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　今年の春も、3月27日から4日間、三木達彦さんを団長に、少年野球チームの子ども達9名を含む、

　　第19回豊見城市教育長杯（ジョン万カップ）

　　　　少年野球交流大会結果
（平成27年3月28日　瀬長島球場）

　　優勝　　　　豊見城カブス

　　準優勝　　　豊見城ドジャース

　　3位　　　　 豊見城ロッキーズ

　　4位　　　　 豊見城マリナーズ

　　5位　　　　 豊見城ツインズ

　　6位　　　    豊見城メッツ

　　7位　　　　 豊見城フレンズ

　　8位　　　　 土佐清水ブルーマリンズ

　　土佐清水市姉妹都市友好協会

た」など、一人一人が元気よく報告してくれました。

　3月28日には『第19回豊見城市教育長杯（ジョン万カップ）少年野球交流大会』に参加し、豊見

城市の7チームと本市の1チームの計8チームで熱戦が繰り広げられた結果、「豊見城カブス」が優

勝を飾りました。

　また、訪問団一行は、ジョン万次郎が帰国の際に身を寄せた高安家を訪問し、沖縄での万次郎の

生活についての学習や、旧海軍司令壕を見学する等、平和学習も行いました。

　4月6日に市役所で行った報告会では、「みんなで野球できて楽しかった」「観光など楽しかっ

　スポーツをとおして姉妹都市の交流を深めることを目的に、土佐清水市と沖縄県豊見城市の少年

野球チームは毎年、春と夏にお互いを訪問し、野球を通じた姉妹都市交流を行っています。

総勢16名が豊見城市を訪れ、豊見城市の皆さんから歓迎とあたたかいもてなしを受けました。

会報 ジョン万ニュース



　　方法；朝日新聞デジタルのウェブサイトで会員登録者対象に実施。　編集部が幕末人のリストを

      作成し、好きな人物を5人まで選出。

　6位 土方歳三（311票）・７位 吉田松陰（295票）・８位 沖田総司（204票）・・・と続きます。

また、「１人だけを選んで」という質問では、万次郎は、第４位になったそうです。

大変大変うれしいランキングでした。もっともっと、全国に万次郎ファンが増えますように！

「万次郎の精神から学ぶこと」をテーマとして、沖縄ジョン万次郎会の主催で「ジョン万サミット」と

「沖縄ジョン万次郎講演会」が下記の日程で開催されます。

沖縄県豊見城市へ全国のジョン万次郎研究家、ジョン万次郎ファンが集まります。翌日はジョン万次郎

宿道を辿るバスツアーも予定されいます。豊見城市でジョン万スピリッツを再確認してみませんか？

テーマ：「万次郎の精神から学ぶこと」

開催日： 9月12日（土）　　*前夜祭（11日）・バスツアー（13日）　

会　場： 沖縄県豊見城市中央公民館 12：00 開場

９月１２日（土）沖縄ジョン万次郎講演会　講師：神谷良昌氏「ジョン万次郎・琉球上陸の真実」

 講師：當眞嗣吉氏「【バジルホール艦長の琉球】と

　　 ジョン万サミットin沖縄　＊各団体の活動報告 　　 　ジョン万次郎」

９月１３日（日） ジョン万次郎宿道を辿るバスツアー

　　　　＊詳しくは沖縄ジョン万次郎会事務局（名嘉真氏）まで　（090-1364-8295）

　　　　　　　　　　



　　　受付期限　　　平成27年7月30日（木）

　　　　　　　　　　　　ただし、定員に達し次第、受付を終了します。

　　　募集人数　　　20名（最少催行人数 15名）

　　　　　　　　　　☎ 0880 - 82 - 1113　　FAX　0880 - 82 - 2882

　　　お申し込み先　（株）近畿日本ツーリスト　高知支店（担当：北村）

　　　　　　　　　　☎ 088 - 824 - 4891　　FAX　088 - 824 - 2861

　　　　　　　　　　  　高知市堺町2-26 高知中央ビジネススクエア４階

　　　参加要件　　　土佐清水市姉妹都市友好協会員（年会費：普通会員 1,000円、特別会員 10,000円）

　　　事前説明会　　 9月１７日（木）（予定）　

　　　お問い合わせ　 土佐清水市姉妹都市友好協会事務局 （土佐清水市役所 企画財政課内）

　　　　　　　　　　　　　　　1人部屋追加料金（63,000円）・その他個人費用

土佐清水市姉妹都市友好協会では１０月３日（土）、姉妹都市マサチューセッツ州フェアヘーブンで

第１５回　ジョン万祭りツアー

　　　期間　　　　　平成２７年10月１日（木）～10月７日（水）　7日間

　　　　　　　　　　　　※ツアー料金に含まれないもの　

　　＊燃油サーチャージ21,000円（基準日平成27年6月1日現在）が別途必要です。

開催される『第１５回ジョン万祭り』へ参加するとともに、フェアヘーブン・ニューベッドフォード

　で万次郎の足跡をたどり、あわせてニューヨーク観光等を行うツアーを実施します。

ジョン万次郎の縁により結ばれた米国姉妹都市の方々と友好を深めるため、ツアーへ参加して

　みませんか？

アメリカで開催される「ジョン万祭り」は、１４歳で漂流した万次郎がアメリカの捕鯨船ジョン・

ハウランド号に救助され、その後、ホイットフィールド船長の好意により船長の故郷フェアヘーブンで

　　　　　　　　    　　ただし、ツアー参加人数ほか諸条件により変更となる場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　旅券取得費等・ESTA代費用・損害保険料（任意分）・超過手荷物運搬料金

勉学に励み、捕鯨船で乗組員として活躍するまでの青年期を過ごしたことを記念し、フェアヘーブンの

　人々が日本の文化の紹介や日米の友好・交流を目的として２年に１度開催しています。

　　　　　　　　　　　  ＊燃油サーチャージは変動する場合があります。増額になったら不足分を追加徴収し、

　　　ツアー料金　　319,000円（宿泊：1部屋を2人で利用・添乗員付き）

　　　　　　　　　　　　　減額になった場合は返金いたします。



朝 昼 夕

土佐清水市 発 7:50 専用車（当協会） マイクロバスで高知空港へ

高知空港 発 11:50 日本航空（JL494） 国内線で羽田空港へ

羽田空港 着 13:05

羽田空港 発 13:30 専用車 専用車で成田空港へ移動（所要1時間25分）

出国手続き後、一路ボストンへ

（所要時間12時間50分）

ボストン空港 着 18:05 専用車 入国手続き

市内レストランにて夕食後、ホテルへ ○

【ボストン 泊】

ボストン滞在 終日 専用車 ホテルにて朝食後、ボストン市内観光

≪ボストン美術館、ハーバード大学、ピーコンヒル

  クインシー マーケット ※昼食：自由食  など≫

フェアヘーブン 着 夕刻 ※ウエルカム夕食会

【フェアヘーブン 泊】

朝食（ホテル）

※交歓夕食会

【フェアヘーブン 泊】

朝食（ホテル）

ユニタリアン教会礼拝（日曜日の集い）

※懇談昼食会

『万次郎トレール』に沿ってゆかりの地を

訪ねます

（ホイットフィールド・万次郎友好記念館、旧ミリタ

  ニアン教会、ミリセント図書館、船長のお墓など）

※晩餐会　さよならパーティー

【フェアヘーブン 泊】

朝食（ホテル）

フェアヘーブン 発 朝 専用車 専用車でニューヨークへ移動（約4時間）

ニューヨーク 着 ニューヨーク市内観光

≪自由の女神、トップ・オブ・ザ・ロックなど≫

夕食（ホテルレストラン）

【ニューヨーク 泊】

早朝ホテル出発 → 専用車で空港へ

出国手続き

日付変更線 （所要時間 14時間10分）

【機内 泊】

成田空港 着 12:40 入国手続き

羽田空港 着 14:50 専用車 専用車で羽田空港へ

羽田空港 発 17:05 日本航空（JL497） 国内線で高知空港へ

高知空港 着 18:25

土佐清水市 着 21:40 専用車（当協会） マイクロバスで土佐清水市へ

　　　　　　　　　　　　 　 【ニューヨーク】　　 ウェリントン　　　　　　

　　　利用航空会社（予定） ： 日本航空

× ○

　　　注意 ： 平成27年6月現在の予定です。 発着時間及び交通機関等は変更になることがあります。

　　　利用ホテル（予定） ： 【フェアヘーブン】　ハンプトン  イン  ニューベットフォード  /  フェアヘーブン 

　　　　　　　　  　　　　　【ボストン】　　　　ザ イン  アット  ロングウッド  メディカル　

《第15回 ジョン万祭り》

月日 発着地・訪問地 現地時間 交通機関 スケジュール
食事

１日目

10月1日
（木）

× ×
機
内

成田空港 発 18:15 日本航空（JL-008）

× ○

３日目
10月3日
（土）

フェアヘーブン滞在 終日 ○

終日

×

○

日本航空（JL-003）

２日目
10月2日
（金）

○

○ ○

５日目
10月5日
（月）

○ ○ ○

４日目
10月4日
（日）

フェアヘーブン滞在

機
内

７日目
10月7日
（水）

機
内

×

６日目
10月6日
（火）

ＪＦＫ空港 発 9:30
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