートルームで部屋の広さ並

びに室内設備に

びっくりする。後日、ホテルの HP で料金を確認すると 1 日付 237,500 円で再度、びっく

りする。

妻とはこんな部屋に泊まるのは、最初で最後だねとお互いに顔を見合わせた。

9 月 11 日（金）：08 時 30 分、ホテルチェックアウト。出発前に大通り公園を散策。 
正午より“さっぽろオータムフェスト”開催される

との事で、

慌ただしく出店準備している人の中、北海道庁（旧）

本庁舎並び時計台を見て回る。

その後、車にてさっぽろ羊ヶ丘展望台、大蔵山展望

台を見て回る。

35 年前の新婚旅行も同じ様なコースを回ったが、

あまり印象に残っておらず（当時はハイヤー観光に

つき、印象が薄いのか？）

改めて観光し直す。

14 時過ぎ、小樽到着。 
遅い昼食を取った後、娘夫婦/孫達の為に土産等シ

ョッピング及び散策ショッピングに約 4 時間程度

を要する。（女性の行動力にただ感服！）

フェリーの出港時間が 23 時 30 分と云うこともあ

り、近郊の温泉センターで温泉に浸かりながら待機。

23 時、フェリーはまなすに乗船する。 

9 月 12 日（土）：先日の時化た航海と比べて、日本海航路は風は吹くものの船体の揺れは 
さほど酷くなく。航海中は展望風呂/船内シア

ターで時間をつぶす。

21 時 30 分、舞鶴港到着。22 時過ぎ下船、一

路 大津のホテルを目指す。



24 時過ぎに大津プリンスホテル到着。 
深夜の高速道路運転は長距離と云う事もあり、非常に疲れた。すぐに就寝する。

9 月 13 日（日）：08 時ホテルチェックアウト。京都市内観光の為に車は大津駅駐車場に 
  置き、電車にて京都駅に出る。

※定期観光バスコース：京都午前の半日コース（妙心寺・大徳寺）

  妙心寺（退蔵院）：下記の通り拝観

① 袴腰の大玄関 ②瓢鮎図 ③本丈 ④元信の庭 ⑤陰陽の庭

(2) 大徳寺（瑞峯院）：下記の通り拝観

① 瑞峯院 ②独座庭 ③閑眠庭

寺院めぐりは初めてで、京都のお寺は大寺/小寺をいれた集合体で 
ある事がわかった。2 つのお寺を廻る半日コースでも急ぎ足の拝観で 
退職後に改めてその他のお寺巡りも併せて、拝観したいと思う。

15 時 30 分、大阪南港（かもめ埠頭）到着。 
17 時、出港。船内大浴場で長旅の汗を流した後、部屋でビール飲みながら、反省会を行う。 

9 月 14 日（月）：08 時 55 分、志布志港に到着。09 時 20 分下船。無事帰宅する 
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