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飛鳥II船長 小久江 尚のプロフィ■ル

東京生まスの関西育ち。9歳まで兵岸県尼崎市に住み、その後茶え旱

生駒市に、そして2013年 より千葉県に移り、現在に二る。

1989年に神戸商船大学を卒業後、一度は船員の道を請め、商社ネ物

流会社に入社し営業職に就 くが、船と海への夢を訃めきなず 1991年

に退職。その後カナダや極,と を表浪旅行し、1992年 10月 に日本郵船

に入社。1996年 までの4年間を石炭運搬船、自動車船、コンテナ船に、

二学航海士、二争航海士として乗船。1996年初夏、クリスタル・

ハーモニー(現飛鳥Ⅱ)へ乗船し、2年間を次席一手続海よ1フ ァースト・

オフィサー)と して、1998年から2年間をクリスタル・ シンフォニー、2001年からの2年間を

昇度クリスタル・ ハーモニーで一等航海士(チーフオフィサー)と して乗船。2003年からは一等航

海士としてクリスタル・ セレニティーの定造に1;:わ り、その後副船長(デ ピュティー。キャプテン)

として乗船。2005年春より海上を離れ、日本郵船本店にてコンテナ船運航に関する業務に 3年

間携わる。そして 2008年春に飛鳥Ⅱヘー等航海士として海上復帰 し、2009年 より副船長(ス タ

ッフキャプテン)、 2014年 12月 、飛鳥Ⅱ6代日(飛鳥クルーズ 11代 日)船長に就任。

趣味は登J■、旅行。

クルーズスケジュール cruise schedule

終日航海 At Sea

ドしスコード (今夕の服装)

Dress Code

インフォーマJレ 】nlormai
曇

ご夕食 Dinner
17:15～ 19:15(1回 目)

フオーシーズン・ダイエングルーム (5デッキ)

ごゆっくりご夕食をお楽しみいただくために、

2回目のあ客様は 20:0型重で|こ

あ越しください。なお、お食事の回は昨日と同じです。

*ロイヤルスイート、和洋スイート.アスカスイートのお客様は・ザ・ベール・もご利用頂けます.

(2回目 )
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1回 F3のあ客様

19:45^´ 21145

17: まで,30

Onbosrd Schedule, Entertainmed, Shop

VOY.916
2022年 12月 17日 (土 )
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17ЮO頃より下訓 風装|こてお過ごしください

男性:スース ジャケットなどの上意 え服 02懺.穏.自趨炒
*ネクタイ (アスコットタイ、ループタイ等含む)は

着用をあ勧めいたしますが、ジャケットのみでも

あ過ごしいただけます。
女性 :ワンピース、ツービース、和眼(色無地、付け下りうなど



お食事、催し物についてのご案内です。各施設の営業時間などについては次のページをご覧 ください。
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クリスマスにびつたりの可愛らしいリースを一緒につくりましょう.

細かい作奏がございますので

必要な方は眼鏡をお持ちくださtヽ .

座席数に制限を設けていますので予めご了承ください.

ヒモ●きボールをはしごに投|

得点を競うゲームです.

11,00～ 11:40

シヤッフルボード大会

13:00～ 13145

ラダーケツター大会 イ
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11:00～ 13:00

昼食 (和定食 )
フォーシース
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0300～ 11,00まで

飛鳥 Iオリジナルプレンドジュースを
ご用意致しております.

ザ・ ビス トロ

11,o BIs io

《6デ ッキ (中央)Oecヽ 6》
UU

マリナー ク ラ

M`rl lo,ヽ C]ub

《6デッキ(後方)Deck 6》

晩望の良いラウンジで.

コーヒーや紅茶は,,何でしょうか 。
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《11デ ッ■(前方)D∝ kll》

パームコー ト

ギヤラクシーラウンジ

Gala、v Lollllge

《6デッ■(前方,DecК O》
簡単なステップて業しく

身体を動かしましょう,

動きやすい服装てお越しください.

クラフ2100
Club 2100

《6デ ッキ (後方)Oeck 6》

09100～ 09:30

ストレツチ体操

lヽroldi C]● 、、0ヽ

11,00～ 11:45

社交ダンス教室
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2つの会場にて,し まヽす

お好きな会場ベ

お越しくださしヽ.
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ク1′ スマス臓,00Xを 重べる手マンスガごイいます.

■非このテゃレスをお見逃しなく.

群しくはカジノス,ゥフにお尋メ ださい.
コンパスルーム

(:olnpass Roo■ 1

《6デ ッ■ (後方)D∝ k6》

船ならではのゲーム

シャッフルボードを

お楽しみください.
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ビスタラウンジ
Vista Lollnge

《11デ ッキ (前方)Deokll》

2つ の会場にて行います.

お好きな会場へ

お越しください。

▲

_10:00～ 10:45

ク::スマスピン黙 会

カジ′コーサー★クリスマスイベント
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お1人|12900nЦ上お買い上げのお客様に、
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くとフ9■とにオ■黛 :22二=`症量壺1≧_⊆互Lm金
03:00～ 07:30、 10:00～ 11100、 13130～ 17:00

お部屋のテレビ12チヤンネルにて

「お部屋ててきる簡単な体援」を放映数します。
*00,00～ 09:00r繰り:選し)'15,00～ 15,50



2022年 12月 17日 (土 )
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17:15-19:15

夕食 (1回 目)

クリスマスディナー

1)lnller 、1

19`45～ 21:45

夕食 (2回 日)

クリスマスディナー

アスカバル 、ヽ■1,|`,|

ティータイム 1て ,[lm●

軽食をビールやワイン.日 本酒と共にお楽しみください

お複食として知類などもご用意致しております .

11_30～ 10100

ハンバーガーなどの経食や
様々なスイーツをご用意致しております.

ヒヽ グトリオ ■mig T,1。

13‐00～ 17100ま でロイヤルミルクティーを
ご用意致しております.

フィリビンから来たバンド
「ナマナ」による演奏を

お楽しみください。
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開場は15分前となります.

おな篠が騎手にもなれる

競馬ゲームですお 援した馬が

勝てば記念品を差し上げます.

14:00～ 14,45   15:00～ 15145

スレースゲーム  輸投 [f大 会 社交タンス教室

I〕 al,cc(」 l,s、

16100～ 16.45
サンタクルーと共に

クリスマスソングに

合わせて踊りましょう♪

′`ンドタイム

BШ,d Tine

15・・・・・・・・・ 45綺単なステップで

楽しく身体を

動かしましょう♪

動きやすい服装で

お越しください.

22:00～ 22,20

クリスマスパーテイー

in ASUKA壼

14;00～ 10,30

スロットマシーンSlotヽぬchi震

テープルゲームTおic Ca,c

18:30～ 23130スロットマシーンgolヽ4uchinc

18:30～ 23:30テーブルゲーム 1●しlc Cm,c

～モンテカルロ (カ ゾノコーナー)について～

飛鳥ⅡIま 日本給船の為、チツプ.コ インを金品 |こ 交換すること|ま出来ません。
チツプ、コインのご購入額12応 じて記念品との交換券を差し上|プます.

(記念品との 交換は替業時間内のみとなります.)
呻

なあ、18歳未満のあ客様のご連戯|さ保護者同伴の場合でも出来ません.ご 5承ください.

:|ヽ

Making CIも s

ンヤツフルボードの
コートに向かってイカ飛ばし.

《 18歳未満のあ害様へ 》
船内各営業施設のご利用に際して
22時以降 18歳未満のあ客様は

保護者とご一緒にご利用ください。フランス発祥のボールゲーム
ペタンクで遊んで

みませんか。

14:00～ 14:45      15:00～ 15:45

カ Oeシャッフル大会 ペタンク大会
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食事前の特別なひととき.

:和さん.ビアノ伊賀あゆみさんによる
[を どうでお楽しみください.

21115～ 21:46

くご夕食が1回 目のお客様>
クラシカルマジックシアター

(1::、、:で ,111ヽ 1::|く i(1~hc::tit ‐
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15‐・・・・・ ●・ 45

18)00～ 19)00く ご夕食が2回 目のお客様>
20:00～ 21:00く ご夕食が,回目のお客様>

中村あゆみ iヽm、スペシャルステージ
●

! bLrLr\#a Frrt Baute.l
|130～ 11:16 17:00～ 17,30

くご夕食が2回 目のお客様>
クラシカルマジックシアター

■hultr(

14:00～ 14.00.15,OO～ 15:30

クリスマスリース4り教菫

16,45～ 17,15く ご夕食|が 1回 日のお客様>
19:15ん 19:45く ご夕食が2回 日のお客様>
■   ビアノバーコンサート
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2022年 12月 17日 (土)
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■ 診療室 (有料:自 費診療)騰 dical center (4デッキ) 08:30～09:30,15:00～ 17:00
新型コロナウイルス感染症対策のため、診療スケジュールを調整させていただいております。診療をご希望の際は、
レセプシヨン(内線 :2525)へご連絡ください。お電話での問診後、受診時間をご案内致します。
*服用中のお薬をあ持ちの方は必ずご持参ください。

■ アスカコレクションズ ASuka∞ liections   (6デ ッキ)

フラップフラップFLrfLAP

オリジナルグッズ、
衣類等

,,  ‐ |,

ル  ノ ル
~ Le 31eu

オリブナルグッズわ菓子、
セルフプリツト機、日用雑貨等

09:00～ 121】0.1 3:00～ 1800,1900～ 22:〔X)

ベ ガ サ ス Pegasts  ラ 収 テ ッ ラ LA STELA

イ!~二
`~ウ

エアヽ     ジュエリー、時計、
押■服寺         ギフト商品等

0)00～ lan 13:00～ 16:00,1900～221Ю

■ アスカ アヴェダ サロン&ス′ゞ(有料・予約制 )AsよaADA MI品蹄 (12デッキ)10:00～ 22:00
☆ヘアサロンサービス(カ ツト、カラー、ヘッドスパ、ヘアセット、ポィントメイク、着付け)

☆ネイルサービス ★アロマボディートリートメント
*メニユーその他のあ問合せ・ご予約は、 (内線 :2208)または直接、アスカ アヴェダ・サロン&スバにて承ります。

■ 寿司「海彦」(有料・予約制)Sushi ttMIHIKα' (11デッキ)19:30～ 23:00
洋上であ寿司はいかがでしよう。ご予約はレセプシヨン (内線 :2525)にて承ります。(ラス堕 量2:30)

■ シーホースプール&ブャグブー Seahor∞ Pool&Jacuzzi   (11デ ッキ)07⊇o～ 19:00
気象海象状況等|こ より、プール用の海水の法水が行えない場合や開鎖する場合もございます。
*小学生以下のお子様がご利用の際は、保護者の方の付き添いをお願い致します。

■ グランドスパ crand spa          .(12デ ッキ)06:00～ 12:OQ 13:00～01:00
衛生管理上、清掃時間を設けております。ご入浴は営業時間内 お済ませください。

☆グランドスパ内のサウナをオープンしております。
★露天風呂は06:00～ 12:00、 13:00～ol:00の間、ご利用いただけます (停,白及び入出港の時間帯はご利用いただけません)。

気象海象状況等|こ より露天風呂の営業時間が変更になる場合がございます。
★節水効果が高く、環境にもあ肌にも優しいReFaのシャワーヘッドを採用しました。
☆グランドスパにお出かけの際は、最後万エレベーター (6デッキ⇔12デツキ)のご利用が便利です。

■ クルーズセールスオフィスcruise sales office (6デ ッキ)09:00～ 12:00,14:00～ 17:00

ウ

一
ラ
一

ジ&バーヽ

I t7 ) l\- eiano ear (5デッキ) 17:00～20:00

20:00～ 24:00

アスカコンポAsuka Comb0 1 1:15～ 11:45

ラグーナトリオLttulla m0 2 1:45～22:15
感染症対策のため、カウンター席はご利用いただけません。

■ マリナーズクラブIIar i ner'S Club (6デッキ)

ヒミクトリオHinigTno 21:45～ 22:15,22:30～ 23:(X〕,23:15～23:45
13歳未満のあ子様のご利用は保護者同伴の場合でもご遠慮いただいてあります。どうぞご了承ください。

■ ビスタラウンジ vista LOunge  (11デ ッキ)06:00～ 23:00

I /t-Ar- F patm cor.,rt (11デッキ) 06ЮO～2300
ラクーナトリオLagma■ o14:00～ 14:30

ミュージッ
"イ

ムナマナMus,olime 15:00～ 15:30,19:15～ 19:45,22:00～ 22:30

a .(- '7217 e Square (11デッキ) 24時間オープン
ライブラリーを兼ねたオープンな雰囲気のラウンジです。パームコート営業時間内はお飲み物の提供も行つております。

ASUKA DAILY

各 施 設 ご 案 内



2022年 12月 17日 (土 )

◆インフォメーション◆

船内のご精算について
| *「エキスプレスチェックアウト」(ク レジットカードによる自動精算。下船日にしセプシヨンでご精算
|  いただく必要がありません)をご希望のお客様は、5デッキ・レセプシヨンにて本日(17日 )22:00ま で

承ります。ご登録の際はクレジットカードと乗船証をお持ちください。

新型コ0ナウイルス感染予防のため、エキスプレスチェックアウトをお勧め致します。
*ご利用代金のお支払いは、お部屋毎にまとめてご精算となる「合算登録」を採用しております.

ご友人とのご乗船など、ご同室のお客様で個別のご精算を希望される場合は、 5デッキ・ レセプンコン、
またはお電話 (内線 :2525)|こて本日(17日 )22100ま で承ります

工しべ
=2-定期点検実施のお知らせ

本日 (17日 )、 08:30～ 16:30の間、船内のエレベーターを 1台ずつ停止して、

1定期点検を実施致します。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどようしくお願し`致します。

クルーズセールスオフィス 6デッキ・左舷側/ライプラリ…隣
09:00～ 12:00、  14:00～ 17:00
今後のクループスケジュールのご案内、クルーズのお申込み希望のお取次ぎ等を承ります。
お取次ぎ先はご希望の旅行会社をご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、お客様―組様のご対応時間は約 15分程度とさせていただきます。

◆本日のエンターテイメント◆
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13:30～
6

「劇場版|おいししヽ給食 Find&」 e」 Oishil K、ushyoku Final Btttb(G)=演 :市原隼人 (2020年 /邦画 /102分 )

給食―筋ウン十年。給食マニアの教師は愛する給食を守るため、史上最大の給食バトルに打つてでる。

ASUKA IDAILY

_″″__″′

鍵

代表由
ジに登場です。

な楽曲を、
しま書

スイート、アルバト メン′ヽ‐ |《総泊数 1000泊以上》

*本日 (17日 )は、ショー ―マルの装いでお楽しみください。

。ヽ

アスカ



☆クリスマスビンゴ大会☆ α商 ♂B′′
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(6デッキ)|ゝ'`権
:・10:00～ 10:45 ギャラクシーラウンジ&ハ リウツドシアター

どなたでも楽しめるビンゴ大会です。どうぞ奮つてご参加ください。

見事ビンゴとなつた万1こ は素敵な記念品をさしあげます |

2つの会場にて行ないます。 10:001こ最初のゲームの説明が始まりま
お連れ様とお揃いの上、お時間までにお好きな会場へお越しください。

クラシカルマジックシアター
C′″ss,c″ M″gた η″ια′rθ
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17:00～ 17:30(ご 夕食が 2回 目のお客様) 喘
●

ロ
ロ

↑「飛鳥I Wi― FI」 に接続して
ご利用ください.

飛鳥II専属マジシヤン渡邊卓也によるトークマジックショ_。  Magicia nに
よる輸

西洋の奇術が日本|こ伝えられ始めた明治大正昭和初期の時代にはいったいどのような
マジツクが演じられていたのでしようか。近年、演じ手の少なくなつてしまつた近代
奇術の名作を再現。どこか懐かしいノスタルジックな世界をお楽しみください。

, U i(vTl\-7,r - in ASUKAII chistnas parl, i,t Asuka rr
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ゆ
皆様を洋上のクリスマスパーティーにご招御 !         .`
簡単な振り付けで楽しく踊りませんか ?サンタクルー?!と一緒|こ

｀
. 
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,||11ト
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申

クリスマスナンバーで盛り上がりましよう|!是非ご参加ください。*1飲料の提供はどざいません。

NTW tz.rt*-a オリジナルカクテル SINCTzozz

「ワーフレドクノレーズ 'MOr″θ顧髭」¥1,650(務ι:さ )
ワーブレドクブレーズは睡 界―周」というスタンダードカクテツルを月ヽ 1需月1にツイストしました。

本来 のレシピであるジ・ン、ノくイナップル、ヽ ントに力。え、:飛綸II[ォリジ・ナルノヽ―プティー「 イェローフルムーン」と

「 1決む点、デi」 とオ,:さ れるホエイにより、長 t'た海での僕月トリラックス変カリヽが薬月イタできます。

飛 鳥 Ⅱ

"合

_Lでのみ'朱おうことのせ るオリジナルカクテルをお楽しみください。

=1義
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=
Y船ハの各バー、ラウンジにてご用意しております.

アスカコレクシ ョンズよ りおすすめ商品のご案内

.ヽ_
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～ クロワラ分一ノクシナπアクを″ 一 ～
“動き出したら止まらな tヽ ''

胸元て揺れる石が瞬く星のように輝き、見る高の目を引きつけ意す。

飛罵Ⅱ眼定のネツクしスやタイバーなどを酬 意しております。

三」旦型IQ【税込)～
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ロコロロ
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口田口鶴

キお買い上げのお客様に ちらのアクセサリーボーチをフしセント致します串 ↑

ASUKA:DAILY

2022年 12月 17日 (土 )

2⊥11二=2」
:45(ご夕食加 回目のお客様)

△旦立以上222=ω三ッ:主〕

[| !

ワ2:00～ 22:20 クラブ2100(6デ ッキ)
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凸又Ⅲ眼定
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お問い合わせ:ペガサス 6デッキ 右舷中央 (内線:2621)


