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バ ス ガ イド が 作 る 帝 産 ニュ ー ス

水の江の里は、浦島伝説の地で、
そのイメージから広場には浦島
と乙姫像があり、竜宮城から帰
り着いた水の江の風景を再現
しています。

HAPPY ！バレンタイン チョコレート大作戦

関西４支店合同・冬山研修
毎年１２月に実施している関西４支店の合同
冬山研修を今年も白馬・志賀高原・妙高方面と
２泊の行程で実施。入社１年未満の運転士を中
心に、車庫での事前チェーン講習を経て、雪道
での走行訓練を行いました。実際の雪山での
チェーン巻きは練習通りとはいかず苦戦もあり
ましたが、本番と同条件の中で訓練を行う事が
でき、冬山の準備も万全です。
また、４支店合同で行う事で、他支店の運転
士との交流やチームワークの大切さを学ぶ事も

２年目を迎える当社のガイド研修制度。

２月には、５年生の北海道研修を実施

国文化を吸収して無事に帰ってきました。

世界の観光地ハワイで、観光に食事にと異

年１月、６年生によるハワイ研修を実施。

るグァム研修を実施しました。そして、今

研修旅行を実施し、１２月には４年生によ

ハイランド研修と３年生のＴＤＬ・ＵＳＪ

昨年７月には、２年生の野辺山１泊富士急

2015 年度ガイド海外研修ハワイ実施
します。

てください。

できました。

く取材できました。オシャレな街、神戸に是非いらし

今後、台数口で更に実戦を重ねて行きます。

初めての広報誌で戸惑うところもありましたが、楽し

充実した冬山研修でした～！
チェーン巻き訓練

出石のシンボル辰鼓楼です。
出石は、そばが有名で１人前
５皿のそばを出石焼のうつわ
で頂きます。

雪道走行は細心の注意が必要

中小路市長が京都支店を訪問
伊根湾には、昔ながらの舟屋
が並び、舟屋の星公園からの
眺 め は 格 別 で す 。Ｎ Ｈ Ｋ の 朝
ドラ﹁ええにょぼ﹂の舞台に
もなった所です。

釜島麻起 ( 神戸支店 )

気持ちを込めてお贈りします。

チョコで素敵な一日になるよう

おります。

年で５年目を迎え、好評を頂いて

ないかという想いから始まり、今

様へ直接感謝の気持ちを表現でき

この企画は、バスガイドからお客

ます。

画﹁バレンタイン大作戦﹂を行い

ゼントするガイドプロジェクト企

と愛を込めてチョコレートをプレ

様にバスガイドから感謝の気持ち

今年も２月１４日ご乗車のお客

バレンタインデー。

やって参りました２月１４日の

ガイドからチョコをプレゼント

今回からガイドプロジェクトのメンバーになりました。

皆さんのご乗車お待ちしており
ます。
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おかげさまで創立 70 周年！

チョコレートで素敵な１日を！

いつもご利用ありがとうございます

バスガイドが仕事で訪れたあまたのコースの中から、No.1
のおすすめコースをご案内します！

1 月 14 日、長岡京市の中小路市長が京都支店を訪れ、
長岡京市の災害時における輸送協力の協定を当社と締結
いたしました。市長には、当社が東日本大震災の際、東
北へのボランティアバスを実施した事や現在も岩手県陸
前高田市へ大阪豊中市の社会福祉協議会からのボランテ
ィアバスを運行していることをアピール。市長からは、
当社ガイドによる河川敷の掃除等のボランティアの御礼
の言葉を頂きました。当社では、これからも地域と密着
し、可能な限り地域の発展のお手伝いをしていきます。

Vol.47

長岡京市と災害時輸送協力協定を締結

ＬＥ ＰＡＮでは、生地によって
小麦粉をブレンドし、その日の
気候に合わせて仕込みや発酵の
時間を調整するなど、最高のパ
ンを焼いています。
▼店舗情報
スイーツ＆ベーカリー ル・パン神戸北野
神戸市中央区山本通 2 丁目 7 番 4 号
TEL:0 7 8 - 2 5 1 - 3 8 0 0
営業時間 8:00 ～ 19:00

カカオ・レザン
ビターな生地にヴァローナ社のチョコ
レートを包んだパンです。280 円

右手、カカオ・レザン

左手、エピ

バスガイドならではのプチ情報。毎号テーマを変えて
お贈りします。

エピ
バゲット・レジェの生地に、スモーク
のきいたベーコンと粒マスタードを
包み焼き上げた』麦の穂の形をした
フランスパン。 240 円

観光地から穴場スポットまで、日本各地のオススメ
スポットを “旅のプロ” のバスガイドが現地レポ。
あなたもきっと行ってみたくなるはず！

～弓弦羽神社～
ゆづるは

今回は、神戸市東灘区御影にある弓弦羽神社に行って来ました。 金メダリスト羽生選手が、2011 年 11 月 7 日
ここに参拝し「世界のトップになれますように…そして東北の光となれるように！」と強い決意と復興への願い
を込めました。 その後見事に 2014 年ソチオリンピックで金メダルを取り、羽生ファンのお参りも多い所です。

帝産観光バスの Facebook をご存じですか？ バスガイド
投稿から “いいね” の数が多かったトップ３をご紹介！

2260いいね！1 月 17 日

今回のテーマは、
「私のリラックス法」

今年もまた追悼の思いを込めて、この写真
をアップ致します。私達のバスは落ちなか
った。私達にとってこのバスは私達の意思
の象徴です。様々な奇跡が重なったからか
もしれません。でも、私達は私達の思いが
このバスを落とさなかったと信じています。
落ちなかったバス、そして、今年当社は 70
周年を迎える事出来ました。あの日を忘れ
ない。
300 いいね！ 1 月 10 日

毎日バスでいろいろな観光地を巡るガイドの仕事。そんなガイド
さんのリラックス法をこっそり紹介！

今日も一日ガンバった自分へのアフターケア！
こんな事でリラックスしてます♡
お風呂上がりに、ボディクリーム
とてもいい香りに…癒されます

おいしいもの大好き♡のバスガイドがお届けす
る︑とっておきのグルメ放浪記︒今回はこんな
お店に行ってきました〜っ♪

いちおしのスイーツ。こだわり
の但馬フジリンゴ１００％！
こだわりのアップルパイ 1200 円

今回は、北野異人館にほど近い、ＬＥ ＰＡＮさん
を紹介します。北野散策の後、ちょっと休憩！
おいしいパンやスイーツがたくさんあります。

スイーツ＆ベーカリー『ル・パン』神戸北野

今年も健康で過ごせますように…

382 いいね！ 1 月 1 日

外に出て、夜空の星を見る
私の田舎は、とても星空が綺麗でした。今も綺麗な夜
空を見上げると、故郷を思い出しホッとします
夕食は、ちょっぴり贅沢に！
好きな物をお腹いっぱい食べると、幸せな気分になり
ます。明日もガンバルぞ～！

育成運転士を対象とした雪山研修
新年あけましておめでとうございます。 です (-_-) 暖冬でスキーバスの催
いよいよ、70 周年イヤーに突入しまし 行中止が続いてますが、備えあれ
た！今年も帝産観光バス広報チームが ば憂いなし。志賀高原はほとんど
「観光バス」の楽しい情報を発信してい 雪がなく、北志賀・斑尾まで登っ
きます。今年もどうぞ宜しくお願い致 てようやく雪に遭遇。みんな真剣
します。
です！
神社の鳥居までの参道は桜並木が続き
春は素晴らしい眺めです

愛犬専用の水飲み場
とても可愛くて、思わず１枚！

屋根の上には神社のシンボル「八咫烏」がいます

神戸支店ガイド

柳原優香さん

出逢ったひとコマ
今まで、学生さんの仕事がほとんどでしたが、
最近、一般 ( 老人会 ) のお客様を岡山方面に御
案内させて頂きました。教育バス以来初めての
コースで、大変緊張しました。帰り道、カラオ
ケを楽しんで頂いている時に「ガイドさんも一
曲」と言われて初めてお客様の前で歌いました。
その時、何を歌えばいいのか迷いましたが、ふ
と思い浮かんだのが、待機で毎朝歌っている
「帝産レディ」でした。歌い終わるとお客様に
拍手を頂き、喜んで頂けた事に私も嬉しい気持
ちになりました。降りられる時「ありがとう、
頑張ってね」の言葉に元気を頂きました。

ＩＮＡＣ神戸レオネッサも
必勝祈願に来られます

プロフィール
2015 年入社の 1 年生
出身地：鳥取県
得意なコース：神戸市内 フラワーロード
～Ｒ2 ～神戸港～南京町～異人館コース
バスガイドになったきっかけは？
高校の時、ボート部の大会で日本各地を
訪ねました。いろいろな観光地で美味し
いものを食べたのがきっかけで、もっと
もっと各地の観光名所などを知り、知識
を高めたいと思い、バスガイドを選びま
した。

いたる所に八咫烏が…

八咫烏は、昔から熊野大神様のお使いとして知られ、近年は
日本サッカー協会のシンボルとして使われています。

八咫烏は弓弦から放たれた矢にのって一直線
に目標に向かう導きの八咫烏です。ゴールに
向かって一直線！この事から、サッカー選手
の参拝が多い所です。

