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◆はじめに 
 

28 歳の夏、3ヶ月の一人旅に出かけた。 

2012年 5月末、5年間勤務した会社を退職し、準備期間約 1ヶ月半の後、ヨーロッパ 12カ国+モロッコへ。 

既婚・子供無しのため、再就職するか、妊娠→出産→子育てに専念するか迷ったが、自分の時間が確保できる今

が長期旅行をする最後のチャンス！と旅行を思い立つ。最初は旅行期間を 1 ヶ月位と考えたが、やりたいこと、

行きたい場所をリストアップすると 3ヶ月は必要と言うことが分かり、計画を練り直す。反対されるのではない

かと懸念された旦那からは、意外とあっさり OK が出た。普段から「旅行がしたい！」と私がせがむため、この

際旅行しきって、帰国後は子育てに移ってほしいとのこと。 

あと 2年もすれば 30歳・・・「いい歳して何やっているんだろう？」とも思ったけれど、今しかないと思い立つ。 

気付けば、1 万枚を超えた旅の写真のあちこちに「どや顔」が散らばっていたので、ブログのタイトルにしてみ

た。 

 

期間：3ヶ月（2012/06/29－2012/09/28） 

 

旅行先：スイス→イタリア→スペイン→モロッコ→イギリス→ベルギー→オランダ→ドイツ→チェコ→ 

スロバキア→オーストリア→ハンガリー→ドイツ 

 

経費：200万（正直予算を立てていなかった。今考えたら無謀すぎる） 

 

旅行計画方法： 

① 行きたい場所、やりたいことをリストアップ 

 

 ドイツのオクトーバーフェスト（ビール祭り）へ参加（毎年 9月下旬～10月初旬） 

 欧州サッカー観戦（毎年 8月下旬～翌年 5月） 

 スイス湖畔のジャズフェスティバルでコンサート鑑賞（毎年 6月末～7月上旬） 

 多国籍出身者によるコンチキバスツアー参加（適宜） 

 砂漠でラクダ乗り・・・（適宜） 

 イタリアの青の洞窟探検（7月、8月は洞窟に入れる確率が高いらしい） 

などなど。 

 

② 期間を決定 

 オクトーバーフェストとジャズフェスティバル、両方見られる期間 

 持っているカード付帯の海外旅行保険の補償範囲は最大 3ヶ月 

 航空券は 7月以降高くなるため、なるべく安いチケットが欲しい 

 日照時間が長いうちに旅行して安全を確保したい 

→上記の条件から、6 月末出発 9 月末帰国に決定 

 

③ ルートを決めて航空券を予約 

 なるべく時計周りで無駄のないルートにする（スイス入国→ドイツ出国） 

 格安航空券サイトよりも、航空会社のホームページで航空券を探した方が、 
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1.出発、帰国日の変更が可能なチケットがある 

2.トラブルがあった際、直接航空会社とやり取りでき、スムーズである 

といった利点があるようだ。 

ちょうど、JAL マイレージカード、および ANA マイレージカードを持っていたため、両方のウェブサイ

トで長期旅行用格安チケットがないか探し、ANA で「エコ割ロングステイ」という、長期旅行者向けの

チケットを発見。帰国日のみ 2回まで無料で変更できる。スイスへはミュンヘン経由で就航可能、帰国

時はミュンヘンから直行便が出ているとあり ANAに決定。約 20万。旅行 1か月前に購入完了。 

 

 各都市間の交通手段を大まかに決める。（鉄道か、飛行機か、バスか） 

 

④ 宿を決める※：行き先だけは明確にしないと、旅行は認められないと強く釘を刺されたため。 

90 日分の宿泊先を 1 カ月で決めるのは無理があり、全日程の 90％の宿を何とか日本で予約し、残り 10％ほ

どを現地に持ち込んだノートパソコンを使用して予約した。 

 

 イベント開催で混雑が予想される日程から先に予約する。（オクトーバーフェストやジャズフェスティ

バル開催期間中など、ホテルには秒単位で予約が入り、価格も高騰する） 

 スイス、イギリス：他の国より安全なためユースホステルを中心に探す。 

 イタリア、スペイン：口コミで、ユースホステル内でも犯罪が起こるとあったため、ホテルを中心に探

す。 

 モロッコ：ツアーへ申し込み、一部はウェブでホテルランクの高いものを予約する。 

 東欧：言葉と治安の不安があったためツアーを申し込む。 

 ホテルは格安ホテル検索サイトの Booking.com を中心に、ホステルは Hostelling International のホ

ームページを中心に予約。 

 

⑤ バッグを決める。 

 ネットや地球の歩き方を参考に、万一石畳などがあっても背負えるタイプで、比較的収容量の多い 

「Eagle Creek スイッチバックモジュラー26（サブバック含め総容量 69L）」を購入 

 

旅行のために新たに購入したもの/＠場所/感想： 

 

 キャリーケース（上記参照）＠新宿 A&F カンパニー 

→実際 3ヶ月分の荷物を入れるのに、これでは小さすぎて、毎回荷物を詰めるのに時間がかかりすぎ

た。また、バッグ一杯に詰めると背負える重さではなかった。よって、私は 3 ヶ月の旅行をする際は

ハードタイプのスーツケースが適切だと思った 

 航空券、鉄道パス（ブリットレイルパス 15日＜イギリス＞、とスイスパス 14日） 

＠地球の歩き方、旅プラザで購入 

→鉄道を中心に移動する際、窓口で毎回チケットを購入する手間が省かれるのは時間節約になる。 

但し、席予約をしたい場合は別。パスには 1 等席、2 等席がある。1 等の指定席を予約したい場合は

当然 1等席のパスが必要となる。私は、パスを購入する前に、スイスのベルニナ急行の 1等席を予約

してしまったため、必然的に 1等パスを購入することになった。 

 トーマスクック 2012年夏号、ヨーロッパ 2000円の宿＠Amazon.co.jp 

→インターネットや現地で時刻を調べられるので購入は不要！ 
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 ガイドブック（地球の歩き方シリーズのヨーロッパイギリス、スペイン、ウィーンとオーストリア、南イタリアとマルタ島、

南ドイツ）全部持って行きました。＠書店やブックオフ 

→できれば旅行に関する情報は必要な個所だけ切り取るなどして用意し、現地の観光局をうまく活用

するのがお勧め。「地球の歩き方」に掲載された公共交通機関の乗り方は、非常に丁寧で初めての都

市でもスムーズに乗り物を利用でき助かった。 

 スイス観光局発行のガイドブック（送料 380円のみ）＠ネットで注文 

→お勧めのサイクリングコースや、鉄道の撮影スポットなどの情報が役に立った。地球の歩き方には

劣る。 

 「pacsafe」のセキュリティウエストポーチ「coversafe 100」＠東急ハンズ 

→ウエストで固定しやすく、ウエストの曲線にポーチの形状がなじむため服に響きにくくお勧め。 

 洗濯しやすい衣類（Tシャツ、長袖シャツ、スパッツ、下着類＜ブラキャミが大活躍＞）＠ユニクロ 

→洗濯ものがたまってしまった場合、コインランドリーが時間節約になる。乾燥機にかけても問題な

い素材の衣類だと洗濯が楽。 

 洗濯ロープ、洗濯バサミ、小物干しハンガー、詰め替え用化粧水ボトル＠100円均一 

→蓋を回して容器を閉めるタイプではなく、プッシュ式のボトルを購入したが、トランクの中で容器

が空いてしまい荷物を化粧水で濡らしてしまったのでお勧めできない。洗濯ロープは 2 回だけ使用。

なくても良いかも。小物干しハンガー＆ハンガーは室内干しに最適のためお勧め。 

 防犯用ミニ南京錠（チャックの個数分）、衣類圧縮袋、変換プラグ＠東急ハンズ 

→スリに遭うと精神的に参る。 

 3 ヶ月分の使い捨てコンタクトレンズ 

→荷物に入らず、結局 1ヶ月分だけ持って行く 

 ストームクルーザー上下(雨対策)、ハーフパンツ、折り畳み傘、ハイキングシューズ、スポーツ Tシャツ＠mont bell 

→スイス、イギリス、東欧全般は天気が不安定なためストームクルーザーと折り畳み傘は大活躍。ハ

イキングシューズがあれば、スイスの山道は格段歩きやすくなる。スポーツＴシャツは乾きが早いた

め重宝した。 
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◆スイス 10 都市 15 日間（6月 29日～7月 13日） 

ルートマップ 

 

 

 
 

 

モントルーでの Jazz Festivalの日程が 7月 11日、ミラノでの「最後の晩餐」鑑賞日程が 7月 13日ということ

で、出来る限り時計回りに近く、効率よくモントルーからミラノに抜けられるルートとして上記にした。 

 

本当はグリンデルワルトのユースホステルを利用し、そこからグリンデルワルトを散策したかったが 7月は休暇

シーズンで希望する日程の宿泊を確保できなかったため、やむなくインタラーケンのホステルを予約。 

 

行きたい町はスイス政府観光局のホームページなどを参考にピックアップした。時間が許す人は、スイス政府観

光局発行の観光冊子およびホームページを全てチェックするとより具体的、効率的に旅を計画できるはず。 

 

 

 

チューリッヒ 

クール 

サンモリッツ 

ルツェルン 

インタラーケン 
グリンデルワルト 

ツェルマット 

モントルー 

ベルン 

ティラノ 

 
ミラノへ 
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6月 29 日 

～旅立ち～ 

 

旅行の準備期間が 1 カ月半で、その大半を、旅程と宿泊予約、    

チケット手配等に費やしたため、肝心の荷物準備がギリギリに

なり、徹夜することになった。前日も、旅行用品の買いだしで

夜遅く帰宅した。 

 

しかし、用意したキャリーケースに荷物が入らず焦る。今から

こんなギリギリの状態で本当に旅行を完遂できるか非常に不

安になる。 

 

何とか予定通り空港に到着。現地通貨を用意しようとするが、どの国でどの通貨が必要か情報を整理していなか

ったため、現地通貨を用意するまで時間がかかる。特に東欧の通貨が分からず、戸惑ってガイドブックで必死に

探す。 

 

無事日本を出国。スイスへは ANAの直行便はないため、ドイツ・ミュンヘンにて乗り継ぎをする。 

ヨーロッパで最初の入国のため、ミュンヘンにて入国審査へ進んだ。合計 10 時間以上のフライトを少しでも快

適に過ごすため、入国審査時、上はジャージ、下はパジャマのようなズボンといったラフな格好をしていた。 

 

私の身なりと、長期旅行ということを懸念して入国審査官から矢継ぎ早に質問された。 

「所持金は旅の目的は？旅程と往復の航空券を見せろ。」 

所持金について「日本円で 10 万円、現地通貨で 6 万円ほどある。残りはクレジットカードにて都度現地 ATM で

キャッシングをする」と答えた。 

 

「3 ヶ月でそんな心もとない金額、しかも、身なりもみすぼらしい。コイツは日本人のフリをした、アジア系の

不法入国者ではないか？」と疑われたのか、なかなか入国許可が下りない。最終的にエクセルで日本語にて作成

した旅行計画書、ANA往復 Eチケットを見せたことで、審査官は入国許可を出してくれた。 

 

チューリッヒ空港到着。事前に日本で購入した、スイスパスを列車窓口にてバリデート（有効化）してもらう。 

スイスはハイジの印象が強く、スイス人は優しい人が多いという、勝手なイメージを持っていたが、係員は忙し

いのか、口調は冷たく、空港駅からチューリッヒ中央駅までの行き方を聞いても、「あの電光掲示板を見て！」

とあしらわれた。そのため、電車の乗り場を探すまで一苦労した。スイスについては、スイス観光局発行の冊子

しか手元になく、電車の乗り方がわからなかったためだ。 

 

とりあえずスイスパスが中央駅行きの乗車券として使えることだけは分かったため、たぶんこれかな～と思った

電車に飛び乗った。やはり不安だったため、地元らしい乗客に、スイス中央駅まで行くかを聞くと、そうだと返

事が返ってきたので一安心した。その男性は親切で、この日に泊るユースホステルに行くためのトラム乗車場所

まで私を案内してくれた。彼も確かスイス人ではなく、元々別の国出身だったため、旅行者の私を助けてくれた

のだろう。 
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ユースホステル最寄りのトラム駅に到着したが、今度はどちらに向かえばよいのか分からずうろうろしていた。 

そうするとアジア系の親子連れが声をかけてくれて、ユースホステルの場所を教えてくれた。途中でユースホス

テル宿泊のイギリス人 2 名に声をかけてくれて、無事到着した。2 名はまだ学生で夏休みのよう。背丈は私と同

じだがぴちぴちギャルである。 

 

窓口にて一通り宿泊ルールを聞き、部屋に入ろうとしたら、突然

「Are you sure is this your room?（あなた本当にこの部屋なの？）」

といきなりアメリカ人女性がカウンターパンチをかけてきた。いや、

あんたの部屋じゃないし、何様だ、こいつと思いながら、「そうだ

よ」と答えて部屋に入る。 

 

室内は 2段ベッドが 2つ、エアコンはないらしく、蒸し暑い室温を

下げるために窓が開けっ放しにされていた。 

 

この後も、どこのユースホステルでも直面するのが窓明け問題。夏は蚊やハエが入るから、正直窓の開けっ放し

はカンベンして欲しいと思っていたが、西洋系はかなり暑がりのようで窓の開けっ放しは辞めてくれないらしい。 

この部屋には、いきなり失礼なことを言ってきた、独り言も多いアメリカ人女性 1名と、フレンドリーなインド

人女性 2名だった。インド人女性達はイギリスで医療系の夏期講習を終えての旅行だそうだ。サリとアーリアと

いう覚えやすい名前。 

 

ユースホステルでは、夕食を作るのに時間がかかるらしく、近くの

イタリアン料理に行く。夜 10時半くらいに行ったが普通に開店して

いる。但し客は私しか居ないらしい。外はまだ明るく、一人で歩い

てもあまり危なくなさそうだ。 

 

夜 11時ごろには既に、ルームメイトは全員寝ていたため、部屋の入

り口付近で少ない明りを頼りに明日の準備をした。 

 

本日の教訓： 

 荷物の準備は予想以上に時間がかかる。宿泊先は最悪現地で予約ができるため、準備期間が短い場合は、   

荷物の準備を優先する。 

 必要な現地通貨の種類と、いくら両替するかを事前に決めておくと空港でスムーズに手続きできる。 

 長期旅行の際は、必ず帰国する証明（往復の航空券控えなど）を持って、あまりラフ過ぎない格好をして 

入国審査官から信用を得る。 

 前日までに、当日の交通手段の情報を整理しておくこと。事前情報の有無で時間の効率化が図れる。 

 可能な限りユースホステルは昼間に到着すること。先に到着した人が、優先的に室内の設備を使うため。 

 ホステルのルームメイトの就寝が早い場合もあるため 22 時には就寝するつもりで準備を行う。 
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6月 30 日 

～ベルニナ・エクスプレス始発駅のクールへ移動～ 

 

この日は、7月 1日に予約しているベルニナ・エクスプレスに乗るために、クール（Chur）へ移動日。 

 

この旅の旅程は自転車操業、つまり詳細は旅をしながら計画するため、列車の移動方法や一部の宿などまだ未確

定要素が多かった。そこで、午前中はユースホステルの WI-FI にてネット検索に時間を費やした。日本で準備し

ていればこの間も、観光に時間を当てられたのだが。しかし、日本から持ってきた、パソコンのアダプターがう

まく働いていないらしく、充電ができない事が分かり焦る。 

午前中のチェックアウト時に一旦お別れしたルームメイト

のサリたちが、新たな友達を連れてホステルに戻ってきた。

ケイテル君という東北大学・大学院生で割りと日本語が上手

かった。彼ら 3名と一緒にチューリッヒ中央駅まで移動する

ことになったが、各人が重い荷物を抱えて路面電車移動のた

め非常に大変だった。 

 

 

 

無事 14:00の電車にて、クールへ移動、16:00には到着

する。この日は土曜日ということもあり、街は閑散と

している。とりあえずクールの観光局に行くと、オス

スメの観光スポットは、教会と大聖堂だと聞き、両方

に行こうとした。しかし、あまりにも外が暑いため、

歩くのを断念。 

 

 

 

山が見える広場のカフェでアイスを食べることにした。スイス人は本当に家族と

の時間を大切にするのか、カフェは 18時には閉まるとクギを刺された。私が入店

したのは 17:40。既に閉店準備のため、客がいても関係なく、オープンスペース

のパラソルを次々に閉じていた。 

 

まだ小腹がすいていたので、マクドナルドでセットメニューを注文しようか、と

考えたがセット 13 スイスフラン（約 1155 円）を見て馬鹿らしくなり断念した。

結局この日の夕食はアイスクリームのみ、水を売っている場所も見つけられず、

ホテルで 5 フラン（約 445 円）のミネラルウォーターを飲む。スイスは物価が高

いと聞いていたが予想以上だ。週末のレストラン閉店時間には注意が必要だ。 

 

ホテルの部屋では、WI-FIが使えなかったため 3Gでインターネットをするがそれが後からあだとなる。 

 

本日の教訓： 

 荷物の量が旅の快適さを左右する。観光地の街中は混むため個人旅行での大きな荷物の移動は大変。 

チューリッヒ市内のトラム（路面電車） 

車窓から見たチューリッヒ湖。チューリ

ッヒは都会だが、地元民のお勧めは湖で

の水上スポーツ 
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 電化製品の充電は最重要課題。出発前に電気量販店で、確実に充電できる道具が揃っているか調べるべき。 

 3G はパケット代がかさみ高額になる。WI-FIは無料。情報収集は WI-FIのある施設のみで行うこと。 

 

 

7月 1 日 

～世界の車窓から、ベルニナ・エクスプレス編～ 

 

本日はクール（スイス）からティラノ（イタリア）へベルニナ・エクスプレスで約 4時間の電車の旅をする。宿

泊先が、2 つの中間地点にあたるサンモリッツ（St.Moritz、スイス）のため、荷物はファストバゲージ（Fast 

Baggage）という、駅と駅の間を有料で荷物送付してくれるサービスを利用した。乗車時間が早いため、SBB（ス

イス鉄道）の事務所が開くと同時に、ファストバゲージの手続きを済ませ

る。 

 

8:32AM クール発、席は 4号車の 52番。進行方向と逆の席のため乗り物酔い

が心配である。2等席だと、座席の窓を開けられるのだが 1等席は屋根まで

伸びた開閉不可のパノラマグラス。そのため、ガラス越しに外の風景を撮

影していると、地元民らしき乗客が 3 号車と 4 号車の間に、窓を開けられ

る場所があると教えてくれた。私があまりにもカメラ小僧だったため、不

憫に思って教えてくれたのだろう。せっかく 1 等席を取ったが、以後はず

っと立ちっぱなしで開閉可能な窓の近くに張り付いていた。 

 

360 度ループ橋↓ 

 

 

                       窓から見える景色は、残雪の残る高い山々、美しくアーチを 

描く橋、湖、牛や羊、どこまでも広がる牧草と惚れ惚れする。 

合計 4時間の旅だったが、景色を見ていたらわりとあっとい 

う間に時間は過ぎた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティラノに到着。ホームを歩いていると「箱根登山鉄道寄贈」の文字を発

見する。思わぬところで日本とのつながりを感じる。 

 

駅のロータリーに、主な市内観光スポットへ連れて行ってくれる鮮やかな

黄色の観光列車を発見し、乗ることにした。往路の客は私だけ、プライベ

ート感満載で、教会と大聖堂に行く。

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/transport/scenic/offer-Scenic_Routes-Train-243506.html
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-01Graubuenden-207069.html
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/transport/baggage/fast/
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マリア大聖堂（写真左）は豪華な装飾が施されていたが、教会は打って変わっ

て質素で信者が静かに祈りをささげていた。 

 

大聖堂の近くでイタリア人らしき人が話しかけてきた。私はイタリア語がダメ

なので会話終了。そのおじさんは、日本製のバイクに乗った集団が来たため、

そちらに行ってしまった。逆に、帰りの観光列車の乗り場を知りたくて、近く

にいた人に英語で話しかけたら、思いっきり「知らない!」といった身振りで拒

絶されてしまい驚いた。怪しいアジア人だと思われたのだろうか。 

 

 

ティラノは、ツーリングに適した直線道路が多い。とにかくバイクがさっきか

ら横をバンバン通り越していく。スイスでツーリングは気持ち良さそう! 

 

ティラノのお土産屋さんで話しかけてきた日本人夫婦が、帰りの電車でも一緒にな

ったため、行きがけの電車で帰りに停車を決めていた「アルプグリュム（Alp Grum）

（写真左）」に一緒に行き、駅併設のカフェでお茶をした。 

 

お二人は既に現役を引退されて年に一度は海外旅行を楽しんでいるという。旅のス

タイルは、メインの観光都市だけ事前に宿泊場所を決めて、後は観光案内所に行き

現地で宿を決めるという旅慣れた方だった。年齢に関わらず精力的に旅行を楽しん

でいる人はいるのだ。 

 

 

 

 

アルプグリュム近くの小高い丘からは、美しいカーブを描いた

線路を見ることができる。絵になる風景。 

 

 

 

さて、本日宿泊のサンモリッツへ。荷物を心配したが、無事サンモリッツ駅に到着していた。駅からユースホス

テル（以下 YH）への行き方は『ヨーロッパ 2000 円の宿 ヨーロッパ・ユースホステルガイド』を参考にした。

しかしその本は古く、本が説明するより最寄りのバス停があったらしい。知らずに本の通りのバス停に降りたら、

10 分以上坂道を歩く羽目になった。あまりにも見知らぬ土地を歩くため不安になったが、たまたま地元民が声を

かけてくれ、YHの場所が分かった。スイスは割りと親切な人が多いのかな。 

 

サンモリッツ YH は外観もさることながら内装も、清潔で新しく、部屋

からは山々を見ることが出来るという、ハイレベルな宿泊施設だった。

学生時代にニューヨークやフランスのユースホステルを利用した時、YH

は汚くて不安全だと思っていたが、物価の高いスイスでは値段の割に設

備も整っていて快適だ。周囲にレストランもないため 2 食付で 5000 円

未満とお得。 
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今回は 4 人部屋で全員一人旅の日本人女性。お孫さんが居

る方、私のように仕事を辞めて 3 ヶ月旅をされている方、

イギリス勤務で夏休みを利用して来ている方、どなたも旅

慣れていた。スイスはこの後もだが一人旅の女性に良く会

う。安全で清潔、美観、見所が多いのが魅力なのだろうか。 

 

スイスといえばメインは自然満喫のため、皆さん、早寝早

起きで、夜 8 時くらいになると私以外は全員就寝といった

特殊な環境だった。私はまだそのスタイルにはなれず、11

時くらいまでゴキブリのようにごそごそと翌日の準備を行 

っていた。 

 

本日の教訓： 

 準備期間が短い時は、同じ旅行者に聞くと面白い旅情報が得られる。 

 古いガイドブックは案内が違う場合がある。できれば事前にホームページ等で一番簡単なアクセス方法を調

べる。 

 スイスは協会公認のユースホステルがきれい。物価も高いので、ユースホステル使用がお勧め 

 

7月 2 日 

～雪山、死ぬほど寒い～ 

 

前日お会いしたご夫婦に「ディアヴォレッツァ(Diavolezza)」

という残雪残る山脈が素晴らしいと聞いていたので行くこと

にした。スイスに関しては事前情報がほとんどないため、誰

かが勧めてくれた場所に行くというスタイルをとった。 

 

行きの電車から雨が降り出し、不安を抱えたままケーブルカ

ーにてディアヴォレッツァに向かう。 

 

 

標高差がかなりあるためか、頂上の展望台に着くと徐々に 

天候は回復し、青空の下で雪山を見ることが出来た。それ 

にしても、空気が薄く、凍るような気温、耳と鼻が気圧の 

関係でジンジンと痛む。ある程度写真を撮ったら頂上レス 

トラン(ベルグハウス・ディアヴォレッツァ)にてランチを 

取ることに決めた。 

頂上レストランの一番良さそうな席は、日本人旅行団体が 

占領していたため少し離れた静かな場所に移動。カプチー 

ノとナポリタンスパゲティーを注文する。カプチーノは若 

干ぬるく、ナポリタンスパゲティーも沸点が変わる関係か、 

ゆで方と味が微妙、しかし値段は高い。もう二度と頂上レ 

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Alps_Bernina-Bergbahn-245668.html
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ストランで食事するのはやめよう。但し、食事中の窓の外の風景だけは格別だった。レストランスタッフが写真

を取ってくれたがなぜか「貴方は美しいですね」「あ、ありがとうございます・・・」と多分イタリア人だろう、

無駄に褒めてくれて笑ってしまった。 

 

頂上で写真を取ってくれたマルクスというチューリッヒ在住のスイス人と帰りのケーブルカーと電車が一緒に

なった。ポスキアーヴォ（Poschiavo）で彼は下車予定で、私もそこからサンモリッツまでハイキングをしよう

と思いついたので一緒に下車をしたらお茶に誘われた。まあ外は雨も降っているし、いいかと思ってカフェに同

行した。友達のつもりで話していただけなのに、なぜか帰り際に怪しい雰囲気になり、ホテルが近いから来ない

か？と誘われた。アホかと思い「結婚している」と伝えるとそそくさと去っていった。 

 

日本人舐められているのか？と恐怖と、落胆のままポスキアーヴォで、次の行動予定を考えていると、日本人グ

ループに遭遇。親族、お友達夫婦 6名でスイスに非常に詳しい夫婦を筆頭にスイス旅行をしていた。 

 

これからコルヴァッチ（Corvatsch）という 2 つの湖を一

望する展望台に行くということで、同行させてもらうこと

にした。この日は午後天候が大幅に崩れたため、結局、展

望台途中の乗換駅まで行ってさっと風景を見て帰ること

になった。スイスは晴れれば野外活動はいくらでも楽しめ

るが雨が降ってしまうととたんに何をしたら良いか分か

らなくなってしまう。本日は早めの帰宅にて YH でゆっく

り過ごす。 

 

本日の教訓： 

 雪山対策にトレーナーなど厚着が必要。 

 標高の高い展望レストランはあまりおいしくない。 

 男性と二人きりになるのは避ける。 

 

7月 3 日 

～自然界から都会へ～ 

 

本日ルツェルン（Luzern）移動予定のため、午前中で観光できるモルテラッチ氷

河（Vadret da Morteratsch）ハイキングコースを散策することにした。所要時

間は往復で 90分。 

 

ハイキングコースは砂利やコンクリートでよく整備されていて歩きやすい。 

ベビーカーを押しながら歩いている家族も居るくらいだ。 

 

日本人観光客と時間帯がかぶってしまった。せっかくスイスに来ているのに

「世田谷がどうだの、銀座がどうだの」の話が聞こえてきて全く海外に居る

感じがしなかったので、競歩選手のようにスピードを上げることで、彼らと

距離をとることに成功した。しかし競歩並みのスピードは、普段運動不足の

私にとってはきつく、途中で断念してゆっくり歩くことにした。 

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/region/01/offer-Destinations-01Graubuenden-207886.html
http://www1.myswiss.jp/alps/01/corvatsch.htm
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-04Zentralschweiz-209605.html
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/nature/glacier/offer-Nature-Glacier-322531.html
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/nature/glacier/offer-Nature-Glacier-322531.html
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20分ほど歩くと視線の先には氷河が見えてきた。中央がうずを巻いたような

氷河は青白く輝き美しい。早く近くで見たい！という思いに駆られながら先

を急いだ。 

 

氷河の近くに行くには小川を渡る必要があったが、私のハイキングシューズ

はウォータープルーフではないため、足がずぶぬれになった。氷河に実際に

近づいてみると・・・・土が混ざって、先ほどまで青白く見えていた氷河は

茶色も加わりあまり美しくない。美しいものはあまり近寄らない方が楽しめ

るようだ。 

 

 

 

 

午後、ルツェルンに移動する。ルツェルンは都会過ぎる。しか

も、少しでもボーっとしていると、後ろから物乞いが来るなど

他の都市より危険な香りがする。高級リゾート地のサンモリッ

ツにある清潔な YH に対し、ルツェルンの YH は湿気が多く風通

しも悪い。しかも 6 人部屋で居心地は最悪だ・・・。同室のメ

ンバーは 6名中 4名が韓国人、1名アメリカ人。韓国の子達は、

同国と分かった瞬間前から友達だったみたいにワーッとしゃべ

るから面白い。 

 

別料金でユースホステルにて 15フランの夕食を食べた。スイスは物価が高いので夕食には妥当な値段か。1プレ

ートで割りとしっかりしたご飯だった。 

 

チューリッヒで日本から持参したミニ PC を、変圧器経由で充電しようとすると充電が上手くいかず焦ったが、

ルツェルン駅地下の電気屋さんで PC は変圧器不要で C タイプのコンセントを使えばよいということが分かり購

入。これがイタリアで発覚すれば問題をどう対処するかわかるまで時間がかかっただろうが、英語が通じ、発展

しているスイスで分かって運が良かった。 

 

本日の教訓： 

 ハイキングシューズは可能な限りウォータープルーフを選ぶ。 

 油断すると犯罪者が近づいてくる。常に警戒が必要。 
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7月 4 日 

～ルツェルン湖クルーズとリギ山ハイキング～ 

 

早起きして朝一番のルツェルン駅→フィッツナウ（Vitznau; 

リギ山麓の駅）までの湖上クルージングを楽しむ。スイスパス

のおかげで無料乗車できた。湖上は非常に静かで、朝霧の掛か

った山々に囲まれ、水は深緑色。90分ほどの長旅だったがただ

ぼうっとあたりを眺めるだけでも心身リラックスできた。 

 

登山鉄道にて標高 1798ｍのリギ山（Mt. Rigi）頂上を目指す。

頂上は雲の上のため、途中から回りは雲海。雲が大好きなため

カメラのシャッターが止まらない。 

 

頂上にはアルプホルンで銭稼ぎをするおじさんの演奏を聴きな

がら、雲海、その上を飛ぶ鳥の群れ、日の光、十字架が見える

神秘的な景色をしばらく見た。 

 

ここでお昼ご飯が食べられれば最高だったが、生憎弁当を持参

していなかったので、我慢して、頂上から 2 つ目の電車駅まで

1 時間のコースを歩くことにした。ハイキングコースの途中に

はベンチがいくつもあり、青空ランチを楽しめるはずだったの 

で悔しい。ヨーロッパの人は青空ランチに慣れているのかラン 

チを持参している人が多い。 

 

この日は別のピラトゥス山にも登頂予定だったが、ハイキングで疲れすぎたので、

下山途中の新設スパ、Rigi Kaltbad（左）にて午後ずっとリラックスタイム。オ

ープンエアーで山も見える（建設途中の場所もあり、そこも浴室から見える

が・・・）スパで、バブルバス、打たせ湯、温泉がある。90 フラン近くして高

めだが贅沢気分が味わえた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰りは、ウェッギス（Weggis）という行きとは別の船着場からルツェルンに帰る。帰りの船まで時間があったた

め近くのカフェにて時間を潰すことに。ホットチョコレートを注文したらなんと、ミルクにミロのような粉末パ

ッケージを渡された。これで 500円って詐欺じゃない?!

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/transport/scenic/offer-Scenic_Routes-LakeCruise-243528.html
http://www1.myswiss.jp/alps/04/rigi/index.htm
http://www.mineralbad-rigikaltbad.ch/index.asp?chglang=en&kat=home
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/transport/scenic/offer-Scenic_Routes-LakeCruise-243528.html
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夜は再び YHにて食事をする。日本人夫婦にお会いしたので声をかけた。ご主人

が元エンジニアだったため、ご主人作の旅行計画書チャートが利用されるなど

非常に緻密な作り方だった。英語が話せないとのことで、この計画書を見せる

ことで、駅窓口の係員などからチケットを購入するそうだ。色々な人の旅スタ

イルを知るのは勉強になる。私は持ってきた PC、人からの情報が非常に役に立

っている。ちなみに彼は、自作の名刺も用意していた。旅で出会った人との交

流を上手く図るために写真つきの名刺は有効だ。 

 

部屋に戻り、同室のアメリカ人女性と話をする。前日に 4 名だった部屋は韓国

人 4 名がチェックアウトしたため私とアメリカ人の二人だけになってしまった

のだ。彼女は婚約者と今回の旅に来ているが、11月に結婚するまでは旅行でも

同室にはならないと固く決めているらしい。カトリックだからか?西洋人の方が

性に寛容かと思いきや、意外と貞操をきちんと守っている人もいるのだ。英 

語が上手だね、といわれて少し自信に繋がった。 

 

本日の教訓： 

 ハイキングをする際には、ランチを用意しておくと青空ピクニックを楽しめる。 

 ユースホステルの人との交流は英語力を付けるのに絶好のチャンス、ちょっとでも話をする 

 予定に固執せず、体調を見て柔軟に旅行をする 

 

7月 5 日 

～ピラトゥス山散策とベルンのローズガーデン移動～ 

 

前日ハイキングでどっと疲れたため、この日は世界一急勾

配のラックレール登山鉄道にて、標高 2132ｍのピラトゥ

ス山（Mt Pilatus）へ登頂。リギ山と違い、眼下には街や

湖、目前にはアルプス山脈が広がっている。頂上は、レス

トランやホテルがある。またアルプホルンを演奏する団体

もいる。ここは韓国人団体で占拠されていた。 

 

私は雲の上にあるリギ山の方が好き・・・。 

 

 

 

この日どうしても、ベルンの旧市街の風景を見たくて、ピラ

トゥス山を早々に下山し、ルツェルンの有名な橋も見ずに、

ベルン（Bern）へ向かう。ルツェルンからは電車で、約 1 時

間でいける。ベルンの観光局にて、ルツェルン旧市街を一望

できる場所が「ローズガーデン」だということを聞いてロー

ズガーデンへ直行。 

 

http://www1.myswiss.jp/alps/04/pilatus/pilatus01.htm
http://www1.myswiss.jp/alps/04/pilatus/pilatus01.htm
http://www1.myswiss.jp/alps/04/pilatus/index.htm
http://www1.myswiss.jp/alps/04/pilatus/index.htm
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-06Schweizer_Mittelland-210932.html
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しかし、ガイドブックで見たベルンの旧市街の風景はどうやら航空写真らしく、

ローズガーデンから見てもイマイチ旧市街は美しく見えない。 

 

代わりに、ローズガーデンに咲き乱れる何千本のバラがあまりにも美しく、バ

ラの写真ばかり撮影していた。もしも時間がたっぷりあれば午後ずっとローズ

ガーデンでバラを眺めていたかった。 

 

夕方インタラーケン・オスト（Interlaken Ost）駅に到着する。YHは駅から 1

分の好立地で、スーパー（Coop）も近くにあり便利。しかも、YH施設事態が真

新しくホテルのような内装。1つ残念なのは湖が近いためかハエが異常に多い。 

 

同室は韓国人何名かと、香港生まれシドニー出身のクウィーナという学生に会

った。とても明るく気さくな女性だったため話が弾んだ。 

 

本日の教訓： 

 ガイドブックの風景写真は、特殊撮影の場合がある。 

 

7月 6 日 

～雨の日はウォータースポーツに限る？リバーラフティングに挑戦～ 

 

本日は終日雨のため一日の過ごし方を悩んでいたが、クウィーナが事前申し込みなしで、リバーラフティングを

実施している観光局に行くというので、ついていくことにした。 

 

直前申し込みが無事完了し、現場まで行くが当然のごとく、全

員英語ネイティブの参加者、実施団体もニュージーランド出身

のため命に関わる大事な説明が早口で訛りの強い英語でスラス

ラと説明されていく。「説明分かった?」と聞かれて「わかった」

と一応答えたが正直わからないことも多く、挑戦前から不安ば

かりが増していく。しかも、インタラーケンは連日の雨で川は

増水、濁流!リバーラフティングにはこれ位の水量がないと楽し

めないそうだが本当に水が迫ってくるようで恐ろしい。もちろ

ん海外旅行保険の対象外のスポーツでもしここで骨が折れたらこの旅行は一発アウトだ。 

ちなみに写真は全てプロカメラマンが撮影した写真を CDRで購入し、同じチームになった人とシェアした。自分

のデジカメを持ち込んでも、持っていると川にデジカメが投げ出されてしまいそうだ。 

 

実際に川に入ると、時々ボートが 1回転して怖いが、恐れるほどで

もなかった。しかし、最初はボートの先頭右側に座っていたが私の

腕力が弱いらしく、船のバランスが取りづらかったため、ボートの

船尾に場所を交代されられた。先頭に居る時は時々ボートから投げ

出されるのでは、と不安になったが安定した。しかしクウィーナは

本当に一回ボートから投げ出されてしまい皆で救出した。私達のボ

ートのインストラクターは日本の利根川や、四国の四万十川でラフ

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-07Berner_Oberland-211065.html
http://www.paragliding-interlaken.ch/en/water/river-rafting
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ティングしたことがあるらしい。日本にもウォータースポーツを楽しめる場所はたくさんあるんだなあ。帰国し

て余裕があればやってみたいな。ラフティングをして思ったのが、怖い怖いと臆病になって挑戦しないことは人

生を無駄にしてしまうということ。挑戦してよかった! 

 

午後は、グリンデルワルト(Grindelwald)からフィルスト（First）経由で、バッハ

アルプゼー（という山々に囲まれた湖を見ることが出来る場所に行こうとしたが、

いかんせん終日雨のため、途中のケーブルカーからも何も見えず、ハイキングコ

ースもきりに囲まれ危険ということで、諦めてユースホステルに帰る。 

 

本日の教訓： 

 雨の日はウォータースポーツと言う手がある。できれば一度日本で体験し

ておいた方がインストラクターの説明をより理解できて安全。 

 悪天候の時のハイキングはやっぱり危険 

 

7月 7 日 

～日本は七夕、でもコチラでは雪景色を堪能！～ 

 

ヨーロッパで一番標高の高い、ユングフラウ （Jungfrau）へ創立 100 周年のユングフラウ鉄道を利用して登頂

する。スイスはどんなに高い山でも乗り物を利用すれば簡単にいけるためとても便利だ。 

 

登山鉄道内のアナウンスは各国語で製作されているのだが、日本

人はスイスが大好き!スイスにとっても日本は大口顧客!という

ことで、アナウンスがハイジの声という贅沢な仕様になっている。

外国人旅行者にとっては日本人アナウンスのときだけ子供のよ

うな甲高い声が流れ、日本人も笑っているので不思議に思ったこ

とだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

頂上に着いたが雪の深さといったら、普通の靴では絶対歩けない。私のハイキン

グシューズもウォータープルーフではないためぐっしょりぬれてしまった。頂上

にはスキーや、フライヤーというワイヤーで空中を瞬時に移動するアトラクショ

ンなど様々用意されている。フライヤーは高い位置から滑り降りるためこんなこ

とをする人はキチガイだと最初はこわごわ見ていたのだが、幼い子も挑戦して

いるのを見て「私も!」という気持ちがふつふつと湧いて最終的に挑戦した。 

 

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-07Berner_Oberland-319731.html
http://www.myswiss.jp/modelroute/scenic/pdf/route_e08_1.pdf
http://www.myswiss.jp/modelroute/scenic/pdf/route_e08_1.pdf
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-07Berner_Oberland-324017.html
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フライヤーのやり方はいたって簡単。中に浮いたワイヤーに、

金具のついた綱を引っ掛けて、体にベルトを固定するだけ。

自分から空中に飛び出さないと誰も後ろから押してくれな

い。嫌だったらそこでやめますというしかない。しかもスタ

ートの段階で既に腰が中に浮いた状態のためスタートから

恐怖だ。本当に何故自分はこの選択をしたのだろうと後悔し

た。しかし、実際に体が動き始めると、体が風を切る感じと、

空中から雪や人を眺めるのが非常に心地よい。 

 

リバーラフティングと同様、やってみると以外に楽しい！やって良かった！ 

 

夜はインタラーケン West駅近くのチーズフォンデュを試してみるが、これが本

場の味なのか？しょっぱくて 2、3 口食べたらもういいかと思いたくなる。隣

にたまたま座っていた韓国人の女性 2 名が声をかけてきた。「正直に言ってく

ださい、これ美味しいですか？」英語の会話のため店の人も聞いているかもし

れないと考え「ええ美味しいです」と答えると「ほんとに？ほんとに？」と

聞いてくるので、「いえ、しょっぱくて期待していたものではありませんでし

た」と素直に答えた。 

 

日本で食べたチーズフォンデュのチーズはもう少し甘みがあり食べやすい。

カレーライスと同様、日本に輸入されたので日本人好みに味が調整された

のか、使っているチーズがそもそも違うのか、はたまたこのレストランは

ハズレだったのか？スイスといえばチーズフォンデュと聞いて楽しみにし

ていたが、名物といわれるものはそれほど美味しくないのかもしれない。 

 

二人は私が女性で一人旅をしていることに非常に驚き、自分達の親だったら絶対許してくれない。この旅行もや

っと了解してくれたのだ。私は将来西洋系の人と結婚したいがなかなかチャンスがない。彼らはアジア人には興

味がないのか？と女性の一人は悩んでいて、どこにいても女子の恋バナは共通して面白いと思った。 

 

本日の教訓： 

 雪山にサングラスは必須。 

 観光局にお勧めのレストランを聞くと、観光客御用達の場所を勧められてあ

まりおいしくない。 

 

←ユングフラウにある、氷の洞窟。 
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7月 8 日 

～First 再挑戦～ 

 

グリンデルワルト駅からロープウェーでフィルスト駅（First）迄行き、そこから、

二つの湖を同時に見ることができるバッハアルプゼー(Bachalpsee)まで１時間半ほ

どで行ける適度なハイキングコースへ。 

 

コース右側は残雪の標高の高い山々が見えるが足元近くには色とりどりだが小ぶり

な野の花が咲き乱れ、天候にも恵まれたため美しい。時々細く、急な道があり歩く

のは細心の注意が必要だが、晴れの日にはもってこいの山道だ。 

 

しばらく歩き、ようやく目的地に到着。残念ながら湖上は小

波が立ち、逆さ山並みを見ることは出来なかった。それでも、

景色とそよ風を五感で感じつつ最高の青空弁当を楽しむこ

とが出来た。 

 

First-Brig まで Flieger という、ワイヤーを使用して、一

気に１つ下の駅まで下るアトラクションがあり、挑戦したか

ったが時間の都合で断念。一人旅は全て自分で時間管理をし 

なければならないので時々面倒だ。 

 

その後ツェルマットまで 3時間強の電車の旅をする。ここでも、ファーストバゲー

ジサービスで、インタラーケンからツェルマット（Zermatt）まで荷物を送付でき

たため、軽装でらくらく移動をする。 

 

ツェルマットは一大観光地で、駅近くには人が溢れている。日本人団体客も非常に

多い。とりあえず観光局にて情報収集と思い、JTB の人がふらふら歩いていたので

観光局はどこか聞いてみたが、全く見当ハズレな方向を教えてくれた。旅行代理店

は何でも知っているものだと思っていたが、実際は観光客と同じくらい良く知らな

い人もいるものだ。 

 

 

本日ゴルナーグラートというマッターホルンが一望できる

展望台に宿泊のため、ふもとからゴルナーグラート鉄道を利

用しなければならない。30 分ほどの電車の道のり、最終電

車のため、頂上に向かう人はその日私しかおらず、広くきれ

いな電車内にぽつんと一人残されながら右手に見える山々

と、頂上が雲で覆われたマッターホルンをひたすら撮影しな

がら時間を過ごす。 

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/offer-Destinations-11Valais-213165.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%88
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クルムゴルナーグラートホテルに到着。平日で、宿泊客も少

ないのか、角部屋のマッターホルンが正面のスイートルーム

（Monte Rosa）にホテル側がアップグレードしてくれたよ

うだ。壁一面に伸びた窓からマッターホルンの夕焼け（曇

りだが）を見ることができた。それにしても、標高 3000

メートル以上に位置するホテルだけあり、全体的に酸素が

薄く、ちょっと動いただけで酸欠状態に陥る。今後、高

山病に掛からないといいのだが。 

 

ホテルの食事は、サラダバイキングに、有機野菜の付け合

せ、お肉料理、スープと手が込んで高級レストランの品揃

え。この日も日本人団体客が宿泊しているらしくレストラ

ン奥はにぎやかだ。しかし、きっと彼らよりいい部屋にし

かも 2泊も出来るとは本当にプチセレブ体験だ。たまたま

見つけたホームページ上で、山頂ホテルの予約は代理店経

由でないと厳しいと聞いていたが、英語のホームページさ

えあれば何とかいける。しかも、ホテル側の日本語ホーム

ページには予約機能が見つけられなかったので、思うに日

本人は完全に観光業界から鴨にされている。 

 

いざ就寝、明日は朝からマッターホルンの日の出をみるぞと張り切り床に入るも、酸欠状態のためなかなか寝付

けない。部屋は最高なのに酸素ボンベがないと、山頂ホテルを心底楽しむのは難しいかもしれない。 

 

本日の教訓： 

 時間管理をしないと宿泊ホテルにたどり着けなくなる可能性があるので注意 

 展望ホテルはきれいだが空気が薄すぎて酸欠状態になる可能性があるため、体調を整えて無理をしない。 

 

7月 9 日 

～マッターホルン三昧とぎりぎりガールズ～ 

 

AM5:45 起床、5:49のマッターホルン日の出を部屋から観賞する。2泊 3日の

うちどこかで見られればいいなと思っていた朝焼けを 2日目にしてみること

が出来た。ラッキーすぎる。最初は暗闇にボーっと白い山頂が浮かび上がる。

やがて日が山の右側から少しずつ射して、濃い青色が薄い青色になり、少し

ずつ赤紫色、ピンク、最終的にオレンジの光が射してきた。その間も、雲は

おとなしく山の中腹辺りに漂っていてくれた。思わず、室内からマッターホ

ルンを左手に、日本から持参したゴリラポッドというミニカメラ三脚を室内

のソファーに固定しマッターホルンとツーショット記念撮影。しかし、明る

さの関係で上手くは撮れなかった。 

 

 

http://www.gornergrat-kulm.ch/jp/kulmhotel-gornergrat/
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昨夜と同じホテル内のレストランで十分に朝食を食べた後、ハイキングへ。その

前に、すっかり日が昇った晴天の中のマッターホルンと一生懸命写真を撮ってい

たら、イギリス人夫婦に遭遇する。一週間ずっと頂上ホテルに滞在していたがず

っと天候に恵まれず、最終日の今日になりやっと頂上をしっかりと見ることが出

来たそう。またまたラッキーな私である。 

 

左写真はツアーガイドが連れてきた、ツアー参加者向けの写真撮影に使われる犬

のよう。こっそり犬に忍び寄って撮影。この後何枚も撮っていたら流石にガイド

に怒られた。 

 

 

 

 

ガイドブックで見たリュッフェルアルプ（逆さマッターホルンが見える場所）

に登山鉄道で向かう。行く前はマッターホルンの頂上に徐々にふもとからの

雲が上昇して頂上を隠しつつあったため一か八かだった。しかしここもラッ

キーなことに、私が居る間は雲が晴れ、晴天の下でガイドブックと同じ逆さ

マッターホルンを湖面に見ることが出来た。私より少しタイミングを外して

きた人たちは、既に頂上に雲がかかり、湖面は小波が立っていたため逆さマ

ッターホルンを見ることが出来ず残念がっていた。自然は刻々と変化するた

めとにかくタイミングが合うこと、早めの行動をとることが大切。 

 

 

その後、引き続き登山鉄道にてツェルマットの街中におり、

そこから別の山頂を、ケーブルを使って登ることにした。

その日何をすべきかを明確にしていなかったため、当日に

計画を練るという実に時間の無駄遣いをしてしまった。先

日訪れたユングフラウの青空の下の積雪が見られたわけ

ではなく、私が行った場所はスキーなどウィンタースポー

ツを楽しむ場所だったようだ。頂上はただただ寒く、気温

は零下？度で持ち合わせた冬服を全て着ても震えが止ま

らなかった。 

 

 

ケーブルカーの途中駅で氷の張った緑色の湖を発見する。そしてその先には歩いていけばマッターホルンのふも

とまでいけそうなハイキングコースを発見する。歩いている人に所要時間を尋ねると 1 時間半と言われたので、

ケーブルカー1 駅分を歩く感覚でハイキングを始めたがこれが悲劇の始まりだった。事前にハイキングコースの

情報を十分に得ずにスタートしたが、このコースはグレッシャーコースといって氷河期の地層の様子や氷河を間

近に見ながらハイキングを楽しむコースのため、緑はほとんどなく灰色、茶色の岩肌や緑が掛かった氷河を歩く

所要時間 3時間ほどのコースだった。特に写真撮影に夢中になりすぎると、所要時間はどんどん延びていく。ま

ず、マッターホルンのふもとにいくら歩いても近づけない。しかも近づこうにもいたるところに氷河が溶けて出

来た小川を、ウォータープルーフのないハイキングシューズで歩こうとするため、靴はどんどん泥だらけになっ
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ていく。歩く人もまばらで、ハイキングコースの目印も「白・赤・白」

のラインで簡単に岩などに書かれたもので、目印を見失いかけることが

何度もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようやくゴールの駅が見えてきた！と思い、雨にも雷にも無反応の羊の群れを撮影しながらケーブル駅に近づく

となんと、麓まで行く最終ケーブルを逃してしまったのだ。近くに居た親子は夕食でもとった後にゆっくりさら

に 2時間半のコースを下るようだ。しかし私は、麓に下りた後、再び登山鉄道にてゴルナグラードへ向かわねば

ならないのだ。現在時刻は 17:30 で、ゴルナグラード行き登山鉄道の最終電車は 19:25。標識が示す麓までの標

準時間は 2時間 15分。ふもとから駅まで 45分。と計算上ではどう考えても間に合わない。 

 

頂上ホテルの宿泊費は 1日 2万円弱で、それ以外で更にツェルマットで宿泊先を探すなんて無駄遣いにも程があ

ると考えて、猛ダッシュで駅まで向かうことにした。最初は舗装された坂道だったのでコレなら余裕だろうと 

たかをくくっていたが、途中、未舗装の道、小川、端、藪の中、崖のような急勾配などどう考えてもハイキング

コースを間違えていたような道をひたすら下った。途中で方角が曖昧な看板に惑わされ、舗装された道をダッシ

ュした。 

 

しかしなんだか嫌な予感がしたので、通行人に駅の方角を聞くと、15分ほどダッシュした方角とは完全に逆の方

向を指差されてしまった。もう最終電車まで 1時間を切っている、正直無理かもと思ったが「ここで負けたら試

合終了」と、再度来た道を戻る。ふもとに着いたはいいが、まだまだ駅まで普通に行けば 45分。あと 25分しか

ない。死に物狂いで、人ごみを掻き分けて、吐きそうになりながら汗だくで走ること 25分。 

 

登山鉄道出発の 1 分前に駅に到着。無事間に合った。あ

まりにも慌てていたので、駅員さんに「お嬢ちゃん、そ

んなに慌てないで大丈夫だよ、年はいくつ？」と聞かれ

て「え？ありがとう、28歳ですけど」と答えると気まず

い顔で駅員さんは去っていった。 

 

無事電車に乗りながら、本日どうあがいても見ることが

出来なかったマッターホルンの頂上の雲は晴れ、夕焼け

に染まった山を見ることが出来た。このホテルは高かっ

たから何としてでも夕食を食べるぞ！と意気込んでいたが、疲労困憊から高山病にかかり、食べると吐きそうに

なり、レストランの人に高山病の時は絶対無理しないほうがいい、食べない方が体にいいと諭され、ベッドで休
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憩。せっかくの夕食が・・・。 

何はともあれ、無事にホテルに帰って来られたことは感謝すべきだし、一人旅は本当に時間管理に失敗すると命

取りだということを身にしみて感じた。 

 

本日の教訓： 

 列車の最終時刻と、見積もり時間を事前にチェックして行動する。 

 

7月 10 日 

～予定変更、湖の見えるヴェヴェイへ～ 

 

当初 Brig という駅に移動して、7 月 11 日にフルカ鉄道でフルカ峠を越えようと考えていた。しかし、フルカ鉄

道はインターネットや電話でかなり前から予約をしなければならないらしい。スイス鉄道に質問したが自分で問

い合わせろと言われ取り合ってくれない。インターネットで色々調べようとしたが埒が明かないのでスケジュー

ルを変更することにした。この旅で、少し自分自身で変わった事は、時間をかけて解決しない場合は、アプロー

チ方法を変える、もしくは諦めるということだ。ということで、予定変更でレマン湖のほとりにあるヴェヴェイ

（Vevey）へ移動。 

 

これまでドイツ語圏に滞在していたが、ローザンヌ（Lausanne）地方はフランス

語圏で、地元の人は英語をあまり話さない。ホテルまでの道のりが分からず、手

当たり次第町の人に道順を聞くがなかなか道がわからない。しかも、ホテルの住

所も●●広場といった書き方だったため、ホテルの近くに来てもなかなか見つけ

ることが出来ず焦った。 

 

そうしてやっと広場近くのホテルを発見したと安心したら子供が二人寄ってきた。

“Do you speak English?”と聞かれたので、ホテルの関係者かもしれないと思っ

て“Yes”と答えた。すると“Give me 50 cents, please.”とお金をせびられて

非常にショックを受けた。スイスでも物乞いはおり、ちょっとでも油断するとお 

金を取られそうになる。急いでホテルに入る。 

 

ここはホステリングインターナショナルには登録されていないホテル＆ホステル。これまでのホステルは公認と

いうこともあり、各ベッドに電源が設置され、こぎれいでロッカーもあり、部屋の施錠も安心だった。ここは、

鍵を持参しなければならない、しかも 8人部屋でエアコンはない。朝ごはんも 55フランと別途で 10フラン。コ

ンフレークとちょっとという非常に粗末な食事。フロントの人もあまり丁寧な説明をしてくれない。ああしまっ

た、ここはハズレだ、早く次の宿泊先に移動したいと感じていたが、他の宿泊者は、ここは他より大分居心地が

良いと絶賛していたので、どれだけひどいホステルに滞在したのだろうと心配してしまった。 

 

同室は北欧出身の人で、私と同様に Jazz Festivalに行くという。ちゃんと調べて

いなかったが Jazz Festivalには、出店やストリートミュージシャンによるパフォ

ーマンスがあるらしい。自分が情報を持っていなくてもホステルは色々な旅行者に

出会えて情報交換が出来るから助かる。 

 

 

http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/region/09/offer-Destinations-09Lake_Geneva_Region-211665.html
http://www.myswiss.jp/jp.cfm/area/region/09/offer-Destinations-09Lake_Geneva_Region-211665.html
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ヴェヴェイは「隣のモントルーとともに世界の王侯貴族や芸術家に愛されたリゾートとしても発展した（スイス

政府観光局 HPより参照）」ためか、湖の中に巨大フォークが突き刺さったユニークなオブジェがある。 

 

本日の教訓： 

 ホテルまでの道は可能な限り案内図を得ておく。 

 Do you speak English? は物乞いの最初の言葉。無視する。 

 

7月 11 日 

～スイス旅行のハイライト！Jazz Festival へ～ 

出発前にモントルー（Montreux）のベストウエスタンリビエラを予約

してしまったので、大きな荷物を抱えてモントルーへ移動。Veveyは、

駅近くはビジネス街、ホステル近くは港町のような雰囲気だったが、

モントルーは高級リゾートらしい。お金持ちそうな人が歩いている。

駅と、湖側は高低差があるため、エレベーターで降りなければならな

い。道行く家族連れに、ホテルまでの道を聞いたため、エレベーター

を発見できた。スイスは本当に事前情報不足なので人に頼るしかない。 

 

ベストウエスタンリビエラは 4 星で、Jazz Festival 期間中のためホテル代が高騰して

いる。ここはたった 1泊で 3万円！もっと調べれば、Veveyに 55フランで宿泊して、そ

こからヴェヴェイホステルが無料で配布している、バスチケットを使って通えたのだが。

夜も Vevey→Montreuxで夜通しバスが走っているらしい。まあ、海外なんて実際に到着

してみないと夜の治安がどれ位か、夜出歩いても大丈夫かわからないから、安全をとっ

て Montreux 宿泊という最安全策でよかったと思う。 

 

 

 

 

部屋にはベランダがついていて、湖や Jazz 会場を一望できる。とりあえず溜まった洗濯物を洗濯したら、祭会

場へ繰り出す。前日デンマーク人が教えてくれたお勧めの多国籍料理を探すとタイカレー店を発見。オープンエ

アーで音楽を聴きながらカレーを食べていると、観光客に「それはどこで買ったんですか?!」と声を掛けられた。

音楽はアマチュア演奏だったので微妙だが、恐らくプロの Jazzシンガー（右下写真）がゲスト出演したらしく、

“Fly me to the moon”を歌ってくれた。 

 

夜は日本で、インターネットで予約していた Tony Bennett＆その娘のステ

ージを見る。小さな老人がステージに現れた時は、こんなよぼよぼジイサ

ンちゃんと歌ってくれるの？と心配になったが、時にはささやくように、

時には叫ぶように、そしてバラード、アップテンポ、などほとんど休ま

ずに歌いきってくれてチケット代の価値はあると満足した。最後はス
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タンディングオーベーションが起こり、アンコールでこの日 2 度目の Fly me to the moon をバラード調で聴く

ことが出来た。実は彼は Lady Gagaとのフィーチャリングをしたこともある有名人だった。 

 

コンサートは E チケット。「濡らしたり折ったり

したら機械で読み込めなくなるので厳禁」と言わ

れていた割には、現地の人は結構折り曲げていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ホテルの部屋から見た夜景。                                                                

   夜遅くまで、会場は大盛り上がりの様子。 

                   

 

 

本日の教訓： 

 晴れた日は外で過ごすのが良い。 

 

7月 12 日 

～バーイスコー♪バーイスコー♪～ 

 

日本でスイス観光局から取り寄せたガイドブックを参考に、Vevey Hotel 近くにあ

る、Intersport Altmannにて、マウンテンバイクとヘルメットをレンタルした。半

日レンタルで 20フラン。 

 

日本ではマウンテンバイクを利用したことがなかっ

たため、事故にあうかもしれない、自転車が途中で壊

れたらどうしよう、と非常に心配になったが、自分の

身長にぴったりのものがみつかった。自転車のスペッ

クは左側（前輪）のギア 3 つ、右側（後輪）のギア 9

つ。 

 

サイクリングに選んだコースは初級-中級の Chardonne-Epesses-Cully-Vevey。

Chardonneまでは、前からやってみたかった列車への自転車持込をやってみた。但

し自転車を持ち込むには鉄道乗車代と別に自転車持ち込み券を買う必要があった。

このコースはヴィネヤード（ブドウ畑）が湖沿いに段々畑になって見えること、行

←会場を何度でも出入りするための、リストバンド 
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きがけの坂の上から町並みを見ることができるというのがポイント。最初は、Cully というところまで電車で行

ってそこから戻る方がいいのではないか、と考えていたが、ガイドブックどおりのコースを辿ることで、コース

のほとんどが下り坂だったので楽だった。 

自転車といえば車の通りが心配だったが、スイスは自転車専用通路があり、車自体が自転車優先で運転するよう

だ。クラクションを鳴らされることもなく、安心してサイクリングできた。約 4時間の自転車ぶらり旅、翌日は

筋肉痛に悩まされそうだが全身運動は楽しい！ 

 

 

本日の教訓： 

 ガイドブック推奨のコースには理由がある。（逆走すると、上

り坂が多く大変な思いをする） 

 

 

 

 

 

スイス旅行を終えて 

 

7 月上旬とはいえ、寒さは半端ないだろう予測していた。雪山や朝と夜の冷え込みは激しいが、昼の日差しが予

想以上にきつく日焼け止めは必須だった。物価は高く、ご飯がまずいというのが残念だが、宿泊地は清潔な場所

が多く、ハイキング、サイクリング、登山、ウィンタースポーツ、モータースポーツなどあらゆることが楽しめ

る国だ。 

 

あまりにも各地域で見どころがある場所が多すぎるため、15日も滞在したが、とてもこれだけでは足りない、も

う一度来たいと強く思った。自然を満喫することがメインになるため、行動が天気に左右されやすい。特にマッ

ターホルンの日の出をどうしても見たい！など希望がある場合は日程に余裕を持ち、天候が悪ければ良さそうな

町に予定を変更して行ってみるのも面白いだろう。 
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 イタリア 8 都市 15 日間（7 月 13日～7 月 27 日） 

ルートマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新婚旅行でフィレンツェ、ヴェネチア、ローマ、ピサに行ったため、その旅行で見ることのできなかった都市や、

テレビ番組や雑誌などで行ってみたいと思った場所をピックアップして結んだ。 

 

カプリ島へはナポリ拠点に行こうと考えていたが、ナポリの治安について調べるにつれ、カプリ島行きの港にナ

ポリ中央駅から移動する中で犯罪に巻き込まれるのではないか？と不安になった。インターネットで、ソレント

の方が安全で、カプリやアマルフィへ行きやすいと書かれていたのでソレントを拠点にした。 

 

アルベロベッロにある世界遺産トゥッルリに泊ることができるという情報は旅番組で行っていたため、どうして

も今回行きたくて入れた。イタリアは縦の移動はしやすいが、横の移動はしにくいと聞いていたが、交通手段の

詳細を調べる時間がなかったため、行き先だけ決めて交通手段は現地でインターネットを使って調べることにし

た。 

 

ミラノ 

ローマ 

ナポリ 

ソレント 
バーリ 

アルベロベッロ 

マドリードへ 
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7月 13 日 

～いよいよイタリア・ミラノへ～ 

 

8:32AM→11:35AM 到着予定で、ヴェヴェイを出発。新婚旅行で 1 度イタリアを訪れていたが、それでもいろんな

ところからイタリアは危険だ。とよく聞くのでイタリアが近づくにつれて心臓がドキドキしてきた。スイスは電

車が定刻どおりに進むのに、イタリアに入るとどんどん到着時刻が遅れる。また途中までは、フランス語圏、途

中からイタリア語圏に電車内で変わるのも面白かった。それに、車内の 1等席は全席指定のはずなのに、予約の

ない乗客が紛れ込んで、予約客が来る度にトラブっている。イタリア人はちょっと足が当たっただけでも「痛い

じゃない?!」「謝ったでしょ!」みたいな痴話げんかをあちこちでやっている。喧嘩っ早い人が多いのだろうか。

先行き不安。 

 

ホームに着いたが大きな荷物を持った人でごった返しており、無理矢理道を見つけて前に進まないといつまで経

っても自分の行きたい方向にいけない。自己主張しないと生きていけない国なのだ。 

 

ミラノ駅構内、財布を狙って怪しげにあたりを見回している人がそこら中にいるような感覚、怖くてとにかくホ

テルに行かなきゃ！とあせった。駅から 5分ほどのホテルベルナは、部屋は狭いがこぎれい。但し、日があまり

当たらないのか外は暑いのに、部屋の中は寒くて部屋に長居できない。しかも、部屋に戻ると常に冷房 ON、テレ

ビ ONで気味が悪い。 

 

ミラノ（Milano）といえばスカラ座でのオペラということで、イン

ターネットにて Don Pasquale という千秋楽のオペラを予約してか

ら、ミラノのメイン目的であるレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後

の晩餐」を見にドメニコ会修道院に向かう。最後の晩餐は、モナリ

ザのように小さな絵画をイメージしていたが、実際は壁一面に大き

く描かれていた。日本語オーディオガイドがあり各使徒のリアクシ

ョンを 1つずつ説明していたため、分かりやすかった。最後の晩餐

は、事前にインターネットで申し込みをしていた。予約のない人が

ぶっつけ本番で当日夕方に行って門前払いをされていた。 

 

「あなた方の中で誰かが私を裏切るだ

ろう」とイエスの言葉に弟子達が動揺す

るシーンが克明に描かれていた。 

 

←写真撮影は禁止されているため、ショ

ップで買ったポストカードを撮影。 

 

あまりにも外が熱いため、ジェラート屋さんでジェラートを買う。 

ちょっと置くとすぐドロドロになる。 

 

本日の教訓： 

 日本の、控えめ精神が通用しない場合もある。 

 最後の晩餐はとても人気があるためなるべく早めにネットで予約する。 

http://www.enit.jp/city/milano.html
http://www.milano.it.emb-japan.go.jp/scala.html
http://www.milano.it.emb-japan.go.jp/scala.html
http://www.and.or.tv/operaoperetta/107.htm
http://homepage2.nifty.com/hiro_otaki/sub4_museo05.htm
http://homepage2.nifty.com/hiro_otaki/sub4_museo05.htm
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bevento%5d&id_evento=298097&wms_op=cenacoloVinciano&SiteVersion=1&change_language=1
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7月 14 日 

～ミラノ 1日観光～ 

 

ミラノといえばダ・ヴィンチ！ということでレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学

技術博物館に行く。ここはダ・ヴィンチだけではなく、エネルギー、繊維、パッ

ケージ、バイオテク、ナノテク、IT など、様々な科学分野の発展の歴史を見るこ

とが出来た。 

 

ダ・ヴィンチは、水力、植物学、

動力、絵画など多岐にわたり研究

をしていたことを初めて知った。

こんなに何でも出来る人は本当に

稀な存在。常に周囲のことへの興

味が尽きないというのは少年のよ

うで羨ましい。 

 

午後はもう 1つ博物館に行くことを予定したが、科学博物館で予想以上に時間を費やしてしまったため、予定を

変更し、博物館近くで繁盛している Pizzeria に入った。新婚旅行の際食べたピザは薄くて全く美味しくなかっ

たが、ここは、厚みがありピザとハムがたっぷり乗ったふわふわの生地だった。 

 

午後はフリーマーケットや若者が集まる代官山のようなショッピング

ストリート（Corso di Porta Ticinese）を散策した。ミラノはオシャ

レの町のため品物の値段も高い。ということで買い物はせずに、ホテル

に戻ってオペラの準備開始。 

 

 

スカラ座（Teatro alla Scala）は 2004年に改築されて内部は新しくゴージャスな様子。前の人の座席背面に翻

訳ボードがあるため、何とか内容を理解できたが、ずっと翻訳画面を見るのは厳しい。観客はみなどこのパーテ

ィーに行くのですか？というほどドレスアップを完璧にしている。オペラ観賞など普段の生活では全くしないの

でこうした経験も勉強になる。（左斜め下写真はスカラ座内部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↑ 

夜のドゥオーモとガレリア→ 

 

 

http://www.museoscienza.org/english/
http://www.museoscienza.org/english/
http://www.ilmioregalo.net/milano/milano_4.html
http://www.ilmioregalo.net/milano/milano_4.html
http://www.hg2milan.com/shops/street/---corso-di-porta-ticinese---milan-italy
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A9%E5%BA%A7
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本日の教訓： 

 お洒落着が 1つあると、オペラなど観光できる個所が増える。（私はワンピースで押し切った…） 

観客はドレスアップなどかなり正装している。 

 英語の翻訳画面とストーリーを追うのは大変なため、事前に日本語でストーリーを勉強しておくと良い。 

 

7月 15 日 

～ミラノっぽいドゥオーモ、ガレリアへ～ 

 

本日晴天のため、ドゥオーモ（Duomo di Milano）を再訪。ドウモ

の前の広場には沢山の人がいて、その中には写真を撮りますよと声

を掛けてくる人、ミサンガのようなものを勝手に腕に巻きつけて押

し売りしようとする人などうようよいるため止まっていると危な

い雰囲気だ。そのため、安全そうな日本人観光客に声を掛けて私も

写真を撮るから撮ってくださいと声を掛けると私まで怪しい人と

思われてしまった。 

 

 

チケットを買ってドゥオーモに入る。ドゥオーモの中にはいくつもの巨大縦長のステンドグラスがあるが、全て

無料で見ることが出来るのが素晴らしい。丁度、日曜日の午前中のため、ミサが開催されたローマ法王のように

赤や白の衣装を着た司教や牧師さんたちが儀式を執り行っていた。キリスト教ではないが、ミサが始まると全て

の集中が教会の中心に集まって上に神聖な空気が昇っていっているような気がする。今まで幾つかミサを見たが、

やはり大きな会場で行われるものは本格的だった。 

 

その後、ドゥオーモの屋上にエレベーターで昇るチケットを買う。下からド

ウモを見るより、各オブジェや彫刻を間近に見ることが出来て、より楽しめ

た。何でもそうだが、興味が歩けどやるかどうか迷うことはとりあえずやっ

てみると思ったより面白いことが多い。迷ったら進め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドゥオーモはガレリアの近くにあるため、ガレリア通りで、海鮮パスタ（美味しい！）を食べた後、ACミランと

インテルの本拠地、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ (Stadio Giuseppe Meazza 通称：San Silo スタジア

ム)へ。地下鉄→路面電車→無料バスという乗り継ぎ乗り継ぎで辺鄙な場所にあるスタジアムに到着。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%81%AE%E3%83%89%E3%82%A5%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/AC%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%BC%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1
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スタジアムはミラン席、インテル席、ニュートラル席（どっち

のチームのサポーターでもない）、VIP 席で、席の色が分かれて

いて分かりやすい。 

 

ミュージアムにてやっと長友ユニフォームを発見する。やっぱ

りこんなに偉大なチームに日本人が居ることは凄い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着替えルームにも入らせてもらったが、インテルは自由席、ミランは選手指定席がある。イブラヒモビッチの席

に居座っていた観光客の人を押しのけて写真撮影。嫌な顔されたけど笑 

 

本日の教訓： 

 気になった場所は取りあえず行ってみる。 

 

7月 16 日 

～移動日、ミラノ→帰れ、ソレントへ～ 

ヨーロッパ初国内便、アリタリア航空にてミラノ→ナポリ

（Napoli）へ空の旅。ナポリは危険だ！との事前情報が凄い

ため、ナポリ市内へは行かず、ナポリ空港からバス 3時間で

ソレント（Sorrento）へ移動する。丁度 1時間後にソレント

行きバスがあるようだ。良かった・・・この旅の最初の難関

と思っていたので・・・。 

 

バスが進むと、海があるところから一気に視界が広がり南イ

タリアの陽気な日差しを感じる。ソレント駅は狭く、ソレン

トの宿泊ホテルに向かうには、車がバンバン通る坂道と階段 

            を登らないといけないらしい。 

 

ミラノで購入した機内持ち込み用スーツケースがあるため荷物 2 つを引いて歩き回

るのは大変。ホテルまでの道はずっとまっすぐ伸びていてどこまで歩けばいいか、

疲れとイライラが募る。さらにホテル近くの曲がり角を曲がり、坂道を登ってから、

やっとこさでホテルレオネへ到着。本日はゆっくりしようと決めていたので、まず

は旦那に 16日ぶりに電話をする。久々に話すとちょっとドキドキする。夫婦は時々

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%8F%8B%E4%BD%91%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%92%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%81
http://www.enit.jp/city/napoli.html
http://www.enit.jp/city/napoli.html
http://rome-navi.net/hint_nap.htm
http://world.chips.jp/category/itary/sorrento/
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こうして離れるといつまでも新婚のような状態でいられるのだろうか。昔は国際電話と言えば専用テレフォーン

カードを買っていたが今はスカイプで無料通話が可能だ。 

 

日本は大津市で壮絶ないじめ殺人事件が発生したらしく、ぞっとしてしまった。その後、母に何事もなかったふ

りをして電話をした。全然連絡が取れないので心配していたらしい。 

 

夜はソレントとの旧市街へ繰り出す。ホテルから 10 分以内で中心街へ行く

ことができるのでロケーションは良い。旧市街は、衣類、雑貨、食べ物、レ

ストランなど一通りのものが所狭しと、並んでいる。そこで、長友ユニフォ

ーム、水着、ビーチ用ドレスを購入。ユニフォームは違いを良く分かってい

なかったけど、毎年ユニフォームはマイナーチェンジを繰り返している。そ

して、ホームとアウェイ、それからファンユニフォームも別にあるらしい。

知らなかった･･･。 

 

夜は 10 ユーロちょっとでビール、サラダ、ピザセットを出しているわりと

繁盛している店を発見したので、スイスでは避けていたレストランに入るこ

とに。やっとビール飲めた！ 

 

スイスはハイキング中心の生活なので禁酒していました。 

ソレントは街がコンパクトで歩きやすい。 

本日の教訓： 

 荷物はできるだけ少ない方が動きやすい。 

 

7月 17 日 

～ソレント→カプリへ、2泊 3日の旅～ 

 

10:45AM フェリーにてホテル→港までバスを乗り継いだ。タッソ広場というソレントの中心地から港行きのバス

が出ていると聞いたのだが、バス停がなかなか見つからず、英語が分かる人がおらず非常に苦労した。 

 

カプリ島（Capri）のフェリー乗り場はグループ観光客で溢れている。一人で大き

な荷物を抱えてフェリーに乗る人なんて私くらいしかいなかった。フェリーに乗っ

たら「スーツケースはあっちにおいて！」と言われ、目からスーツケースが離れて

ちょっと心配。 

 

マリーナグランデというカプリ島の玄関口に到着。ここは到着したばかりの人と、

乗客を上手く引っ掛けようとするオープンカー型のタクシーでごった返している。

ケーブルカーでカプリ区に向かうが、ケーブルカーに乗るまでの階段が急で一苦労。

そのときタイミングよくイギリス人夫婦にスーツケースの移動を助けてもらった。 

 

さらに、ケーブルカーの終点からホテルまでの道は石畳の細道で、大きな荷物がか

なり場違いだった。実はホテルは終点からホテルまでのポーターサービスをやって

いると後で知る。イタリアは情報を掴みにくく旅行しにくい。 

http://www.amoitalia.com/capri/index.html
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ホテルは 15 時まで部屋に入れないということで、しばし外で時間を潰すことに

した。蛇行した道（Via Krupp）（左写真）を下ってマリーナピッコラという石浜

のビーチへ歩いて行く。しかし、島のビーチはどこも狭く、人で大混雑している。

泳ごうとしたが鳥の羽やゴミが波に浮遊していて早々に泳ぐのをやめて、バスで

カプリへ戻る。 

 

帰り際に 18時からオープンするテラスが素晴らしいすし屋を発見する。18時か

ら空くからまだ入れないといわれたのに、私の後には西洋系の人が次々に入って

いく。もしかしてアジア人差別されているの?と少し腹が立って、何であの人た

ちは入店しているのに私は入れないの？私がアジア人で女性一人だから店に入

れてくれないのか?とキーッとしたら入れてくれた。後から気付いたが、多分ド

リンクだけのお客さんだったら 18時を待たずに入れてくれたのだと思う。 

 

久々の寿司は一つ一つが丁寧に握られていた。刺身、アボガド、がり、わさび・・・高かったが絶妙な味だった。

レストランからは夕日に染められた島の家々を見ることが出来る。ホテルの部屋は地下にあり狭く、室内ではイ

ンターネットも使用できないためロビーで過ごすことにしたが、蚊がうようよしていて全くリラックスできなか

った。さらに蚊が部屋にまで入ってきてもう最悪。 

 

本日の教訓： 

 イタリアのホテルランクは信じない方が良い。 

 

7月 18 日 

～いざ青の洞窟へ！～ 

 

入場時間が早ければ早いほど、青の洞窟成功率は高まるだろう！

と踏んで、青の洞窟観光とカプリ島を一周する 10 時発の「Giro 

dell'isola」に参加する。チケットは港の青の洞窟ツアー窓口に

て購入。 

 

白の洞窟、緑の洞窟、トンネルのある 3つの孤島など様々なカプ

リ島の見所を船で回った後にいざ、青の洞窟近くになると、イタ

リア語のみでアナウンスが流れ、青の洞窟からどんどん船が遠ざ

かっていく。一体何が起こったのかと思ったら、高波で洞窟には

はいれないらしい。力が抜けてしまい、そのまま港まで戻った。 

 

しかし、どうしても青の洞窟が諦められなかったので、再度翌日の「青

の洞窟だけツアー（Grotta Azzurra）」チケットを購入。 

 

青の洞窟は見られなかったが、青く透明に輝く場所へ連れて行ってくれ

た。 

http://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g187783-d654018-Reviews-Via_Krupp-Capri_Island_of_Capri_Province_of_Naples_Campania.html
http://www.amoitalia.com/capri/capri_bus.html
http://www.geocities.jp/yamagami_italia/grotta_azzurra.html
http://www.geocities.jp/yamagami_italia/grotta_azzurra.html
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その後、カプリ島を一望できる島の最高峰ソラーロ山にリ

フトで登ることにした。へ。展望台へ行くには一人乗り用

のスキー場にあるようなリフトに乗らなければならない。

何か落としたら大変、荷物をぎゅっと抱きしめて乗車。足

の下には絶景が広がる。中には靴を落としてしまった人も

いたようだ。午後 1 時ごろのため、日は高く、日陰で休み

つつ展望台から海とカプリの町並みを観察した。 

 

 

アナカプリからバスで行った先に日の入りスポットとなる岬と灯台

（Faro Punta Carena）があると聞いたので言ってみることに。バスか

ら降りた観光客たちはそろって岬とは違う場所に向かっているため付

いて行ってみるとそこには浜辺のない岩場の公衆海水浴場があった。日

の入りまで水遊びをした。本当に浜辺がなくて、飛び込むとすぐに足の

つかない海になる。そんなところで、浮き輪もなしに、泳いだことがな

いため海に入るかやめるかをひたすら自分と対話した。観察していると、

60 歳を過ぎていそうな方や、3-4歳くらいのお子さんも浮き輪なしです

いすい泳いでいたので、飛び込みなしで泳ぐことにした。 

 

水は飛び上がるほど冷たく、立ち泳ぎをし続けるのは非常に体力を消耗した。

だが何だか自然と一体になったような不思議な感覚で開放感があった。ただし、

やはり長時間泳ぐほどの力がないため、少し泳いではすぐに岸に上がりという

のを 5-6回繰り返した。息をするので精一杯。少しでも力を抜くとおぼれるか、

岸からどんどん遠ざかってしまう。それでもやってよかった。カメラと少額の

お金が一応の貴重品のため、タオルでそれらを隠して岸をチェックしながらと、

1人きりの海水浴は忙しい。 

 

←足がつかないため、立ち泳ぎをしながら片手に防水カメラを持って必死の撮

影。どや顔に見えるらしい。 

 

 

夜は仕切りなおしで、化粧直しをして再び昨夜のすし屋へ。

本日はスシではなく、スタッフオススメの海鮮パスタを注

文。35 ユーロで値ははった。しかし、南イタリアでオスス

メを聞くと必ず海鮮パスタを勧められるので、この後何度

も海鮮パスタを食べることになる。ここのパスタはロブス

ター入りの豪勢なもので非常に美味しかった。 

 

食後は、広場近くのテラスから、日の入りから日没後まで

のカプリ絶景を堪能。お酒も入っていい気持ち！ 

http://www.amoitalia.com/capri/capri_bus.html
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本日の教訓： 

 浮き輪を持って行くと、足がつかない場所でも泳げる。 

 「絶対焼きたくない！」と思うかもしれないが、現地に行くと日焼けしてもいいかも！と思うほど日光浴や

海水浴を楽しむ、露出度の高い老若男女で溢れている。 

 

7月 19 日 

～青の洞窟やっと入れた！～ 

 

ホテルフロントスタッフに、事前に教えてくれれば、青の洞窟に入れるかど

うかを聞いてくれるとのことで、事前に聞いて今日の午前中は入れると確認

が取れたので早速、荷物をホテルに預けたまま、港まで降りた。それにして

も、ここのスタッフはアジア系のイタリア人以外は、私の担当じゃないとか、

「あなた、チェックアウトするのよね、でしょ?」みたいな強引で、接客態度

の悪い人が多い。本当にこのホテルは 4星なんてウソだ。 

 

午前 11:00 のフェリーに乗り込む。ここで日本人親子に遭遇。娘さんが仕事

関係でよくヨーロッパに来るらしく、旅行のイロハを色々と教えてくれた。

まず、青の洞窟は入場料以外に、洞窟付近で別途 12ユーロ、そしてそれ以外

も船頭にチップを要求されるというがめつい商売だ。しかし、私は入場料に

ついては 15ユーロ、チップは特に用意していなかった。すると娘さんに、「15

ユーロ渡すとおつりがないとか言われて、15 ユーロそのまま持っていかれる

よ！」といわれた。幸いにもその方が 1 ユーロくださったため、12 ユーロち

ょっきり支払うことが出来た。さらに、チップは本当に 1 ユーロ未満の小銭だらけで、これだともしかしたら、

意地悪されて入れてくれないかもしれないと思ったが、とりあえず払っとけば OK といわれたので、持っている

小銭を全部渡した。とにかく、ヨーロッパはチップ社会なので、ヒマを見つけてお札を崩して小銭を手元に持っ

ておくこと！と教えていただいた。 

 

さらに、船から、洞窟用の小船に移動しようとした時、最初に私達 3人が案内されたのに、船に残っていたイタ

リア人達が、「私達はグループなの！分かれて小船に乗るのなんてやだ！」とごねだしたので、せっかく小船に

乗ったのに、私が一人で来ているからと小船を降ろされそうになった。すると、娘さんが「私達もグループです！」

と主張してくれて、何とかその場を乗り切った。娘さんいわく、ヨーロッパ人は主張をガンガンしてくるけど単

なる我侭を言っていることも多いから、こちらもケンカしない程度に主張はしないと、相手の言いなりになって

しまうよ、といわれた。 



イタリア 

- 37 - 

青の洞窟は、本当に青く輝いていて美しくはあったが、時間が短

かったことと、洞窟の入り口付近以外は特に青く光っていなくて

思ったほどではなかった。もしかしたら、時間帯や季節によって

は洞窟の中全体が青く光ってもっと美しいのかもしれない。 

 

本日の教訓： 

 天候が左右する場所は、ホテルレセプションに状態を確認し

てもらうのが良い。 

 青の洞窟は、一発で見られるとは限らないので可能であれば

カプリ滞在は余裕を持った方が良い。 

 

7月 20 日 

～アマルフィ 1 泊 2日の旅～ 

前日カプリ島、青の洞窟ツアーで同船した日本人親子に、ナポリはカップ

ルで歩いていても強奪犯に狙われることがあるという恐ろしい話を聞いた

ので、ナポリ観光をやめて、織田裕二主演の映画「アマルフィ 女神の報酬」

で有名になったアマルフィ（Amalfi）に 1 泊 2 日滞在することにした。カ

プリ島に行く際に大きな荷物が邪魔になったため、ソレントに荷物を置い

たまま、必要なものだけ持っていくことにした。 

 

行きがけのバス停で、日本人親子にたまたま再会した。ポジターノ

（Positano）ゆきのバスは、ストライキで止まっているらしく、旅程をど

うしようか思案中とのこと。イタリアのバスは信用できない。カプリ旅行

で疲れていたため、アマルフィ行きのフェリーは、行き 1時間くらい寝て

外の景色をほとんど楽しめなかった。 

 

 

 

さてアマルフィに到着したがとてつもなく暑い！今回はホテ

ルではなく、初スタジオタイプの宿。前日にインターネット

で予約したため、直前割引が適用されて 125€のアマルフィー

ホリデーリゾートに滞在。4 名用の部屋のため、とても広く

内部は白で統一されて気持ちよい。しかも、カプリと違い、

窓に網戸があるため窓を開放したままでも蚊が入ってこない。 

 

 

 

 

お昼にアパート近くで買ったリゾットを作る。湯で沸かして、オリーブオイル

でいためるだけのシンプルなものだが、久々の自炊は楽しい。観光も楽しいが、

ただ見るだけという旅行は非常に受動的で、時々とてつもなくつまらないもの

になってしまう。だから、自分で何かを作るとかそういう行為を時々旅行に入

http://web.archive.org/web/20100501103824/http:/www.amalfi50.jp/index.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3
http://www.amoitalia.com/positano/index.html
http://www.amoitalia.com/positano/index.html
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れるのは退屈しないために必要だ。このアパートは、洗い物をせずに放置すると罰金として 50 ユーロ取られる

ため、リゾットがこびりついた鍋を必死に洗った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆっくりお昼寝をした後、アマルフィのパブリックビーチ（マリーナグランデ

から、パラソルの多いアマルフィ海岸をひたすら歩くと一番端っこにあった）

にて、パラソルとベッド 10ユーロで借りて、日光浴。最初にベッドだけ借りる

ために、5ユーロ払って、パラソルを追加したら、5ユーロ払ったにも関わらず、

10 ユーロ取られそうになった。たまたまだとは思えない。多分そのまま金額を

ちょろまかそうとした。イタリアは本当に油断するとおつりをごまかされたり、

請求額の合計が間違っていたりすることが多いので特に気をつけないといけな

い。 

 

パブリックビーチはカプリ島より水は透明できれいだ

った。石浜だからだ。ちょっとでも浜辺から離れると、

たちまち足がつかなくなり怖い。イタリアの海岸は、

浅いところが少ないらしい。 

 

18 時ごろには、日が山側に隠れてしまったため 

帰ることに。但し、帰り際の店を見るのが楽しく、この地方で有名な Lemon Cello

を購入。しかし、このレモンチェロを飲む機会は結局なく、グラナダのホテルレセ

プションの人にあげることになる。 

 

夕食場所を探していると、港近くでフェリーに乗らないか？と客引きがあり、20:30～1 時間で 70 ユーロほどと

言われ乗ることに。丁度、日没近くのため、海や空が少しオレンジ色に染まり美しい。ドライバーは 26 歳のア

ルフレドさん。船上で 2人になってしまうのが心配だった。 
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写真を取ってくれたり、舟を止めて欲しいと思ったところ

で止まってくれたりと、良い人だったが「試運転しない

か？」と言われて、試し運転をしたときに、後ろに立たれ

てじゃっかん腰を触られてどうしようとパニックになっ

たが、うまく言い訳して、逃れて何とか離れることができ

た。 

 

多分この状況だと、「やめてください」とはっきり言って

しまっても、お客さんにクレームを入れられたら困るだろ

うし、良かったのだが、どうしても 2人しか居ない状況相

手を逆撫でして殺されても嫌だし・・・と弱気になってしまった。男性と二人に

なる環境は本当に避けないと不味い。それにしても船上から見たアマルフィー・

ポンシターノの夜景はうっとりするほど美しかった。 

 

ナイトクルーズ後は、港近くの海が見えるレストランで遅めのディナー。それに

しても、今は夏休みシーズンで夜 10時位でも混んでいる。ここでも海鮮パスタで

す。 

 

本日の教訓： 

 夜のフェリーは美しいが危険だ。 

 

 

7月 21 日 

～もう一つあった、緑の洞窟～ 

 

午前中は宿泊しているスタジオ内の部屋片づけをした後、エメラルドの洞窟ツアーに参加する。洞窟ツアーは 2

社あったため、時間の都合がつく方に申し込んだ。乗り場を探して、乗り場はどこ?とスタッフらしき人に聞く

と「あっち」、でももう 1 度確認で別の人に聞くと「こっち」と別々の方向を指される。乗車時間も迫っていて

あせっているとバルセロナ出身のパンキーなおばちゃんが声をかけてくれて、船を発見！ 

 

その後、そのおばちゃんともう一人の女性と話をすると、一人は、ララさん、

一人はナタリーさんという、学校の先生ということがわかった。スペインは日

本の漫画やコスプレなどが流行しているそうで、日本人や日本文化を身近なも

のに感じるそう。それで声をかけてくれたらしい。
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エメラルドの洞窟はアマルフィから近く、しかも、一旦船を下りて

歩いて洞窟の中に入るため、青の洞窟と違い、天候の影響を受けに

くいようだ。内部でも、もう一度洞窟内の船に乗り換えて、いざエ

メラルドの世界へ。青の洞窟と同様、やはり入り口近くが特に緑色

に輝いている。また、水底には何対かの像が沈んでいてちょっと不

気味だ。水をすくって投げると、その水が落ちた波紋がエメラルド

色に輝き美しい。船頭さんの“エメラルド For You!” と船頭さん

が粋なことを言っていた。 

 

午後はラヴェッロ（Ravello）という別の街にバスで向かい、アマルフィ海岸を上から見ることに。アマルフィ

（Amalfi）、マイオーリ（Maiori）、ムライ（ Murai）というアマルフィ以外の海岸もヴィラチンブローネ（Villa  

Cimbrone）というバス停から 20分くらい離れた場所から見ることができた。帰りのフェリー（16:35）が迫って

いたので、ラヴェッロからタクシーに乗り、ぎりぎり間に合った。バスに乗ろうとしたが、時間になってもバス

が全く来なかったためだ。本当にバスは信用できない！ 

 

     ↑ アマルフィ海岸の位置関係             ↑ヴィラチンブローネから見た景色 

 

本日の教訓： 

 イタリアのバス、時刻表は当てにならない。余裕を持った行動が必要。 

 

 

 

http://www.perbacco.jp/contents_top/bcitta/bcitta22.html
http://www.villacimbrone.com/en/index.php
http://www.villacimbrone.com/en/index.php
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7月 22 日 

～ポンペイ遺跡、足のまめに苦しむ～ 

 

9:00AM くらいのヴェスヴィオ周遊鉄道にのり、Pompei 

Scanpi駅へ。遺跡入り口から激混み状態で、2-30分かけて

チケットを購入する。混みそうな場所は始発でいく位の勢

いで動いた方が、待つといった無駄をしなくて良い。入り

口付近では、2時間 10ユーロでガイドをしますというガイ

ドがうろうろしていたが、自分のペースで歩きたいなと思

っていたのと、アマルフィで、サンダルで歩き回ったこと

による両足小指のマメがどんどん痛くなっていたのでガイ

ドはやめて、オーディオガイドを利用した。 

 

フォロ（広場）、バジリカ（行政や司法の中心地）、倉庫、ジュピタ

ー神殿、牧神の家（モザイクの犬の床がある）、ステファンの洗濯

上、悲劇詩人の家、秘荘のフレスコ画などだだっ広い敷地内の遺跡

をひたすら見た。5-6 時間掛かった。自分のペースで回るとどれが

見どころか分からないので一つ一つを最初は見ていたが、ツアーに

参加して見所だけじっくり説明を聞く方が疲れずに良かったかも

しれない。こうした広大な場所では。最後の方ではあまりにもマメ

が痛すぎて足を引きずりながらゆっくりゆっくり歩いた。 

 

ガイドブックでこれは必見と言われた秘荘にある「ポンペイ

の赤」が使用されたフレスコ画（左写真）に、最後の力を振

り絞って歩いていったが、ガイドブックの燃えるような赤と

は大きく違い、色あせた薄い赤でがっかり。見つけるのにも

一苦労。 

遺跡の中で一番迫力があったのは大劇場。アテネにもあるん

じゃないか？と思われる石で出来た段差のある劇場。但し、

ガイドの人が何年か前に改装されたといっていたので、オリ

ジナルではない。ポンペイ遺跡のメインはかなりの割合で改 

装されて、オリジナルはナポリ国立博物館に展示されている 

ということだ。 

 

本日はソレント最終日、ずっと通ったピッザリアに行くと、生演奏で「帰れ、ソレン

トへ」を聞くことが出来た。また夜の時間帯だったため、旧市街には歩行者天国が出

来ていた。 

 

本日の教訓： 

 遺跡など広い場所では、ツアーを利用して効率よく回る方が説明も分かりよい。 

 

 

http://allabout.co.jp/gm/gc/381674/
http://www.vesuviana.it/web/en/homepage
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7月 23 日 

～バーリ、物乞いはどこにでもいる～ 

 

昨日決定したことだが、ソレントから次の目的地、アルベロベッロに行くには、バーリ（Bari）に一旦滞在して

翌日バーリに行くのが適切だということが、スケジュールを見て初めて知る。 

 

ということで、10:37AM ソレント発のヴェスヴィオ鉄道→11:37AMナ

ポリ着。この鉄道は安いのはいいが、本当に車体が古く、すりも居そ

うなので安心できない。しかも東京の通勤ラッシュのようにナポリが

近づくにつれて、どんどん人が乗ってくる。私はソレントで席をゲッ

トできなかったので、ずっと立ちっぱなしだった。 

 

 

 

 

ナポリの駅から、空港バスに乗る必要があるのだが、駅近くのカフェの中にチケット売り場があるらしく、売り

場の人は休憩に出て売り場に居ない。やっと売り子さんが戻ってきたかと思えば、乗車予定のバスがキャンセル

になったということで 1時間遅れのバスチケットを購入。そしてバスの乗り場は、アフリカ系の移民らしい人た

ちがたむろしているバスロータリーの真ん中。しばらくは電車駅構内（ここだけは駅の外と違いきれいに整備さ

れている）にてひたすら日記を書き続けた。 

 

その後、20分前には現場にいようとバス停近くに行くが、どうも雰囲気が悪く、断っているだけで誰かが襲って

くるかもしれないという恐怖に駆られ、近くのホテルエントランスで隠れるように待機した。そして出発ギリギ

リでバス停近くに行ってバスに乗る。指定席のため、隣に座る人を選べない。アフリカ系の人が隣になって、ア

メリカに居た時に、グレイハウンドで隣の人に財布と携帯を盗まれたことを思い出しびくびくしていたが、悪い

人ではなかった。アフリカ系の人たちはナポリから少し遠いところに住み、そこからバスでナポリ市内に通って

いるようだ。 

 

14:00 Napoli発→18:10 Bari着。Bariのホテルはバスの停車

場所から反対側に位置していたため、荷物を持ってホテルに行

くまでに一苦労。親切心で荷物を持つよといってくれる人がい

るものの、イタリアでは犯罪を心配して、親切心であっても疑

ってかかってしまうため、断って汗水たらしながら荷物を持ち

歩いた。どんなに長旅でも快適に過ごすには少しでも荷物を減

らすのが正解だ。            バーリ駅付近→ 

 

4 星ホテルだが、直前予約で、88 ユーロで泊まった。1 日間違えてホテル予約をしてしまったが、迅速に対応し

てくれた。部屋は広く、壁は茶色で統一され、別途は、青色で居心地は一見良いのだが、アリが TV 机を何匹も

はっている。これは残念、もう一泊する場合は、確実に部屋を変えてもらったが、まあ一泊だから面倒くさいし

我慢することにした。夕食はマックへ行く。日本ではケチャップを無料で付けてくれるのに、ここでは 1つあた

り 20セント取られた。マックの外で物乞いの子供にお金をせびられショックを受ける。Napoli も Bariもあまり

治安は良くない。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AA
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アマルフィで出来てしまったタコ対処のため、専用の“Compete”という皮膚軟化材のついたテープを購入する。

タコをどう説明していいか、言葉も良く分からなかったので、靴下を脱いでタコを見せたら一発で通じた。言葉

がダメなときはジェスチャーで押し通すしかない。テープの使い方は全てイタリア語で説明されていたので、イ

ンターネット上の翻訳ソフトを使って、使い方を翻訳。説明書によると、最大 2日間このテープを張り続けた後

に、お湯で 5 分、患部をふやかして、ふやけた皮膚を、はさみで切り取るという説明だけを聞くと、恐ろしい。

これをやらないと、ずーっと痛い思いをするため、やってみることにする。 

 

このホテルの朝食は本当にまずい。しかもフォークとかコーヒー用のミルクとか全然揃っていない。4 星ホテル

なのにどこか惜しい。やはりイタリアは本当に超高級ホテルに泊まらないと 100％のサービスが受けられないの

か。 

 

本日の教訓： 

 タコ治療テープは日本で買っておいた方が良い。 

 

7月 24 日 

～アルベロベッロ、意外と退屈～ 

バーリ Sud Est 線でアルベロベッロ（Alberobello）へ。荷物が重いので、一

旦荷物を置いてシミュレーションのために駅まで向かう。Sud Est 線がどこに

あるかが分からずに、30分ほど迷ったがかなり近い場所にホームはあった。し

かもホームにいたら怪しい人が近づいてきて、まだ時間があるからお茶しませ

んか、と変な人が来たのでダッシュでホームから逃げる。 

 

先ほどは、荷物を置いた状態で、事前のルートチェックだったので今度は本番

で荷物を引きずっとホームに行くと、先ほどの怪しい男性がまだホームでうろ

うろしている。ということで怖くなり待合室に逃げ込み、電車が来るまで時間

を潰す。バーリのホームはぼろぼろで汚かったが、列車の車内は比較的新しく

快適。平日で全く電車内は混んでいなかった。ひたすらガイドブックで、この

後の旅行の予定を立てていると、日本人が話しかけてきた！と思ったら前職の

他部署の先輩だった。日本人自体がこの路線では珍しく気になって声をかけて

くれたようだ。彼女は旦那さんがイタリア料理人として修業中の身で、同伴して語学学校に通っているとの事。

この日は丁度旦那さんがお仕事お休みのため、ターラントという街の考古学博物館に行く途中だった。 

 

彼女達からイタリアのあるあるを教えてもらった。 

・ イタリアの田舎町では、特にアジア人が珍しいらしく、遠慮なく直視をしてくる。 

・ イタリア人はとても親切だが、教えてくれる道は間違っていることが多い。 

・ 日本人は中国人と間違えられやすいらしく、「チネーゼ」といってからかわれる。 

・ お店に入る時、出る時は店の人が自分を見ていなくても、取り敢えず“Grazie”“Chao”と挨拶をした方が良

い。 

・ 南イタリアでは乾パンお菓子（タラッリ）が有名。 

・ 南イタリアで見られるトゥッルリという世界遺産の住居は、屋根一つあたり一部屋のため、屋根がいくつあ

るかでそのうちに部屋がいくつあるかが分かる。どこでもあるので、初めて見ると感動するが、ずっといる

と大して感動しなくなる。 

http://www.fseonline.it/default.aspx
http://www.enit.jp/province/puglia.html
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話をしているうちにアルベロベッロへ到着。憧れのトゥッルリに案内された。

もっと屋根がとんがった典型的なトゥッルリに案内されると思ったが、私が

宿泊するトゥッルリは長屋のような 1階建ての部屋。ドアは一応、内、と外

と 2重扉になっていた。キッチンには調味料以外の料理道具が一式揃ってい

て、ここでも自炊は可能。ロフトつき、バスタブはないが、最新設備の水周

りだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼寝をちょっとしたあと、アルベロベッロ、トゥッルリが固まっている地区（住居地区＜レジデンス＞とビジネ

ス地区）を見た。正直 1度見渡したが、こんなものか、とすぐに飽きてしまった。ビジネス地区のトゥッルリは

土産屋やレストランなどに使用されていたが、白い壁はきれいな状態に保存され、真新しい感じがした。アルベ

ロベッロに来た理由は、以前見たテレビ番組で、「世界遺産に宿泊できる！」と絶賛されていたからだが、 

まあ特にわざわざ足を運ぶ必要も無いかなというところ。 

 

この日はあまり天気が良くなかったので、ホテルの

人にオススメの「ワイナリー」を聞いて、そこでプ

ーリア産（このあたりの地区の呼び名）8 ユーロ 1

ボトル、と、モッツァレーラチーズを利用したモッ

ツァレーラトマトスパゲッティを作る。普段料理を

しないため、材料に何を買ったらよいか迷い、ネッ

トと店員さんを頼りに何とか材料を調達。南イタリ

アは本当に英語が全く通じない。スパゲッティは頑

張って作った割にはあまり美味しくなかったのが残

念。 

結局 1杯飲んだら酔っ払ってしまった。 

 

本日の教訓： 

 やっぱりワインはアルコールが強い。 
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7月 25 日 

～長―い洞窟～ 

南イタリアについては、ガイドブックに情報がほとんどなかったため、ど

こに行こうか迷った。そのため、ホテルレセプションのフランチェスコさ

んに、ロコロトンド（Locorotondo）、マルティーナフランカ（Martina 

Franca）,チステルニーノ（ Cisternino）,ターラント（Tarlanto）のいず

れかにいこうと思うがどうだろうか？と相談すると、ターラントは何にも

ないから行っても無駄だ、それくらいなら、カステラーナ洞窟（Grotte di 

castellan）がオススメだよ！と教えてくれた。昨日から天気も悪いため、

今日は洞窟に行く方が得策と思い、洞窟へ行き先を変更。 

 

洞窟に行くまでの電車は午後にしかないということで、午前中は、電車の

チケットを買ったり、夜の食材を買ったりして時間を潰した。南イタリア

はシエスタ(お昼休憩)があるため、午前中と夕方以降しか色々なサービス

をやっていないのがとても不便。 

 

午後洞窟駅に移動。洞窟駅の周りは、日本人カップル一組

と親子連れ一組だけがいた。しかし、洞窟入り口周辺に行

くとツアー客が溢れていた。イタリアはどこも駅周辺が本

当に閑散としていて不安になるが目的地になると人がたく

さんいてびっくりする。英語ツアーは 16:00～でこれだと、

帰りの電車をずっと待たないといけなくなるため、ドイツ

語ツアーに参加することにした。しかし、洞窟は説明ポイ

ントがたくさんあり、全く分からない言語を聞くのは時間

の無駄になってしまった。しかし、イギリス人家族がいて、

彼らが「ドイツ語ツアーやめる！」とごねだしたので、ガ

イドさんがほんの一部ではあるが、英語で説明してくれた。

今後は、英語以外のツアーで参加するのはやめよう。この

洞窟は昔ゴミ処理場だったが、ある教授が洞窟として発見

し、今にいたる。全長 3Km のコースだ。先のとがった石灰

石がツララのように天井からぶら下がり、万一それが落ち

てきたら刺殺されてしまう。 

 

 

鉄分を含む赤の洞窟や、石灰で出来た、白の洞窟、500mもある、砂漠回廊など、ダイナミックな洞窟で、ところ

どころ、ライトアップされていて見応えがある。イタリアは、目的地に到着するまでは案内も不十分、不親切極

まりないが、目的地に着くと観賞対象は全てスケールが大きく、美しく、印象的なものが多い。地球の歩き方で

は 1 時間 30 分くらいのツアーだと謳っていたが、実際は 2 時間のツアーらしく、帰りの電車 17:00 にどうして

も乗りたかったので、途中でツアーを離脱し猛ダッシュで駅まで戻った。 

 

本日の教訓： 

 今後はガイドブックに頼りすぎず、現地やホームページなどで情報を確認して、計画・行動する。 

http://www.amoitalia.com/locorotondo/index.html
http://www.amoitalia.com/martina_franca/index.html
http://www.amoitalia.com/martina_franca/index.html
http://www.japanitalytravel.com/back/syoutosi/1123/1123.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88
http://www.grottedicastellana.it/inglese/home.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%BF
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7月 26 日 

～南イタリア田舎町めぐり～ 

アルベロベッロ→ロコロトンド→マルティーナフラン

カ→チステルニーノといった、Sud-Est線上の田舎町を

1日観光。これらは、地球の歩き方の投稿欄で紹介され

た町だ。 

 

ロコロトンド駅から 10-15分歩いた後、城壁に囲まれた

旧市街についた。ここは、バロック調の建物や、そこに

飾られた色とりどりのお花、白壁などが有名な場所であ

る。観光案内所のおじさんは英語が分からなくて、公衆

トイレに行きたいといっても伝わらず、最終的に英語が

分かるスタッフを電話で呼び寄せた。ただトイレを聞き

たかっただけなので、ちょっと大げさなことになって恥

ずかしかった。 

 

教会の壁も美しく飾られているが、アルベロベッロと同

様、内装は比較的新しく見えて、あまり魅力を感じない。 

 

 

旧市街入り口付近には、Martina Franca などを見渡せる

木の生い茂り、ベンチも沢山ある公園がある。一旦、マ

ルティーナフランカ行きの電車を逃してしまったので、1

時間ほどこの公園で自作のサンドイッチをほおばりなが

ら景色や風を楽しむ。 

 

 

 

マルティーナフランカには 2:00PMに到着。シエスタの最

中だったため、教会も、店も、観光案内所も閉まってい

て見ることができない。 
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ちょうど挙式中の団体がいて、広場で美しい花嫁を見るこ

とができた。海外旅行中はよく挙式中のカップルが写真を

野外で取る風景に出会う。こんなところで式ができたら素

敵だな。残念ながら時間がないため、閑散とした街をひた

すら歩き次の街に行くことにした。シエスタがあける 16時

以降であれば街の様子ももっとにぎやかになっていただろ

う。 

 

チステルニーノ駅近くは本当に人一人いないので、もし何にも見所がなければさ

っさと帰ろうと考えていた。標識に沿って、上り坂をひたすら進んでいくと、

Centro Storico（旧市街）に到着。 

 

評判どおり“白の世界”家の外壁が全て白で統一され、それらを繋ぐ道は細く、

迷路のよう。携帯の地図機能を使おうとしたがどこにいるかさっぱり分からなく

なりそう。ここの観光案内所にも行ったが、この街の地図はないと言われてしま

う。細道にはオシャレで居心地の良さそうなレストランがいくつかあったが、20

時以降しか開かない。電車は 19:50のため、晩御飯は諦めた。 

 

時間に余裕を持って、駅に向かうも時間になっても全く

電車が来る気配がない。もしかして、今日は野宿か・・・・

とあせったが、20分遅れで電車が到着。 

 

昼に電車をいくら待ってもこない、という現象があった

ため、もしかして最終電車が間引きされたのか？と不安

になったが何とかなった。しかし、イタリアは、勝手に

電車の間引き運転や、運休がアナウンスなしで起こるし、

駅員さんも常駐というわけではないから危ない。 

 

↓夜はガイドブックに乗っていた“Trullo d’Oro”にてアルベロベッロ最後の晩餐！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 イタリアは電車の時刻も信用できない。最終電車は避ける。 

http://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g580227-d1230608-Reviews-Il_Trullo_d_oro-Alberobello_Province_of_Bari_Puglia.html
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7月 27 日 

～ローマへ移動！～ 

 

アルベロベッロからスペインに移動するにはローマ経由が便利なため、アルベロベッロ→バーリ→ローマへ移動。 

 

朝ごはんを食べた後、朝のトゥッルリを撮影した後、早々に、Bari行き電車に乗る。Bari到着、Sud-Est線から、

Bari のメインホームに行くには階段の上り下りが大変！12:05PM 駅発の空港行きシャトルで早めに空港入りし、

次の目的地スペインについて、ガイドブックで猛勉強。 

 

飛行機は 19:20PM→20:00PM 発に変更されたため、ローマ・フィウミチーノ空港からホテルまでのシャトルバス

は使えなくなった。さらに、20:50 発に変更され、待って、待って、待ってようやくの出発となる。最後までイ

タリアの交通機関には遅延に悩まされた。後で気がついたが、機内持ち込み用の小スーツケースの中に、カプリ

島で購入した 1つあたり 100ml以下の香水ボトルが入っていることに気付く。見つかって捨てろといわれるかな

とひやひやしたがセキュリティーチェックはスルー。正直空港の係員はいい加減なところは、チェックが甘い。

イタリアは確か、ペットボトルもスルーされそうになった。 

 

夜遅くにローマに到着する。ホテルまではタクシーで行くしかないのだが、客引きのボッタクリタクシーばかり

だった。最初に言われたのは、ホテルまで 50ユーロ。さすがにそれはないと思い、他を探すが安くなって 30ユ

ーロ、たった 2 キロ以内の距離でそれは高すぎると主張したが、「一人の客を得るまでに 2～3 時間は待つため、

これ以上は下げられない」と向こうにも主張されたため、疲れもあってやむなく折れる。せっかく、空港近くの

ホテルにしたつもりだったのに、結局タクシー代かかったらお得感が全くない。 

 

ホテルアルパッチョは、エレベーターがないのに部屋は 2階にしかない。しかもポーターサービスはしないとい

われたので、自分で一つずつ荷物を運ぶハメに。高い割にサービス最悪。部屋は狭いがまあまあ小奇麗だったの

でよしとするか。 

 

本日の教訓： 

 格安チケットでも、到着時間が遅ければタクシー代など追加料金が発生する場合がある。 

 

 

 

http://www.adr.it/web/languages/japanese
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イタリア旅行を終えて 

 

スイスは観光案内所の人が英語 OK で、道案内の標識もわりとあったため観光しやすかったのに比べ、イタリア

は町も観光案内所も英語が通じない場所が多々あり、標識も不十分。交通機関の時刻表は頼りに出来ない。旅行

自体はしにくいという印象が残った。 

 

しかし、カスティーリャ洞窟や、チステルニーノの旧市街など、目的地に到着すると息をのむような美しくダイ

ナミックな光景が広がっていて飽きることはない。人も、大体間違ったことばかり教えてくれるが、相手を助け

ようとして熱心になってくれることもあり、悪い人たちではない。 

 

もし、イタリアに行く機会があれば少しでも事前にイタリア語を NHKの講座などで勉強して、コミュニケーショ

ンが取れるようになればより内容の濃い旅になるだろう。 

 

↓カプリのジェラート屋さんにて 名物のレモン      ↓ソレントのピザ。ビール、サラダと合せて 10€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓アマルフィの陶器看板屋さん。「Welcome!」を購入 

 

 

   ↓ヴェスヴィオ火山の前で。ポンペイ遺跡内。
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◆スペイン 5 都市 13日間（7 月 27日～8月 9日） 

  ルートマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローマ→バルセロナ間の格安チケットを見つけられなかった。また、モロッコ・カサブランカへ行くにはバルセ

ロナ→カサブランカの格安チケットしか見つけられなかったため上記のルートにした。 

 

スペインは初めてのため、主要都市を周遊することにした。 

 

バルセロナ 

マドリード 

コルドバ 

グラナダ 

トレド 

ローマ 

カサブランカへ 
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7月 28 日 

～情熱の国スペイン、ゲルニカ鑑賞～ 

 

早朝再び空港へ、この旅で初めて Easy Jet を利用する。凄く待つイメージだったが、チェックインと同時に列

に並んだため、さほど待たずに、チェックイン完了。Easy Jet など格安航空の場合、受託荷物は別料金になる。

それをカウンターでお願いすると高くなってしまうので、事前にインターネットで受託荷物手数料を支払ってお

くと安いらしい。事前に荷物代を払っておいてよかった。マドリード（Madrid）に午前中に到着。空港は思った

より小規模で日本人観光客が多い。 

 

空港からバスで市内の Atocha Renfe Station というバス停で下車する。旅行者はそれぞれ大きな荷物を持って

いるため、バスの中は大混雑していた。バスから下車後、ホテル最寄り駅に行く地下鉄を探すも場所がわからな

い。そこで、近くのスタッフに“Subway”はどこだ？というがなかなか通じない。そう、スペインでは“メトロ

（Metro）”といえばよいと後から気付いた。現地で使われる単語を使用しないと、非英語圏ではなかなか伝わら

ない。まあ英語圏でも“Toilet”という国に対して“Restroom”といっても“は？”といわれることが多いから

気をつけよう。地下鉄を見つけたが、今度は地下鉄まで下がるエスカレーターのスピードが異常に早く、距離も

長いため、細心の注意を払いながら乗った。 

 

地下鉄の券売機で、ガイドブックで事前に予習したとおり、チケットを買っていると、これまたガイドブックの

犯罪コーナーに掲載されていた通り、不審者がお金をくれと近づいてきた。“No!”と強く言うとどこかにいった。

事前に犯罪手口を知っておくと、何か起こったときに冷静に対処できる。また、地下鉄の乗車方法も、一旦チケ

ットを自分から見て左手の機械に入れて出てきたものをとってゲートに近づくと、初めてゲートが開く、という

仕組みを事前に知っていたのでスムーズに入場できたが、以外に観光客の人はやり方がわからず、（自分の右手

にチケットを入れて左側から通るなど）詰まっている人をかなり見た。地球の歩き方は時にはガセ情報を掴まさ

れることもあるが、誰かが本当に歩いているみたいだというほど、特に公共交通機関の利用については役立つ場

合が多い。ロンリープラネットにはここまで細かい説明はないだろう。 

 

ホテル近くの“Anton Martin”駅に到着する。ホテルへの道順のヒントとして“Leonストリート”があった。ス

ペインは、通りの名前が、それぞれの通りの建物の角側上部の陶器タイルが示してくれるので道を見つけやすい。 

 

マドリードの宿泊場所、オスタル（Hostal；朝食なし、素泊まりの宿)の Hostal Gonzaroに到着。建物内のエレ

ベーターは旧式で、内扉を完全に閉めないと動かない。オスタルのおじさんはまさかのスペイン語しか分からな

い人。最低限の設備をスペイン語で一生懸命説明してもらった後、質問は 16 時以降に来るアントニオさんに聞

いてくれといわれる。アントニオさんが来るまで、今夜のフラメンコショーを電話で予約。何とか電話が通じて、

名前だけ言って予約、本当に取れているのか不安だったが・・・オスタルにはバスタブがついているのになぜか、

栓無しのためお湯が張れない！残念！ 

 

本日はソフィア芸術センターというゲルニカを所蔵する美術館が 15

時以降無料とのことで、美術館近くのマクドナルドで腹ごしらえを

して、美術館へ向かう。マクドナルドの店員が、異文化に興味があ

るのか、日本人とわかると、こんにちは、さようなら、ありがとう

を日本語で教えて欲しいといわれ教えてあげると頑張って使ってい

た。きっと彼は 20歳くらいだろう、さわやかな青年だった。 

http://www.easyjet.com/en
http://www.spain.info/ja/ven/comunidades-autonomas/madrid.html
http://www.museoreinasofia.es/index_en.html
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ソフィア芸術センターはピカソ以外の絵画や展示物もあるが、それらは

適当に観つつ、いざゲルニカへ。大きな壁一面にかかったキャンパスに、

悲惨な戦争の様子が書かれている。動物、亡くなった子供を抱えて唖然

とする母など、デフォルメされた形で描かれていた。 

 

夜は Casa Patas という広告をよく出しているフラメンコレストランに

てフラメンコ観賞。3-40 代の壮年男女の共同、ソロダンスを見た。当

日夕方にお店に電話したら予約が取れた。名前だけしか相手に伝えてい

なかったため、不安だが無事予約できていた。 

 

フラメンコは“オレ！”のイメージしかなかったが、タップダンスがメ

インで、独特の音楽と唄を元に、時に物凄く激しく、時に物凄く静かに

躍る将に情熱のダンス！ワインを飲みながらステージ脇近くから見る

ことが出来た。途中衣装チェンジで、赤いドレス→黒ドレスになってい

た。あまりにも情熱的過ぎて時々、男性ダンサーの汗が客席にシュッと

飛んでいてお客さんが「うぎゃっ」とうめいていた。 

 

 

席はステージから 2列目の端。ステージ真下だと汗が飛んでくるので、 

適度なサイド席は、ステージを間近で見やすく良かった。 

 

本日の教訓： 

 マドリードは特定の曜日や時間帯で美術館を無料開放している。 

旅行代の 節約のためにも是非利用すべき！ 

 フラメンコは人気のため、時間に余裕を持ってチケットをゲットする。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%AB_(%E7%B5%B5%E7%94%BB)
http://www.spain-guide.com/casapatas.html
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7月 29 日 

～レアルマドリードスタジアムツアーと闘牛観戦～ 

 

マドリードといえば、レアルマドリード（Realmadrid）

と闘牛！ということで、まずは午前中、ラス・ベンタス

闘牛場（Plaza de Toros de Las Ventas）に向かい当日

券を購入する。物凄くいい席は既に完売していて、私は

「日陰 1 階席（一番いい席に近い席）(Sombra Tended 

Bajo)」を 20 ユーロで購入。もっと高額と思っていたの

で助かった。チケットは闘牛開始直前まで行われている

ようだが、良い席は売れるのが早いらしい。闘牛場は後

から混雑するため、今のうちにと思い、闘牛場周囲とそ

こら辺にある彫刻の像を写真撮影しまくった。 

 

そして、スタジアムに移動する。サンティアゴ・ヴェ

ルナベウスタジアム（エスタディオ・サンティアゴ・

ベルナベウ；Estadio Santiago Bernabéu）はスタジ

アムツアーとは名ばかりで、チケットを購入して中に

入ったら、後は自由に見て回るだけらしい。まずは 4

階席から全体を見渡す。スタジアム内の席は、VIP 席

が白で、後は、青とオレンジが使われていた。屋根の

ライトも豪華でナイトゲームは見応えがあるだろう。 

 

 

フィールド内は立ち入り禁止だが、1Fのフィールドそばの

選手控え席に座って写真撮影をすることが許されていた。

また、選手控え室からフィールドへ行く通路と出口でも写

真撮影が可能だったので、ちょっとだけレアルの選手に触

れたようで貴重な体験だった。選手の着替え室には入れな

かったが、ビジター用の着替え室には入ることが出来た。

最後はプレスルーム、きちんと記者席が用意されて、いつ

でもすぐ会見が開ける設備があった。そこで写真撮影もで

きた。 

 

その後スタジアムショップにて、2012-13 版、ホームユニフォ

ーム（白）および、ジャージ上下を購入。かなりお金を使って

しまう。クリスティアーノ・ロナウド（クリロナ）との合成写

真もなかなか本格的で良いお土産になった。 

http://www.realmadrid.jp/
http://www.realmadrid.jp/
http://www.bullfightticketsmadrid.com/ja/home
http://www.bullfightticketsmadrid.com/ja/home
http://www.realmadrid.jp/bernabeu/
http://www.realmadrid.jp/bernabeu/
http://www.realmadrid.jp/player/cristiano.html
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本当はユニフォームに“クリロナの背番号 7番”を入れた

かったが節約と、どこでも着られることを考えて、何も入

れなかった。後から考えたら、このユニフォームはどう見

てもレアルのユニフォームだから、入れればよかったと後

悔。 

 

 

 

 

 

時間も迫っていたのでいよいよ闘牛場へ向かう。午前中に

チケットを買ったときとは違い、多くの人およびダフ屋で

会場付近は混雑している。お腹もすいていたので、闘牛場

近くのケバブ屋にて腹ごしらえをする。 

 

席は闘牛場のフィールドから 2 列目くらいの真正面から

見ることができた！闘牛は、色々なステップがあるらしく、

最初に助手?のような人が何人かで旗を使いながら牛を動

かす。その間に闘牛士は牛の動く際のクセを観察する。 

 

次に、目隠しされた馬に乗ったやり手が、牛を馬にひきつ

けた上で、槍で軽く刺し、その後、2本セット 3回で、手

に槍を持った人たちが牛の背を刺してかなり弱ったとこ

ろに、闘牛士が最終的に登場して、旗で牛と格闘しながら

背の一点めがけて細い剣を突き刺す。1発で闘牛士が止め

を刺すのが美しいとされているが、実際は、牛はすぐには

死なないため、その後、何度か剣を刺して、最終的な止め

を刺す。そして死んだ牛を、馬が引っ張って退場、という

ことを 6回ほど繰り返した。 

 

毎回同じかと思うが、牛の動きが毎回違うため闘牛士達も結構苦労した様子だった。ちなみにバルセロナでは、

動物愛護法の関係？で既に闘牛が廃止されているため近い将来マドリードでも闘牛は見られなくなるかもしれ

ない。間近に死を体験するのは、少し怖いがどうしても興味が湧くという悲しい人間の性である。 

 

 

本日の教訓： 

 スタジアム見学の際はガイドの有無を事前に確認してな

い場合は、スタジアムやチームに関する事前情報を入れ

ておくとより面白くなる。 

 闘牛の手順や各出場者の役割などを勉強しておくと、よ

り闘牛を理解できる。 

 

http://www.spainnews.com/toro/
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7月 30 日 

～マドリード市内観光～ 

ホテル近くの広場からマドリードシティツアーバス（Madrid City Tour Bus；

音声ガイドつき、20 ユーロ）というものがあったので乗ってみることにする。 

2 つのルートを利用でき、一つが市内中心、もう一つがレアルスタジアムまで行

ってくれるものがある。バスの運転と景色が連動して日本語で説明を聞けるの

で便利だった。多くの建築家達が関わりマドリードを作ったようで、都会だが

荘厳な建物があちこちに見える。グランビア通り、エンペラー通り、スペイン

広場、太陽の門広場などをバスの上から見る。スペインは暑く、バスの 2 階席

から外を見るのは時々かなりしんどい。 

 

 

 

 

 

ユーロが欲しかったため、一旦太陽の門広場でバスを下車して、Bankia という銀行に行く。係員に visa カード

を使ってユーロを引き出したいのだが可能か？と質問されたら、スペインでもかなり大手の銀行と言われていた

にも関わらず「No English!」と断られ、別の人に聞いても銀行内の ATM ではそれは出来ない。といわれた。悔

しいので、ためしにそこの ATMを利用すると普通にユーロを下ろせた。（海外キャッシング）ATMでは、とりあえ

ずカードを入れてしまえば操作が進むらしい。何かのガイドブックで、通りの外にある ATM は細工がされてカー

ドが抜けなくなったり、後ろから襲われて現金を盗られる可能性があるので、銀行が開いている間に銀行内の ATM

を利用するのが良いとあったので、どうしても銀行内に設置された ATMを使いたかったのだ。スペインも英語が

通じないところが本当に多い！ 

 

その後、「王宮（Palacio Real）」へ行く。王宮は予想以上

に広く、1時間くらいの予定だったのが 2時間もかかって

しまった。ガイドブックに紹介されていた王宮の様子は、

建物の一部に過ぎず、各部屋が豪華絢爛だった。その後、

ミュージアムショップにて金色に光る美しいノートを発

見するも節約で断念。地球の歩き方では「王宮」のオスス

メ度は星 2つだが、マドリードでは絶対に行くべきスポッ

トだ。 

 

 

帰りはマヨール広場の隅のテラスで客引きに遭い、そこでパエリア Mix（海

鮮ミックス）を食べる。昼間の食べ放題レストランで食べたパエリアが固く

パサパサして全く美味しくなかったため不安だったが、ここのは結構美味し

かった。スペイン名物のサングリア（赤ワインをオレンジで割った飲み物）

を飲み、ほろ酔い気分で広場を見ながら一時を過ごす。ここもわりと観光地

だが英語は通じない。 

 

http://www.esmadrid.com/ja/portal.do?IDM=1285&NM=3
http://www.esmadrid.com/ja/portal.do?IDM=1285&NM=3
http://www.geocities.jp/trv524/city/madrid/madrid.htm
http://www.geocities.jp/trv524/city/madrid/madrid.htm
http://www.arukikata.co.jp/city/MAD/spot_1.html
http://www.geocities.jp/trv524/city/madrid/madrid.htm
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結構帰り時間が遅くなってしまったが、マドリードのホテル

近くは遅くまで人が出歩いていて安心して歩けた。 

 

 

本日の教訓： 

 スペインは首都でも英語が通じない事がある。 

 

←夜のマヨール広場 

 

 

7月 31 日 

～トレド日帰り観光～ 

 

10:20AM マドリード発→10:53AMトレド着のアヴァント（Avant）という高速列車に乗る。チケットを乗車 5分前

くらいに購入したが、購入時にいつの電車がいいですか？といった時、次の電車でというと、窓口スタッフに「乗

車時間あまりないよ」とも言わずにチケットを発券されてしまった。アヴァントは乗車の際にセキュリティーチ

ェックがあるため、5 分で猛ダッシュして電車に乗る。事前に電車時間をあらかじめ調べておいて、時間指定の

チケットを買った方が良い。電車チケットを買う際も、窓口に並ぶための銀行にある順番券のようなスペイン語

のみの説明の機械を利用しなければならなかった。前日のレストランで「Hoy＝Today」という意味が分かったの

で、当日券を買うための順番券の意味も分かってよかった。 

 

トレド（Toredo）に到着後、トレドシティーツアーバス

（Toredo City Tour）8ユーロのバスに乗り、駅から展望

台を経由して旧市街へ向かう。トレドは円形の城壁で守ら

れた旧市街を遠くから見るのが美しいと聞いていた。しか

し、展望台までは歩くと遠いからタクシーか、市内観光列

車を使うと良いよと書いてあったので、旧市街に行く途中

の観光バスからついでに見ることが出来て時間節約にな

った。 

 

 

旧市街に到着したが、ここは坂道が多いため歩くの

が少し辛い。ソコバール広場という中心地から、サ

ンタ・マリア・デ・トレド大聖堂（Catedral de Santa 

María de Toledo）へ向かう。外壁にも彫刻が豪華

に施されていて、内部天井の高さは 40～60ｍ。オ

ーディオガイドで 18の展示コーナーを見たが、宗

教や歴史を深く理解しないと、さらに英語というの

もあり、何度オーディオガイドを再生しても意味が

理解できないことが多かった。増改築を重ね、様々

な様式が入り混じっていた。結局この大聖堂に 2

時間も費やした。 

http://rail.arukikata.com/country/spain.html
http://www.spain.info/ja/ven/otros-destinos/toledo.html
http://www.toledocitytour.com/EN/
http://www.toledocitytour.com/EN/
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途中、通りのカフェで休憩し、イベリコハム＆トマトのサンド

イッチ、チュロス、マジパン（MAZAPAN 左写真奥；NHK スペ

イン語講座で見た伝統のお菓子）、アイスコーヒーをいただく。

それにしても、イタリアに比べコーヒーが高すぎる。 

 

その後、サン・ファン・デ・ロス・レイェス修道院（Monasterio 

de San Juan de los Reyes）というルネッサンス様式、ゴシッ

ク様式と、ムデハル様式というイスラムの様式が合わさった 

修道院を見学する。天井は非常に高く、中庭は静寂に包まれて

いる。 

 

そして、サンタ・マリア・ラ・ブランカ・ユダヤ教会（Sinagoga 

de Santa Maria la Blanca）を手短に観光した後、エル・グレ

コ美術館（Museo del Greco ）というある伯爵が家を買い取り、

16 世紀-17 世紀のヨーロッパを再現したという博物館に行く。

エルグレゴの「トレド景観」やキリストの使徒の肖像画などを

展示するものだった。日本語ガイドがあったため、他の建物よ

りは理解しやすく助かった。 

 

見どころが沢山あり、できれば駆け足ではなく、じっくりと見

られれば良かった。 

 

←サン・ファン・デ・ロス・レイェス修道院 

 

 

 

 

 

↓トレド景観            ↓サンタ・マリア・ラ・ブランカ・ユダヤ教会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 遠出する際は朝一で移動する。 

 

http://sowhat99.exblog.jp/15886460
Monasterio%20de%20San%20Juan%20de%20los%20Reyes
Monasterio%20de%20San%20Juan%20de%20los%20Reyes
http://www.sacred-destinations.com/spain/toledo-synagogue-la-blanca
http://www.sacred-destinations.com/spain/toledo-synagogue-la-blanca
http://www.spain.info/ja/conoce/museo/toledo/casa-museo_de_el_greco.html
http://www.spain.info/ja/conoce/museo/toledo/casa-museo_de_el_greco.html
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8月 1 日 

～コルドバ電車移動とメスキータ～ 

 

オスタルを 8 時ごろチェックアウトしマドリード駅へ。地下鉄は使わず

大通りを歩く。まだ通勤時間帯ではなかったらしく、大きなスーツケー

スを引いてもスムーズに歩けて良かった。前日と違い電車にも余裕を持

って乗車することができた。11 時半ごろにはコルドバ駅に到着。駅は洗

練されていたが店は少ない。観桜案内所の人も英語が喋れない。またか

…しかし一生懸命スペイン語で案内してくれた。コルドバ名物の牛の尾

っぽシチュー（オックステール）が美味しいお店を教えてくれた。 

 

ユースホステル行きのバスを待と

うとしたがいつ来るか分からなか

ったので、タクシーを利用すること

にした。が、タクシーに乗った瞬間、

2 ユーロで目的地までいけるバスが

来たのでがっくり。最初の説明では

4-5ユーロでタクシーに乗れると言われたのに、目的地近くになると運転手

がメーターを切り替えて 7ユーロくらいにされてしまう。 

 

ユースホステルは評判の通り、3星ホテルみたいにわりときれいで、メスキ

ータ(mezquita)から徒歩でいけるくらい観光の中心にあり便利。但し部屋

はベッドが隣接するくらい近いツインルームをトルコ人女性とシェアする

必要があった。既に部屋のほとんどの設備が彼女に占領されていた。ユー

スホテルタイプは最初に来た人がいい場所をゲットする。イスラム教だが

ラマダンはしていないらしく、普通にご飯を食べていた。          ↑コルドバ YHエントランス 

 

彼女は前日のメスキータ見学で熱中症にかかったらしく、

ユースホステルでひたすらパソコン内部のデータ整理を

していた。私も翌日にはコルドバを去るため、午後 2時か

らメスキータ訪問。イスラム教のモスクが途中でキリスト

教に変えられたため、イスラム風の縞々のアーチ型のモス

クのような内装に、中心には、豪華なキリスト教会がある

という不思議な構造だった。英語の音声ガイドを聞いたが、

宗教知識がないと何度オーディオガイドを聞いても難し

い。何代にも渡って拡張工事が実施されたようだ。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BF
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3時間ほどメスキータで過ごした後、ランチとディナーを

兼ねてメスキータ近くのバル（Bar）にて、オックステー

ル、タパ（前菜、複数形がタパス。今回はスープ）、デザ

ートセットを食べる。タパが美味しすぎて全部たいらげる

とお腹いっぱいになってしまい、メインのオックステール

が全然食べられなかった。しかも、オックステールは正直

ただの肉の塊にしか思えず、あまり美味しくなかった。そ

の後は私もコルドバの灼熱に体がやられてしまう。日陰で

も 30度くらいありそう。 

↑オックステール。ボリュームがありすぎる。 

 

本日の教訓： 

 名物料理が必ずしもおいしいわけではない。 

 南スペインは特に日差しが強いため、水分補給をこまめにしたり、日よけ対策

を入念にしたりして熱中症を防ぐ必要がある。体調が悪い時は休む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 2 日 

～コルドバ→グラナダへ電車移動～ 

 

11 時 20 分発の電車でグラナダ（Granada）へ。朝ゆっくりしてしまい、10 時

ごろに駅に到着する。コルドバはメスキータ以外、体力不足で観光できなかっ

た。 

 

グラナダに到着したが、駅からバスでホテル近くまで移動しなければならない。

ここも観光客は大きな荷物を抱えているため、バスがすぐに混雑してしまう。

とりあえず、ガイドブックに指定されたバスに乗り込むがどこで降りるか心配

になる。同じ方向に日本人の高校教師さんが居て、話しかけてくれたので降り

る場所がわかった。降りた駅はヌエバ広場という、グラナダの中心地にあり、

観光には便利がいい場所だった。 

 

ホテルの部屋は広く、モダンで居

心地が良い。もはや学生ではない

ので、知らない人と部屋を共有するユースホステルタイプは時々じ

ゃないときついな。ということで、しばらく休憩したくなったが、

折角なので、大聖堂を見学する。大聖堂は建物の中にさらにドーム

http://www.focolare.jp/aboutus.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%91%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%91%E3%82%B9
http://www.spain.info/ja/ven/grandes-ciudades/granada.html
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があるようなゴシック調のような豪華絢爛な内装。天井も非常に高く、天井を見続けると首が折れそうになる。

壁側にはミニ教会、教会、教会とひたすら教会だらけなので、最初は 1つ 1つを丁寧に見ていたが、疲れて途中

でオーディオガイドの利用を断念する。 

 

その後、観光案内所に行き、情報を仕入れたところで、ホ

テル近くのバルを探す。すると、先ほどの高校教師さんに

再会したため、バルに誘ってみた。バルは近くに 3つあっ

たため、お客さんが多く入った店をチョイス。 

 

バルのタパスは日替わりらしく、本日はミニハンバーガー、

ポテト+飲み物だった。何となく体調が悪かったのでコカ

コーラで我慢。これで 2ユーロは安すぎる。ちなみに、高

校教師さんは夏休みを利用して来たらしく、昔は一旦同じ

学校を休職して、イギリスの大学院にも行っていたらしい。

羨ましい・・・彼はその後、「日本人専門の情報局」に教えてもらったフラメンコショーに行くとの事で、早々

に帰っていった。そしてまた一人でご飯を食べていると、これまたフラメンコショーの前の時間つぶしをするア

メリカ人の女性と同席することになってしばらく話をした。彼女は、退職して、家のリフォームが完成するまで

2年間海外で生活するらしい。3ヶ月でも長いなと思っていたが、もっと長い人は海外に行くと意外と居て驚く。 

 

もっとバルめぐりをしたかったが、本日は体調を戻すため、早めに帰宅。 

 

本日の教訓： 

 グラナダではバルを利用して食事代を節約すると良い。 

 

8月 3 日 

～グラナダ 1 日観光と洞窟フラメンコショー～ 

 

昨日高校教師さんに教えていただいた「日本人観光案内所」へ行って情報収集をする。

建物の中に入ると「エレベーターコチラ」と日本語手書きで記載されている。室内に

入ると一見普通のおじさんが猫を抱えて出てきた。猫が沢山居てちょっと引く・・・

まずは、フラメンコショーを28ユーロで予約。このショーには、アルバイシンの丘（元々

はイスラーム教徒のための居住区）にも連れて行ってくれて、夜のアルハンブラ宮殿

を眺めることができるらしい。それから、グラナダツアーバスのチケットも購入した

後、オススメのレストランを聞いてみたが、「ウサギや豚、羊の脳みそなんてどう？」

とゲテモノ（スペインでは名物のようだが）を勧められたので、彼に聞くのはやめた。 

 

 

その後、王立博物館へ、内装にはあまり特徴がないが、地下にフェ

ルナンド 5世、といざベル女王という有名な王族の遺体が棺に納め

られ展示されていた。オーディオガイドがないため、展示物をみて

もいまいちそれらの重要性がわからなかった。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E5%AE%AE%E6%AE%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E5%AE%AE%E6%AE%BF


スペイン 

- 61 - 

その後どこへ行こうか迷ったが、ツアーバスを利用して、グラナダの有名な劇作家、ガルシア・ロルカ記念館に

行き、そこの館内ツアーに参加する。ガイドさんはスペイン訛りの物凄くスピードの速い英語で説明していたこ

とと、ガルシア・ロルカについて全く知らなかったので、説明を聞いても正直わからない。「あのーちょっとス

ピードを落としてしゃべって貰えますか？」と質問して最初はちょっとゆっくりだったけど、最終的には元のス

ピードに戻ったため、諦めた。 

 

ツアーバスで、中心地から少し離れた修道院へ向かう。ここもオーディオガイドがなく、写真撮影も NGのため、

ただ見ているだけー状態になってしまった。教会内部は天井が高く、豪華、メインの教会中心部は天井まで装飾

で埋め尽くされていた。見た価値はある。それに絵画は反逆罪にあった司教たち？（頭や体に槍が刺さっている

など）や、罰を受けるキリストの絵など少しグロテスクなものが多かった。普通に写真を撮りまくっている人た

ちは一部居たけれど。 

中心街に戻り、夜はタパスへ。昨日の隣にあるタパスへ行き、怪しい日本人観

光局のおじさんが教えてくれたアンダルシア地方発祥の野菜ジュース、ガスパ

チョを飲む。これは美味しい！ 

 

店内を見渡すとなぜか日本語で「営業中！」と書かれた旗が。それに日本人と

写った写真も飾られていた。コレは折角だから店員さんと色々話をしてみたい

なと思ったが英語 NG。ああ、スペインは本当にスペイン語が話せないと地元

民とコミュニケーション難しい。一人で黙ってバーのカウンターで時間を過ご

すのは少し微妙な気持ちになる。 

 

 

 

 

夜は、洞窟フラメンコショーへ。ツアーミニバスが会場迄連れ

て行ってくれた。マドリードがダンサー2人だったことに対し、

コチラは 10 人くらい居て、個人でのダンス、グループダンス

などを見た。技術はマドリードの方が上かな。若い女性ダンサ

ーが居たのが、途中で靴紐がほどけたらしく、ほとんど躍れて

いなかったのが残念。洞窟の中なので、薄暗く、独特の雰囲気

がある。（写真はフラッシュをたいたので明るくなった） 

 

 

 

 

 

 

 

↑店の前 

Baile Framenco Cueva=洞窟フラメンコダンス 

 

その後は、アルハンブラ宮殿をちょっと見て、アルバイシン地区を夜の散歩した後にツアー終了。 
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ツアーで一緒になった親子 3名と一緒に、大聖堂近くの夜の散歩をちょっとする。 

帰り際に梅干と蜆のお味噌汁をお土産にいただく。助かります！ 

 

←夜のグラナダ、遅くまで人が歩いている。 

 

 

本日の教訓： 

 日本語情報センターに行くと、面白い現地の情報が得られる。 

 アルバイシン地区は一人で歩かず、ツアーで歩いた方が安全。 

 

 

8月 4 日 

～グラナダといえば！アルハンブラ宮殿～ 

午前 8時にはホテルを出発し、アルハンブラバスというミニ市バスにて、ア

ルハンブラ宮殿に向かう。車内は座席がたった 10 席しかないが、観光客で

満員状態。通路入り口に女性がどんと座ってしまったので、狭い場所に皆立

ち往生。本当にこっちの人は、自分がよければよい的な考えの人が多い気が

する。 

（←ナスル宮殿内のアラヤネスのパティオ） 

 

アルハンブラ宮殿に到着すると既に当日券を求

めての大行列が出来ていた。私も良く分からず

に、事前購入者用の列に並んでいると、係員に

声を掛けられて、チケット発券機に連れて行っ

てくれた。やはり、事前に用意をしておくと、

こういった街時間短縮になりよい。残念ながら

日本語オーディオガイドはないため、英語オー

ディオガイドを借りていざ敷地内へ・・・ってあまりにも広大すぎる。日本語ガイ

ドや送迎がついたツアーもあるので、英語ガイドはきつい、とか時間に制約のある

人はそれを利用するのも手だろう。                        ライオンの噴水↑ 

 

午前 10 時に、アルハンブラ宮殿敷地内で、入場時間が指定さ

れているナスル宮殿まで、時間があったが、余裕を持って入り

たいと思い、9時半くらいから待機。実際、指定時間に遅れて

くる人も多く、指定時間以降であれば、係員に頼めば入れてく

れるよといったところか。 

 

ナスル宮殿内はどこも人人人、で入場制限をする意味が分かっ

た。結局ナスル宮殿に 2 時間強いて、チケットには 14 時まで

にはオーディオガイドを返却するように！との注意書きがあ

ったため、その後駆け足で、地球の歩き方で紹介されていた円

形劇場？庭園、造園？などを見て回る。                  ↑宮殿内の天井一部 

http://www.lovegranada.com/transport/alhambra-buses/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E5%AE%AE%E6%AE%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E5%AE%AE%E6%AE%BF
http://www10.plala.or.jp/krk/trip/spain/ALHAMBRA/alhambra.htm
http://www.myushop.net/myu_contents/spain/mad_alham.shtml
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ナスル宮殿に入る前の列に並んでいると個人旅行をする若夫婦

に遭遇した。旦那さんが南アメリカに青年海外協力隊として赴任

していたらしくスペイン語はわかるらしい。うらやましいなあ。

でもスペイン語で話すと英語で答えが返ってくるといわれたの

で、スペイン語でコミュニケーションを開始すれば意外と相手は

好感を持って英語で話してくれるのかもしれない。フランスのよ

うに。知らなかった・・・ナスル宮殿内はアラブ式のデザインで

埋め尽くされていて、古いがとても美しく、その場にいると何だ

かほっと落ち着くものだった。                       ↑カルロス 5世宮殿 

 

今回アルハンブラ宮殿は『地球の歩き方』で紹介されていたハイライトを回っ

たが、もし全部見ようとすると、まる 1日でも終わらないくらい広い。 

 

ホテルに着いたときにはぐったりして何もする気になれなかった。それでもお

腹はすいてくるので、昨日行ったバルにもう一度行ってみる。昨日は恐る恐る

入ったが、2回目に行くと少しだけ、常連になった気分で、向こうも顔を認識

してくれる。但し、スペイン語は分からないため引き続き、気まずい沈黙の時

間が流れる。 

 

←ナスル宮殿内部 

 

 

 

ホテル近くにはアラブ人街があったため、恐る恐るアラブ人街へ向かう。か

なり観光客が歩いていて安心する。アラブ風の魔法のランプみたいなものや

キャンドル、アラブ風の衣類、食べ物、レストランが所狭しと並んでいた。

しかも行く先に何もなさそうな上り坂を次々にカップルが歩いていくのでち

ょっと気になったが、これ以上進むと犯罪に巻き込まれるかもしれないとい

う、危険センサーが働き、アラブ人街の入り口あたりをうろちょろした。途

中、水タバコをやっているお店があり、入ってみたかったが水タバコもちょ

っと危ないかもしれないと不安になり、普通のアラブ風カフェへ入る。 

 

何が美味しいか全く分からなかったので、イケメンのお店のお兄さんに、とに

かくモロッコっぽいものを食べたいので教えてほしいと聞いて、「ミントティ

ー」と「マッシュポテトにソースがかかった食べ物」に挑戦。店内は、キャン

ドルやアラブ風の内装で、店員のお姉さんもアラブ風のズボンを履いていたの

で良い雰囲気だった。色々サービスしてくれたにも関わらず、チップをすっか

り忘れて、ちょっきりお金を払って少し怪訝な顔をされてしまう。 
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ホテルに戻ろうと歩いていると、人が一定の方向に流れて行くのを見て、つ

いていくことにした。すると、下側からライトアップされたアルハンブラ 

宮殿を見ることができるスポットを発見。なかなかいい雰囲気のグラナダの

町並みも見ることができた。 

 

グラナダは思ったより安全？というかバルセロナより断然安全？グラナダ

はとっても居心地が良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 アルハンブラ宮殿はインターネットで申し込んだ上で、事前にチケット発券をするとすぐに入場できる。 

 

8月 5 日 

～バルセロナ移動、典型的な犯罪に巻き込まれそうになる！～ 

 

グラナダのメインストリートから空港にバスに乗り、グラナダ空港へ。地方空港のため規模はかなり小さい。  

ここでも LCC（格安航空会社）の Vueling Airline を利用。事前に受託荷物手数料を払っていなかったため、カ

ード決済で 25ユーロも取られた。もし、インターネットで手数料を払っていればもっと安かったらしい。 

 

バルセロナ（Barcelona）に到着、空港からは、Renfeでサンツ駅というところまで移動しなければならないのだ

が、空港の到着ターミナルはターミナル 1 で、Renfe はターミナル 2 のため、大きい荷物を抱えてターミナル間

を移動。ターミナル 1と 2は距離がかなりある。 

 

Renfe に何とか乗って、入り口近くのスペースを確保。すると、空港駅から 1 つ目の駅で何人か乗客が乗ってく

る。最初は何も起こらなかったのだが、地図を持った老人がスペイン語で「ここに行きたいんだけどどうしたら

いいか？」と聞いてきた。スペイン語分からないし、あなたどう見ても地元の人だろ、と思いながら「すみませ

ん、知りません、スペイン語も分かりません」と言ったのにそれでもしつこく質問して顔を近づけてくる。 

 

これは絶対窃盗犯だと確信し、「NO！」といい続けていると、今度は関係ないと思っていた若い移民系の人も私

を見てなんと顔を触ってきた。「やめて！」といったが、誰も助けてくれない。やがて二人は諦めて、違うター

ゲットを探し出したのか、電車の出口近くに手を引っ掛けて、下車しようとする人を妨害しだした。窃盗犯達に

もたついていると、下車予定のサンツ駅でドアが閉まってしまい、騒いでいるとドアが開いた。とにかくこの人

たちから離れよう！と思って思いっきり荷物を引っ張って下ろしたら、アジア系の観光客のかかとに荷物が当た

ったんだろうか、イタイイタイと騒がれた。 

 

 

http://www.vueling.com/en/#contenedor
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%AD%E3%83%8A
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いくら謝ってもイタイイタイと言われたのでもうこれはほっとこうと思って、ホームでほっと一息つくと、今度

は、2 人組みの旅行者風の男性二人が「大丈夫か？何か盗まれていないか財布を見た方がいい」としつこく聞い

てきた。彼らもグルの可能性があると思い、「大丈夫、ありがとう、（ほっといて）」という感じで、彼らから離

れ財布の中をとりあえず確認。何も取られていなかった良かった！貴重品は見えるところにしまっていなかった

のが良かったのだろう。 

その後エスカレーター付近に行くと、ここにも乗客が殺到

していた。ガイドブックにも、サンツ駅で人が殺到してい

るところを通りかかったら鞄を取られそうになったという

記載があったため、怖くなりエレベーターを利用した。サ

ンツ駅自体、スリや窃盗といった軽犯罪に巻き込まれるこ

とが多いという情報があったので、本当にびくびくしなが

ら早足で、駅を出て、駅直結のホテルへ直行した。バルセ

ロサンツ駅は、空港からも中心街へ行くにもアクセスは良

い場所だが、治安が悪すぎて恐ろしい。マドリード、コル

ドバ、グラナダが予想外に安全な町だったため、評判どお

りのバルセロナ体験にあい、ショックでしばらく部屋から

出られなかった。それでも、折角来たから楽しもうと、と

りあえず駅構内の観光案内所へ行く。 

 

バルセロナは夜のサグラダファミリア外観を見ることが出

来るナイトバスツアー（ツアー名：Experience the magic of 

summer nights ）があるということを思い出し、ナイトバ

スツアーを締め切りギリギリでサンツ駅構内の観光案内所

に申し込む。これは週末しかやっていないツアーらしく、

本日を逃すとなくなってしまうので申し込むことにする。 

 

何とか集合時間までに現地に到着するも、かなりの観光客で本当に乗れるのか心配になる。しかし、人数分のバ

スが用意されていたので、乗ることが出来たし、運良く窓側の写真を撮りやすい席をゲットすることができた。

バスを待っている間、同じくイタリア人のジェラート屋さんで勤務の女性に会った。2ヶ月休職中ということで、

私は仕事を辞めて 3ヶ月旅行していますというと、日本では仕事が簡単に見つけられるのか？イタリアは無理な

ので私は休職したと言われて、日本では 3ヶ月も旅行で休職なんて認めてもらえない。だから、再就職はかなり

厳しいけどやめてきました。というと驚いていた。 

 

←トーレ・アグバール（超高層ビル）    

     ↓カサ・ミラ（ガウディ作） 

バスツアーはサグラダファミリア、や、カサ・ミラ、

カサ・バトリョなどガウディ作の建築物や Torre 

Agbarなど、ランドマークとなるものがライトアップ

されたもの、そして音楽を奏でながらの噴水ショーを

見るといったもので見ごたえはあったが、終了時間が

12:00AMを過ぎ、地下鉄の最終がなくなる時間に終わ

るため、途中でツアーを離脱。 

http://www.tmb.cat/en/barcelona-bus-turistic-de-nit
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皆タクシーとか歩きで帰るのだろう。バルセ

ロナに夜中一人でタクシー利用とか考えただ

けでぞっとする。色々怖い思いをしたが美し

い風景を初日から堪能できて良かった。 

 

←一番見たかったサグラダファミリアで、一

眼レフカメラのメモリーカードに不具合が出

て焦った。 

 

カサ・バトリョ（ガウディ作）→ 

 

 

 

 

←モンジュイックの噴水マジック                                             

 

本日の教訓： 

 危ない人から声を掛けられたら無視する。貴重品は見えると

ころに入れない。 

 夜のツアーは終了時間と交通機関の最終便に注意 

 

 

8月 6 日 

～バルサ＠カンプノウスタジアム Lala、Natalieと再会＠グエル公園～ 

FCバルセロナ（バルサ）のカンプノウスタジアムを見学す

る。朝出発が遅れて、現地に到着したのは午前 11 時ごろ。

既にチケットを買う人、入場する人で長蛇の列が出来てい

て無駄な待ち時間が発生する。しかも、ミュージアムに入

ると、オーディオガイドも全部貸し出されていて待ち状態、

オーディオガイドを借りるためには 50 ユーロのデポジッ

トを渡せといわれて驚いた。たまたま現金を持ち合わせて

いたが危なかった。オンラインチケットもあるのでそちら

を買っておいた方がスム

ーズ。 

バルサのスタジアムツアーは自分のペースで見て回るだけなので、オーディオガ

イドがなければ本当に見て回るだけになってしまう。少し待って日本語のオーデ

ィオガイドを借りることが出来た。デポジット（オーディオガイド返却時に返金

してもらえる）として 50€取られて驚いた。スタジアムは、フィールド近くまで

はいけないが、解説者席に入れたのが他のスタジアムとの違い。バルサは他より

ミュージアムの展示にお金をかけていた。タッチパネル、音楽、数え切れないト

ロフィーを展示。各選手のシュート名場面映像集も豊富にあった。 

http://www.fcbarcelona.jp/club/
http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
http://www.ticketmaster.es/nav/en/deportes/barcelona/camp_nou_estadi_f.c.barcelona_fcbx/camp_nou_experience/index.html?__utma=136100262.497856905.1354769896.1354769896.1354769896.1&__utmb=136100262.8.10.1354769896&__utmc=136100262&__utmx=-&__utmz=136100262
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観光地として非常に人気があるようで、展示物の写真を誰も

入れずに撮るのが難しい。結局一つ一つの展示物を見ている

と 5-6時間滞在したことになる。 

 

ここでは、バルサ 2012-2013 版のメッシのホームユニフォー

ム（89ユーロ）、記者席でのビッグイヤーレプリカ、チームメ

イトとの合成写真を購入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、アマルフィで出会ったバルセロナ出身のララさん、ナタリーさんと

待ち合わせし、ガウディデザインのグエル公園を案内してもらう。公園の入

り口にはトカゲ？の陶器の置物がシンボルになっていた。トカゲが住む場所

は清水だということで、この置物はきれいな水がある場所のシンボルとして

あるらしい。公園は、ガウディの好きな曲線型のトンネルなどがある。ガウ

ディの曲線デザインは、鎖をたまたま垂らした時に、垂らした状態を逆にし

たら素敵なデザインになるとひらめいたらしい。常に自然全てからデザイン

のヒントを得て建築に役立てていた。 

 

 

この逆鎖型のトンネル（左）が、昔見たケーブルテレビの「America’s Next 

Top Model Season7」のファイナルステージとして使用されていたのを思い

出した。 

ガイドブックだけを参考にグエル公園を散歩すると、入口付近と少し小高

い所にある展望台で観光が終わってしまう。実はグエル公園はとてつもな

く広く、標識に沿って歩いて行くと、地元の人の憩いの場所や、より高い

展望台に行くことができる。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%83%AB%E5%85%AC%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/America's_Next_Top_Model
http://ja.wikipedia.org/wiki/America's_Next_Top_Model
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グエル公園は近くに電車の駅がないため、最寄り駅に

行くまでにはタクシーを利用した方が良い。 

 

駅近くのバルにてご馳走になり、本日解散。 

チョリソー（ソーセージ）がピリ辛でおいしい！） 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 人気の場所は早めに行かないと待たされる。 

 オーディオガイドがあればバルサについてあまり詳しくなくても楽しめる。 

 

8月 7 日 

～サン・ジュセップ市場、カサ・バトリョ、カサ・ミラ、ナタリー家族との団欒～ 

 

午前10時にカスティーリャ広場のエルコントイングレスというデパート前で

ナタリー、ララと再度待ち合わせ。ランブラスの並木のある遊歩道を歩く。

バルサが勝つとファンが上に乗って、旗を立てることで有名な街頭（左写真）

や、水飲み場、出店を見ながら、いざサン・ジュセップ市場（Mercat de Sant 

Josep）へ。市場（左下写真）は NHKスペイン語講座で見たとおり、鮮やかな

フルーツ、済むー時、野菜、海鮮類が豊富にあった。2 人によると、市場入り

口近くの方が、観光客がアクセスしやすいため価格が高いらしく、もう少し

市場の奥まで進むと、商品の値段が下がるそうだ。自分だけで行くと分から

なかった。 

 

イチゴとココナッツのミックススムージーを奢ってもらった。イチゴの酸っ

ぱさとココナッツのコクのある甘みが絶妙にマッチして美味しい。パエリア

や串焼きをバイキング式に選べる総菜屋さんで昼ごはんを調達。 

 

http://www.totteokiinfo.com/turismo/detalle.php?id_turismo=9
http://www.totteokiinfo.com/turismo/detalle.php?id_turismo=9
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友人へのお土産に 5J（ホテルで言うと 5 つ星クラス）の

イベリコ豚の生ハムを購入する。お店の人は大丈夫といっ

ていたが、日本への持ち込みはスペイン政府からの輸入許

可証がないと持ち込めない輸入制限品に該当するため、 

成田空港で廃棄となってしまう。 

 

 

 

 

 

その後、ゴシック地区を横目に見つつ、ランブラス通りから

一つ入った、Fairly taleという昼間はカフェバー、夜はナイ

トクラブに変わる地元の人気スポットにてお茶する。テーブ

ル数が少ないため、夜など混雑する時間帯には席が取れない

そう。 

 

カフェを出て細道を歩くと、ガラスの向こうに折り紙がディスプレイされた場所

を発見。その話のつながりで、前日に金色と銀色の折り紙でそれぞれ作った鶴を

2 人にプレゼントすると、とても喜んでくれてよかった。折り紙は定番だけど何

かのお礼として渡すととても喜んでもらえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただひたすら 2 人についていくと、並木道から福岡のマリノ

アシティーや東京、お台場？のような整備された港通りに着

いた。ここはショッピング、レストラン、映画、水族館など、

今人気の観光スポットらしい。まっすぐ伸びた海岸沿いの道

ではサイクリングを楽しむ人も沢山いた。天気の良い午後は

このエリアで海水浴や日光浴をしながらのんびり過ごすと良

いかも。但し、浜辺での貴重品の管理には要注意。 

 

ここで一旦解散して、グランビア通り（Gran Via）という日

本で言うと銀座のような高級ショッピング街のベンチで、市

場で買ったランチをほおばる。完全に場違い・・・。 

 

 

http://www.odditycentral.com/pics/el-bosc-de-les-fades-barcelonas-fairy-tale-cafe.html
http://www.catalunya-kankou.com/mailmagaC.html
http://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g187514-d246516-Reviews-Gran_Via-Madrid.html
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その後、カサ・ミラ（Casa Mila：左写真。ガウディ作のお金持ちの邸宅、海を

モチーフにしている）、カサ・バトリョ（Casa Batlló：下写真。同氏作の高級マ

ンション）を続けて見学。どちらもかなりの人気スポットで入場券を買うまでに

30 分以上並んだ。一部、共通券を持って並ばずに入っている人がいたので、そう

した便利な券があるなら高くても利用価値があると思う。観光地で並ぶのは本当

に時間の無駄だといつも感じる。これらの建物はどちらも自然をモチーフにして

デザインされたもので、直線的なデザインが全くない。 

 

 

 

 

 

 

時間がないのでカサ・バトリョは、本当にざっと観賞したが、短時間コースと

長時間じっくりコースがあるので、時間があれば長時間じっくりコースで見学

するとより理解が深まるし、入場料はかなり高額なので元が取れる。 

 

夜は、ナタリーのお母さんと合流して、お兄さんが働くドイツをテーマにした

レストランで食事。バルセロナは全体的に宿泊費が高いが、少し郊外に出ると、

治安も落ち着き値段も安くなるため、バルセロナ旅行に慣れている人はこうし

た郊外に宿泊して長期滞在をする。 

 

お土産をイルコートイングレにて、「Cava」というスペイ

ンのスパークリングワインを購入。デパート内の食品売

り場で買えば意外とお酒も安い。日焼け止めも買おうと

したが、高くて断念。（20€） 

 

 

 

 

 

 

野外卓球を楽しむ地元民→ 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 地元民と観光した方が、裏情報を知ることができより内容が濃い旅となる。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A7
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8月 8 日 

～念願のサグラダファミリアへ～ 

 

8月 6日に行く予定だったサグラダファミリア（Temple Expiatori de la 

Sagrada Família）の入場チケットを再度インターネットで購入し、見学

した。サグラダファミリアの公式ホームページでは、買い方が今一分か

らなかったので、インターネットで「サグラダファミリア 予約」など

と検索して、日本人が作成したホームページを参考に購入した。 

 

午前 11時以降は入場可能、現場に行くと、当日券を求めてここも長蛇の

列ができていた。結局一日中入場用の長蛇の列が出来ていたので、事前

にチケットを手に入れておくのがスムーズ。 

 

私が買った入場券は、発券機で、予約時に得た用紙を元に発券する必要

があった。サンツ駅内の観光案内所に確認するとサンツ駅近くには、発

券機が銀行内の ATM のような機械としてあるらしく、サグラダファミリ

アに行く前にささっと 2-3 分で発券できた。観光案内所に行くと最寄り

の発券機の場所を教えてくれる。 

 

但し、サグラダファミリアの展望台に行くには別途、現地でリフト券を購入しなければならない。リフトはサグ

ラダファミリアの表玄関側と裏玄関側の 2機あり、登りたい方の近くのチケットブースで購入して指定された時

間にリフトに並ぶ。 

表側のサグラダファミリアは、キリスト教の像など、直線的なデザイン、後ろ側

は植物や動物などの彫刻が施された豪華な外装。 

 

                ←表側のリフトを利用して上部へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サグラダファミリアの内部は、横 45ｍ、縦 90m で、天井の高さはうん十メート

ルと非常に高い場所にある。内部のステンドグラスも赤をテーマにした側、青

をテーマにした側、あえてステンドグラスがはめられていない箇所などあり、

カラフルで素敵。全てのインテリアに何かしらの意味を持たせているらしい。

ステンドグラスは、下ほど明るく、上に行くほど暗い。これにより、光が届き

にくい下側が明るく見えるらしい。聖歌隊の席は 2000人くらい収容できるらし

い。スケールが違う。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%A2
http://www.kamimura.com/sguradaweb.html
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建物の一部は見学できなかったが、平日は 2026 年の完成

に向けて毎日着々と建設を続けている。ちなみに 2026 年

はガウディ生誕 100周年ということで、ダブルでおめでた

く、観光客でごった返す 1 年となるだろう。その時私は

42歳、何をしているだろう。 

 

結局サグラダファミリアに写真撮影も含めて 5 時間ほど

滞在してしまったので、予定していたピカソ美術館（Museu 

Picasso）に行く時間が短くなってしまった。個人旅行の

場合は、時間配分が大事だ。 

 

ピカソ美術館は閉館間際だが、細い路地に入場を待つ人で大行列。バルセロ

ナはどこに行ってもディズニーランドのように行列に出くわす。本当はオー

ディオガイドを聞きながら一つ一つじっくり作品を鑑賞したかったがオーデ

ィオガイドの貸し出しが終了してしまっていた。美術品に詳しいわけではな

いため、ただ作品を見るだけだとやはりよく分からなくて入場料が勿体無く

感じる。 

 

ピカソは誰にも絵を習わなくて良いほど、昔から絵が上手かった。しかし、

キュービズムというへんてこな絵画手法をとらなければ、ただの絵が上手い

画家としてそれほど有名にならなかっただろう。 

 

 

ガイドブックにピカソが昔画家と集ったカフェ、クアトロガッツがリバイバルされてあると聞いていたが、時間

が遅く近くをふらふら歩いていると、ピンチョスという串刺しタパス専門店を見つける。食べた分だけ支払う必

要があるため、慎重に選びながら夕食を楽しむ。 

 

ホテルにはスパークリングワインのカバが待っていたので、持ち帰り用も買って部屋に帰る。カバは美味しいけ

れど、大酒のみじゃないと、ボトル 1本開けようとするとベロンベロンに酔っ払ってしまう。 

 

本日の教訓： 

 バルセロナ市内の人気観光スポットはディズニーランド並みに並ぶ。 

共通入場券や、事前チケットなどがあるとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

http://allabout.co.jp/gm/gc/51523/
http://allabout.co.jp/gm/gc/51523/
http://allabout.co.jp/gm/gc/51524/
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スペイン旅行を終えて 

 

マドリード、コルドバ、グラナダが思ったより安全だったので、少し気を抜いていたら、バルセロナで犯罪に巻

き込まれそうになって精神的に少し参った。現地の人からも「スリには気を付けて」と言っている位だし、本当

に気は抜けない。 

 

それでも、バルを利用すればご飯やお酒は安いし、イスラム文化との融合や、フラメンコという独特の文化に触

れることで訪れて本当に良かったと思えた。 

 

バルセロナは本当に駆け足観光になってしまったが、海、芸術、街並み、食など、見どころが点在しているので

できれば最低 1週間滞在し、隅から隅まで見学したかった。サグラダファミリアは今も進化中なので、再び訪れ

る価値はある。その時、もう少しスペイン語が上達していればより楽しめるはず！ 

 

↓レアルスタジアム、フィールドへの選手通路        ↓トレドの大聖堂内部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓メスキータ内部 

 

 

 

 

↓グラナダ、モロッコ風のパンツ 

 

 

2012ロンドンオリンピック開催中→ 
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◆モロッコ 6 都市 10日間（8 月 9 日～8月 18日） 

 ルートマップ 

 

 

ヨーロッパ旅行を思い立った際、スペインから近いモロッコにも足をのばしてみたくなり、旅程に入れることに。 

当初はスペインのマラガからジブラルタル海峡を船で越えて、モロッコのタンジェにわたり、再び船で帰ってこ

ようと考えた。しかし、マラガから船着き場まで行くのが複雑そうなのと、荷物が多いのとで航路へ変更した。 

 

モロッコについて調べると、思ったより見どころが多そうなので周遊ツアーを探して、日本人駐在の旅行代理店

を見つける。このツアーは、全く同じ旅程のツアー参加者を見つければ安くなるという設定だったため、全体の

旅程から 8月 11日出発のマラケシュ発フェズ行き 3泊 3日+メルズーガ大砂丘延泊プランを申し込んだ。ちょう

ど、時期的にラマダン（イスラム教の断食期間）のため、代理店の人が、「ドライバーは通常より無口になる。

日の出前、昼、日の入り後にはご飯や睡眠休憩でツアーが中断される場合がありお勧めできない。それでも行く

か？と何度か確認が入ったが、上記の日程がベストと考え、決行する。 

 

カサブランカ 

マラケシュ 

ワルザザード 

メルズーガ 

トドラ渓谷 

フェズ 

バルセロナ 

ロンドンへ 

http://www.mayoikata.com/tour/FEZ.html
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8月 9 日 

～異国情緒漂うモロッコへ～ 

朝ごはんを食べて、荷物をパックしてちょっとゆっくりしていたらチェックアウトの 12 時があっという間に来

てしまう。チェックアウトの日は前日に荷物パッキングを完了するのを徹底しないと危ない。 

 

16:05発の飛行機で、国際線のため 14時には空港に着いていたかっ

たが、バルセロサンツ駅の空港行きの Renfe チケット売り場がなか

なか見つけられず大きな荷物を抱えて走り回る。移動日の前日にチ

ケットの売り場はチェックすべきだな。14時にバルセロナの空港駅

に到着するが、空港に向けて大きなトランクを持った旅行者が電車

駅ホームに溢れて大混雑でなかなか前に進めない。飛行機を利用す

る際は、早すぎるのではないかと思うくらい前倒しで行動するのが

重要だ。 

 

エアモロッコのチェックインカウンターに行くと、アフリカ系の旅行者が、

皆トランクをラッピングするサービスを利用していたのを見て非常に不安

になり私もマネをした。荷物をラッピングしないと、バゲージクレームで荷

物を待っている間に、荷物が空けられて強奪されるのか?そんなにモロッコ

は空港から危険なのか?と入国前から、前からあった不安が増大していった。 

 

それに、カサブランカで 1時間半しか、乗り換え時間がないから、もしカサ

ブランカ行きの飛行機が遅れたらマラケシュ行きの航空券が無駄になり対

応もしてくれないのではないかと不安だったが、チケットカウンターの人が

大丈夫というのでとりあえず信頼してみた。但し、バルセロナと、カサブラ

ンカで時差があるのをすっかり忘れていたのでどうしてもカサブランカへ

の到着時間と、カサブランカの離陸時間が短すぎる、このチケットは間違い

だ！と係の人に詰め寄ってしまった。 

 

カサブランカ空港では、マラケシュ行きの国内線乗り換えのため、両替を出来るような場所もなく、直接お店が

1つしかない簡素なゲートにたどり着いた。まだ、カサブランカではユーロが使えるようだ。 

 

マラケシュに、時間通り 19:35に飛行機が到着したのはいいものの、荷物がカサブランカで止まって今日は届か

ないらしい。受託荷物遅延ということで、書類を空港に作ってもらい、到着ロビーへ出たのが 8時近く。ツアー

会社にお願いした送迎タクシーのドライバーが見当たらない。モロッコで夜に、空港付近のタクシーを捕まえる

なんてぼったくりられるしどこに連れて行かれるか分からなくて恐ろしい、と、半パニック状態に陥る。しかも、

モロッコは 3Gが通じない、パケットし放題対象外エリアで携帯電話は使えない。 

 

空港の係員に公衆電話のある場所と、公衆電話用カードの購入場所を聞いて、何とかツアー会社に電話する。  

ツアー会社が、連絡先をメモしてなくて連絡が取れなかったことによるトラブルには一切責任を負わない。  

「絶対旅程と連絡先を印刷して」、と記載されていたが本当に情報を印刷していて助かった。 

 

 

http://www.royalairmaroc.com/Marchand/Us/Home.jsp
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公衆電話は空港をいったん出ないといけない。タクシーの客引き、外で携帯電話を売っている人、お客を待つ現

地の人など、男性だけが空港の外にいたので、恐怖にさいなまれながら公衆電話を使うとツアー会社の日本人に

つながり、ドライバーに連絡を取ってもらい、送迎タクシーのドライバーに会えた！ 

 

空港の近くでは、突いたばかりの白人バックパッカーとそれに群がる白タク？連中が何かもめていて、こんな場

所は本当に事前に送迎予約をしないとどんな事件に巻き込まれるか分からないと思う。 

 

ホテルに到着するも、ホテルレセプションの人は夜のお祈りに出かけていて、待てど暮らせど現れない。1 時間

ほど、エアコンのない、電気もないロビーで待機してようやくチェックインできた。部屋のある階の電気は、節

電のため普段は暗い。ホテルスタッフについて歩いていると、黒い大きな物体ががさがさっと目の前を通り過ぎ

た。ゴッゴキブリ！暑い国だから仕方ない。モロッコでもこの部屋では Wi-Fiが使えると説明されたが、予想通

り Wi-Fi電波は検出できない。風呂にはバスタブがあるが全体的にあまり清潔に見えなかったたのと、ゴキブリ

が出てきそうな気配があったため、その日はお風呂を断念して就寝。 

 

本日の教訓： 

 格安航空券でも夜到着のものは避ける。 

 万一に備え、旅行代理店の担当者など、必要な連絡先リストを用意しておく。 

 

8月 10 日 

～エアモロッコ 今度はスーツケースを壊す～ 

 

スーツケースが無事マラケシュ空港に到着したと連絡が入ったため、ホテルにタクシーを呼んでもらい再び空港

へ戻る。スーツケースをカバーしていたラップを外し、スーツケースの具合を確認すると、今までボタン一つで

上下に動いていたハンドル部分が動かない。そこでスーツケースの中身を全部空港のオフィスで出して、ハンド

ルが格納されているチャックを開くと、ハンドルの長さを調節するハンドルパイプ内のねじが外れていた。 

 

空港スタッフに、エアモロッコのせいでスーツケースが壊れたという証明書を発行してもらいホテルに帰る。エ

アモロッコ･･･どれだけ私を苦しめれば気が済むの。二度とこの会社は使わないし、モロッコ行きには、エアモ

ロッコは絶対オススメできない。 

 

ホテルに帰って Skype 経由で、保険会社に電話をしようとしたが全く繋がらない。2 時間くらい電話と格闘し、

最終的に旦那に Skypeで事情を説明し、保険会社に連絡を取ってもらった。故障した対象物の写真と、空港の証

明書、保険会社が支給する保険請求用紙、スーツケース購入時の領収書が必要とのこと。新たにトランクを購入

する場合は旅行中に買わないといけない、購入時の金額の上限 3000 円を自己負担すると、残りの一部を支払っ

てくれるようだ。今回の保険は、AIU などの海外保険ではなく、カード付帯の海外保険しかないので、本当に大

丈夫だろうかと少し不安になる。 

 

スーツケース問題に対応しているうちにあっという間に 15 時近くになってしまった。朝食以降全く何も口にし

ておらず、意識も朦朧としてきたので食事に行くことにした。といってもモロッコで、一人でうろちょろするの

は本当に危険な気がしたので、ホテル近くのクレープ屋に入り、「モッツアレーラトマトオニオンクレープ」を

注文する。ラマダン中も観光客は時間に関係なく食事が出来るのでありがたい。日中何も口にしていないであろ

う店員さんの前で食べたり飲んだりするのは少しはばかられたが。店員の男性は、とても親切でイケメンだった
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が、フランス語しか話せない。店内は冷房がガンガン効いているので、生き返ったようだ。 

 

日焼け止めが丁度切れていた。モロッコで買った方が、物価が安いはずだ、と思いモロッコで日焼け止めを買お

うと決めていた。ホテルの人同伴で、近くの薬局に行くが日焼け止めの値段はヨーロッパと変わらず 20 ユーロ

ほどと高い。この国を舐めていた。折角ホテルの人がいたのに、十分なお金を持ち合わせていなかったため、再

度一人で薬局に行く。薬局の近くには、単に日よけをしているのか、それとも元々ホームレスなのか、女性が地

べたに座っていたり、男性が仰向けで寝たりしていて、そばを歩くと「マダム」と恐らく物乞いで話しかけられ

たので、無視して薬局にダッシュで入った。 

 

それから、ホテルの中で水を買うと高いので、近くの商店にて、お水を買おうとするが、最初値段を聞き間違え

て、1リットル 500円と言われ驚いたが 60円ほどで購入できた。水はヨーロッパより安い。 

 

夕食の時間になり再びホテル近くのレストランへ行く。エアコンが

全く効いておらず、蒸し風呂の中にいるような状態。あまりにも暑

いので仰いでいると、お水を持ってきてくれた。ツーリストメニュ

ーを発見したのでそれを注文する。モロッコらしいものが食べたか

ったのだが、どうやらそこはイタリアンレストランらしい。モロッ

コサラダ、ボロネーゼ、アイスクリーム。サラダがパンにマッチし

て予想以上に美味しかったため量が多かったが丸ごと平らげた。す

るとお腹がいっぱいになってメインのボロネーゼスパゲッティが全

く入らない。半分ほど残してしまったので、ジェスチャーでお腹い

っぱいで入らなかった。と説明して下げてもらうと、「スパゲッティでおなかを壊した」と伝わったらしく、レ

ストランスタッフが慌てて、コックさんを連れて「大丈夫ですか？！」と駆け寄ってきた。いやいや、美味しい

けどお腹がいっぱいなんです、ともう一度伝えると安心していた。 

 

大満足でホテルに戻り、ロビーでパソコンを使っていると、多分フラン

ス語が少しとアラブ語しか話さないホテルの従業員が、ラマダン中の食

事をするから一緒に食べないかと誘ってくれた。ラマダン中は、日が昇

っていない間は飲食 OKなのだ。折角なのでちょっといただくことに。 

 

全て自宅から持参した食べ物らしく、家にあるタッパに、絞りたてジュ

ースやおかゆ、イチジクのようなフルーツが入っていた。正直あまり清

潔には見えなかった。明日以降の旅行でおなかを下すと怖かったので、

少しでいいと言ったが伝わらず、おかゆがボールいっぱいに注がれてし

まった。残すのは失礼だと思ったので、それは平らげて、ジュースを貰

って、さらに食べろ食べろと勧められたので、「お腹一杯、ありがとう」

とジェスチャーで伝えて失礼した。 

 

ラマダン時期ならではの貴重でちょっと怖い体験だった。 

 

本日の教訓： 

 ラマダン中でも、文化を楽しむ。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%B3
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8月 11 日 

～3泊 4日の砂漠ツアースタート～ 

 

7:45AM ホテルハスナ出発。ホテルの食事は通常 7:30AM

スタートだが、ツアー集合時間が早いから少し早めて欲し

いと前もってホテルスタッフに伝えていたが、やはりモロ

ッコ、思ったように動いてくれない。集合時間ギリギリに

朝食が出たため、とりあえず、ビニールにパンを投げ込ん

で、コーヒーを流し込んでツアードライバー、モハメドさ

んと会う。アラブの典型的な名前なので覚えやすくて助か

る。カスバと呼ばれる城塞を色々と案内してもらったが正

直どこも赤土色で似たような風景。あまり印象に残らなか

った。 

 

世界遺産の村、アイト・ベン・ハッドゥ（Ait Ben Haddou）の有名なカスバ（下写真）を見に行く。         

その前に、タジン鍋を食べる。現地には別の、歯が抜け

た陽気なおじいちゃんガイドがカスバ内を案内してくれ

る。クスールボヤージュという今回私が利用した現地旅

行代理店は、同じスケジュールの見知らぬ人通しをグル

ープに分けて、グループ間で共通する観光は全て同じタ

イミングで行うというモジュール形式のツアーだ。私達

以外にも合わせて 20名ぐらいの日本人団体になるようだ。

私達が見学したカスバは昔も今も、人が住み、商売をし

ている場所で、開けた土地は映画グラドゥエーターの撮

影舞台となった。空地にコロッセオを作ったとのこと。 

 

途中で、アルガンオイルというモロッコのある地域限定で取

れる特産品の販売店に立ち寄った。実を炒ったりすりつぶし

たり、手間のかかる工程を経て、アルガンオイルを抽出して

いる。炒ったものは食用に、炒っていないものは化粧品用に

使用している。小さなリップクリームボトルが 1000 円位で

販売されていた。値段交渉したら 800 円位にはなった。 

 

 

 

道なき道を進み、ベルベル人という元々モロッコに住んで

いた民族達の伝統住居を尋ねる。動物の茶色い皮で覆われ

たテント内は、若干野外より涼しい。先ほどの日本人団体

と合流して、皆で揚げパンのようなお菓子、炒ったアーモ

ンドに、ハチミツを付けて食べた。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%9D%E3%83%99%E3%83%B3%EF%BC%9D%E3%83%8F%E3%83%89%E3%82%A5%E3%81%AE%E9%9B%86%E8%90%BD
http://www.argandor.jp/argan-oil/
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ワルザザード（Ouarzazate）到着。解散後、Riad Salam 

543 号室という、4 つ星の高級ホテルの中で、恐らく一番

いいスイートルームに案内された。リビングルームあり、

クイーンベッドあり、テラスで、中庭のプールを一望でき

る。ツアー料金に 6000 円追加料金で部屋をアップグレー

ドできたようだ。しかし、チップ用の小さなお金を全く用

意していなかったのでサービスを受けるたびに気まずい

思いをしてしまう。 

 

 

 

1 日ドライブで疲れたため、昼寝後、プールサイドでコースのディナー。  

モロッコスープ、タジン魚料理、プリン、調子に乗って小ビール瓶 2本。 

 

いいホテルのはずなのに、レストランには猫がうろちょろ、「ご飯をくれー」

といってテーブルに上がってきた時はさすがに驚いた。文化の違いかな。 

 

部屋やテラスで WI-FIが使えてびっくり。モロッコ舐めすぎかな。 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 少しでホテルグレードをアップできる場所では、グレードアップすると非日常体験ができる。 

 

8月 12 日 

～ワルザザードから砂漠の麓のメルズーガへ、砂漠 1泊体験～ 

 

午前 8時、ワルザザードのホテルを出発。カスバ街道を通

り、曲がりくねった山道をひたすら走る。スークとう市場

の近くに行った。買い物がしたかったら駐車場から歩いて

いっていいよ、だけど人の写真だけは撮らないでね。って、 

 

ガイドさんなしで自分だけで男性しか居ない市場

に入るのは危険すぎる。このツアーのちょっとした

不満は、ガイドさんが放置プレーをすることだ。人

の写真を万一撮ってしまったらお金を要求される

場合があるらしい。君子危うきに近寄らず。ということで、遠くからばれないように市場の写真を撮る。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%82%B6%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%88
http://www.mayoikata.com/tour/HTL-OZZ.html
http://www.mayoikata.com/tour/HTL-OZZ.html
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途中で、バラ製品が有名な町の商店によるが、バラ製品は買わず、砂漠用に紫と黒のストライプが入った 1000

円位のターバンを購入。長くより高級なターバンもあったが、自分ひとりで巻くのは難しそうだったので短めの

ものを買った。 

 

サハラ砂漠への入り口となるメルズーガに行く前に、「トドラ渓谷（写真左）」

にて昼食。ずっと水気のない場所をドライブしていたが、突然、川の流れる深

い谷に入った。落石防止ネットなんてこの国には存在しない。もし地震があっ

て落石でもしたら谷間にいる人は一発で死亡するのではないか。ラマダン中の

家族連れや、観光客が行水している。もちろん、ビキニを着ている人はどこに

もいない。湧き水があるために、水も透き通っていて、おたまじゃくしも沢山

生息していた。 

 

このツアーの不満その２、見る必要のない店に連れて行か

れる。モロッコには化石採掘で有名な町もあるらしい。ア

ンモナイトなどが見える高級石で出来たテーブルなどを見

た。勿論買うはずがない。 

 

ようやく砂漠に向けて車が走り出した。と思ったら、今度

は砂嵐に巻き込まれる。道の 2メートル先はもう何がある

か分からないほど砂ぼこりが立ち込めていてライトをつ

けて辛うじて対向車線が見える。どこかで雨が降ると、雨

が降らない地域に風が流れ込み砂嵐が起こるそうだ。 

 

 

 

王家出身の村を通り、ようやくメルズーガに到着。日本人団体客一同、ターバンを顔にぐるぐる巻き、マスク、

サングラスを装着し、まさに変質者集団になって、ラクダに乗って 1.5時間砂漠の旅。イタリア人団体客も一緒

らしい。日本人団体は終始無言でラクダに乗っていたが、イタリア人団体は 1.5時間ずっとしゃべりっぱなしだ

ったそうだ。お国柄の違いは面白い。 

 

私はどうもラクダの正しい乗り方をしていなかったらしい。

不安定な位置に乗っていたため、途中何度もラクダから落ち

そうになる。落ラクダ？ 

 

 

 

 

キャンプ地に到着した時には既に当たりは真っ暗。キャンプ地も最小限の明か

りしかないので、下手に歩くとラクダの糞を踏んでしまう。ここでも食事はや

はりタジン鍋、サラダ、スープ。いい加減モロッコ料理に飽きてきた。 

砂漠滞在は、もっと蝿や蚊に悩まされると思っていたが、砂漠のど真ん中だと

虫も折らず、夜は涼しい。 
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最初は日本人団体でグループ分けをして、各グループでテン

トに寝ようと話をしていたが、我々以外の人たちは皆野外に

ベッドマットを敷いて寝る！といっていたので、皆外に寝る

ことにした。満天の星空の下、毛布もあったので思ったより

快適に寝ることができた。 

 

私以外一人でツアーに参加している人はいなかったので、何

となく寂しいなあと思いながら一人で星の観察に行くも、砂

漠仕様のショックプルーフコンパクトデジカメしか持参し

ていなかったので星空撮影は出来なかった。 

 

本日の教訓： 

 砂漠キャンプは思ったより快適。是非挑戦すべき。 

 

8月 13 日 

～ラクダで再移動～ 

早起きして日の出を少し小高い丘から観察する。テント付近の土

は踏み固められているが、小高い丘は、赤色のサラサラとしたき

れいな砂で出来ている。きれいだが、丘を登るのに一苦労。本当

は丘の頂上まで行きたかったが、日の出に間に合わなくなりそう

なため、丘の中腹で断念する。 

 

サハラ砂漠の砂は値段を付けて売ることが出来るらしい。皆砂を

持ち帰っていたため、私も真似をする。 

 

 

ツアー最終日で、宿泊ホテルに戻るため、朝再び 1.5時間かけてラクダの旅。ラ

ッキーなことに往復両方でラクダキャラバンの先頭に立てて、視界は良好。ラク

ダ引きの非常に若いお兄さんはスリッパのような履物でよく、足場の悪い砂漠を

歩けるなと感心する。 

 

砂漠ツアー終了後、ハミリアというセネガルからモロッコに難民として移住した

人たちの子孫が居住する地区に行き、民族ダンスを見せてもらう。蒸し暑い部屋

の中で、小さい子供も含めて、カスタネットや木製楽器を使いながら無表情でひ

たすら謳ったり躍ったりしている。CD も売っていたが誰か買うの

だろうか。チップを払うべきかも良く分からなかった（他の旅行

団体は特にチップを置いている風でもなかったため）ので、早々

に見学をやめる。ところで、世界は狭いなあ、繋がっているなあ

と最も感じるのは音楽を聴くときだ。ここの音楽のリズムはフラ

メンコのリズムに非常に似ている。 

フラメンコはアフリカにルーツがあるのだろうか。 
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メルズーガで 1泊延泊プランにしていたので、もう少し色々ツアーがあるのかと思っていたが、これでツアーは

終了、午後はホテルのプールなどでゆっくりしてくださいと突然言われ、ホテルに戻る。 

 

折角なので、ホテル付属の砂漠の見えるプールサイドでひたすら日記を書き続

ける。プールは浅くてつまらないと思っていたが、なぜか、左側で泳ぐおばさ

んがシンクロナイズドスイミングもどきをやっていたので、浅い場所で逆さ泳

ぎするなんて器用だなと感心していると、実はプールの左側に行くほど水深が

深いということに日が暮れて気がついた。 

 

プールサイドではドリンクやフードのオーダーも出来るのだが、やはり砂漠の

ため？コーラはあるけれど冷えてないから、氷をあげる。といわれた。氷は貰

ってもすぐ解けてしまうため、悪いとは思ったが 2、3度氷を貰いながら、コー

ラを飲む。 

 

 

プールサイドから砂漠を観察していると、日の入りラクダツアーに行く人でだんだ

んにぎわってきていた。最初は、もうラクダはいいやと思ったのだが、だんだん、

もう一度ラクダに乗って日の入りも見たいなという気持ちが湧いてきたため、フロ

ントに走って「ラクダに乗りたい」と値段も聞かずに依頼してしまった。一旦は、

今日は無理だと断られたが、ラクダマスターのおじさんが色々なところに「ラクダ

の空き状況」を電話で確認してくれて、運良くラクダを 1頭ゲットした。最初のラ

クダは、疲れが溜まっているのか、「今日は絶対にこれ以上歩きません！」とダダ

をこねて全く動かない。ラクダもやはり感情があるらしく、疲労困憊しているとき

は何が何でも動かない。そういえば、中国の万里の長城で、ラクダが過労死したと

いうニュースが流れていたし、ラクダは結構繊細な動物なのだ。 

 

ようやく働いてくれるラクダが来たのだが、通常の日の入りコースとは別

にラクダのりの兄さん 1名と別コースを行くことになった。男性と一対一

になる状況は避けたかったので、大丈夫かなと不安になったが特に行きは

問題なかった。残念ながら天候はさほど、良くなくて、雲の隙間から日の

入りの太陽と太陽光がもれ出る程度だったが、なかなか神秘的な写真を撮

ることができた。今回は一眼レフにビニール袋を巻きつけて持参したため

だ。砂漠の砂は気持ちが良いため、裸足になっていた。 

 

ラクダ引きの兄さんが、靴を履くときに座る用のシートを出してくれたの

で、「モロッコの人は親切ですね」と言うと、このタイミングをずっと待

っていたのか、お兄さんの持ち物のバックから、見覚えのあるアンモナイ

トの化石で出来た入れ物やら、石鹸受けやらを出されて、「実は家族がこ

れを実家で作っていて、家族の家計を支えるために、買ってくれないか」

といきなり商談が始まった。 

しかも、１つ 2500 円。ちょっと高すぎる。モロッコ通貨はあまり用意していなかったし、正直不要なものなの

で断りたかった。しかし、一対一の状況でもし断ったら、変な場所に連れて行かれるか、ラクダから落ラクダさ
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せられるのではないか？という不安に駆られ、「買うからせめて 1200 円にしてくれ、いやダメだ」、と押し問答

しながら 1300円で落ち着いて、ホテルに戻って払うからといって、何とか落ち着いた。 

 

やはり一対一の状況になると何が起こるかわからないから怖い。ああ悔しい。 

 

夜のディナーはホテルにて。私は一人なのに、隣に座ったフランス人 4名と明らかに同じ量の料理が次々に運ば

れてくる。最初は一生懸命食べていたが、スパゲッティが出された時にはさすがに無理だと思い、隣のグループ

にこれ食べてくださいといってあげた。 

 

本日の教訓： 

 押し売りされた時は、やんわり断る。 

 

8月 14 日 

～ドライブ 8 時間でフェズへ移動～ 

ひたすら移動、移動、途中は覚えていない。 

 

旅の最終目的地、フェズ（Fez）に到着。これまでの街と

違い車が込み合う都会。ホテル近くでは車は長時間停車で

きないため、あまりしっかり挨拶できないままドライバー

さんや、同じツアーの人とお別れをする。チップに 1500

円ほど渡したが、反応は微妙、どれくらいだったらこの国

の人はチップとして喜んでくれるか良く分からない。 

 

 

ここからはロンドンに行くまで一人でモロッコを旅しなければならない。一気に不安が押し寄せる。ホテルの外

を歩くだけでじろじろ見られるため、夜はホテル内で夕食をとる。 

 

ホテルでは、観光ガイドを斡旋していたため、翌日夜の旧市街ガイドを申し込む。 

 

本日の教訓： 

 ツアー最終日はいつでもチップが渡せるように準備しておく。 

 

8月 15 日 

～フェズ、歩くだけでじろじろ見られる～ 

 

午前中フェズの観光局にて、観光スポットを聞くが、バスかタクシーでいけるよ、バスの時刻表は特にないよ。

と言われる。ホテルは街の中心にあると思っていたが、実は旧市街から離れた場所にあるということが地図でわ

かった。ホテル近くの文具屋さんで文具を買って、お金を下ろして、と、少しうろちょろするがその間も待ちの

人に凝視され続ける。こんな調子で、一人で旧市街に行くのは恐ろしかったので、ホテルでゆっくりすることに

する。 

 

ホテルの外で昼食を取りたかったが、ホテルに戻ろうとするだけで道に迷ってしまったため、ホテル内で食事を

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%BA
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取る。モロッコ料理を食べ続けたからか分からないがおなかの調子がずっと悪かったので、ハラルスープという

おなかに優しいスープを飲む。 

 

20:30 ホテルに斡旋を依頼した国選ガイドさんと落ち合い、迷路のように入り組んだ路地で有名な旧市街（メ

ディナ）へ向かう。てっきり、ガイドさんは私を車で迎えに来るものと思っていたが、どうやらタクシーに乗る

らしく、タクシー代も私が出さないといけないらしい。面倒だ。ガイド代は 200DHだが、これは純粋にガイドを

するだけの料金らしい。モロッコではライセンスを持たない人のガイドは禁止されている。また、ガイドでない

のに外国人と歩くことも禁止されているらしい。ガイドさんは日本にも留学したことがあるらしく、日本語が堪

能だが「～とか」を多用して時々変な表現になる。教えてあげようと思ったがやめた。 

 

メディナ内のゲートは仕切りになっていて、ゲートをくぐ

ると新しい区画に入る。例えば、この地域は肉マーケット、

この地域は衣料マーケットといった風だ。フェズという街

の意味は赤い帽子。青と緑は、フェズ人が好きな色でゲー

ト内のモザイクの色に使われている。 

モスクのようなところで、写真を撮ろうとしたら「お祈り

という神聖な儀式を撮るなんて何事だ！」と老婆がぶち切

れて、モスクのドアを閉めてしまった。突然怒鳴られたの

で驚く。ガイドさんが「人ではなく、天井をとっていただ

けです」といって説明したが老婆の怒りは収まらなかった。 

 

趣のある Café Clock というテラスもあるオシャレな居酒屋

のようなカフェに連れて行ってもらった。ガイドさんはコー

ヒーを飲みたそうだったが、私が全部出さないといけないの

で、やんわりと断って「見るだけ」にした。最初はマーケッ

トの説明だったが、メディナは買い物をしないと楽しめない

らしい。だんだん買い物ツアーになってしまい、色々な店に

よって「どうしますか？これ買いますか？」と聞かれて困っ

た。全く好みではない、衣装屋でサイズの会わない衣装を着

せられて、「買え買え」とお店の人に言われ、買わないとお

店から出さないみたいなことを多分言われて怖かった。 

 

モロッコの市場には値札がなく、店主が相手を見て売る値段を決める。だから、

ガイドさんが居なかったら、外国人は法外な額を吹っかけられて店からも出して

もらえないという状況に陥っただろう。 

 

前からイスラムの伝統衣装と、モロッコ名物のバブーシュというサンダルは欲し

いなと思っていたので、色々お店を見てやっと、自分好みの濃いめの紫の衣装を

見つけたので購入。本当に疲れる買い物ツアーだった。買い物に興味がなかった

らメディナツアーは絶対やめた方がいい。 

http://cafeclock.com/
http://www.shop-riad.com/babouche.htm
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本日の教訓： 

 モロッコでは、一人歩きは危険。高くてもガイドを付けて歩いた方が良い。 

 

8月 16 日 

～フェズ→カサブランカ電車移動～ 

 

今回の旅行で一番トラブルに巻き込まれる可能性のある、モロッコ国内電車移動の日がやってきた。とりあえず、

ホテルにタクシーを呼んでもらい、フェズ駅まで行く。モロッコは町ごとに、タクシーの色が違う。フェズは赤

色の小さなタクシーだ。正直来たタクシーはぼろぼろ。ホテルが呼んでくれたからボッタくられることはないだ

ろうと思ったが、たまたま乗ったタクシーのおじさんはとてもいい人で、日本では当たり前だがちゃんとメータ

ーを使ってチップも多めに払おうとしても断られた。モロッコではがめつい人が多い印象があったからこの人だ

けは良かった。 

 

駅構内は思ったより洗練されていて、チケットオフィスのスタッフも英語は通じた。1650 円くらいでカサブラン

カ行き一等席（指定）を購入。1 時間は待たなければならないと思っていたら、すぐに電車は来た。乗り込んで

一安心！と思っていたら、「違う車両を使うので電車を乗り換えろ」といわれて大移動。やっぱりモロッコだ。

荷台に上げた、重いトランクを下ろすときに、モロッコ人が手伝ってくれたが、その人はカタコトの日本語が話

せる。片言の日本語で自ら近づいてくる人には要注意、ガイドのふりをして、ぼったくられると、前日国選ガイ

ドさんに聞いていたので注意していた。 

 

電車を乗り換えて落ち着く。1等席は仕切りなしの向かい合った 3人掛けシートがある個室。一応ドアは閉まり、

個室のカーテンを閉めることが出来る。赤ちゃんのいるカップル、お金持ちそうでひっきりなしに電話を掛ける

アフリカ系、と私の席だった。電車が動き出すと先ほどのカタコトで話しかけてきたモロッコ人が、まず私がい

る席を覗いて、どこから来たのと話しかけてきたので、気付かないフリをして無視。隣の部屋には別の日本人団

体が居たのでその人たちにも話しかけていた。多分その人たちは彼を怪しい人だと思わなかったらしく積極的に

話をしていた。彼は 2等席にいながら 1等席をうろちょろして、カモになりそうな日本人を探しているようだっ

た。無視し続けたらフェズから 1つ目の駅で降りていった。結局最後はお金持ちそうなアフリカ人と私だけにな

って、睡魔もあってか、この人は多分大丈夫と踏んで、大荷物は上の荷台に置いて、貴重品は胸元に抱えたまま

しばし席に足を伸ばして眠りに入る。 
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途中で明らかに、1 等席チケットを持たずに、廊下に座っていた若者が 1 等席に乗ってきたので、警戒をしてい

た。すると運がいいことに検礼があったため、合えなくその男性は指定席から離れてまた平穏な時間が訪れた。 

 

ということで無事 5時間の旅を経て、カサブランカに到着。しかしここからが大変だ。カサブランカ駅からホテ

ルまでのタクシーの相場をきちんと確認していなかった。駅を出るとすぐにタクシードライバーが近づいてきた。

勝手に、少し駅出口から離れた場所のタクシーに荷物を持っていかれそうになったので、「あんな場所にタクシ

ーを停めるなんて貴方は違法タクシーでしょう。私は自分でタクシーを探す」といって断ろうとしたが、ちゃん

としたタクシーだといって引かない。荷物を載せられてしまった。値段を聞くと 700円と言われた。ホテルまで

はそんなに離れている感じもしなかったし、同じく都会のフェズでは 200円くらいで 1メーターいけたので、こ

れはぼったくられていると思い、「あなたは詐欺だ、そんなに高いはずはない！」とタクシーに乗ってもずっと

ドライバーとケンカしていた。タクシードライバーも切れて、何だかよく分からない理論で 700円の妥当性をと

うとうと説明した。正直男性と一対一の状況で、700 円程度でケンカするのは後から考えると危険すぎる行為だ

が、そのときは血が上っていたのだろう。 

 

後からホテルについて相場を確認したら、やはり 300～400 円位といわれたので、結局上手く騙されたわけだ。

丁度この時期にルーマニアに一人で行った女性がタクシーに殺人鬼と相乗りしてしまい、殺されたという事件が

起きていたから、一人の時は日本と比較しても明らかにボッタクリ金額ではないと思ったら素直に払った方が身

を守るには賢明な判断だと思う。 

 

カサブランカのホテルは安全性と清潔さを優先して 5つ星で、ビジネスルームを予約していたが、ホテルが勝手

にスイートルームにグレードアップしてくれた。最初の部屋はとてもスタイリッシュだが、何せ、ずっとおきっ

ぱなしになっていたルームサービス用のリンゴに子蝿が湧いて、部屋中を飛び回っていたため、耐え切れず部屋

をチェンジ。少し狭くなったが、リビングルームと寝室両方に TV が備え付け、バーカウンターがあり、エスプ

レッソもタダのため、これ以上は文句は言わなかった。やはり蝿は 1匹飛んでいたが。やはりどこにいってもモ

ロッコである。 

 

夜はホテル内にある、スパ施設にてハマムとアロマ全身マッサージを体験。ハマムは、サウナのようなミストル

ームで素っ裸になって、女性スタッフに髪から足まで洗ってもらうサービス。日本のソープランドみたいなもの

か？笑 以前、トルコで水着を着てはいたが、男性にサービスを受けて、危険な目に遭いそうになり逃げたと眞

鍋かをりがブログで書いていたのを思い出した。女性でよかったが、女性がレズだったら危ないかもしれない。 

とにかく人に体を洗ってもらうのはちょっと恥ずかしいが非常に楽で気持ちが良い。 

 

本日の教訓： 

 タクシーの運転手との喧嘩は危険。ぼったくられた場合も、日本円に換算し、大差ないものは払った方が良

い。 
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8月 17 日 

～何人？伝統衣装で市場散策～ 

 

朝 Habbus という地元民向け市場を見学する。ホテルから市場に行くまでの

タクシーを見つけるのに一苦労。ホテルが呼んでくれたタクシーならトラブ

ルもないだろうと思うが、外国人というだけでタクシードライバーは金額を

ふっかけるらしい。「メーターを倒して」とお願いしても、「メーターは使わ

ない」と言い張る。「私が観光客だからそうするの？」と聞いたら、「ああそ

うだ」と堂々と言い返してくる。 

「降りる！」といってタクシーを降りて、ホテルの人に、メーターを使うよ

うにドライバーに説明してくれと依頼して、再度タクシーを呼んでもらう。

乗ったがやはりメーターは使わないと言い張る。だからせめて値段だけは安

くしてもらおうと思い、先ほどは絶対 50 ディラハムといわれたが、30 ディ

ラハムに値下げしてもらう。といっても現地の人が利用すれば 10 ディラハ

ムぐらいでいける距離なので、やはり観光客にはメーターを使用せずに割高

料金を言ってくるわけだ。もうこれ以上ケンカしても疲れると思い、諦めて 

乗ることにした。 

 

市場の入り口近くでおろしてもらうと、ヨーロッパ系の観光客がわらわらと

いたため、これは安心だ、彼らにこっそりついていこうと考えたが市場の中

には入らないらしい。ということで、一人で市場に入る。実はこれまで、洋

服でうろちょろするとそれだけでじろじろ見られるという経験があったた

め、フェズで買った伝統衣装（上写真）で顔を隠し、歩いていた。それでも、

目だけで異国人と分かるらしく目が合ってしまうとじろじろと見られるの

は変わらなかった。カメラでおおっぴらに撮影をしていると観光客として目

を付けられて犯罪に巻き込まれる気がしたので、デジカメをこっそりと手に

忍ばせて歩いた。現地の女性も、市場内では、小銭入れだけしっかり手に握

って鞄などは持ち歩いていないようだった。 

 

 

市場の入り口には観光客向けにバブーシュや伝統衣装、シャ

ンデリア、魔法のランプが並んでいた。一方、市場の奥は日

用品がずらりと並んでいて、しかも値札はないため、買うに

はいちいち交渉が必要だ。めぼしいものがない上、英語を使

うと目立つため、ウィンドーショッピングに徹する。スイー

ツ系の商品には蝿がたからないように厳重にラップがされ

ていた。 

モロッコ人はよくバルサやレアルマドリードのユニフォー

ム、アディダスの Tシャツを着ているのでどこで買っている

のかな？と思っていたが、市場に出回る偽者を買っているよ

うだった。 
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さて市場から帰ろうとすると、市場はどこを見渡しても同じ風景で、完全に道に迷う。事前情報でも市場は迷い

やすいので要注意とあったのに、本当に迷ってしまった。英語を話せそうな人はいないし、これは不味いと冷や

汗をかいたが、勘を頼りに歩いていると、人々が同じ方向に向かって大量に移動しているのに遭遇する。もしや

これはお祈りに向かっているのではないか、市場の近くには大きなモスクがあったはず、と思ってついていくと

ようやく最初に到着した場所に戻った。タクシーを拾おうとするが上手くいかず、しばらく大通りを歩き、ガソ

リンスタンドを発見。さすがに、ガススタの人は道がよくわかるだろうと踏み、地図を見せて、今どこにいるか

が知りたいと聞くと、大通りを渡って一緒にタクシーを拾おうとしてくれた。さすがに仕事をほっぽり出して助

けてもらうのは不味いと思い、丁寧にお礼を言って、大通りでタクシーをやっとこさで拾う。 

 

このタクシードライバーもやはりメーターは絶対降ろさないと言い張り、50DHといってきた。ここは、観光客を

見つけたらとりあえず 50DHというのだろう。行きは 30DHで着たのにおかしいと主張すると、やっと降りて、30DH

でホテルまで行ってくれることになった。タクシー利用にいちいち交渉が必要なんて面倒くさすぎる。アラビア

語がしゃべれたらメーター下ろしてくれるだろうな。 

 

何人か？マレーシア人か？と聞かれた。日本人と聞かれたらまた何か騙されると思い、そうだ、と答えると、イ

スラム教か？と質問された。ああそうか、マレーシアもイスラム教か、これ以上色々答えると後が面倒だと思い、

いやマレーシア人だけどイスラム教ではないと曖昧に答えて会話を終了させる。 

 

14:00に戻り休憩。たった 2時間ほどの散策だが非常に疲れた。ホテルで映画を見ながらダラダラと過ごした。 

 

20 時を過ぎて、レセプションにて、Basuare というモロッコ高

級レストランを紹介、事前予約してもらう。レストラン入り口

には黒服？ぽい人が立っていて、予約無しだと通してくれなそ

うな雰囲気のため、事前予約をして安心。５つ星だとレセプシ

ョンがコンシェルジュサービスをしてくれるので、物価が安い

ところではオススメだ。1名利用だが、ちゃんとソファーのある

ゆったりした席に案内してくれた。 

 

 

ここでも、ハラルスープ、ロイヤルクスクス（ラム、ビープ、チキン

と野菜が乗ったクスクス）、デザート、カサブランカという地ビールを

注文。モロッコ料理にはもう飽きたと思っていたが、ここの料理は一

つ一つ味付けがきちんとされていて今まで食べたモロッコ料理で一番

美味しかった。体調が悪かったが地ビールだけは飲んでみたかった。

いい感じに酔っ払った。 

 

本日の教訓： 

 市場は、あまり細道を行くと道に迷い危険。 
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8月 18 日 

～カサブランカ→ロンドン移動～ 

 

午前 9 時開始のハッサン 2 世モスク見学のため、本日は早起き。ホテルはラ

マダン中につきレストランがしまっている。そのため部屋で朝食が取れるの

がちょっとした贅沢だ。 

 

事前情報の通り、入場料は外国人 120DH と割高。土曜の朝のため、英語ツア

ーは私とイギリス人女性 2 名。ガイドの英語は訛りがきつく、早口のためほ

とんど聞き取れない。しかも、私はほとんど無視でイギリス人ばかりに話し

かける。感じ悪い。 

 

1987年建設開始でわずか 6年で世界で 3番目に大きなモスクを建築したとい

うことはわかった。地下には 41の身を清めるための噴水があり、見学専用の

ハマムもある。モスク内は、コーラン用のスピーカーが埋め込まれていて、

インテリアで一見スピーカーがあるのが分からないように工夫されていた。

ベネチアングラスを使用した内装もあり、どこか欧州風で美しい。 

 

ホテルからモスクまではタクシーで向かったのだが、帰りは歩いて帰ろう

と思ってモスクがある大通りを歩いていると、行きがけのタクシードライ

バーさんが声を掛けてきてホテルまで送ってもらった。行きがけに少し多

めにチップを渡したからか、帰りはお金はいいよといってくれて、ただで

乗車できた。奥さんが Booking.comというホテル予約サイトで働いている

らしく、色々と海外で研修を受けて外国人に対しても理解があるのだろう。 

 

ホテル→カサブランカ空港までベンツ？のシャトルタクシーに乗って移

動。ホテルを予約する際にシャトルバスサービスも注文していたから助か

った。2 泊でスパサービス混みで 4 万円弱、スイートルームで、きちんと

した対応を最後までしてもらえたのでこのホテルは大満足だった。 

 

ロンドンヒースロー空港に到着。翌日すぐにエジンバラ移動のため、空港

ターミナル直結のヒルトンホテルに宿泊。部屋は広く、必要なものは全て

揃い、４つ星。ロンドンのホテルは設備がきちんとしているので５つ星だ

ったらどれだけ豪華だろう。イタリアの 4つ星ホテルと差がありすぎる。 

 

本日の教訓： 

 英語ガイドは難しいので、できるだけ事前に勉強しておく。 

 

モロッコ旅行を終えて 

風景は微妙だったが、文化や人に触れるのがモロッコは楽しい。問題

は沢山だが・・・一生に一度はイスラム圏に行ってみると良い経験に

なるはず。 
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◆イギリス 6 都市 16日間（8 月 18日～9月 3日） 

ルートマップ 

 

 

 

 

 

8 月 20 日のエジンバラ・ミリタリータトゥーと、8 月 25 日のマンチェスターユナイテッド戦を中心に計画を立

てた。ブリットレイルパス（鉄道パス）15日分を持っていたため、全て国内は電車移動にして、イギリス北部は

マンチェスターを拠点に観光した。ロンドンでは毎晩ミュージカルやコンサートが開催されているため、ロンド

ン滞在中には夜にショーを鑑賞するよう予定を立てた。 

 

 

 

ブリュッセルへ 

ロンドン 

エジンバラ 

リバプール 
マンチェスター 

ヨーク 

湖水地方 

カサブランカ 
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8月 19 日 

～お祭り騒ぎのエジンバラへ～ 

 

朝 9時過ぎにはチェックアウト。ヒルトンに宿泊できる機会はそうないだろうからと、入り口近くで写真を撮る。 

 

ターミナル 4 ステーションから、地下鉄でキングクロスステーションまで、1.5 時間の旅。ピカデリーラインと

いう非常に混雑するラインで、わりと長距離乗ったため、席は譲りたくなかった。途中で子供を抱えた母親が乗

車してきたが、疲れていたので席を譲らなかったら、隣の女性がすっと立って席を譲っていたので少し恥ずかし

くなった。 

 

キングクロス駅はほとんど段差もなく、重い荷物を持っていてもスムーズに移

動が出来た。学生時代にロンドンに来た時はキングクロス駅を利用しなかった

からかもしれないが、かなりバリアフリーが進んでいる。ロンドンオリンピッ

クの影響だろうか。ロンドンは東京より発展している気がする。プラットフォ

ームを進むと、プラットフォーム 9 3/4 という場所に人だかりが出来ていて、

壁からショッピングカーとが一部突き出ている。 

 

「ハリーポッターがホグワーツ魔法学校に行く時の入り口だ！」 

 

ということで、そこで知り合いになった台湾人の男の子と協力して写真に収め

る。そこに並んでいる人ほとんど日本人笑 

 

ロンドンは 2等のブリットレイルパスという列車パスを、地球の歩き方旅プラザで購入していたので、チケット

のバリデートだけしてもらって 2等席に乗車。カフェとトイレが近い席を確保した。 

 

4時間ほどかけてエジンバラに到着。エジンバラフェスティバル開催中のため、駅近くは人でごった返している。

祭の雰囲気は無意識にテンションが上がるので好きだ。何だか自分も祭の一員になれた気がする。エジンバラ城

は上り坂の中腹にあり、ホステルもお城の近くのため、大きな荷物を 2 つゴロゴロと引いて 10 分ほど歩く。エ

ジンバラ終日天気が優れず、時々霧雨が降り、ホステルにつく頃にはトランクもぐっしょりとぬれていた。土砂

降りでないだけマシか。 

 

観光案内所にて、トラベルパスの購入、旅情報を収集。ヒマだったので街中を歩く

と建物の前に人だかりを見つける。一人の女性に何があっているのかを尋ねると、

プロの舞台、人形劇、コンサートなどが行われているそうだ。戦争をテーマにした

人形劇は事前レビューが良いという話を聞いたので、私も観賞することにした。言

葉がほとんどないショーだったので、観賞は楽だったが、何がいいたいのかイマイ

チ分からないものだった・・・。 

イギリス料理はまずいが、多国籍料理が豊富で美味しいと聞いていたので、劇場近

くの日本食料理屋でお寿司と熱燗！エジンバラは夜が冷えるので温かいお酒はあ

ったまる。 
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スタッフには日本人が 1名居たが、オーナーは中国人。そのため、メニューもど

こかへんてこで面白い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 イギリスは多国籍料理がうまい！ 

 

8月 20 日 

～市内駆け足観光とミリタリータトゥー！～ 

 

朝再び観光局にて、翌日のケイリーと、本日のミステリーツ

アーを予約。朝、出遅れたため、予約するまで 1 時間も列に

並んでしまった。時間の無駄だ。エジンバラ城を見学予定だ

ったが、全部見るのに見積もり 3 時間と出たので、Holywood 

Palace というエリザベス女王の夏の別荘を見学した。大きな

2つの塔と資格の建物、素敵な庭園がある。入り口付近と庭園

以外撮影禁止。寝室に近づくにつれ内装が豪華になるそう。

どこもタペストリーが壁に掛かっているが、ほこりが積もっ

てどうもアレルギー反応を起こしてしまう。日本語オーディ

オガイドがあったため、理解が深まった。スコットランド女王・メアリーが息子のフレデリックと食事中に、夫

の差し金で 56 回も刺された現場があるという話は背筋が凍ったが非常に興味深かった。メアリーは 3 階結婚し

て 3回とも未亡人になったといういわくつきの人物、壮絶な人生を歩んできたと聞いて、彼女とイギリス史を勉

強してみたくなった。 

 

午後はミステリーツアーに参加。エジンバラの裏道や地下道

を通りながら、その場所やエジンバラにまつわる怖い話をス

トーリーテラーのお姉さんの話を聞きながら歩く、という以

前世界不思議発見で紹介されていたものの 1つだ。死体販売

を生業として、死体を手に入れるために最後は殺人まで犯し

た 2名の鞭打ちの刑などぞっとする話をひたすら聞いた。地

下道では写真を撮ったが、後から写真を見ると何か写りこん

でいるようで怖くなったので全部消した。 
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その後、2 つくらい大道芸を見たが、どちらも観客の中から子供を呼び、

子供に協力を仰ぎながら座高の高い三輪車に乗るという同じパターンだっ

た。子供がいると皆かわいいかわいいといって寄ってくるからだろう。姑

息だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕方はホステル近くのタイ料理を食べたかったが、入室を断られたため、近くのバーにて久々にフィッシュアン

ドチップスを食べる。量が多い。 

 

何枚も服を着こんでいざミリタリータトゥー会場へ。 

 

ショーは 1 つの軍隊がひたすら演技すると思っていたが実際は 10 チーム以上が楽器、マーチングフラグ、ダン

ス、歌などを披露する。しかも後ろにあるお城をスクリーンに見たててアニメーションなどショーに関連する映

像を流すのは迫力があった。男性だけのマーチングドラムによるショーが一番迫力あり素晴らしかった。 

締めは城の後ろから花火。事前にホームページから正面席を予約して置いて良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 イベントは高くてもいい席がいい！ 
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8月 21 日 

～エジンバラ城➡スコッチウイスキーエクスペリエンス➡ケイリー～ 

朝 10 時過ぎにエジンバラ城へ入場。すでに人混みが。生憎

悪天候で、エジンバラ城 1番の売りの展望台からはくすんだ

景色しか見えない。西側に雲の切れ目が見えたためちょっと

待っていると少しだけ晴れて美しい景色が広がった。 

日本語のオーディオガイドを聞きながらスコットランド女

王メアリーについて学習する。彼女は生後 6 ヶ月で即位し、

人生のほとんどをフランスで過ごし、3回未亡人になり、子

供を夫に殺され、イングランドに逃げたらエリザベス女王に

幽閉された挙句反逆罪で死亡と、ドラマティックすぎる人生

だ。エジンバラ城は地味であまり好まなかったらしい。とい 

うことで、メアリーに関する小冊子を購入したので時間を見 

つけて勉強するか。血なまぐさい歴史大好き。 

 

その後、スコッチエクスペリエンスというウイスキー製造工程の勉強

と試飲可能な場所へ移動。残念ながら実際の製造工程ではなく映像を

使ったバーチャル説明。大きく分けると 4つの地方にスコッチウイス

キーの種類は分かれる。フルーティーなもの、スモーキーなもの、な

どウイスキーを製造する際の水や気候の影響で風味に変化が出る。 

 

 

最後に 1 杯無料で飲めるゴールドコースだったが、試飲の段階で既に酔っ払っていたので

ウイスキーカクテルを注文。 

 

夜はケイリーへ。伝統ダンスショーと思って現場に行くと、実は社交ダンスを参加者全員

で踊る場所だと後から知ってびっくり。タイタニックでジャックとローズが 2 等室で狂っ

たように踊るアイルランドダンスに似てくるくるターンしたり、ワルツをしたり飛び跳ね

たり、と素人には難しすぎるダンスをひたすらペアになったりグループに分かれて踊る。何回も来ているという

常連のイタリア人のおじさんに先導されながら何とかその場をのりき

る。かなりハードな時間だった。さらに常連の人はタップダンス用シ

ューズとスコットランド伝統衣装を見にまとって私が時々足を引っ張

るのを苦々しく見ていたのでちょっと怖かった。事前に夕ご飯を食べ

なくて良かった。 

 

ダンス後は、イタリア人に地元で有名な Sandy Bellというバーに連れ

て行ってもらいスコッチミュージックを聞きながらシングルモルトを

お水で割りながら飲む。明日も暇なら案内するよといわれたがそれは

やんわりお断りして帰宅。いい感じに酔っ払っている。 

 

本日の教訓： 

 ショーを予約する時には事前に内容を要確認 
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8月 22 日 

～ロンドン移動～ 

エジンバラは歴史もあり魅力的だが寒すぎる、雨が絶え

間なく降る、空気が悪い、ということでどうも風邪をひ

いたらしく体調が優れない。 

 

ということで絶好のタイミングで 4時間かけて再びロン

ドンへ移動。長時間の電車移動は辛いが飛行機移動は割

高のため仕方ない。 

今夜は BBC 主催のプロムというクラシックコンサートを

予約していたので直ぐにサウスケンジントン駅へ移動。高

級住宅街らしく、赤煉瓦で統一された美しい建物や白で統

一された美術館通りなど景観が素晴らしい。 

 

アルバートホール内のバーで軽食を買って立ち食いして

いたが、ある家族は自宅からボトルワイン、サンドイッチ、

グラス、お皿を用意して食べていた。準備がいいこと。 

 

チケットは日本で購入していたため演目が何かをすっか

り忘れて、今何を演奏しているんだろうとボケっとしなが

ら聴いていた。休憩時間にパンフレットを購入してやっと

「シンデレラ」を演奏していることがわかった。木製楽器

で「カッポカッポ」と音を作っていたが何だろうと不思議

に思っているとそれは、12 時の鐘が鳴るシーンの再現だ

った。ショーをみると来はよっぽど詳しくない限りパンフ

レットを入手した方がより内容を理解できる。 

 

このショーは、当日立ち見席がホールの真ん中と最上階にあり、多くの人が立

ち見席で 2 時間ほど頑張って聞いていた。途中で寝っころがる人がいて流石に

退場を促されていた。 

 

この日は 10時半のショーもあるようだ。ヨーロッパは遅い時間までショーを楽

しむ習慣があるみたい。日本では平日夜に 10時半からのショーを楽しむことと

かないと思う。 

 

本日の教訓： 

 ヨーロッパは夜遅くまでエンターテイメントが楽しめる。 
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8月 23 日 

～10年越しのウエストミンスター寺院へ～ 

 

大学時代には外観からしか見られなかったウエストミンスター寺院へ。

これまで教会を見すぎてあまり印象には残らなかったが広い教会だった。

戴冠式もここで行われるらしい。後から復習するためにガイドブックを

購入。 

 

2011年 4月 29日に英国王室のウィリアム王子

とケイトさんが挙式をしたことでも有名な寺

院で胸が高なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウエストミンスター寺院の外に行くと直ぐに左手には、懐かしのビックベ

ンが見えたので、ひたすら手乗りビックベン撮影を試みる。 

 

その後ピカデリーサーカスのサッカーチケット代理店へ。表向きは韓国食

品店。そもそもチケット入手方法が正規のやり方ではないため、表立って

商売ができないのだろう。 

 

ピカデリーサーカス駅構内のミュージカルチケット売り場にて Mamma Mia

のチケットを購入し、ドミニオンシアターへ。伝説のロックバンドと言わ

れた Queen のヒット曲を使ったほぼ脈絡のない近未来をテーマにしたミ

ュージカルだ。曲自体が素晴らしいので、歌が始まるたびに客席はノリノ 

リになり、舞台俳優たちもアドリブを多分交えながらノリノリで演技を 

していた。 

 

結構主人公の男性がヒロインの女性にキスをしていたが

役得か？出来ているのか？とちょっとハラハラした。 

 

本日の教訓： 

 ニュースで気になった場所に訪れるとわくわくする。 
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8月 24 日 

～セントポール大聖堂～ 

出発が遅れたためセントポール大聖堂だけ見学することにした。内部の撮影は

禁止されていたので、ここでもガイドブックを購入して後で勉強することにし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大聖堂にはロンドン市内を 360度見渡せる展望台があった。テムズ川のほとりに

はエリザベス女王即位 60 周年記念のパネルがあったり、オリンピック関連の建

物が新たに建設されていた。大聖堂はどこから見ても目立つような高さの外観と

内装に統一性を持たせるため内部のドーム部分が二重構造になっているのが興

味深かった。 

 

より詳しく知りたいと思いショートトークという 30 分で終わるツアーに参加し

た。ガイドさんはフランス人であと 2日で退職する男性がボランティアでやって

いるということで、時々説明する内容を忘れたりしていた。ボランティアでツア

ーガイドをしている人もいるくらいだから、ガイドという仕事は老年になって知

識を蓄えた上で楽しみながらやるものなのかもしれない。 

 

セントポール大聖堂は戦時中に攻撃を受けて破壊された場所もあるそうだ。 

 

大聖堂見学に時間を使いすぎたためマンチェスター到着が夜 9 時過ぎになってしまった。新しい町には夜に到着

すると危ない。 

 

メトロリンクというモノレールを利用してマンチェスター駅か

ら移動。最寄駅の名前がガイドブックと違っていて焦る。駅から

したの道に行くのにエレベーターがなかったため、同じ駅で降り

た多分オーストラリア人男性が荷物運びを手伝ってくれて助か

った。彼らはヒルトン、私は駅からさらに徒歩 10 分のユースホ

ステル、しかも、その日はどしゃ降りでずぶぬれになって辛かっ

た。 

 

部屋は 4人部屋、部屋の中にバスルーム完備で少し便利。到着が

10 時半位で、既にスペイン人のお婆ちゃんが寝ていたので私がゴ
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ソゴソしているとジロジロ見て来てちょっと居心地が悪い。ああホテルに泊まりたい。 

 

本日の教訓： 

 良い場所確保と、ルームメイトとうまくやるためにも、ユースホステルは早い到着が望ましい。 

 

8月 25 日 

～マンチェスターユナイテッド観戦！～ 

本日いよいよ試合日。朝からそわそわしながらユースホステルで午前中は時

間を潰す。別料金で朝食が食べられたが種類も豊富で以外に美味しかった。

イギリスのユースホステルはあまり期待できないと予測していたがマンチェ

スターユースホステルは意外に綺麗。 

 

試合は 15時、あまり早く会場入りするとチケットの関係上まずいと言われて

いたので 13時ごろに出かける。駅近くではトランスジェンダーに関するイベ

ントをやっているらしく通りが酔っ払いなどで騒がしい。 

 

スタジアム最寄駅のオールドトラフォード

までメトロリンクを利用する。既に車内は赤

いホームユニフォームを来た人で大混雑し

ている。香川ユニフォームを着た日本人も多く見かけた。 

 

駅に着いてからもスタジアムまで道は赤で埋め尽くされている。マッチデース

カーフと称して本日の日付、チーム名が入ったマフラーらしきものや香川、フ

ァンペルシーといった選手の名前と写真が入ったものを路上販売している。こ

れらは非公式の偽物らしい。 

 

マンユーオフィシャルショップにて、ユニフォームを購入。主人用ファンペル

シーと、私用香川。残念ながら当日は混みすぎて香川のロゴは入れられなかっ

たので、ファンペルシーユニフォームを着る。 

チケット代理店指示通りに会場入りしようとしたが指定された場所が見当たらず少し離れた場所から入場して

しまう。会場内で通り抜けしようとしたがどうも無理らしい。恐る恐る会場スタッフに場所を聞くとすんなり場

所がわかり通り抜けに成功。試合開始間際は、スタッフはチケットチェックはしないと言われていたが実際、試

合の本当に間際にならないとみなスタジアム内に入らないらしく本当にチケットを見られた時は、冷や汗をかい

てしまった。 

 

席は最前列から数えて 7 列目。最初にマンユーが攻撃する側の

右コーナー近く。ファンペルシーのコーナーキックを目の前で

見ることができる。 

 

開始 2 分で相手チームに 1 点決められた時はマンユーって弱い

のか？と心配になったが直後でファンペルシーが 1 点を決め、

ファンペルシーのシュートがゴールポストにあたったこぼれ球
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を香川が押し込んで 2点、その後オウンゴールで 1点返されるも、ラファエロが 3点目を決めるとそのまま、後

半は 3点を守り切り勝ちゲームになった。 

 

一度だけ香川が席近くに来た時運良く写真が撮れて感激。一眼レフは持ち込めなかったため iPhoneが大活躍。 

 

途中休憩で誰かオリンピック関連のメダリストが来たが誰だろうと思っていた。後から彼がボルトだと知る。ズ

ームで何とかお決まりポーズを撮影出来た。 

後半で香川とあのルーニーが交代するも 10 分で敵が着地する際のスパイクがルーニーの右太ももに刺さり全治

4 週間の傷を負う。あれはいたいでしょう。可哀想に。試合後のレビューでこの日デビューしたペルシーと香川

が大当たりしたため、ルーニーの立場危うしとされてしまった。 

 

帰りの電車は大混雑で乗るのに 1時間も待った。イギリスに来た目的をほぼ達成。 

 

本日の教訓： 

 遠くの選手は見えにくいので双眼鏡があるとなお良し！ 
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8月 26 日 

～カード紛失！とビートルズ～ 

 

朝何気なく財布をチェックしたらクレジットカードを 1枚紛失したことに気付く。この日はマンユースタジアム

ツアーを予約していたのにおじゃんにしてカード会社に連絡しカードを止める。海外旅行保険付帯のカードだっ

たためどうしようかと心配したが、会員である限り旅行期間中は対象になるらしい。現時点では不正利用があっ

たかどうかは確認できない。事前に Web明細申し込みをしていたため、使用金額が確定した時点で不正使用の有

無を自分で確認できるため良かった。 

 

無駄に午前を潰してしまったため、午後は 1時間で行けるリバプールへ行き先を変更する。マンユースタジアム

ツアーはインターネットでは当日券が買えないためだ。 

 

リバプールなんてそんなに行く人は居ないだろうとたか

をくくっていたのに、目的地に近づくにつれ、乗車率がど

んどんアップする。リバプールマッチデーに、ぶち当たっ

てしまったのかと心配したが、実は 8月 22日ー8月 28日

までリバプールがビートルズ結成 50 周年祭りを絶賛開催

中で、大混雑していたのだ。本日日曜がその山場。 

 

急いでリバプールに関する情報をガイドブックで調べ、港

近くの観光案内所にてビートルズバスツアー15 時の部を

予約。結構人気があるらしく 14時の部は既に満席。 

 

ビートルズを予習すべく港近くのビートルズミュージアム

へ。結成から解散までの経緯を初めて知る。中学生ぐらい

でバンドを組んで、下手なメンバーを外して、キャバーン

ズクラブで 292 回もライブをして、アメリカデビューも果

たして、だんだんメンバーの方向性が違って解散。 

 

今回のバスツアーはそうした付け焼刃の知識を持っていっ

たが、肝心の曲はほとんど知らなかった。ペニーレーン、

ストロベリーフィールズフォエバーに関する場所を、曲を

聴きながら観たり、メンバーの生家や出会った場所を観たり。今までのバンドがしなかったリバプールをテーマ

にした曲をたくさん作ったのが良かったそうだ。 

参加者のほとんどがビートルズ世代の 40歳以上で、バスの中で曲が流れると皆ノリノリで歌いまくっていた。 
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ツアーにはキャバーンズクラブ無料入場券がついていたため、今日は、入

場は無理だろうと言われたが難なく入場出来た。ここでは各国から集めら

れたアマチュアバンド？が、ビートルズのヒット曲を次々と演奏していて 2

組日本人バンドを見ることも出来た。歌や演奏のうまい下手は別として狭

い会場は熱気に包まれここもみなノリノリだった。 

 

黒ビールも美味しいし突然のスケジュール変更にしては有意義な一日だっ

た。ただし、クラブ内の空気は淀んでいたため体調は確実に悪化した。 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 夏は各地でイベントが開催されているため、カレンダ

ーをチェックして行ってみよう。 

 カードは利用明細を Webで確認できるものだと、万一

紛失した際の不正利用を現地で発見しやすい。 

 

8月 27 日 

～オールドトラフォード見学～ 

 

朝一のスタジアムツアーを再度予約していたので、やっと参加が

できた。早めに到着すると予定より早めにツアーを開始してくれ

た。今日は月曜日なのでツアー全体で 10 人位でじっくり説明を

聞いたりスタジアム内部を見学することが出来た。混雑が予想さ

れる場所は平日に行くとストレスがない。イギリスは寒いのでフ

ィールドの下にはヒートシステムがある。スタジアム内の席には

選手の家族や恋人用の優先シートがあった。 

 

 

着替え室の各選手の席の背には選手ユニフォームがありわかりやすい。全席を

撮影。着替え室の中にはバーも完備しているがガイドさんによるとビクトリア

ベッカムはここでダイエットコーラを飲んだらしい。 

 

選手たちは試合の 3．5時間前に炭水化物系の食事を取りその後は一切食事をせ

ずに控室に入り、各自音楽を聞いたりしてリラックスするそう。25日に試合が

あったばかりのため、着替え室内のカーペットはスパイクで空いた穴があり

生々しい。 
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フィールド近くいつもファーガソン始め指導陣が座る赤

い席は Audi提供。やけに豪華だった。 

 

自由に見学できるミュージアム内では、他チームと違い

20 年以上監督しているファーガソンのコーナーやミュン

ヘンの悲劇コーナー、昔の偉大な選手に関する展示があっ

た。また現レアルのクリロナも大々的に展示されていた。 

 

 

 

 

スタジアム外には、ミュンヘントンネルと称してミュン

ヘンの悲劇についていつでも思い出せるパネルが展示さ

れた通路もあった。 

 

歴史の詰まった興味深い展示の数々だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 スタジアムツアーは平日、朝一番だと見学者も少な

くじっくり話が聞けたり、撮影時間が取れる。 
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8月 28 日 

～日帰りヨーク旅行～ 

11 時半ごろ現地に到着し、入場券購入時間節約のため、ヨークパスというフ

リーパスを購入。 

 

ヨークミンスター、バイキングミュージアム、ヨークキャッスル、ヨークミュ

ージアムなど、パスの元を取るべく駆け足で観光。ヨークミンスターも展望台

があるらしく、狭い階段を登る。 

 

ここで、早めの休憩でイギリス名物 2回目のアフタヌーンティーを注文するが

一人では多すぎる。アフタヌーンティーは何人かでシェアするものらしい。 

 

 

 

 

バイキングミュージアムでは、バイキングがヨークを支配した時代のバイキングの生活を垣間見ることが出来た

が段々英語の説明を聴いたり読んだりするのに疲れてしまい早々に退出した。スタッフの人に質問しても早口で

訛りもあり聞き取りが難しすぎる。 

 

ヨークミュージアムは閉館 10分前のため、1回だけをざっと見。薄暗く人もあまり居ないため何だか不気味だっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に市の城壁を散歩して終了。マンチェスター拠点のココ数日、忙しく動き回ったせいで疲れが溜まり、そう

そうにヨークをあとにする。ヨークは一日で十分だ。 

 

本日の教訓： 

 疲労がたまっている時は無理に動いても、楽しさが半減するので休むのも手。 
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8月 29 日 

～いざ湖水地方へ～ 

 

マンチェスターからナショナルレールでウィンダミアへ。駅

はとても小さいが人気観光地らしく人でごった返している。

ユースホステル近くのトロウブリッジ駅までバスで 5分も乗

っていないのに 400円位かかって驚き。ヨーロッパの公共交

通機関はとにかく高い。 

 

しかも最寄駅のバス停から上り坂 20 分。高くてもウィンダ

ミアからタクシー利用すれば良かったと後悔。いつ雨が降る

かもしれない不安定な空模様。 

 

途中でユースホステル関係者が車で拾ってくれてつれて行

ってくれたので助かった。 

 

ホテルはウィンダミア湖を見渡せる高台にあり、ダイニング

テーブルからその美しい風景を見渡すことができる。6 人部

屋で室内にバリアフリーのバスルーム完備と申し分ない。た

だし、最寄りのレストランまで歩いて 30分と言われたため、

スタッフにお願いして暖かいスープとチョコブラウニーを

用意してもらった。パン付きの出来たてスープ美味しすぎ。 

 

 

 

 

Wi-Fi がなかなかつながらずその点だけはイライラし

たが、その他は申し分ない。ただし、やっぱり寒い。

体調がどんどん悪化していたので部屋でゴロゴロ。ホ

ステルで夕食を食べて早めに就寝。もう体力限界のた

め同室の女性とは一言も話さず終わる。 

 

 

 

本日の教訓： 

 徒歩 20分の場合、大きな荷物があればタクシーを使った方が後悔しない。 
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8月 30 日 

～危うくツアー不参加、湖水地方 1泊 2日の旅始まる～ 

 

ウィンダミア駅までタクシー利用。ここはメーター利用で安心。一つ

先のオクセンホルム駅にてツアーピックアップを待つが一行に現れ

ない。焦ったがスカイプも使えないのでどうしようと焦っていると、

15 分遅れでツアーのミニバスが到着。私以外当日にオクセンホルム入

りしているため、ロンドン側から到着する反対ホーム出口が待ち合わ

せ場所だったそうだ。危うくツアー費用を無駄にするところだった。 

 

ツアーメンバーは全部で 7 名、ドライバーさんは非常にゆっくりと簡単な単語

を使って説明してくれる。日本語ガイド付きとあったためヘッドセットで聞く

と思っていたら、車内内蔵スピーカーのため聴き取りやすい。この度はほぼ英

語の聞き取り NGの方だったので、少しだけ通訳をしてみた。 

 

このツアーのテーマはビクトリアポターと、ピーターラビット。そのため、ポ

ターが 16歳の時湖水地方に初めて来た際に滞在した、リバプールの妻が裕福な

医者が、彼の会計士を使って建てたという何とも不思議なデザインのお城を見

学。建築専門家がデザインしたわけではないため雨漏りがすごいらしい。中は

何も見るものとのこと。屋上は vodafoneがアンテナ用に使用しているらしい。 

 

その後、Howksheadというところに近い、Hilltopというビクトリアポターの生

家を訪れる。小さな家に沢山の観光客が押し寄せて狭い。庭に

はウサギがぴょんぴょんととび跳ねてかわいらしい。両親は絵

がうまいのか、ポター家は沢山の絵画を残している。 

 

Howksheadへの滞在中にポターギャラリーを訪れる。ここはピ

ーターラビットの絵本の原画と、ポターにまつわる説明パネル

を見た。正直ピーターラビットについてはウサギの話というこ

としか知らなかったので、登場人物やストーリーなど初めて知

ることばかりだった。 

 

ツアー終了後はボウネズというウィンダミア湖畔

の町に戻り、まずは、The world of Beatrix Potter 

Attraction という、ベアトリクスポーターの作品

に関する一連の展示を見ることができる博物館へ

向かう。 

 

それぞれの物語の概要について、展示を通じて知

ることができた。ピーターラビットだけではな

く、アヒルやカエルが主人公になった話もある

と初めて知った。 
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その後、ガイドさんが勧めてくれた高台のカフ

ェの外テーブルでバーガーとビールを楽しむ。

おいしいけどこの時期になると寒さが一段と

厳しくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊した B＆Bは内装がかわいらしく、この旅で数少ない B&B体験、心地よくホテルの人もアットホームだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 イギリス旅行には B&Bがお勧め。女性大好きなインテリアが楽しめる。 
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8月 31 日 

～湖三昧と病院体験～ 

 

9時 15 分発で今日は 9つの湖ツアーでひたすら湖を探してドライブ。スティーブさんという昨日とは別のドライ

バーさんと夫婦、中国人女性の合計 5名です。 

ウィンダミア、グラスミア、アルスウォーター・・・などなど、とにかく湖、湖、湖。湖地方で一番高いところ

にあるホテル、高価な石のとれる鉱山。トロウブリッジの景色、乾燥石で造ったフェンス、1日で車だったので、

たくさんたくさん美しい景色を見た。 

   ↑ドライ・ストーン・ウォール               ↑コニストンウォーター 

        ↑ターン・ハウズ                 ↑アイラフォース 

                  ↑ラングデール山 
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   ↑キャッスルリグのストーン・サークル           ↑ライダルウォーター 

 

一番美しいといわれるライダルウォーターを見ている時に日本人女性が石に躓いて怪我をしてしまう。症状だけ

では、状態不明のため、本当は Keswickで Lunch休憩の予定が急遽 Winderemireに戻り、病院に行くことに。ド

ライバーの代わりに通訳して症状を伝えた。 

 

最初に看護師へ説明すると、ぎこちなく初期処置で簡易包帯が巻かれる。その後、看護師 3人位でてきて、やっ

とレントゲンへ。さっさと撮れよと思ったが何回も同じ説明をしてやっと液体状の痛み止めが出され、とやたら

と人とプロセスがある。日本だとさっさと処置が終わりそうな気がするが。その後、この病院には骨のスペシャ

リストがいないので、Lancaster の病院へ移動が必要かもしれないという話が持ち上がり、さすがにそこまで付

き合えないと思い、途中で失礼する。 

 

お礼にと言って、18：29 発ロンドン行きの 1 等席予約券

と 20 ドルをいただく。大変ありがたい。ただ、席が進行

方向と逆のため若干良いながら、次々と出てくるワインや

チーズ、コース料理を堪能。体調はどんどん悪化してひど

い咳が止まらない。ふらふらのまま Earl’s Courtに到着。

ロンドンの残り日程耐えられないかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 常に最悪の事態を想定して、海外旅行保険関連書類は

常に手元に置いておく。いつ必要になるか分からない。 
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9月 1 日 

～ロンドン駆け足観光と体調悪化～ 

 

本日は「Royal Day Out」という一日で、「クイーンズギ

ャラリー、ロイヤルミューズ、バッキンガム宮殿」を見学

できるチケットを使って観光。 

 

9 時 45 分入場でクイーンズギャラリー内のレオナルド・

ダ・ヴィンチ、解剖学展を見る。 

 

 

 

 

 

レオナルド・ダ・ヴィンチが解剖学に興味を持ち、動物や人間を解剖した際

の、スケッチ展だった。絵は天才的に美味いため、人体の構造などかなり緻

密にスケッチできている。晩年は胎児の研究をしていたようだが、戦争の最

中、ミラノに逃げて人体を手に入れられなかったため、雌牛を解剖して、胎

児に似せてスケッチをしたという説が有力らしい。神経、知覚、触覚、聴覚、

視覚など様々な分野に興味を路下、研究を広げながらそれらの知識を絵画に

も応用していった。 

 

クイーンズギャラリーに隣接するロイヤルミューズには、

イギリス王族のために歴代使用された馬車が展示されて

いた。例えば、ダイアナ妃の結婚式で使用されたもの、戴

冠式で使用されたもの、王室で初めて購入されたロールス

ロイスの車など豪華だった。戴冠式で使用される 4党のう

まで引く乗り心地の悪い馬車は一番派手で、格納庫から馬

車本体を出すため倉庫の壁を取り外して 2 日がかりで外

に出さなければならなかった。 

 

最後にバッキンガム宮殿を訪れる。中庭をぐるっと囲

む四角の建物の中に、これでもかというほど豪華絢爛

なインテリアが施されていた。シャンデリア、ミュー

ジックホール、舞踏ホール、レセプション、長い中階

段。宮殿を拡張工事した際、予算を大幅にオーバーし

て建築したため、担当の建築家は解雇された。宮殿内

に展示されている絵画も、レンブラントなど著名な画

家の作品がずらりと並ぶ絵画ルームなるものもあっ

た。今年はエリザベス戴冠 60 周年記念で、特別展示

として王室所有のダイアモンドやエメラルドなど高

級な宝石であしらったアクセサリー類が展示された
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部屋があった。そこは人数制限をしなければならないほど、せまく混んだ 

部屋だった。そんな部屋で、湖水地方から引きずっていた、酷い咳が止ま

らなくなってうずくまってしまった。そのため、係員が駆け寄ってきて、

とりあえず絵画室隅に椅子を用意してくれた。 

 

そこで、休んでいたが念のためということで、宮殿内の医務室に連れてい

かれた。そこで、一通り脈拍や呼吸を見てもらい、London Walking Center

という、医者はいないが簡易の医療センターを紹介してもらった。しかし、

バッキンガム宮殿を最後まで見学し終わっていなかったため、どうしても

残りを見たいと主張したら、次に酷い咳が始まったら退場という前提で許

可してくれた。 

 

そのため、水をちょこちょこ飲みながら最後まで見学して外に出ると元気

になった。この日は夜にミュージカル「Mamma Mia」鑑賞予定だった。体

調も戻ったしこれはいけると思って、とりあえず薬だけ買おうと薬局で買

い物をしていると再び酷い咳が止まらなくなってしまった。これは、ミュ

ージカルは無理だと諦めて、医務室の人に進めてもらった Walking Centerに行く。 

 

ここでは、EU在住の人は無料で、圏外の人は 75ポンドにて検診をしてくれ

る。1時間半待った後、看護師に血圧、のど、心肺、熱など一通り見てもら

った後に、お勧めの薬を紙に書いてもらった。後で保険会社に医療費を請

求するために、簡単な診断書も書いてもらった。残念ながらお医者さんが

いないため処方箋は出ない。ということで、保険会社に請求できるのは診

察料 75ポンドのみだ。「今夜ミュージカルに行こうと思っているのだけど」

と相談すると「ただの風邪だから大丈夫」とのことだったため、既にショ

ーが始まって 30分経っていたが、行くことにした。 

 

その前に、Boot という日本でいえばマツキヨにあたるチェーン薬局にて、

咳用シロップと、咳、痰用の飲み薬を購入。最初に医療センターでは、３

つほど薬を勧められたが、現地の薬剤師が、そんなに何個も薬を買わなく

てもこれ一つでいいよ、と勧めてくれた。儲け優先ではなく、ちゃんと薬

の種類を見てくれたので助かった。 

 

ABBAのヒットメドレーをベースにした Mamma Miaは本日が千秋楽で超満員。私が

入った時にちょうど Dancing Queen が披露されていた。舞台には若い男女の俳優

が縦横無尽に動きながら歌っている。既に、Money Money Money や Mamma Mia

は終わっているようだった。先に観た、We will rock youの会場よりも狭く、ス

テージから離れた席を予約していたが、かなりステージが近く感じた。しかも、

海辺が舞台のため、俳優たちはいけ面マッチョたちが上半身裸のため、女性観客

が興奮していた気がする。 

体調悪いのに無理して動き回った一日だった。明日は休もう。 
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 本日の教訓： 

 体調が悪い時は、観光を諦めて安静に。 

 

9月 2 日 

～終日寝込んで体力回復～ 

本当はストーンヘンジ半日旅行を申し込んでいたが、体調を回復

させるためにホテルで夕方近くまでゴロゴロしていた。ロンドン

では、新しいスーツケースを買おうと決めていたので、Oxford 

Street にてスーツケースを物色する。空港内で販売されているよ

うな、３万円位でしっかりしたものが欲しかったがいくら探して

も、安っぽいものしかない。もう一回考えてあす朝購入しようと

決め、購入をやめる。 

 

本日ロンドン最終日、ということで、ホテル近くの中華料理レス

トランにて、海鮮麵と蒸し餃子を食べて幸せ。 

 

昨夜咳がなかなか止まらなかったのを心配して、隣の部屋のパン

キーな女性が、「この薬を飲んだら１発で咳が止まったから飲みな

さい」と薬をくれた。しかし、やはり知らない人からもらった食

べ物、飲み物で何か起こったら怖いと思い結局薬は処分した。 

 

本日の教訓： 

 体調が悪い時はアジア料理がお勧め。 

 

イギリス旅行を終えて 

 

英語が通じることと、ロンドンオリンピック後でロンドン市内の整備が進んでいることから最も観光しやすく安

全な国だと感じた。まだ行きたい場所や見たいものはたくさんあるので機会があればぜひまた行きたい。食べ物

も今までで一番おいしかった！（イギリス料理はフィッシュアンドチップスしか食べていないが）
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◆ベルギー＆オランダ 2 都市 5 日間（9 月 3 日～9月 7 日） 
ルートマップ 

 

 

 

当初の予定以上にイギリス滞在が伸びたため、ベルギーはブリュッセル、オランダはアムステルダムと一都市ず

つの訪問となった。短期間滞在なので、行きたいところをざっと前日にリストアップして、それぞれちょっとず

つ駆け足で観光した。 

 

ブリュッセル 

アムステルダム 

ロンドン 

ベルリンへ 
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9月 3 日 

～タダでサービスしてくれるほど世の中は甘くない～ 

 

Oxford Streetに再び行き、時間もなかったため、インド人が経営する店で 89ポンドのハードスーツケースを購

入する。当初は壊れた黒のソフトキャリーケースは現地で処分する予定だったが、インド人にそれはもったいな

過ぎる、ソフトキャリーケースは 10 ポンドあれば修理できると言われ、新しく買ったハードスーツケースの中

に、ソフトキャリーケースを入れることにした。「お前の 3 万円を救ってやったんだから何か見返りをくれ」イ

ンド人結構親切だと思っていたが、やはり親切には裏がある。財布に入っていた２ポンドを渡した。 

 

その荷物を今度は Piccadilly Circusにあるロンドン三越のクロネコヤマトにて、日本への空輸手続きをした。

輸出するためには、輸出品目をすべて書き出さなければならない。香水、生肉、バッテリーは規制で断られた。

書類はインターネットで事前にダウンロードできるため前もって準備していた方がスムーズに申し込める。私が

書類を用意していると、続々と、日本に荷物を送ろうとするお客さんが事務所に押し掛けていた。結構ニーズが

あるのだな。総重量は 19kgになる。 

 

荷物を送った後は、茶色の機内持ち込み OKのソフトキャリー１つになり、身軽になった。9月 8日から参加する

コンチキツアーの荷物制限もクリアだ。これ以上荷物は増やせない。 

 

ベルギー・ブリュッセルへユーロスターで移動する。現地への到着は夜 10 時近くのためとても心配だった。ブ

リュッセルに到着すると、確かに案内は何ヶ国語かでされているが英語での案内がなかなか見つけられず、人に

聞いて何とかホテル最寄り駅に到着する。人通りが全くないのではないかと心配したが、地上に出てみると最寄

り駅付近は夜まで人で大賑わいの通りだったので一安心。 

 

しかし暗くなった街中ではホテルまでの道順が全く分か

らず、しかもベルギーは、ソフトバンクのパケ放題対象外

だったため、ガイドブックを頼りにあたりをうろちょろ。

親切そうな女性が歩いていたので声を掛けてホテル近く

の広場の道順を聞くことにした。彼女はフランス語しか話

せないため、途中まで一緒に歩いてくれることになった。

助かる。 

 

 

 

グランプラスという、ある著名人が「世界で一番美しい広場」

と謳った場所に到着。広場はライトアップされ、沢山の若者

たちが広場に座り込んでお酒を飲んだり、話しをしていた。

写真を撮る観光客も沢山いた。ガイドブックのコラム欄に 9

月は毎晩 10 時半に市庁舎のライトアップが突然消え、光と

音楽のショーが行われると書かれていたので、皆それを待っ

ているのか?と思い私もスーツケースを持ったまま少しだけ

待つことにした。 
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しかし時間になっても何も起こらなかった…。そこから、ホテルを探すのだがどうしても見当たらない。そこで、

お土産屋さんなら知っているだろうと聞いてみるも「知らない」と冷たくあしらわれてしまったため、再びうろ

ちょろしてようやく到着！ 

 

本日の教訓： 

 新しい街に行く場合は、絶対昼間に限る！ 

 

9月 4 日 

～ブリュッセル、駆け足観光～ 

 

明日アムステルダムに移動するため、本日は朝から晩まで観光三昧。 

 

まず観光案内所に朝一で行き、有料の地図をゲット。市庁舎のショーについて質

問するが、8 月に広場でフラワーフェスティバルを実施したため本年度は夜のシ

ョーはしないらしい。予算の関係か？ 

 

軍服を着た小便小僧に始まり、無料で入れる豪華な教会、最高裁判所、ブリュッ

セル公園、大聖堂、漫画博物館、ギャラリー、王宮、そしてグランプラス（広場）。

ブリュッセルは大きな村と言われるように、比較的狭い範囲に観光スポットがあ

るため、歩いて回れる。 

 

観光案内所の人に、この場所はチョコレー

トミュージアムだよと教えられた地区が

あった。建物の中でチョコレート製造方法

の解説をしてもらえるのか？と思って探

したがなかなかそれらしきものが見つか

らない。諦めて、ふらっと立ち寄った地区

には、GODIVAを含めチョコレートショップ

が何軒もある。そんなに何軒もあると知ら

ず、最初に入った店でチョコレートを買う

前に何個も試食をさせてもらえて、おなか

いっぱいになってしまう。ランチはスキッ

プ。



ベルギー＆オランダ 

- 115 - 

夜は、ベルギー名物の「ムール貝のワイン蒸し」と Drvalというベルギービールをグラ

ンプラスにて楽しむ。一人旅だとレストランでなかなかいい席を確保できない。だが早

い時間に行くと比較的一人でも嫌がられないということがわかった。 

 

ムール貝は表のメニューになかったため、「地球の歩き方」の写真

を見せると、メニューとしてあると言われたので注文したが、値

段を確認していなかったため高額だったらどうしようと焦ったが、

おそらく 60 匹位のバケツに入った貝が 22€だった。それなりの値

段で一安心。今後はちゃんと値段を確認してから注文しよう。結

局 30匹食べておなかいっぱい。ベルギー名物のフリッツも一緒に。 

どうしてもベルギーワッフルを食べたかったので、ホテル近くのワッフル店でチョコ・ホイップ・イチゴの載っ

たワッフルを購入。アツアツでおいしいけど大きすぎるため少ししか食べられず。看板には 1€ワッフルと謳われ

ていたが、プレーンワッフルだと 1€らしい何となくだまされたような気分だ。 

 

夜は近くのコインランドリーで洗濯をする。ここでは、特殊なコインを購入する必要があるのだが、購入方法が

よくわからず無駄に特殊コインを必要以上に購入してしまう。よくわからない場合は、ちょっとずつ試すのが良

い。21 時には閉店するのに、20 時半に入ってしまい、係のお姉さんに無理を言って閉店後も洗濯機を使わせて

もらう。もう待てないという段階になったらお姉さんが店長に電話をしてくれて、「ちゃんと戸締りして、誰も

他の人を入れないなら OK」ということで、21時まで利用させてもらった。お姉さんに悪いことをした。 
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←一人ご飯は結構暇なので、ナフキンとクッキーで遊んでみた。 

一応“love Brussels”という意味。レストランに伝わるといいんだけ

ど。隣の人と話すきっかけにもなるので、折り紙は便利だ。 

 

本日の教訓： 

 チョコの無料試食をさせてもらえるので、お腹に余裕があると良

い?! 

 レストランではぼったくられる可能性もあるため、必ず値段を確認

してから注文する。 

 

 

 

 

 

9月 5 日 

～夜も有効活用？夕方博物館～ 

 

16：30 頃、オランンダ・アムステルダムに到着。トラム（路面電車）に乗ろうとするが、たった 5分の乗車時間

で 2.7€するし無駄じゃない？と係員に説得され？ ホテルまで歩くことにした。最初間違ったショッピング街を

歩いていた。アムステルダムの駅近くは観光客であふれていた。 

 

ホテルは、なぜか 3人部屋、広々と使えるがエレベーターはかなり古く狭い。町がせまくごちゃごちゃしていた

ので、部屋だけでもゆったりとできて気持ち良い。 

 

Anne Frankミュージアムは 21時迄開いているため、行くことにし

た。18 時近くに現地に付いたが、それでも観光客でごった返して

いる。ドイツのフランクフルト・アムマインに生まれ、1933 年に

ヒトラーが政権を握り、反ユダヤ政策を打ち出したため、アムス

テルダムに逃げたが、オランダもすぐドイツに占領された。そこ

で、8年間、父オットー会社倉庫で、合計 8名でひっそりと生活し

た。誰かの密告により強制収容所に入り、最後は病気で亡くなっ

てしまった。会社の従業員は倉庫に 8 名のユダヤ人が生活してい

ることを知らされていなかったため、昼間彼らは、水も使わず音

をたてないようにしていた。辛すぎる。1日でも外に出ないと息が

詰まる気がするのに。 

 

オランダはインドネシアを植民地にしていた時代があるため、イ

ンドネシア料理が有名らしい。ミュージアム帰りにインドネシア

料理店に立ち寄ったつもりが、インド料理屋でがっかり。胃の調

子が何となく悪かったので、カレーを食べるのは不安だったがま

あまあスパイシーで味付けも良くおいしかった。 
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帰り道は暗く人もあまり歩いていない。言葉が分からないのと、ソ

フトドラッグが合法な国のため、ジョンレノンのように変人に殺さ

れかねないと思い、足早に歩いた。 

 

自転車天国のため、車やトラムより、自転車事故に遭わないように

注意せねばならない。 

 

本日の教訓： 

 夜の一人歩きは危ないので避ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 6 日 

～アムステルダムは芸術の街～ 

 

アムステルダムはミュージアムが山ほどあるが、観光できるのは今日

1日だけ。 

 

早起きして、できる限り予定していたものを見ることにした。国立ミ

ュージアムのチケットを買った瞬間に、ミュージアム内の火災報知機

が発動し、ミュージアム外に出るよう指示が出された。本日は本当に

時間がなく、ボーっと、発動が解除されるのを待てなかったので、予

定を変えてゴッホミュージアムに先に行くことにした。 

 

 

 

こちらのミュージアムも人気で並ぶ必要があった。アムステルダムは

どこも入場料が高い。ゴッホの義理の妹（弟の妻）が夫の遺志を継い

で建築した、ゴッホの一生が分かるミュージアム。今まで何点かゴッ

ホの作品は見たことがあるが、転職を繰り返した後、27歳で画家にな

って才能があるか分からないまま独学で絵画を学び、10年しか本格的

に画家活動していない。生きている間は、注目されず死後注目された

ということを初めて知り興味深い内容だった。耳を自ら切り取るとい

う奇行をしたのは聞いていたが、てんかんに悩まされ、自ら入院し、

最後は銃で命を絶った。もう少し生きていたら有名になり成功できた

のに。 
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国立ミュージアムでは、レンブラントの夜警やフェルメールの作品を鑑賞できるので楽しみにしていた。彼らの

作品以外にも、オランダ航海時代の様子が分かる絵画、デルフト焼き、銀製品も見ることができた。レンブラン

トは本当に光の魔術師だ。 

 

レンブラント生家にも行きたかったが時間がなかったため、

ハイネケンエクスペリエンスというハイネケンの製造工程

を見たり試飲ができるミュージアムへ。飲む気満々の若者

ばかり。ハイネケンは同族経営のグローバルカンパニー。

ビールの 92％は水で残りは、大麦、イースト菌、ホップを

使っている。ビールは酸化すると味落ちするため、できる

だけ最後まで泡を残して、飲むとおいしいそうだ。ハイネ

ケンビールはゴールデンカラーを売りにしている。 

 

忙しく観光したため昼食をとっていなかった。しかし、入場券には生ビール

2本無料が付いていた。残念ながら体調を心配して１杯ちょっとしか飲めず。

試飲も含めると全部で 3杯くらい飲んだことになる。 

 

その後、湖水地方のドライバーさんが教えてくれたダムラルにある Sex 

Museum へ。変態おじさんの模型に始まり、完全に最中の写真や映像、SM プ

レイまで 18 禁ものがずらりと展示されていた。これは付き合いの長いカッ

プルか、同性同士じゃないと恥ずかしくて来られないな。日本の春画も展示

されていた。 

 

アムステルダム、締めはキャンドルナイトクルーズ。水上に浮かぶ中華レス

トラン、高級ホテル、ライトアップされた夜の街や、いくつも川にかかって

いる橋、駐輪場の大量の自転車など、チーズとワインを楽しみながら大人の

夜を過ごした。一人参加は私ぐらいだったけれど。相席になったカップルは

カクテルクルーズ。何故か、料理はシェアだと勘違いした私は、途中までカ

ップルの料理も勝手に食べていた。後で知って死ぬほど恥ずかしかった。 

 

本日の教訓： 

 ツアーは合同で行われる場合があるため、事前に自分のコースに含まれている料理と飲み物が何かを確認し

ておかないと恥をかく。 
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9月 7 日 

～長距離移動と、マナー問題～ 

 

アムステルダム→ベルリンへ、6時間ほどの電車移動。ベルリンへの直通便はないため、途中で乗り換えをした。

電車は予約不要だよと駅係員に言われていたのに、ベルリンに近づくにつれて、車内がどんどん混雑し、この席

予約しているんですけど、と文句を言われて２度ほど移動した。長距離の移動は指定席にした方が、トラブルが

なく良い。 

 

途中で乗ってきた集団はビールを箱買いで持ち込み、スピーカーで音楽を流し、宴会開始。うるさすぎて寝よう

としても寝ることができない。それに、若い子連れカップルも子供がいくらうるさく騒いでも注意すらしない。

私がジャケットを席に置いたまま、トイレに行くと、そのジャケットを隣の人が移動した上に、別の人が座って

いたからさすがに、ここは私の席だと強く言ったら謝ってどいてくれた。ドイツ人はまじめで厳格というイメー

ジがあったが、実際は自己中心的な国民なのか？と怒りがおさまらなかった。宴会集団に黙れと言いたかったが、

万一ケンカになった時、絶対勝てないと思いやめた。 

 

ベルリン駅に到着。駅は 3階建てで、Ｕバーンという地下鉄に乗る必要があったため、うろちょろしてようやく

Ｕバーンを発見。車内座席のクッションはふわふわしていて東京メトロより居心地がいいかもしれない。 

 

ホテルレセプションの人は、典型的なゲルマン系の顔で怖く感

じる。案内された部屋は、シングルルームに、シングルベッド

がくっついた状態のダブルルーム。明日からコンチキで、この

部屋を二人で使用するのは気まずすぎると思い、部屋を変えて

もらったが、少し広いやはりダブルルームに通された。このホ

テル（ベストウエスタン）ではこれがツインルームらしい。絶

対おかしい。 

 

 

 

夜はホテルの人に教えてもらった、ホテルから歩いて 10分位のレ

ストラン街で、ベトナム人らしき人が経営するアジアンレストラ

ンにて焼き飯とワンタンスープを食べる。 

 

レストランの外の席に座っていたら、物乞いが言葉も言わずに、

コインの入ったコップをチャリチャリと音を立てて近づいてきた。

無視したがずっと音を鳴らすので、Sorryというとやっとどこかに

消えていった。日本は生活保護制度もあるし、外に食べ物が廃棄

されているから、物乞いを見かけないが、ヨーロッパではそうい

った制度がないのか、一旦没落してしまうと這い上がることがで

きないのかもしれない。 

本日の教訓： 

 ヨーロッパで、物乞いがしつこい場合は、丁寧に Sorryと言って、それ以上は関わらない。 



ベルギー＆オランダ 

- 120 - 

ベルギー＆オランダ旅行を終えて 

 

ベルギーはグルメの宝庫。次々に食べたいものが現れるため、おいしいものを見つけても、ちょっと味見する位

で色々試してみるとより楽しみが増すかもしれない。 

 

小さい国だけど、1 泊 2 日では回りきれないほど、美術館や博物館、お店もあるため、2 泊 3 日位で観光と食文

化を堪能出来たら良かった。 

 

オランダは、あれだけ自転車道路が整備されているから、1 日位は自転車の旅ができたらより深くオランダを楽

しめたのではないかな。 

 

美術館の数がアムステルダムの中にはまだまだ沢山あり、水車で有名なロッテルダムにも行けなかったのが残念。 

 

とにかく駆け足の日程だったが、さわりだけでもベルギーとオランダの文化が体験できた。
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◆東欧（コンチキツアー）6 都市 11 日間（9 月 8 日～9 月 18 日） 

ルートマップ 

 

 

上記はコンチキツアー（Contiki）という、多国籍バスツアーの「ベルリン to ブダペスト 11日間」に参加した

時のルート。そのため、ベルリンからブダペストまでは全てバスで移動し、旅程はお任せ。 

 

コンチキツアーの中には、各都市を忙しく移動して旅するものもあるが、上記のツアーは 1都市に 2泊するなど

かなりゆったりと充実したプランだった。 

 

事前に地球の STAトラベルが主催する「コンチキツアー説明会」に参加したり、インターネットで体験談を読ん

だりして雰囲気をつかんだ。見知らぬ人と 11 日も旅をするが元々社交的な性格ではないのと、英語漬けの旅に

なるため、直前までびびって旅をキャンセルすべきかどうか正直悩んだ。

ベルリン 

フランクフルト 

プラハ 

ドレズデン 

ブダペスト 

ウィーン 

ブラティスラバ 

アムステルダム 
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9月 8 日 

～多国籍バスツアー、コンチキへ参加～ 

 

今日からコンチキツアーという、多国籍の参加者による 11 日間の

バスツアーに参加する。夕方からスタート。 

 

外はずーっと朝から雨のため、体調を整えるために 1日ホテルでサ

ッカー観戦をしていた。 

 

ルームメイトがどんな人なのか、うまくやっていけるか、部屋の中

でのルールはどうやって決めるか、など色々心配してしまい、胃が

痛い。 

 

洗濯物を終わらせ、さすがにおなかがすいたため、昨夜と同じアジ

アンレストランに向かうが、店員さんが見当たらないため近くのイ

ンド料理屋さんでカレーを食べる。コンチキの集合時間が迫ってい

るのに、カレーがなかなか出てこないと思ってイライラしていると

何種類ものスパイスを使って手の込んだものが出てきたのでまあ

納得。 

 

 

さて、集合時間、先に付いた人がテーブルに座っているがほとんど西洋人で、隣同士で話すと何とか分かるが、

ネイティブ同士が話し出すと、ほとんど何を言っているか分からない。ジョークなんかもっとわからない。幸い、

日本人が 1名いるらしいということがわかったが、彼女も英語で話したいだろうし、ルームメイトも私とばかり

話したくないだろうし、この人たちと 11 日間もどうやって付き合っていけば楽しくなるのか？とまた胃が痛く

なった。ちなみに参加構成は、ツアーリーダー含め、オーストラリア人 7 割、その他、南アフリカ、イギリス、

アメリカ、カナダ、台湾、韓国、ブラジル、日本。コンチキにニュージーランド人（キウイと呼んでいた）がい

ないのは珍しいらしい。 

 

ただ、たまたま話をしたジャネットという女の子が話しやすく楽しかった。オーストラリア・ブリスベン出身だ

がワーキングホリデイでイギリス・ロンドンでフィジオロジストをやっていたらしい。元同僚のキャサリンと一

緒に仕事を辞めて 3ヶ月ほど旅をしているそうだ。 

 

本日の教訓： 

 英語はやっぱり難しい。英語が出来なくても乗りで何とかなる！といううたい文句は、私は嘘だと思う。 
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9月 9 日 

～まずは話しかけやすい人から仲良くなろう、コンチキツアー～ 

 

朝から Sachsenhausen強制収容所にバスで行く。毒ガス室、寝室、トイレ、独房、拷問室などを見るが一人で歩

くのが怖くなってしまう。他の人との付き合いについては、未だにわからず緊張していたので、1 人で歩きまわ

ることにした。もう一人の Yukoさんという日本人も、1人で歩いていたので話しかけてみる。政府関係のお仕事

をしているそうで、こうした歴史的な建物にはとても興味があるそうだ。私は政治にあまり興味がなく、見たも

のを見たまま捉えがちなのだが、彼女は、物事を多角的に見ることができるようだ。仕事上で記者会見に同席し

た際、その場で起こったことが、翌日の新聞では歪曲して伝えられていたため、マスコミの情報を一切信じなく

なったそう。それにしても、Yuko さんいなかったら、この度は本当にみんなと仲良くなれず孤独だっただろう

な・・・ 

その後、バスで、Tiergarten, Alexanderplatz, Russian 

War memorialを回った後、解散。 

Yuko さんと一緒にベルリンテレビ塔に登ることに。とて

も混んでいて、当日券をそのまま買うと 1人で時間以上並

ぶ必要があったため、少し高価だったが Fast Passという

時関して意見を購入して、昼ご飯を食べることにした。 

 

テレビ塔は 360度ベルリンの街を見ることができる。高い

建物が他にないため、遠くまで見える。町は戦後に再建さ

れたものがほとんどのため、景観が統一され

ていて美しい。旧東ベルリン側はシンプルで

似たような建物が並んでいる。昼間でも楽し

める景色だった。 

 

その後、DDI（コミュニストミュージアム）で東西分裂後の東ベルリンが共産主義だった頃の展示物を見る。ア

ンプルマンショップ（東ベルリンのマスコット）にてエコバックを購入し、カフェでゆっくりしていた。ゆっく

りしすぎて、夜の秘密警察ツアーに置いて行かれそうになる。 

 

このツアーでは、東ベルリンから西ベルリンに逃亡しようとした人々や、逃亡する人を見つけだす民間の密告組

織である秘密警察にまつわる話を聞いたり、3 層からなるベルリンの壁を見たりした。最後に、ヒントを基に、

バーを探すというちょっとしたゲームを 2チームに分かれて実施した。 



東欧（コンチキツアー） 

- 124 - 

 

自分たちのゲームの番が回ってくるまで外で、ツアーに含まれているお酒を飲みながら色々と立ち話をした。シ

ラフだと英語わからないし、とか、色々と考えてしまって言葉が出ないが、アルコールが入ると恥ずかしさが抜

けるためか、話ができるようになる。今後の旅行、お酒が入れば友達ができるのになー。 

 

本日の教訓： 

 アルコールが入ると緊張がほぐれるため、可能であればツアー中の夜のイベントには参加すると良い。 

 

9月 10 日 

～早々遅刻、ベルリン観光～ 

この日は、午前中に Berlin Historical Walking Tourに参加。

といっても、集合時間を勘違いして、置いていかれてしまい、

タクシーにて途中参加。コンチキツアーでは、ツアーに関し

て共通で渡されるのはタイムスケジュールのないざっくりと

した旅程。集合時間はすべて、ホテルフロントに張り出され

る明日から集合時間に気を付けよう。ヒトラーが自分の批判

を恐れて、大学の前で、教科書や歴史書などを燃やした場所、

半透明になったガラスの先の地下には空っぽになった本棚が

ディスプレイされている。ベルリンは第二次大戦で町の 70%

が焼失されたらしく、どこもいまだに建築ラッシュ。 

 

午後はフリータイムのため、ガイドさんに教えてもらった伝統

的なドイツ料理を食べられるレストランに Yuko さんと偶々近

くにいたアレックスを誘っていくことにした。彼は２３歳でコ

ンサルタント業をやっているらしく頭が良さそうだ。 

 

食事後歩いていると、道端で賭けごとをしている団体がいた。

コップを 3 つ用意して、移動した球が最終的にどこに入ってい

るかを当てるゲームだった。私が興味を示して見ていると、明

らかに 1 つのコップに入っているのが見え見えなのに、かけを

外した女性がいて笑っていると、突然、アレックスを取り囲ん 

で、お前もかけをしないかと集団に彼は吸い込まれてしまった。 

仕方なく 5ユーロだけかけようとすると、お前は間違いなく勝

つからもっと出せと男性がふっかけてくる。私は、「5ユーロだ

けでいいよ、それ以上は出さなくていい、と言って彼を集団か

ら引っ張り出そうとしたが、集団の一人が彼の後ろに立ち、私

からブロックしようとする。しまいに彼は 40€出してしまう。

これは完全に詐欺集団だ。簡単で勝ちやすい賭けごとと思わせ

て、どんどん掛け金を出させてお金を取るつもりだ。と思い、

40€は返してもらえなかったが彼を引っ張り出してその場から

何とか離れた。アレックスはとっさの事で詐欺に遭ったという

ことをわかっていなかったらしい。 
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ヨーロッパは国境がなく、経済大国のドイツには移民が流入している。

その中には悪い考えを持っている人もいて、一見安全そうに見えるドイ

ツでも、詐欺被害に遭うことは合うようだ。気を付けよう。私が最初に、

詐欺集団と分からずに興味を示してしまったのが元凶なので彼には悪い

ことをした。 

 

気を取り直して、町をひたすらあるき、展望台のある大聖堂に行き、ベ

ルリンの景色を見る。テレビ塔からの方が高い位置から見ることができ

るため良かった。 

 

 

 

 

夜はツアーに含まれている、ベルリンのビアホール

へ。名物のポークナックルを食べるが量が多く、食

べきれなかった。事前に少し聞いていたが、女性陣

は夜になるとドレスアップ、肩だし、メイクはばっ

ちりと気合が入るので面白い。私はドレスを持って

きていないからいつも通りの格好。「青」は人気あ

るらしく、私も偶々ユニクロの青色の 7分丈シャツ

を着ていたが、他の人も青色のドレスを何人か着て

いて「チームブルー」ができていた。 

 

ここのビールはオクトーバーフェストと同じ 1リッ

トルビールを飲めるらしい。1 リットルのビールな

んて生まれてから一度も見たことがない。 

 

途中から、韓国人のヤンが参加。今まで一度も話を

したことがなく、何となくおとなしい子でもしかし

たらあまり英語が話せないのかな?と思っていたが、

少し最初は遠慮していたみたいで、カナダに留学経

験があるため英語は非常に流暢で話も面白く一人

新しい友達ができて良かった。 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 集合時間は前日に 2度確認。思い込みで行動しない。 
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9月 11 日 

～パブ梯子ではしゃぐ大人たち～ 

 

9.11のため、日本にいたらＴＶで散々あの日の映像を見ていたと思うがツアー中は特にこのことに関する出来事

はなく普通の 1日を過ごした。 

 

移動中は、イギリス人のジョーという女の子の隣に座った。バスは「あいのり」と同じで指定席がないため、あ

る意味毎回どうしようと気を遣う。彼女は、大学の芸術コースでシアターマネジメントという劇場に関するマネ

ジメント全般を学ぶ学科を専攻していて、インターンシップの一環でローマの劇場に、この旅行後に勤め始める

らしい。以前自己紹介の際に同様の事を話していたが、正直あのときは彼女のイギリス英語に慣れていなかった

ためほとんど何を言っているかわからなかった。しかし、だいぶ耳が慣れてきたのか、彼女の英語に慣れてきた

のか、やっと彼女の立場がわかった。メガネを掛けた人は勝手に真面目な人だと思ってしまうが、映画やショー

にとても興味があるらしくアクティブな女性だった。 

 

ベルリン→プラハへの移動日で途中、ドレズデンというマイセ

ン食器で有名で歴史もある町へ立ち寄った。といっても私はこ

の土地についてのガイドブックを持っていなかったから事前

情報も何もない状態で 1 時間半ほどの自由時間を与えられた。

そのため、今回は Yuko さんとジョーと 3 人で町を散策するこ

とにした。散策前にドイツが最後のため、売店でカレーバース

トというウインナーにカレー粉がかかったドイツ名物のホッ

トドックを食べた。辛さはなくなかなかおいしかった。それに

しても、知り合って間もない人達で移動すると、どこでご飯を

食べるか？にしてもお互いに遠慮しあったりして決めるまで時間がかかってしまう。今まで一人旅で自分のペー

スで旅行していたから勝手が違って少し大変だ。 

夜はチェコ伝統料理のおしゃれなレストランでチェコ料理を食べ、その後、プラハ名物の Pub Crawl（パブはし

ご）に参加。4つパブを梯子したのち、クラブに行くというものだった。運営事務局が、「酔って少しでも外で騒

いだら警察が来るから絶対に外では騒ぐな」と何度も忠告していたが、何しろこの日の参加者はざっと見ても 100

名以上いたのでそれは無理だろう。だんだん騒ぎ出す人がいてひやひやした。 

 

日本ではクラブは学生など若者が行くイメージだったが、コンチキの参加者

は社会人も普通に皆行って楽しんでいた。プラハと言えばアブセンスと言う

アルコール度数 76%のショットが有名。みな飲んでいたので私も挑戦してみる

と、イギリスで買った液体の風邪薬と同じ味がした。それはそうか、風邪薬

にはアルコールが含まれているのだから。 

 

クラブのフロアは新曲が流れるフロアだけではなく、Queen や Abba など古い

ナンバーを掛けるフロアもあり、思ったより社会人も楽しめる場所だった。 

 

本日の教訓： 

 度数の高いアルコールは急激に影響を及ぼすので注意 
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9月 12 日 

～雨の日、極寒のプラハ～ 

 

朝ウォーキングツアーで、プラハ城とその周辺の外側から見て回った。あ

いにくの雨であまり美しい風景ではなかったが。ガイドブックでは、プラ

ハ城見学をかなり勧めているらしい。 

 

そのまま同じガイドさん同行でランチクルーズに参加。プラハ名物を食べ

ながらモルダウ川から見たプラハの景色を堪能。残念ながら雨が降ってい

た。今回のコンチキツアーは新しいプロモーションビデオを製作するため

に撮影クルーが同伴していた。そのうち 2名と同席になったのだが、どち

らも有名人に仕事関係で会ったことがあると聞いてミーハーの私は、プラ

ハの景色よりその話にキャーキャー言ってしまった。 

 

午後フリーになったので、ジョー、ヤン、台湾人のパティと 4人で町をぶらぶらした。本日夜もフリータイムで、

ジョーとパティは「ブラックライトシアター」という、セリフのないライトと影を利用したシアターショーに興

味があったようなので、皆でそれを見ようという話になり 18 時にホテルに待ち合わせることにした。集合時間

まで時間があったので、私は興味を持った「拷問ミュージアム」へ行くことに。さすがに他の人は誰も興味を示

さなかったので私一人で行った。 

 

しかしこれが間違いだった。もっと人気がある博物館で、グロテスクではなく、説明をひたすら見るだけの展示

だと思っていた。しかし、地下展示場に降りていくと誰もいない。しかも、地下からは絶えず女性の「あ～！！」

という叫び声が聞こえてくる。怖い、これは一人で歩けない。と思い、窓口の女性に、お金は返金しなくていい

から出たいと訴えたら、「そんなに怖くないよ、あ、ほらカップルの人もいるし大丈夫！」と背中を押され、再

び挑戦。但し、カップルに適度な距離を取りながら、1 人にならないように必死に進んでいく。さきほどから叫

び声をあげていたのは、魔女狩り裁判で有罪になった女性が火あぶりになっている模型だった。よく見たら、そ

して人がいたら全く怖くないのだが、1 人でいると怖すぎる。さらに進むと、覗き穴を除くとギロチン模型を見

ることができるものや、鞭で拷問に合っている人など、気持ち悪い人形がただひたすら展示されていた。展示室

自体は狭かったが 10分ほど滞在し、見学終了。 
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その後、あまりにも寒かったので、地元のお土産屋さんで

「Chech me out Prague( Check me out Prague のパロデ

ィ)」のロゴの入ったトレーナーを買った。だいぶ温かく

なった。それでも寒いので本当は日本酒熱燗を一杯行きた

かったが、ここはホットチョコレートか？と思い、カフェ

を探して裏路をさまよっていると、こじゃれたワインセラ

ー兼ワインバーを発見。何か温かい飲み物はないかとメニ

ューを見ているとホットワインがあったので注文してみ

た。ジンジャーブレッド、シナモン、スライスレモン、イ

タリア産赤ワインを混ぜたもので、飲んだ瞬間アルコールでのどがカーッと

熱くなり芯から体が温まった。冬場限定の飲み物だそうで、既に底冷えする

プラハではちょうどよい飲み物だった。 

 

ホテルへの帰りに店の窓際に展示されたオバＱのようなキャラクターを発見

し、お店に入ってみる。ここではプラハの人気キャラクター、クルテク（も

ぐらくん）のぬいぐるみなどグッズが沢山販売されていた。あまりにもかわ

いいのでキーホルダーを購入。 

 

 

 

 

 

 

18 時に集合し、まずは腹ごしらえ。オーストラリア人のジャネットも含めて 5人で食事をした。台湾、韓国、イ

ギリス、オーストラリア、日本で、台湾のパティと日本人の私は、もう西洋系の料理は・・・と思っていたが、

最終的にはプラハ料理店？に決定。人数が増えると食事どころが本当に決まらない。何を話したかは覚えていな

いが、なかなか日本でこんなに多国籍で食事をする機会はないため面白かった。もう食事にビールは外せなくな

っている。 

 

ブラックライトシアターでは“Africana”というアフリカ旅行をする夫婦と郵便局員の奇妙なやりとり、そして

スクリーンと光を使った見事なショーだった。超満員だが、指定席はないため、最低 30 分前には席を確保する

必要がある。但し、セリフがないため、途中で何度も睡魔が襲ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓：ブラックライトシアターを見る場合は前夜に睡眠をたっぷり取る。 
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9月 13 日 

～プラハの景色と伝統音楽～ 

 

11時から自転車ツアーのため、その前に 9時 30分待ち合わせてジャネットと広場にある塔に登ることになった。

待ち合わせ時間から 2分位遅れてしまい、彼女が見当たらなかったので、もしかしたら話の手違いで彼女は既に

行ってしまったのか？とあせったが、普通にジャネットが遅れてやってきた。日本だったら携帯もあるし、遅れ

ても今どこ？と連絡を取り合えるが、携帯の使えない場所では、時間に遅れない事がトラブルを回避するために

当たり前だが重要なことだと実感した。 

 

展望台がある塔がどれか分からないまま適当にあるいて、それらしき教会にまず入った。その教会はイエスがキ

リストの刑が決定し、自ら十字架を背負って処刑台まで移動し、処刑され、死体が十字架から降ろされ、数日後

にイエスが復活したという一連の流れが絵画として展示されていて思ったより興味深かった。 

 

ジャネットがこの教会は小さいねと言うので、「プラハは町自体が小さいから教会も小さいんじゃない」と適当

な事をいうと、「いやバチカン市国は世界で一番小さいけれど巨大な教会を持っているよと突っ込まれた。」確か

に・・・思わず苦笑いをしてしまった。 

 

結局最初の教会には展望台がないことがわかる。広場で時

間になると演奏をする有名な時計台に展望台があるのだ。

行きは階段、帰りはエレベーターを利用したが、ジャネッ

トは両方階段を使いたかったらしい。私の足のタコが酷い

と説明すると妥協してくれた。それにしても、展示物を見

るスピードが違うので、旅は食事は人と、見学は自分一人

でやる方が楽しめるかもしれないと感じた。展望台は非常

に狭いが 360度、プラハの風景を見ることができ感動。さ

きほど見た塔と同じ高さの教会、ユダヤ教系の教会、屋根

の群れ、小さく見える人々。 

 

11 時から始まった自転車ツアーは、オペラハウス、火薬

庫、橋、小便成人など。自転車だと短時間で行動範囲が広

がるのは良いのだが、プラハは石畳で狭い道を人や車が行

き来するので、自転車走行はちょっと怖かった。ただ今後

もサイクリングを旅に取り入れるのは刺激があって面白

いと参考になった。 

 

その後、広場にてドイツ料理を Yukoさん、ヤン、パティ、

オーストラリア人のマイケルとで食べる。毎回食べる場所

を決めるのに時間がかかる・・・ 

 

その後、一行は昨日あまり時間の取れなかったプラハ城付近へ行くというので、私は昨日から気になっていた教

会内のコンサートを鑑賞することにした。もう城はいいや。 
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コンサートまで時間があったので市場で２ユーロするプ

ラハの風景をプリントした簡易絵画を購入。そして、ど

んどん肥大化する右足小指のタコを撃退するため、「コン

ピート」を購入。しかし残念ながらこのコンピートはイ

タリア・バースで買ったものとは少し様子が違うらしく、

しかも英語が見当たらないため使用方法が分からなかっ

た。 

 

17 時から教会で始まったコンサート、始めはオーボエと、

ピアノのミニ版のような不思議な楽器のデュエットでわり

とこじんまりした感じだった。もっと教会に備え付けられた

パイプオルガンを利用した大胆な演奏と思っていたので残

念に思っていた。しかし、後半で演奏者２名がパイプオルガ

ンを利用して、高い場所から演奏。教会内にパイプオルガン

とオーボエが響き渡りうっとりするような幻想的な世界を

作り出していた。これが私が聴きたかったものだ！教会の中

には、桜の花のような不思議な形のシャンデリアもありうっ

とり。 

 

夜はチェコの伝統舞踊や音楽を聴きながらレストランで全員で食事。女性シンガーの声がよく通る。伝統楽器も、

アコーディオンの空気を入れる部分が動物の皮でできているような不思議な楽器を使っていた。酔っていたから

かもしれないが、おいしいご飯と素敵な音楽を聴いていると、思い切って仕事を辞めて良かったと実感し涙が止

まらなくなってしまった。周りの人が何故泣いているのかと驚いていた。 

 

本日の教訓： 

 教会音楽はコンサートホールとは違った音響で興味深い。 

 自転車ツアーは少し危険だが短時間で多くの場所を観光できるので利用価値は高い。 
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9月 14 日 

～移動日～ 

 

プラハからウィーンへの移動日。途中、Kutna Hora という、すべての

インテリアが聖職者の人骨でできた教会を見学した。Yuko さんは昔、

別の教会で同様のものを見たらしく、あまりにも気味が悪かったので

見たくないと嘆いていた。 

 

内部はキャンドルや壁に掛けられた十字架などが頭がい骨をはじめと

する骨でできていた。あまり近くで見ると吐きそうになるので、対象

物とメンバーの写真を撮ったりして時間を過ごしていた。ツアーメン

バーのほとんどがちょろっとみてすぐ外でおしゃべりを始めていた。 

 

その後、スロバキアの首都でランチ休憩を取る。ヤンはプラハで御別

れをしたので、ここからパティ、Yuko さんと３人で行動することが多

くなった。同じアジア人同士のため、あまり多く語り合わなくても何

だかお互いをわかる気がするねと、恋話をしたりと和気あいあいとし

た感じだった。 

 

プラハから新たなメンバーが 2 名加わった。一人はブラジル出身の女性、もう一人はニューヨーク出身の男性。

途中新規メンバー追加というのも、あいのりみたいで面白い。二人とも割と年齢はいってそうで落ち着いた雰囲

気のため話しやすかった。 

 

夕食の後、ナイトクラブや XLLレストラン（すべてが特大サイズ）のあるテーマパーク観光が予定されていたが、

疲れがたまっていたのとウィーンに来てまでテーマパークと言うのが微妙過ぎると思い、ホテルに帰ることにし

た。ツアーメンバーほとんどが毎晩朝まで飲んで寝てないというのにほぼ全員参加しているのを見て驚いた。 

 

旅程の中で、見どころ満載のウィーンが明日一日しか観光できないとわかったため、Yuko さんとパティと 3人で

相談して明日のウォーキングツアーをスキップして、一日市内観光しようということになった。しかし、私は酷

い睡魔に襲われていたので、プランを完全に二人に任せてボーっとしてしまった。二人とも旅慣れているのと社

会人のため、テキパキと行きたいところとタイムスケジュールを決めていく。 

 

本日の教訓： 

 オプショナルツアーで、これは日本で出来ると思った時はスキップして翌日の準備をしよう。 
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9月 15 日 

～駆け足ウィーン観光～ 

 

本日実施事項は下記の通り 

 シェンブロン宮殿をオーディオツアーで見学 

 オペラハウスを英語ガイドツアーで見学 

 モーツアルトカフェにてケーキとコーヒー 

 オペラハウス前の人気カフェにてランチ 

 旧宮殿、新宮殿のあたりをうろちょろ 

 モーツアルトの像が立つ公園で写真を取る 

 

昨日二人が計画してくれたことを時間内にすべて終えるこ

とができた。体調があまり良くなかったので、途中で座り

込んでしまう。この日パティがカメラをホテルに忘れたた

め、一眼レフを貸すと2秒に1回は撮影をしていて驚いた。 

 

夜はツアーメンバーと再合流し、夜モーツアルトのコンサ

ートにて彼の著名な曲を聴く。 

クラシックのコンサートは寝てしまうことも多いのだが、

各曲が短く、聴いたことのあるものばかりで、途中バレー

ダンサーやオペラ歌手が出てきて喜劇のようなショーをし

ていたので飽きることがなかった。 

 

途中メンバーのアダムが、ステージに呼ばれトライアング

ルを陽気に演奏していた。 

 

本日の教訓： 

 前日に細かく予定を立てると、短時間で沢山観光がで

きる。 
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9月 16 日 

～大移動の日～ 

 

ウィーン→ブラティスラバ（ハンガリーの首都）→ブダペストへ。 

 

ブラティスラバで自由時間があり、町が一望できるというお城にチームアジアで行ったが、お城は壁が塗り替え

られたばかりか真新しく、町の風景もパッとしなかった。但し、街中はいたるところに芸術家が作った不思議な

像があり、なかなか興味深かった。後から知った事だが、ハンガリーは物価が安く多くの芸術家が生活しながら

芸術を極めた場所らしい。そのため、街中にちょこちょこ変わった像があるとのこと。 

 

3人で話していたことだが、やはり文化的背景が似ていると、何を話そう?といちいち話題を考えなくても自然に

会話が続くので楽に感じる。 

 

アジアは政府レベルになると争うことも多いが、個人の交流になるとやはり何となく類似した文化同士なので相

手に対する理解が深まりやすいのかもしれない。昔何かの授業で西洋文化はローコンテクストですべて説明しな

ければならない、アジアはハイコンテクストであまり説明しなくてもある程度通じ合うところがあるとあったが、

全くその通りだなあと思った。まあ、パティが親日で日本文化に大変興味があるというのも大きいだろうが。 

 

本日の教訓： 

 相手の国についてより知っていれば海外の人とでも話題に困らない。 

 

9月 17 日 

～コンチキ最終日～ 

 

ブダペストのウォーキングツアー、本当はもうこれもスキップしようかと話して

いた。ツアーメンバーは皆いい人だが観光にはあまり興味がなさそうだし、集団

で歩くのは時間の拘束もあるし・・・。しかし、このウォーキングツアー最後で

集合写真を取る、それにブダペストの見どころへバスで連れて行ってくれるらし

い、とのことで参加することにした。 

 

最初は、ブダペストの国会議事堂へ。内部は黄金で装飾され、国会議事堂というよりむしろオペラハウスへ来た

のではないか？というほど豪華な造り。国会のメイン、議事室には正面には大きな絵画が二つ飾られ、もちろん

黄金の装飾で、寒い土地のため、各席の足元にヒーターもあるらしい。Yukoさんが日本の国会議事堂と天と地の

差がある！と感動していた。私はまだ日本の国会議事堂

に入ったことがないのでいつか行ってみたい。 

 

ちなみにブダペストは、川を挟んでブダ地区とペスト地

区に分かれている。ブダ地区はより地価が高く富裕層が

多く住み、ペスト地区はビジネス街があり地価は安いら

しい。両地区が見える小高い丘にて全員で記念撮影。太

陽がまぶしい時間帯の撮影のためほとんど全員サングラ

スを掛けていた。 
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その後、宮殿のある丘に連れて行ってもらいそこで解散。ブダペストはデザートワインが有名らしく、ワインの

飲めるカフェにてお茶をする。 

 

宮殿は今改装中のため見る価値がないとアドバイスを受けていたので、ケーブルカーで、ふもとまで降りること

にした。そこでひと悶着。ケーブルカーのチケット売り場で、中国人とヨーロッパ系の人が何やら話し合ってい

る。そこで話がつかなかったのか、今度はその中国人女性が私達の方を向いて、パティに対し、「あなた中国人？

ブダペストの現地通貨がないから、あなたが持っているハンガリアンフランとユーロを替えてくれない？」との

こと。チケット売り場では、当然だが現地通貨しか受け付けておらず、窓口から門前払いを受けたからだ。実は

彼女はツアーガイド。現地通貨が足りず、ツアー参加者８名分のチケットが買えないそうだ。 

 

勿論彼女の申し出を無視したが、それでも粘ってどうにかしようとしているらしい。いや、実に無計画なガイド

である。 

 

その後、ハンガリーで一番大きな教会を見た後、スペインの市場のような、マーケットを閉店 10分前に見学。 

 

ハンガリーと言えば、温泉が有名なので是非行こうと話していたがあまりにも歩き疲れたので取りやめた。 

 

最後の晩はナイトクルーズ。昼間と違いライトアップされた国

会議事堂は芸術品だった。ワインも飲み放題のため、「元をとら

なきゃ」と何故か張り切りワインを少し飲み過ぎてしまった。

そのまま、全員で最後のナイトクラブに行った。コンチキツア

ーは、各ツアーでツアーリーダーが決めたテーマソングをバス

内で流すのだが、ツアーリーダーが気を利かせてクラブ内でも

テーマソング（Drive by）を流してくれた時は、私達だけ盛り

上がった。 

 

ときどきガイドが雑だなあと思うところもあったが、元気で 

何とか雰囲気を盛り上がろうと頑張ってくれたリーダーだった。 

 

最終日なので、ツアーの案内に書かれていた、ツアーリーダーとツアーバスドライバーにチップを渡さなければ

いけなかった。しかしすっかり忘れていて手元に用意していなかった。何故か皆がバスに乗り込む時に、ドライ

バーと抱き合ったりキスをしていたので、何だろう？とよくわからずに私は握手をすると、ドライバーは「？」、

周りの人は苦笑いをしていた。Yuko さんと一緒に出すということで、ドライバーにだけはチップを渡せた。 

 

夜ホテルに帰ったがもう少し話がしたいなあと思い、パティの部屋で女子話をしていると夜中３時になってしま

った。後で後悔する。 

 

本日の教訓： 

 ツアーにチップは必須のため、事前に用意してすぐ渡せるようにする。 
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9月 18 日 

～大寝坊～ 

 

いつも目覚ましを掛けているのに、この日だけはかけ忘れた！部屋に電話がかかってきたので出ると、パティ。

実は昨夜、明日空港までのタクシー一緒にいこう、待ち合わせは 11時ね、と約束していたのだ。 

 

電話がかかってきたのは 11 時過ぎ。もう待てないということで、パティだけ先に空港へ行ってもらった。申し

訳ない。 

 

しかも、朝食時に皆にお別れをしたり、ツアーリーダーにチップをあげたりしたかったのに、既にツアーメンバ

ーはほとんどチェックアウトして移動していたのだ・・・最後の最後でやってしまった。 

 

16 時発フランクフルト行きの飛行機に乗らなければならない。そのため 14 時迄には空港に行かなければ。あわ

てて準備をする。今後チェックアウトする日は、前日のうちにパッキングをしないととんでもないことになると

わかった。 

 

ちなみにコンチキツアーでは、事前案内で重量 20Kg で、荷物幅●●と厳しい荷物規定があったのだが、ツアー

リーダー初め誰もそんなルールを守っている気配がなかった。私は厳密に守るため、機内持ち込み可能な小さな

ソフトキャリーケース。この中に、荷物をうまく詰め込むのに何と毎回パッキングが完了するまで２時間も費や

していたのだ。だから、本当にチェックアウトの時間が迫っているのにパッキングが全くできていない時は焦り

がハンパなかった。 

 

予定通りブダペスト空港に到着。エアラインの従業員の手際が悪いのか、コンピューターが古いのか？チェック

インするだけで一人 15 分ほどかかっていた。私は、この日ひどい二日酔いで頭痛と吐き気でふらふらだったの

で早くチェックインしたいとイライラが募っていた。私の番になると、1 分くらいであっけなくチェックインが

終わったので何だったんだと気が抜けてしまった。 

 

ブダペスト→フランクフルトは国外のため、出国手続きとかどうするんだろう？と心配になりつつも、何か食べ

たほうがよいと思い、空港レストランへ。簡単な料理を頼んだはずが待てど暮らせど出てこないので、早くして

くれ！とせかしたがそれでもゆっくり。この国の人は働く気力がないのか？とイライラがマックスに達していた。 

 

チェックインの際に、あーだこーだと恐らく文句か何かを言っている、タンクトップ、ホットパンツ、刺青バリ

バリの金髪おばさんがいて、あの人の隣の席は何だかいやだなあーと思っていたら本当に隣の席になってしまっ

た。英語は話さないらしく、ときどきジェスチャーで会話。普通にいい人だった。見た目で判断したらいけない

ね。彼女がミントをくれたのだが、この旅行では、知らない人からもらった食べ物、飲み物は絶対口にしないと

決めていたので、こっそり捨てました。ごめんなさい、ただの親切心でくれたと思うんだけど・・・ 

 

ブダペスト→フランクフルトはポーランド・ワルシャワのショパン空港経由。格安航空券のため。ポーランドは

どんな国か想像もできなかったので、空港もあまり期待していなかったが、恐らく色々な国へのハブ空港となっ

ているのか洗練されていてきれいだった。しかし、ポーランドも独自通貨らしくここでは何も買わず時間を過ご

した。 
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フランクフルトに到着。ガイドブック通り、切符を買っていると怪しい人が近づいてきて、この切符あげるよと

言われたので無視。この怪しい人は別の人にも声を掛けていたのだ。そして、電車に乗ってガイドブックを持っ

ていると、旅行者らしき人がわざわざ遠くから私のところに来て「何か困っているの？助けようか？」といって

くれたので「大丈夫です！」と少し強い口調で言ってけん制した。 

 

この人も親切で来てくれたのかもしれないけれど、とにかく死にたくない、何も盗られたくないという猜疑心か

ら、敢えて向こうから近付いてくる人にはすべて警戒心をむき出しにしていた。 

 

ホテル最寄り駅のフランクフルト中央駅に到着。夜の時間帯のため、それだけでも周りが怖く見える。浮浪者が

うろうろしている感じだったので、ダッシュでホテルを探しまわりホテルに駆け込む。 

 

ここは、イタリアのバーリと同じ、危険な香りがする。早くこの街から出たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 どんな時でも目覚まし時計はかける。 

 移動日の前夜は夜更かししすぎない。 

 

コンチキツアーを終えて 

 

ツアーに参加する前と、参加した後では旅行への取り組み方が変わった。それまでは、引っ込み思案なのと、自

分自身の安全を守るためと考え、現地の人ともあまり交流をしなかった。コンチキ後のツアーでは、風景をただ

観光するよりも、チャンスがあれば、現地の人ともコミュニケーションを取ろうとするようになった。もっと前

に、コンチキに参加していれば早い段階で、より積極的に現地の人とコミュニケーションをとり、思い出がどん

どん増えたかもしれないと少し後悔した。英語が聞き取れないとか、人との距離がとか悩むことは多かったが、

世界を自由に旅する同世代の若者たちと交流の機会を持てたことは自信にもつながり良い機会だったと思う。参

加できてよかった。
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◆ドイツ 6 都市 9日間（9月 19日～9月 27日） 
ルートマップ 

 

 

 

ドイツは広大で見どころも多いので、古城を巡るルート、ライン川を下るルート、ロマンティック街道、とどこ

かに焦点を絞った方が良い、と「地球の歩き方」に書かれていたので、一番面白そうなロマンティック街道を選

択した。ミュンヘンのオクトーバーフェストでテーブル席の予約を 9 月 25 日にしていたので、それに間に合う

ような日程を組んだ。 

 

 

フランクフルト 

ヴュルツブルグ 

ローテンブルグ 

ディンケンスビュール 

ネルトリンゲン 

アウグスブルグ 

ミュンヘン 

ブダペスト 

成田へ 
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9月 19 日 

～休息日～ 

この日は、コンチキツアー疲れがたまっていたので、一日ホテルで休憩することにした。どこの国でもそうだが

中央駅は人の出入りが激しく、昼間でもホームレス、失業中の移民？アル中？のような人が多く、あまり歩きた

いと思わなかった。 

 

ホテルは日本人利用者も多いのか、朝食で味噌汁が出たが、ぬるくておいしくない。速く日本に帰りたい。日本

食食べたい。 

 

コインランドリーで洗濯をして、中華料理を食べた。周りへの警戒心ＭＡＸ。50メートル先に、物乞いらしき人

を発見し、近づく前に道を渡って回避した。だいぶ旅慣れてきたのか。 

 

フランクフルトに来たのは、ロマンティック街道へ行くため。駅近くの事務所にてバスチケットを購入する。朝

8時だけど起きられるかな？ 

 

本日の教訓： 

 何もしない日があってもいい。 

 

9月 20 日 

～ロマンティック街道 1～ 

早起き成功。フランクフルト→ヴュルツブルグ→ローテン

ブルグへ。コンチキツアー後半から、風邪が再発し、咳を

抑えるために水を頻繁に飲んでいた。すると、無性にトイ

レに行きたくなり、ヴュルツブルグのトイレ休憩の際はダ

ッシュでトイレを探す。ドライバーにトイレはどこだと聞

いてもあっち、とあいまいな方向しかささないので、ぎり

ぎりの状態で現地の人に、「と、トイレの場所を教えてく

ださい！！」ときいて何とか間に合った。 

 

 

このバスガイドは、最初にあいさつした時から、人の話をあまり聞かず、バスツアー参加カップルと最初から何

かもめていたから感じ悪いな～と思っていたが本当に案内が雑であきれる。もう、ロマンティック街道バスツア

ー次から使うのはやめようと決めた。 

 

ローテンブルグに到着。本日はここのＢ＆Ｂに宿泊し、

ゆっくりローテンブルグを満喫しようと最初は決めてい

た。しかし・・・ 

あまりにも、町の景色が整い、完璧な感じがしてつまら

ない。どうも観光する気がわかない。と思いながらふら

ふら町を散策していると、風景画を描いている日本人女

性に出会った。絵の写真を撮らせてもらってしばらく立

ち話をした。 
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日本人女性を含む団体は「絵を描く」をテーマにした、宿

泊施設と交通機関だけがセットになった旅行に参加して

いるそう。絵を描く以外は何をしてもよいので、気ままに

絵を描いています。と言っていた。確かに、旅行はただ見

るだけより、何かテーマを決めて旅をするともっと能動的

で面白いかもしれない。折角、スペインで色鉛筆とノート

を買ったのに、日本に荷物を送るときに一緒に送ってしま

ったのが悔やまれる。今回の旅では、色々なスタイルの旅

人に出会い、今後の旅行の参考になる。 

 

カフェでお茶をした後、フランクフルトの郷土料理が食べられます

よ！と日本語で看板が出ているレストランに入ってみた。店のオー

ナーはへんてこな日本語を使ってくる。正直相手にするのが面倒く

さいので、適当に相槌を打っていた。 

 

出てきた料理は・・・・塩辛い。ドイツ料理はビールに合うように

全ての料理が塩辛い。もう、ドイツ料理はいいや。ビールが一番お

いしかった。本当は寒いのでホットワインが飲みたかったが、まだ

冬じゃないから出せない。とのこと。既に寒いのに、冬はどれ位こ

の土地は寒くなるのだろう。 

 

部屋に帰る。ローテンブルグは標高高い場所にあるらしく、まだヒ

ーターは使えないが底冷えする。風邪の症状もだんだん悪化してい

た。本当は、翌日は、ディンケンスビュールを見た後、円状の城壁

で有名なネルトリンゲンに泊まる段取りをしていたが、ロマンティ

ック街道に対して退屈だと思い、これ以上似たようなものも見たく

ないし、こんな寒いところにずっといたら体調がおかしくなると思

い、全ての予定をキャンセルして、明日再びツアーバスでミュンヘ 

ンへ行くことにした。 

本日の教訓： 

 旅先に絵を描く道具を持って行くと、観光に飽きたときに良い。 

 秋口は寒くても部屋のヒーターが使えないため、厚手の衣類やホッカイロは必須。 
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9月 21 日 

～ロマンティック街道 2～ 

 

ローテンブルグ 12：50PM発で、バスでチケットを購入し、ディンケンスビュ

ール、ネルトリンゲン、アウグスブルグなどところどころ街並みを見つつ、

ミュンヘンへ向かった。 

 

昨日の運転手と違い、今回の運転手さんは、誰がどこで降りるか、トイレの

案内、時間管理がきちっとしていて安心してバスの旅を楽しめた。 

 

バスの停車時間は 15～20分で、ガイドブックに載っているようなお勧めポイ

ント（城壁や池など）へは行けず、ひとまずトイレを探した後、停留所近く

をぶらぶらするにとどまった。アウグスブルグだけやけに都会風で後は、小

さな町だった。あまり小さな町だと泊ってもすることがないし、予定を変更

してよかった。 

 

アウグスブルグのメイン広場には、友人グループや家族づれが石畳に直接腰

をおろしている。気になって出店のスタッフに、今日は何かあるのですか？

みなあそこに座って何を待っているのですか？と聞くと、「いやいつものこと

です」と笑われた。 

ヨーロッパの広場って座り込んで時間を過ごしている人が多いな。 

 

 

夕方ミュンヘンに到着。バスターミナルから、ホテルのあるミュンヘン中央駅は

歩いて 10分ほど離れている。ミュンヘン中央駅付近は明日から始まるオクトーバ

ーフェストのため、旅行者でごったがえしている。フェストで参加者が身につけ

る伝統衣装を着た人がちらほらいる。既に酔っ払っている人も。 

 

駅の隣で伝統衣装を販売していたので、色々試着して購入。他の場所で見たとき

は 600ユーロなど高額だったが、ここは 79ユーロ。但しこの伝統のバーバリアン

衣装は、もともとバーバリアンの女性は豊胸の人が多いらしく、衣装も旨の大き

な人向けに作られていて、全体のサイズはぴったりでも胸のサイズだけは合わな

いという残念な結果だった。タオルや花を詰めればいいじゃないという店員さん

のアドバイスもあり何とかなると思った。 

 

駅隣のホテルにチェックインし、しばしゆっくりするが、おなかが空いたの

でレストランを探すが見当たらない。酔っ払いが多い中で歩き回るのも怖い

ので中央駅でピザ、スターバックスでコーヒーを買ってホテルへ戻る。 

 

本日の教訓： 

 ヨーロッパバスには、車内にトイレがあるからトイレを心配する必要は

ない。 
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9月 22 日 

～オクトーバーフェスト 2012開幕～ 

 

オクトーバーフェスト会場へ向けて、各ビール会社がビール

樽を載せたパレードを行うとあったので行ってみることに。

同日正午に市長の樽開けと共にイベントが開催されるため、

11 時ごろパレード現地に到着。既に人だかりができていて

背が低い私はパレードを見ることができない。うろちょろし

て撮影場所を探していると、偶々いた日本人男性が、前に来

ていいよと言って場所を開けてくれたので、前方でパレード

を見ることができた。 

 

その人は、ドイツ出身の友人と来ていて、パレードが終わった

らフェスト会場で一緒にビールを飲もうという話になり、会場

へ向かう。この日は結構雨が降っていたが、初日のため傘をさ

した人でごった返している。傘の先が目に刺さったら怖いので、

適度に距離を取りながら市長がいるステージに近づこうとする

が時すでに遅し、市長の樽開けイベントは終わっていた。 

 

初日の混み具合はすごいので、席は取れないかもねと言いなが

ら会場内をうろうろしていると、何となく入れそうな小さめの

テントを発見。しかし、そこも予約がないと席は用意できない

と門前払いされた。そこで、ドイツ人の彼が何とか交渉してく

れて、３名分席を確保できた。同じように並んでいた日本人４

名は諦めて列を離れたからラッキーだった。 

 

テーブルは他のお客さんと合い席になった。イタリア人夫婦、

ブラジル人夫婦、ドイツ人親子、私達など多国籍で割と和気あ

いあいとした感じだった。 

 

もっと大型のテントだと、人がテーブルの上に乗って歌ったり踊ったりするらし

い。昼間と言うことと小さめのテントだったため流石にそこまでする人はいなか

った。ビールはもちろん 1リットル。飲み干すことはできなかった。 

 

会場にはジェットコースターやメリーゴーランドなどテーマパークが併設され

ている。最初は、ドイツ人のウォルターが、電気を使わない舟の形をした自分の

力で漕ぐブランコに挑戦。コツを知っている人が乗るとブランコが一周するとの

ことで、ウォルターが実践してくれた。本当にブランコが一周した。ベルト一つ

でさかさまになるなんて、高所恐怖症の私からしたら信じられないことだ。 
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その後、とりあえず、小さい観覧車にみんなで乗ろう

ということになった。確か 10人乗り位で、イタリア人

と合い席になった。この観覧車は本当に小さくて、動

きも速くて全部で５周もした。不思議な乗り物だ。ち

ょっと怖くて、早くおろしてくれ～と不安になった。 

最後にオリンピックの五輪をイメージしたジェットコ

ースターに乗る。最初は、「もしこれで落下して死んだ

ら情けないよな、あとちょっとで帰国できるのにどう

しよう、ループを回る間にお金落としたら厭だな、や

めよう」と心配になったが、興味に負けて乗ることに。

驚いたことに、発射前の安全ベルトチェックはされな 

かった。そのため、とにかく自分の身は自分で守るし 

かないと思い、体を動かしまくってベルトチェック。 

本当に大丈夫か？ 

 

いつもそうだがジェットコースターは載る前が怖くて、乗

ると大したことはない。とても楽しかった。もう一度やり

たくなった。 

 

もう一回飲もうということで、予約なしで入れるテントに

入り、今度は北欧系の団体と合い席になった。自分だけだ

ったら遠慮してなかなか席は見つけられなそうだが、ウォ

ルターが誰とでも仲良くしゃべれるので、うまく合い席で

きた。ノルウェー、スウェーデン、デンマーク出身の人た

ちで、学生時代の留学仲間らしい。北欧系は女性は美人が

多いな。 

 

夕方頃解散した。コンチキで出会ったパティと合流する予定だったため、連絡を待ったが彼女からの連絡はなか

った・・・残念。 

 

本日の教訓： 

 オクトーバーフェスト会場の乗り物、安全チェックは自分でする。 

 出来るだけ荷物が少ない方が動きやすい。 

 テーブル席の予約がない場合でも、人が並んでいる様子を見つけたら頑張って一応並んでみる。 
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 9 月 23 日 

～伝統衣装パレード見学～ 

 

寒いからか、何らかのアレルギー反応なのか、前夜 10時間ほ

ど咳が止まらず、ほとんど眠れないまま、パティと約束して

いた伝統衣装パレードを見に行く。カールスプラッツ

（Kalsplatz）という近くに噴水がある場所で、何とか場所を

確保し、パレードをひたすら見た。 

 

前日がビール会社中心のパレードだったのに対し、本日はビ

ール会社や自動車メーカー、ドイツの様々な地域からの参加

団体が伝統衣装に身を包み、パレードをするというものだっ

た。最初は面白かったが流石に 3時間もパレードが続いたため、最後の方はぐったりした。咳が酷いため、水分

補給を頻繁にしていて、トイレも近く大変だった。 

 

一旦解散し、洗濯をしに、コインランドリーへ向かった。コインランドリー

のスタッフの叔母さんも伝統衣装に身を包み、本当に町全体がお祭りムード

一色だ。実は私も朝から伝統衣装を着ていた。まるでメイドさんのカッコそ

のままだ。昼食はどうしても中華を食べたかったため、たまたま見つけた中

華料理屋さんで、焼き飯を食べた。 

 

 

メニューを見ても英語とドイツ語で今一つイメージが湧かなかったため、「豚チャーハンが食べたい」とざっく

りと伝えると、まるで、まかないご飯を作るように５分でアツアツの焼き豚チャーハンが出てきた。塩加減もち

ょうどよく、やっぱり私はアジア人だと実感。早く日本に帰りたい！とどんどん帰国欲求が高まっていく。 

 

たぶんお店のおかみさんはベトナム人だと思う。英語は話さないが、私は英語、彼女はドイツ語とちぐはぐな会

話だったが何となくお互いに通じるのが凄い。18時にパティと再会して、フェスト会場へ。まずは腹ごしらえに、

白ウインナーを挟んだパンを食べた。そして、座れそうなテントを探してとりあえず、テントの中に入ってみる

と、昼間と違って夜は大宴会場になっていた。テント内の中心には演奏隊がひたすらテンポの良いドイツ音楽を

演奏しつづけていた。それに合わせて会場内の群衆は長椅子や、テーブルに立って、大きなビールジョッキを手

に持って歌ったり踊ったりしていた。とりあえず席がなくて

もこの雰囲気を楽しもうということで、混雑しているテーブ

ルの間をかいくぐって皆の様子を見ていた。すると、日本人

何名かを発見したため、どうやってテーブル席をゲットした

のか、私達も混ぜてくれないか？と交渉して、テーブルに着

くことができた。テント内は席に付かないとビールを注文で

きないため、一安心。 
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日本人の人たちは長い付き合いではなく、同じホステルに

偶々滞在していたメンバーで来たそうだ。飲んだり踊ったり

していると、中にはテーブルから落ちたり、こけたりして、

時々ビールをバーっとぶちまける人もいた。それに、「僕は日

本に行ったことがあるよ」といってやたら絡んでくる人もい

たので、適当に追い払いながら 1杯 1リットル 10ドルのビー

ルを堪能した。 

 

正直シラフの状態では、知らない人に話しかけるのはちょっ

とためらうが、テント内は知らない人もみんなお友達～みた

いな雰囲気が漂っていたのでまあ助かった。ナンパ氏のよう

なイタリア人が近寄ってきて、最初は無視したが、それでも

しつこく来るので、ちゃんと話をすると変な雰囲気を打ち消

して、普通に話すことができた。変な人が寄ってきてもちゃ

んと距離を取って普通に会話すれば相手も普通に友達になっ

てくれるのかと妙に納得した晩だった。 

 

本日の教訓： 

 オクトーバーフェスト会場でテーブル予約をしていない場合は、同胞を探すと場所を空けてくれるかもしれ

ない。 
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9月 24 日 

～ノイシュバンシュタイン城とリンダーホーフ城１日バスツアー～ 

 

事前にインターネット（みゅうツアー）で申し込んでおいた「ノイシュバンシュタイン城とリンダーホーフ城」

バスツアーに参加。このツアーは人気らしく、大型バスが 3台も用意されていた。全部日本語かと思いきや、多

国籍ツアーで、日本語音声ガイド付きの英語ガイドツアーだった。隣の席の中華系オーストラリア人のマイケル

ト友達になった。 

 

これら２つの城はどちらも、バイエルンのルートヴィク２世という戦争より自然や動物を愛するロマンティック

だが清朝は 190ｃｍの大型君主が建てたものだ。大金持ちの家に育ったが、建築にはまり、一家の財産や国の財

政を建築に投じた。彼の建築への熱意を削ぐには君主から引きずり下ろすしかないとして、議会は彼を精神病と

判定し、別の城に幽閉した。幽閉翌日に、湖近くで変死体として発見された。 

 

リンダーホーフ城はサイズだけみると宮殿のようだが、音楽の

間、青い寝室、ピンクの間など、各部屋でテーマを設けた豪華

な造りだった。日本人参加者が多いため、建物に備え付けのス

ピーカーで日本語の説明を聴いた。 

 

ノイシュバインシタイン城は、小高い山の上にあるため、ふも

とから馬車か、無料シャトルか、タクシーを使って登らなけれ

ばならない。タクシーは見当たらず、天候は悪化していたため

シャトルを利用することにした。ノイシュバンシュタイン城は時間の都合で英語ツアーに参加したが、ドイツ語

の強い英語は全く何を言っているのかよくわからない。日本語ツアーにしておけばよかった。 

 

こちらの城はさほど豪華ではなく、しかも外側は改装中の

ため、お城の裏側にある少しお城から離れた橋から見ると

ちょうど、ガイドブックに載っているようなお城を見るこ

とができた。ディズニーランドのシンデレラ城はノイシュ

バンシュタインをモデルに造られたそうだ。 

 

ツアー後、ホテルから最終宿泊地のホステルへ移動。体調

もあまりよくないため、ホテルにしておけばよかったと思

っていたが、1 人部屋でバスタブもありゆっくり休めた。

しかし、咳が止まらない。 

 

ホステルではオクトーバーフェスト期間中は、ホステルの名前が入ったリストバンドを付ける必要があった。 

最初はこれを見せたら、ビールの割引でもあるのかなと思っていたが、実際は宿泊者が泥酔してホステルの場所

が分からなくなった場合、タクシーの運転手にこのリストバンドを見せればホステルに帰れるという趣旨のもの

らしい。 

 

本日の教訓： 

 日本語ツアーがあれば迷わずそちらを選んだほうが情報量が違う。 
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9月 25 日 

～H社主催のオクトーバーフェスト見学～ 

 

予約無しでも、テントに入ってビールが飲める場合があると知らなかったため、日

本で 60€近く払って H 社主催のオクトーバーフェストツアーへ行く。私は折角だか

らと張り切って伝統衣装を着ていったが勿論、そんな気合を入れた参加者はおらず

ちょっと浮いていた。 

歩いていけば 15分ほどで行けるフェスト会場迄道の

りを、ツアーメンバーが 20名ほどいるということで、

バスで移動。バス乗車中、ガイドさんがオクトーバーフェストの歴史について話

をしてくれた。詳しくは覚えていないがドイツの 6 社だけがオクトーバーフェス

ト中にビールを販売できるらしい。しかも、ビールフェスタなので、落し物の数

が凄いらしく、デジカメ、靴、服、下着、が何千個単位で落とされるらしい。靴

両方って、はだしで帰ったのか？下着って笑とみんな笑っていた。 

 

H社が「テントで飲める！」と大々的に謳っていたにも関わらず、案内されたのは

小さめのテントというよりただのレストラン。テーブルの上で踊っている人など

まさかおらず、大人しい場所。本格的な場所に行きたかったら、食事の後、各自 

自由にどうぞだって。食事も予算は一人２５ユーロ以内で押さえてください。後 

の３５ユーロは人件費など？ 

オクトーバーフェストは旅行代理店を使う必要は全くない！ 

 

その後、昨日のノイバンシュタイン城で友達になったマイケルと待

ち合わせをして、大型のテントを梯子することにした。一人だとち

ょっと話しかけづらいが二人いると、席はわりと探しやすかった。

この日は今までで一番天気が良く、温かい 1日だったため、屋外で

１杯、屋内で１杯と昼から飲んで気分は良かった。 

 

屋内で相席した一緒になったイタリア人団体はアロハシャツを着ていた。「何でそんな恰好をしているの？」と

聞くと、フェスタをより楽しむためだそう。前日はキリスト教の司教コスプレでテントに入ろうとしたが、入り

口で止められたので、ハワイアンに切り替えたそうだ。 

宗教関係の格好をすると、ケンカなど要らぬトラブルが発生するからだろうか。 

 

マイケルは仕事の都合でロンドンに戻る必要があったので夕方解散。その時、既にかなり酔っていたのでホテル

で寝ていると、いつの間にか夜になっていた。 

 

ホステル近くのピザバーで食事をしたが、地元民はオクトーバーフェストよりサッカーらしい。バイエルンミュ

ンヘンの試合にくぎ付けになっていた。 

 

本日の教訓： 

 日本から手配したツアーでは、本格的なフェストの会場に行けない場合がある。 

 衣装を着てオクトーバーフェストに行くと一体感を感じることができる。 
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9月 26 日 

～最後の一杯～ 

 

前日もやはりほとんど寝付けなかったので、朝はゆっくりして、パッキング開始。 

マイケルが、ドイツはいいスーツケースを作っていると教えてくれたので、早速、

スーツケースを探しに観光案内所の人が教えてくれた、ドイツ大手デパート・カ

ールシュタット(Karstadt)へ行く。但し、この日もオクトーバーフェスト会場で、

ビールを飲むぞーと意気込んでいたので朝から伝統衣装を着て歩いていた。 

 

希望していたスーツケースが見つからず困っていると、お店の人が旧市街のカー

ルシュタットなら、もっといいスーツケースがあるよと教えてくれたので、そち

らに行ってみる。探していた高機能、高価なアルミスーツケース「トパーズ ブ

ラック コレクション」を発見。RIMOWA のスーツケース。ジッパー式ではなく、

番号ロックがついたハードケースがいいなと思ったら、数多くあるスーツケース

の中でも、このタイプしか条件に当てはまるものがなかった。 

 

但し値段は 899€。どうしよう、スーツケースにこれだけ使うのは・・・と迷った

が最後の大きな買い物だ！と思って思わず購入してしまった。空港で Tax Refund 

（税金還元）手続きしてもらわなければ。 

 

色々やっていると夕方になってしまったので、オクトーバーフェスト会場に行くことに。今回は一緒に行く人が

いない。一人で行って楽しめるのか？と不安になったが、前に会った日本人が私は一人で来ました！と言ってい

たので、まあ何とかなると思い、席を探すことに。一人だと、なかなか席空いていますか？と聞きづらい。コン

チキツアーで、だいぶ人と話すのに慣れたと思っていたのに、いざ本当に一人になると話しかける勇気がない・・・ 

 

途中、日本人を発見したのでこの前と同じ作戦で行けるか？と思ったが

その人は会社で席を取っているらしく残念ながら空席はないと断られた。

いくつかテントをはしごしたが、らちが明かない。最後に、テント内の

レジ近くの店員さんにとりあえずビールだけでも注文できるかやってみ

ようと思って声を掛けると、やっぱり席がないと注文できない、という

ことで、店員さんが親切に？ドイツ人団体のいる場所に私を連れて行っ

てくれた。 

 

その団体も会社関係などで来ているらしいが、相席を了承してくれた。

最初は団体のリーダーのおじさんと話をしていたが、彼の娘さんやその

友達も来ていたらしく, 

mina気さくに話をしてくれて、最後は皆でテーブルの上に立って音楽に

合わせて歌ったり踊ったりして最終日としては楽しい思い出ができた。 

 

最初明るかったテント内の照明が少し暗くなったらさらに大騒ぎの宴会になり盛り上がった。 

それでも時間規制はちゃんとしていて、全てのイベントは１１時には終わるのでドイツはやっぱりなんだかんだ
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でちゃんとした国だなあと妙に感心した。 

その後バーで一杯皆でして、駅まで送ってくれて、とても律儀な人たちだった。 

 

トランクの写真は下記より引用 

http://www.vogue.co.jp/lifestyle/news/2012-03/12/rimowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の教訓： 

 オクトーバーフェスト会場は、テーブル確保が大事。困った時は優しそうな店員さんを探して席確保に 

協力してもらう。 

 旅では財布のひもがゆるくなりがち。特に高価な買い物は日本で本当に使うかを考える。 

 

9月 27 日 

～最終日～ 

 

フライトは夜 9時のため、朝パッキングをした後、旦那に頼まれた生まれたばかりの姪っ子用サッカーユニフォ

ームを探して、ミュンヘン中央駅付近を歩きまわるが見当たらず諦める。 

 

昼にパティと最後の別れをするため、彼女が宿泊しているホテルのロビーへ行く。ドイツに着いてからどんなふ

うに過ごしていたの？と尋ねると、German Rail パス（鉄道パス）をドイツで買って、ミュンヘンを拠点に 7 都

市訪ねたらしい。パワフルだ。ガイドブックでは、鉄道パスはドイツ国外でしか買えないと説明されていたが、

実際は現地でより安価に購入できるらしい。 

 

彼女と別れた後、パティやドイツ人が勧めてくれた English Gardenへ向かった。

ミュンヘン中心部から電車で 10分程の場所にある庭園は、小川の流れる大きな

森のような自然あふれる公園だった。ニューヨークのセントラルパークのよう

に、都市部で自然を満喫できる場所があるのは素晴らしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogue.co.jp/lifestyle/news/2012-03/12/rimowa
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道案内がほとんどなかったため、ざっくりとした地図を見ながら適当にふらふら歩いていると、思ったより公園

が広く迷ってしまった。出会った人々に道を聞きながら、まず目指していた「Chinese Tower」を見つけた。趣

のある塔だろうと期待していたが、日本の五重塔のような、どこの国のものか良くわからないものだった。しか

も、塔の下にはビアガーデンがあり、ビール好きなドイツ人らしい雰囲気だ。 

 

そこから、最寄り駅を見つけるのが大変だった。一旦向かった方向は駅とは逆方向だったため、引き返して急い

で地下鉄で中央駅まで帰ろうとした。しかし途中で電車トラブルに巻き込まれ、途中から歩いて帰った。急ぎ空

港駅に向かって、何とか 18時半に空港に到着した。 

 

スーツケースの Tax Refund 手続きを税関と、窓口で終わらせ、お土産を買い、出国手続きをすると、出発ギリ

ギリで搭乗口に向かうことになった。ガイドブックに、Tax Refund はかなり込み合うから余裕を持たなければ

ならないと書かれていたが、全くその通りだ。領収書を何枚も持った中国人がたくさんいて、色々と質問をした

り、もめたりしていて、自分の番が来るまで 30分ほど待った。 

 

帰りの飛行機は ANAなので、キャビンアテンダントも、機内食も全て日本仕様。ここまでくれば後は到着を待つ

だけ。 

 

本日の教訓： 

 飛行機に乗る日は無理に観光をせず、余裕を持って飛行場に向かう。 

 

9月 28 日 

～長旅終了～ 

 

夜の飛行機だったので、寝て気付いたら既に成田が近かった。夜のフライトは

楽だ。 

 

検疫所にてスペインで購入した生ハムを提出したがやはり没収された。スペイ

ン政府からの輸入許可証があれば持ちこめるらしいがそんなもの、出店で買っ

た肉に着くはずがない。食べればよかった。 

 

旦那と 3 ヶ月ぶりに再会。とても元気そうで、これまで飛行機の旅をしても、

もちろん現地に待っている人がいるわけでもなくちょっとさみしかったのでと

てもうれしい。着いてすぐドイツで買ったスーツケースの値段を聞いて落ち込

んでいた。黙っとけばよかったな。 

 

それにしても 3ヶ月もよく私を旅行させてくれたと、感謝の気持ちでいっぱいだ。 

家に帰るが、3ヶ月も離れると何だか我が家と言う感覚が湧かず不思議だ。 
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◆おわりに 
思い立ったが吉日という言葉があるが、旅こそ、熱い思いを持っている時に行くべきだ。年を取れば取るほど、

お金は貯まるかもしれないが、しがらみが出来て無茶は出来なくなる。準備が 100％ではなかったとしても、目

の前で起こる様々な珍事に、怒ったり戸惑ったりしながらも一つ一つ対処していくことが自分の力となる。 

 

この不景気に正社員という立場を捨てるのは、非常に危うい、馬鹿なことをしてしまったのではないかと悶々と

することもあった。しかし、目に見えて感じるストレスを抱えたまま 1つの場所にこだわるよりも、一度リセッ

トして違う世界に触れ、自分が本当にやりたいこと、楽しいことは何かと考えてみるのもありだと思う。 

 

その他、旅で感じたことあれこれ・・・ 

 決められた道はない。自分なりの幸せを見つけたい 

 やってみないと結果は分からない 

 好きな仕事、もしくは仕事を好きにならないと良いアウトプットは出せない 

 年齢に縛られて諦めるのはもったいない 

 海外の人は自国だけを生活の場、ビジネスの場と思っていない 

 コンチキツアーは若いうちに挑戦すべき。年取るときつい 

 

ホテル一覧 

日にち 曜 滞在先 ホテル名 

6 月 29 日 金 成田→チューリッヒ      チューリッヒ YH 

6 月 30 日 土 チューリッヒ→クール Ｈｏｔｅｌ ＡＢＣ   

7 月 1 日 日 クール→ティラノ→サンモリッツ       
サンモリッツ YH 

7 月 2 日 月 サンモリッツ→ディアヴォレッツァ       

7 月 3 日 火 サンモリッツ→モルテラッチ氷河→ルツェルン 
ルツェルン YH 

7 月 4 日 水 ルツェルン→リギ山 

7 月 5 日 木 ルツェルン→ピラトゥス山→ベルン→インタラーケン 

インタラーケン YH 7 月 6 日 金 インタラーケン→グリンデルワルト 

7 月 7 日 土 インタラーケン→グリンデルワルト 

7 月 8 日 日 インタラーケン→グリンデルワルト→ツェエルマット               
Kulmhotel Gornergrat 

7 月 9 日 月 ツェルマット→マッターホルン                

7 月 10 日 火 ツェルマット→ヴェヴェイ ヴェヴェイ YH 

7 月 11 日 水 ヴェヴェイ→モントルー Best Western Eurotel Riviera  

7 月 12 日 木 モントルー→ヴェヴェイ                            ベベイ YH 

7 月 13 日 金 ヴェヴェイ→ミラノ 

Hotel Berna 7 月 14 日 土 ミラノ                      

7 月 15 日 日 ミラノ                    

7 月 16 日 月 ミラノ→ナポリ→ソレント Hotel Leone 

7 月 17 日 火 ソレント→カプリ島 
Hotel La Floridiana 

7 月 18 日 水 カプリ島 
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日にち 曜 滞在先 ホテル名 

7 月 19 日 木 カプリ島→ソレント 

Hotel Leone 

7 月 20 日 金 ソレント→アマルフィ 

7 月 21 日 土 アマルフィ→ソレント 

7 月 22 日 日 ソレント→ポンペイ 

7 月 23 日 月 ソレント→バーリ 

7 月 24 日 火 バーリ→アルベロベッロ 

Trulli Holiday 
7 月 25 日 水 アルベロベッロ→カステラーナ洞窟 

7 月 26 日 木 

アルベロベッロ→ロコロトンド→マルティーナフランカ 

→チステルニーノ 

7 月 27 日 金 アルベロベッロ→バーリ→ローマ Al Porticciolo Hotel  

7 月 28 日 土 ローマ→マドリード 

Hostal Gonzalo 
7 月 29 日 日 マドリード 

7 月 30 日 月 マドリード 

7 月 31 日 火 マドリード→トレド 

8 月 1 日 水 マドリード→コルドバ  コルドバ YH 

8 月 2 日 木 コルドバ→グラナダ 

Macia Plaza 8 月 3 日 金 グラナダ 

8 月 4 日 土 グラナダ  

8 月 5 日 日 グラナダ→バルセロナ   

Barcel Sants 
8 月 6 日 月 バルセロナ 

8 月 7 日 火 バルセロナ 

8 月 8 日 水 バルセロナ 

8 月 9 日 木 バルセロナ→マラケシュ 
Hotel Hasna 

8 月 10 日 金 マラケシュ 

8 月 11 日 土 マラケシュ→ワルザザード Riad Salam Ouarzazate  

8 月 12 日 日 ワルザザード→メルズーガ 砂漠 

8 月 13 日 月 メルズーガ カフェ・ド・スュッド 

8 月 14 日 火 メルズーガ→フェズ 
Hotel Mounia 

8 月 15 日 水 フェズ 

8 月 16 日 木 フェズ→カサブランカ  Art Palace Suites& Spa- 

 Cateaux& Hotels Collection 8 月 17 日 金 カサブランカ   

8 月 18 日 土 カサブランカ→ロンドン Hilton heathrow 

8 月 19 日 日 ロンドン→エジンバラ 

Castel Rock Hostel 8 月 20 日 月 エジンバラ    

8 月 21 日 火 エジンバラ 

8 月 22 日 水 エジンバラ→ロンドン  
Barkston Garden Hotel 

8 月 23 日 木 ロンドン 
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日にち 曜 滞在先 ホテル名 

8 月 24 日 金 ロンドン→マンチェスター 

マンチェスターYH 

8 月 25 日 土 マンチェスター 

8 月 26 日 日 マンチェスター→リバプール 

8 月 27 日 月 マンチェスター 

8 月 28 日 火 マンチェスター→ヨーク 

8 月 29 日 水 マンチェスター→ウィンダミア ウィンダミア YH 

8 月 30 日 木 ウィンダミア→オクセンホルム ゲストハウス Melbourne 

8 月 31 日 金 オクセンホルム→ロンドン Barkston Garden Hotel 

9 月 1 日 土 ロンドン 
 

Hotel La Legende 
9 月 2 日 日 ロンドン 

9 月 3 日 月 ロンドン→ブリュッセル 

9 月 4 日 火 ブリュッセル  

Nova Hotel 9 月 5 日 水 ブリュッセル→アムステルダム 

9 月 6 日 木 アムステルダム  

Best Western City Ost 9 月 7 日 金 アムステルダム→ベルリン 

9 月 8 日 土 ベルリン 

 

Ibis Old Town Hotel Prague 

9 月 9 日 日 ベルリン 

9 月 10 日 月 ベルリン 

9 月 11 日 火 ベルリン→プラハ 

9 月 12 日 水 プラハ 
 

Hotel Bellevue Vienna 
9 月 13 日 木 プラハ 

9 月 14 日 金 プラハ→ウィーン 

9 月 15 日 土 ウィーン  

Mercure Duna Budapest 9 月 16 日 日 ウィーン→ブダペスト 

9 月 17 日 月 ブダペスト  

Hotel Monopol 9 月 18 日 火 ブダペスト→フランクフルト 飛行機 

9 月 19 日 水 フランクフルト Hotel Excelsior 

9 月 20 日 木 フランクフルト→ビュルツブルク→ローテンブルク   Hotel Reichs-Küchenmeister 

9 月 21 日 金 ローテンブルク→ミュンヘン InterCityHotel München  

9 月 21 日 金 ローテンブルク→ミュンヘン 

InterCityHotel München  9 月 22 日 土 ミュンヘン 

9 月 23 日 日 ミュンヘン→ノイシュバンシュタイン城 

9 月 24 日 月 ミュンヘン 

The 4You Hostel  

& Hotel  München  

9 月 25 日 火 ミュンヘン 

9 月 26 日 水 ミュンヘン 

9 月 27 日 木 ミュンヘン→成田 

9 月 28 日 金 日本到着   

 

 


