
 

 

 
行ってきました！南アフリカ 4か国 南アフリカ・ジンバブエ・ボツワナ・ザンビア 

  
久しぶりに 6月 9日から南アフリカ各国を訪れました。アフリカと言えば野生の王国。広大な大地にライオンなどの様々な野生動物が住むというプラスの

イメージがある反面、治安や病気、施設面などを不安視するマイナスのイメージをお持ちの方も多いことでしょう。 

そのマイナスイメージは少なくとも今回訪れた 4 カ国に関しては「全く当てはまらない」と断言できることを確認してきました。 

実はこの四カ国は歴史上、欧州列強各国の統治に置かれた時期が長く、しかも観光の目的地として魅力的だったので、欧州からの一般の観光客を呼

び込むための旅行インフラや観光客をもてなす文化がかなり前から整備されてきました。旅行先進国という言葉を当てはめたら分かりやすいのではな

いでしょうか。治安に関しては全く不安がない国は世界にはございませんが、この 4 カ国は最低限の注意を払えば特に心配するようなことはございませ

ん。病気への不安がないのは事前の予防接種が不要なことでも分かります。ホテルの施設は欧米よりもむしろ良いくらいで、海の幸やもちろん陸上動

物の肉も豊富な食事も美味・・もちろん調理方法はさすがに安心の西洋式。事前のビザ（査証）の取得も不要で、欧米各国とまったく同じ感覚で訪れる

ことができるというのが結論です。欧米は良くてアフリカは怖い・・というのは誤ったイメージですね（むしろ怖いのは逆かも・・・笑）。 
 
さて、そんな安心して訪れることができる南アフリカ各国でも今回は特に 2つの大きなテーマを持って現地に向かいました。 

一つ目は世界三大瀑布（滝）の一つ、ジンバブエとザンビアにまたがるヴィクトリアの滝。しかし、単に滝を訪れるのではなく、今回は年に数回しか見る

事ができない夜の虹「ルナ・レインボー」を見る事でした。満月の光と適量の滝の水煙という条件が重なる時期を狙ったおかげで、今回は夜の滝にかか

る非常に条件の良い虹に出会うことができました。目にも明らかなその虹を写真に撮れば、うっすらと七色の色が付いているように見えます。太陽光線

が月で反射した光でできた虹であることから、月の虹でもあの美しい色が付くのだと感動しました。 
 
旅のもう一つの大テーマはボツワナ・チョベ国立公園の野生の象。世界で最も大きな身体を持つこの象が突然我々が乗った車の前に現れた時、その

サイズと迫力にたじろぎました。動物園の象とは明らかに違う迫力。しかし、見たかったのはこの象たちがチョベ川を渡る姿。一般的に象は河を渡ること

はないため世界でもここでしか見る事ができないと言われます。でも、象が河渡をする場面に出会えるかは運次第・・・象次第・・果たして・・・  

午後のボートクルーズで、現地ガイドも興奮するほどの至近距離で始まった象の河渡を目にして・・・アフリカの大地に心から感謝しました。 

その他にも名前を聞くだけでロマンをおぼえる喜望峰、ケープタウンのシンボルのテーブルマウンテン、アフリカペンギンやオットセイなど海に住む動物

たちも負けちゃいない。アフリカは魅力あふれる場所に間違いはありません。                    記 ブループラネットツアー 今長谷啓享 
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世界最大の滝 エンジェルフォールの滝上に立った！  

世界初ツアーという快挙でした！ 
 
2017年 10月 26日（木） ベネズエラ時間で朝の 9時を回った頃、世界最大の滝・エンジェルフ

ォールの滝が流れ出す滝上（滝口）に立ちました。 

その時の気持ちはもちろん感動であり、高さ 979ｍの絶壁が自分のすぐ 50センチ後ろにある恐

怖感・・・そして現地ガイドやヘリのパイロットが私に話した「君たちがこの場所に立った世界最

初の観光客だ。おめでとう！」という言葉に『これはえらいことをやった！』という達成感でした。 
 
ギアナ高地はベネズエラにある世界遺産のカナイマ国立公園にあります。そこは 20億年とも言

われる世界で最も古い岩盤が剥き出しの状態で、ジャングルの中から卓上に聳え立つテーブ

ルマウンテンが 130 も並ぶまさに絶景の世界です。そのテーブルマウンテンの一つで最大の規

模を誇るアウヤンテプイはほぼ沖縄県のサイズ、周囲は高さ 1000ｍ、距離 650キロの巨大な

壁で辺りを圧倒しています。麓の山からチャーターしたヘリを使ってその山に立つと上空から見

たごつごつで人を寄せ付けないような世界は一変し、多くの蘭の花が我々を迎えてくれました。 

1912年にＳＦ小説の『ロスト・ワールド』を発表したコナン・ドイルが、その作品のインスピレーシ

ョンを得た場所としても知られています。 

確かに億が付くような時に渡り風雨に削られた岩陰から、巨大な恐竜が今にも現れそうな雰囲

気です。でも、実際に我々の目の前に現れたのはある参加者の男性が発見した何とも可愛い

コアリクイでした！それでもこのように隔絶された大地に住む野生動物との出会いには大いに

驚かされました。  
今回の一番の目的はこのアウヤンテプイから流れ落ちるエンジェルフォール滝が流れ出す滝

上に立つこと。これまでは探検家や秘境関係のテレビクルーなど、道なき道を片道 1週間かけ

て歩いて来なければたどり着けなかった滝上にヘリポートが出来たのはつい最近の事です。 

ヘリポートと言ってもコンクリートで固められたような立派なものではなく、単に植物を切り開い

ただけの岩の上。その大きさはあまりに小さく、ここに安全にランディングできるパイロットはほ

ぼ一人しかいないという話も頷けました。そんな卓越した技術を持つパイロットのパトリックでも

観光客をその場に降ろすのは初めてで、さぞや緊張しているかと思いきや、実に当たり前のよ

うにその岩の、その滝の上に立たせてくれました。  
滝の上からの風景は表現しようがありません。ご参加者の目には感動の涙も見えます。恥ず

かしながら私もその一人でした。想像していたような豪快な滝の音はなく、流れ落ちた滝の水は

それこそレースのカーテンのように広がり、霧となってはるか滝下に消えて行っているのが良く

見えました。目を前方に向けたら 1000ｍの深くて広い谷、谷底の緑のジャングル、そして穏や

かに蛇行している河が目に飛び込んできます。 
 
世界最大の滝上からの風景は、世界の絶景の頂点でもありました。          

記 ブループラネットツアー 今長谷啓享 

 

世界探訪 説明会 

ご報告した今回の南アフリカの旅のような世界の

絶景や世界遺産を訪れるワンランク上のツアー 

シリーズ・・・「世界探訪」 

少人数、余裕の日程、ベストシーズン、一般のツ

アーでは訪れない、とっておきの場所へのご案内

など一味違う内容が自慢のツアーシリーズです。

この世界探訪の下半期ツアーの説明会を開催い

たします。 
 

日時 9 月 21 日（木） 

    13：30～16：30   要予約 
①13：30～14：50 
ハワイ、ニュージーランド、カンボジア 

②15：00～16：30 
ウユニ塩湖、アイスランド、南極ｸﾙｰｽﾞ 

静岡駅ビル パルシェ 7階 Ｃ会議室 
 

ご予約はＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

世界探訪 説明会 

ご報告した今回の南アフリカの旅のような世界の

絶景や世界遺産を訪れるワンランク上のツアー 

シリーズ・・・「世界探訪」 

少人数、余裕の日程、ベストシーズン、一般のツ

アーでは訪れない、とっておきの場所へのご案内

など一味違う内容が自慢のツアーシリーズです。

この世界探訪の下半期ツアーの説明会を開催い

たします。 
 

日時 9 月 21 日（木） 

    13：30～16：30   要予約 
①13：30～14：50 
ハワイ、ニュージーランド、カンボジア 

②15：00～16：30 
ウユニ塩湖、アイスランド、南極ｸﾙｰｽﾞ 

静岡駅ビル パルシェ 7階 Ｃ会議室 
 

ご予約はＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

世界探訪 報告＆説明会 
ご報告した今回のギアナ高地の旅のような世界

の絶景や世界遺産を訪れるワンランク上のツアー 

シリーズ・・・「世界探訪」 

少人数、余裕の日程、ベストシーズン、一般のツ

アーでは訪れない、とっておきの場所へのご案内

など一味違う内容が自慢のツアーシリーズです。

この世界探訪のツアー説明会とギアナ高地の報

告会を開催いたします。 

日時 2018 年 2 月 9 日（金） 
    13：30～16：30    要予約  
①13：30～14：20 
ギアナ高地&エンジェルフォール 報告会  

②14：30～16：30  世界探訪説明会 
ボリビア・ウユニ塩湖、アイスランド、オランダ＆ベルギー、

パリ街歩き＆モンサンミッシェル、スイスハイキング、 

イタリアハイキング、ギアナ高地＆エンジェルフォールなど  
静岡駅ビル パルシェ 7階 第 2会議室 

ご予約はＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 10月に実施し、世界初ツアーとなった世界探訪シリーズの『ギアナ高地・エンジェルフォールに立った！』の旅の報告会を開催します。 
旅行中に撮影した写真やビデオ映像を交えながら、感動の旅の様子をお楽しみ頂きます。 
また第２部として世界探訪の 2018年ツアー発表会を行います。2018年の旅の計画の参考に是非ご参加ください。 
オーロラ、ヨーロッパの街歩き、夏のアルプスハイキング、南米！もちろんギアナ高地とエンジェルフォールの 2018旅もご案内します。  
入場は無料ですが、準備の関係で要予約とさせて頂いております。 
 
2018年 2月 9日（金）  静岡駅ビル パルシェ 7Ｆ 第 2会議室     予約先 SBSツアーズ  TEL 054-260-7902 

第 1部 13：30～14：20 ギアナ高地・エンジェルフォール報告会 

第 2部 14：30～16：30 2018年 世界探訪ツアー発表会 （世界探訪の年間ツアーカタログもございます。郵送希望の方は弊社にお申し付けください） 

ボリビア・ウユニ塩湖、アイスランド、オランダ＆ベルギー、パリ街歩き＆モンサンミッシェル 

スイスハイキング、イタリアハイキング、ギアナ高地＆エンジェルフォールなど

●個室使用追加料金 57,000円 ●最少催行人員 6名（定員 10名） 
●国内各空港施設使用料、現地空港税は別途必要です。 
●食事 朝 5食 昼 2食、夕 3食 ●利用航空会社 エールフランス航空 
●添乗員 成田発着で今長谷が同行予定です
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●個室使用追加料金 57,000円  ●最少催行人員 10名（定員 18名） 
●国内各空港施設使用料、現地空港税は別途必要です。 
●食事 朝 4食 昼 4食、夕 3食   ●利用航空会社 ＫＬＭオランダ航空 
●添乗員 成田発着で今長谷が同行予定です

 

 

●個室使用追加料金 45,000円  ●最少催行人員 8名（定員 18名） 
●国内各空港施設使用料、現地空港税は別途必要です
●食事 朝 5食 昼 4食、夕 4食   ●利用航空会社 スカンジナビア航空 
●添乗員 成田発着で今長谷が同行予定です

●個室使用追加料金 52,000円 ●最少催行人員 8名（定員 18名） 
●国内各空港施設使用料、現地空港税は別途必要です 。 
●食事 朝 5食 昼 4食、夕 4食 ●利用航空会社 アメリカン航空 
●添乗員 成田発着で今長谷が同行予定です
 

 

 

 

静新ＳＢＳグループ 
株式会社ＳＢＳプロモーション 旅行部 〒422-8061 静岡市駿河区森下町 1-35 静岡ＭＹタワー10階 ＦＡＸ 054-289-2400 

ＪＡＴＡ正会員 観光庁長官登録旅行業１１４１号  総合旅行業務取扱管理者 染谷 剛 
 
 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関して 

 ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

2018年の旅の計画はこれで安心！ 


