浜線経由ＪＲ 横浜駅から成田エクスプレスを利用し︑空

港で予め送っておいた渡航用トランクを受取り︑第一旅客

ターミナルビル南ウイング四階Ｈ 特設団体カウンターの

集合場所へ臨んだ︒私達の参加ツアーの最終旅行構成人員

たのか︑広い世の中には拾ってくれる神もあったのか︑そ

の悲しい運命で致し方がなかった︒日頃の心掛けが良かっ

前にならないと予定がはっきりしないのが︑サラリーマン

人数ぎりぎりの構成であったに違いない︒主催者側には申

クツアーの所定人数枠からすれば︑遥かに少ない最少催行

婚一組という極めて家族的なグループであった︒このパッ

組︑ＯＬ 三人組︑母娘一組︑それに最高年齢の私達の旧

は︑団体と呼ぶにはあまりにも少人数の十三名で︑新婚三

れから暫くしてＪＴＢ ︵日本交通公社︶のツアーコード

し訳ないが︑私達にとっては極少人数という︑非常に恵ま

出発前のオリエンテーションや手続処理を見ていて︑こ

れた環境が与えられ︑
﹃幸運その二﹄が早くも訪れたので

の添乗員は前職が日航社員とかの︑とてもウイットに富ん

七八〇﹃エレガントヨーロッパ・ロマンチックドイツとス

会社に休暇取得申請を出して︑ようやく四月末から五月

イスアルプス・パリ十二日間の旅﹄という長い名称のパッ

初めにかけての有給休暇の許可を得た︒出発まで日がない

だベテランらしい気配りのよい女性で︑今回の旅が楽しく︑

ある︒

ので旅行代金の支払いをはじめ︑諸手続に慌ただしい日々

自分達で最初にしなければならないのは︑出国カードの

を預けて︑注意事項の説明を受けた︒

オズの携行用バッジ︑ボールペンなどを渡され︑全員旅券

旅のしおり︑コースガイド︑全員お揃いのＪＴＢ 旅物語・

とても素晴らしいものになるであろうことを予感させた︒

券取得手続の煩わしさだけは逃れられた︒

を送った︒私も家内も数年前に旅券を取っていたので︑旅

クツアーを手に入れた︒

還暦記念ヨーロッパ旅行記 古城守一
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今回の還暦記念ヨーロッパ旅行をふり返ると︑なぜか幸
運の女神が微笑みかけるチャンスが何度もあった︒殆ど諦
めていた︑このパックツアーを得たのが︑まず﹃幸運その
私は満六十才到達の日の属する平成六年四月の月末をも

ルではなく︑概ねバイキング・スタイルを予定していると

リエンテーションの中でこのツアーの朝食はコンチネンタ

記入だけであった︒食にはとても敏感な私は︑添乗員のオ

って定年となるので︑会社の幹部との定年者慰労昼食会に

の一言を本能的に聞き逃さなかった︒これこそ﹃幸運その

一﹄で︑これからの幸運の始まりになった︒

出席した翌日の四月二十三日︵土︶
︑家内と共に待望の十

三﹄ではないか︒

私は仕事の関係で来日中のドイツ人とも交流があり︑日

二日間の海外旅行に出かける事になった︒
家内は︑勿論海外旅行は初体験であった︒

本人からみたら︑ヨーロッパ人は︑毎日どんなにまずい食

事をしているかを耳にタコが出来る程聞かされていたから

千円を支払ったら︑日本円の世界とは当分お別れである︒

である︒新東京国際空港旅客施設使用料大人一人当たり二
私は神奈川県大和市在住であるが︑成田空港には正午集

出国手続を終って搭乗前に︑デュティフリー・ショップ

四月二十三日︵土︶曇り 一日目

合との比較的ゆっくりしたスケジュールであったので︑横
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四月二十四日︵日︶快晴 二日目
四月二十五日︵月︶快晴 三日目
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四月二十八日︵木︶快晴 六日目
四月二十九日︵金︶快晴 七日目
四月三十日︵土︶快晴 八日目
五月一日︵日︶快晴 九日目
五月二日︵月︶快晴 十日目
五月三日︵火︶快晴 十一日目
五月四日︵水︶曇り 十二日目
準備︑準備！
平成六年三月後半︑私は各旅行社から取寄せたカタログ
を見ながら︑各社に片っ端から電話をかけまくっていた︒
翌月に還暦を迎えるので︑家内と記念旅行をしようと海
外パックツアーを懸命に探していたのである︒おりからの
円高メリットを追い風に︑空前の海外旅行ラッシュで︑何
処も満員で断られた︒四月末から五月初旬のゴールデンウ
イークにかけての超繁忙期の十日余の旅行パックを︑直前
になって探し求めるのは︑あまりにも世間知らずだと言わ
れたが︑なんとかしたい一心で︑キャンセル待ちでよいか
らと︑無理やり希望コースを幾つか申し込んだ︒
早くから計画すれば良いのであろうが︑仕事の関係で寸

還暦記念ヨーロッパ旅行記

後に晩酌用のウィスキーを買うのは︑コスト・ミニマムを

行は始めてであるが︑仕事では何回か経験しており︑通関

で旅行中の晩酌用のウィスキーを買った︒私ごとの海外旅
ランク一個と手荷物だけの軽装であったので︑荷解き︑荷

ら寝た︒私達夫婦は︑二人でサムソナイトの渡航用中型ト

翌朝はすぐ出発できる様に荷作りの段取りを済ませてか

収納して同時に移動するので安心して旅行を楽しめる︒

バスでライン川へ向った︒我々の荷物も一緒にバスの中に

を済ませて︑これから数日間利用することになる専用大型

トイレ付き︑クーラー収納の原価販売の飲物付きで︑更に

ったりしていて快適だった︒車内は空調は勿論︑テレビ・

二人座席に一人座ってもまだガラガラで︑車内は極めてゆ

五十人乗りの専用大型バスに十三名しかいないのだから︑

造りは比較的容易で機動性に富んでいた︒
四月二十四日︵日︶快晴 二日目

狙う私の常套手段であった︒
ルフトハンザ・ドイツ航空機は成田空港発十四時五分の
直行便で︑飛行中は歩き回ったり︑飲んだり︑食べたり︑
眠ったり︑喋ったり︑なるべく変化をもたせたが︑十数時

外貨交換も随意に扱ってくれて非常に便利であった︒

荷物回収七時︑ホテル出発八時十五分のスケジュールであ

モーニングコール六時︑バイキングスタイル朝食六時半︑

大な氷の海が眺められ︑機内のテレビ・ディスプレイでは

ったが︑私は早朝から家内とホテル近隣を散歩しながら︑

ので︑トラベラーズチェックを初め一切外貨を買わず︑買

間はもう退屈の限界であった︒シベリア上空では眼下に壮
ヨーロッパ地図上に飛行軌跡が時折表示されるのは興味深

スナップ写真を取ったりして過ごした︒私は出勤時

い物はクレジット・カードで処理することに決めており︑

目をしてくれたのは︑大助かりであった︒

なかった︒したがって専用バスがまるで走る外為銀行の役

現金は必要最小限のいわゆる小銭程度の円貨しか持ってこ

今回の旅行は色々な国をまわり︑通貨も多様に変化する

かった︒このディスプレイには飛行中のローカル地域の地

刻が早いので︑日本では家
先ず有得ないから不思議な

図と世界全体の地図が交互に表示されるので︑今現在の状
私の隣に︑座席をハミ出しそうな屈強で大柄な外人がい

ものだ︒この様な行動が可

アウトバーンでの大型バスの高速疾走の小気味良さ︑そ
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内と早朝に散歩することは︑

たので︑下手な英語と筆談でコミュニケーションを試みて

能なところに︑人生六十年

れに周りの珍しい風景を楽しみながらライン川・クルーズ

の乗船基地であるリューデスハイムの町に到着した︒

しばらくつぐみ横丁︵グロッセル・ガッセ︶近辺で色々

な土産店やドイツ独特の珍しい家並を見物してからクルー

ズに乗船した︒出船直後︑進行右手に広大なブドウ畑のな

だらかな斜面が広がり︑その丘の奥の森の方に巨大な女神

ゲルマニアの銅像︵一八八三年︶が聳えていた︒内陸水路

の交通量では世界一を誇るだけあって︑ライン川は思った

よりも大きな川で︑行き交う様々な船も数多く︑船体も相
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態が把握でき安心につながった︒

みた︒彼も英語は余りうまくなかったが︑ザグレブから来

きな意義があるのかも知れ

の節目である今回の旅の大

を切ると言うからキコリではないか︒彼は地域紛争真最中

ない︒何といってもここは︑生まれて始めてのヨー

たクロアチア人で三十二歳︑職業を聞いたらノコギリで木
のクロアチアに比べ︑日本は平和で安全な国だから羨まし

ロッパであり︑夫婦共々日本とは大いに異なる周囲の風景
早朝のせいか行き交う人

にやっと外国に来たことを実感した︒

ップや枕銭用の小銭を作ることにした︒取り敢えず五千円

も見当たらず︑静寂な川岸
した︒私ごとで来ているの

を七五・五ドイツマルクに交換した︒レートは六六・二三
成田を出て十数時間︑機内で既に一晩明かして来たよう

に︑マイン川対岸のビルに

の青桐の木立ちの中を散歩

な気分で現地時間の午後八時頃︑宿舎のフランクフルト・

ヨーロッパの大電機メーカ

古城や教会の塔などは︑いにしえからライン川を見下ろし

当大きなものであった︒

が︑ＪＴＢ の計らいで部屋にサンドイッチやフルーツの

ーのアルゲマイネ・エレクトリシェ・ゲゼルシャフトがこ

つつ︑そこに存在した様々な時代の歴史的事実を見て来た

ＡＥＧ の看板を見付けると︑

差し入れがあり︑シャワーを浴びた後︑この差し入れを肴

こにあるのかと思ったりして︑つい娑婆気が出てしまう︒

山の傾斜面に聳える数多くのバラエティある形状をした

に家内とドイツ・ビールで無事の到着を乾杯し︑晩酌のウ

のであろうと︑想いを馳せた︒エーレンフェルス︵名誉の

ィスキーの水割りを楽しんだ︒

ホテルへ帰って六時半に朝食を取った︒チェックアウト

コンティネンタルに投宿した︒機内で夕食を済ませていた

円であった︒

フランクフルト空港での入国手続きを済ませると早速チ

いと言っていた︒

ホテル近くの民家
ＡＥＧ本社ビル

とりでの意︑一二一一年︶城
跡︑ラインシュタイン城︵一
〇〇〇年︶
︑ゾオーネック城︵十
一世紀︶
︑中洲にある船型のプ
ファルツ城を過ぎて︑ローレ
ライの岩を進行方向右手に見
てからしばらくして︑ライン
川・クルーズも乗船後約二時間の行程を終り︑ザンク
トゴアハウゼンで下船して昼食を取った︒
私達夫婦はワインを嗜んだが︑ツアー料金に含まれない
飲み物代などの費用については添乗員が集金してまとめて
支払った︒

を渡って対岸へ行った︒
民家の橙色の屋根︑岸辺
の鬱蒼とした木立ちと芝生
の緑︑それに水際で餌を啄
む白鳥の色彩の取り合せは︑
まるで絵葉書のような風景
で︑スナップに収めたのは
勿論である︒

中の散策など︑いにしえをしのぶのには︑十分過ぎるたた

ずまいであった︒城門外の公園と思しきところにはチュー

リップが咲き乱れていた︒

宿舎のアイゼンフットはローテンブルグ有数の名門ホテ

ルだそうで︑手入れの行き届いた古い家具調度品類が保存

された古式豊かな建屋内部に居ると︑まるで中世を旅して

いる様な気分になった︒

の四月二十五日は︑私が満六十歳になった還暦記念の誕生

この日の夕食の際︑突然嬉しいハプニングが起きた︒こ
街から丘を登って﹃哲学者の道﹄を散策したが︑道の突

日であったが︑夕食開始直前に添乗員からＪＴＢ の名に

おいてドイツ・フランケンワイン︑ケーキ︑花束をプレゼ

き当たりにハイデルベルグ大学哲学科の表示のある建物が
あった︒

ントしますと言われ︑同行の仲間全員からも祝福を受けた︒

海外旅行中に誕生日が到

チェックアウトを済ませ︑九時半にホテルを出発︑古城
街道を通ってローテンブルグへ向った︒自分の名字が街道

めたローテンブルグ市街を散策した︒市街中心部のマルク

食に出かけた︒午後は城壁で囲まれ中世都市の面影をとど

チェックインして荷物が部屋に運ばれたのを確認して昼

正午頃ローテンブルグの宿舎のアイゼンフット前に到着︒

午前十時頃︑中世の姿のままの形で保存されたディンケン

へ向った︒専用バスは昨日までとは別のものになっていた︒

時︑ホテル出発九時でロマンティック街道経由ミュンヘン

方の様に暗い︒モーニングコール七時︑荷物回収・朝食八

朝からドンヨリして︑今にも降りそうな天気でまるで夕
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午後は再びバスでハイデルベルグへ向い午後三時半頃到

来し︑しかも血縁でない大

いう偶然︑生涯でこんなに

の名前になっているのは何とも妙な気分だ︒ネッカー川の
のパンを持って来て︑水際の白鳥や鴨にやりながら︑沢山

感激した幸せな瞬間はいま

勢の人達に祝ってもらうと

集まって来るのを楽しんだ︒このパンを川や湖の野鳥にや

だかってなく︑還暦記念旅

上流で小休止の際︑予め添乗員から言われていた通り朝食

りながら︑しばしの憩いを取る場面が︑今回の旅でこれか

行に相応しい︑

ト広場︑市庁舎︑聖ヤコブ教会︵十四世紀頃の建造︶の十

スビュールの街で︑小休止兼観光をした︒ここでは小雨が

四月二十六日︵火︶曇り 四日目

の四﹄を与えて下さった神に心底感謝した次第である︒

一生忘れられない﹃幸運そ

ら後︑何度か訪れる事になる︒この様な場面は日本では殆
ど見かけないが︑とても気持ちをなごませてくれる︒
専用バスの運転手はサッカーのラモス選手に似た大男で︑
途中道を間違えるハプニングもあった︒
古城街道はその名の通り︑山の斜面の至るところに数多

七米高さのステンドグラス︑市街を取り巻く木造の城壁の

還暦記念ヨーロッパ旅行記

ネッカー川の白鳥

くの古城が聳えており一種独特な風景を楽しむ事が出来た︒

還暦記念誕生日

着し︑ハイデルベルグ城内を見物︒ハイデルベルグ城廃墟
前での記念写真撮影やドイツ
ワインの試飲をした後︑大学
を中心としたハイデルベルグ
市内やネッカー川に十八世紀
に架けられた︑この街で最古
の石造りの古い橋︵アルテ・
ブリュッケ︶を見物した︒
夕方︑ハイデルベルグ市内
のホリディ・イン・クラウン・プラザに投宿し︑この夜は
今回始めてのデイナーを味わった︒
四月二十五日︵月︶快晴三日目
モーニングコール七時半︑朝食・荷物回収八時半︑チェ
ックアウトを済ませ︑ホテル出発九時半のスケジュールで
あったが︑早朝から家内と古い橋︵アルテ・ブリュッケ︶

プファルツ城
アルテ・ブリッケ

降っていて肌寒かった︒再びバスに乗り︑正午少し前︑ア
ウグスブルグ市内へ入って来たが︑街の一角で自分の仕事

クで昼食を済ませた︒再びバスに乗り︑五日滞在したドイ

ツに別れを告げ︑オーストリーを通ってリヒテンシュタイ

タイン︑スイスと四国に跨がって︑旅行行程が長いので早

今日は専用バスでドイツ︑オーストリー︑リヒテンシュ

念の通過証明印を押印してくれた︒リヒテンシュタインか

の事であるが︑リヒテンシュタインだけは︑唯一旅券に記

ＥＵ ︵欧州連合︶内は出入国通関手続は︑一切不要と

四月二十七日︵水︶快晴 五日目

十二時半頃街中心部のアウグスブルグ市庁舎の前に到着

く出発することになった︒モーニングコール五時半︑荷物

らスイスへ入り︑午後六時過ぎ頃︑スイス・ルツエルン州

ンに着いた︒

した︒この市庁舎の地下のレストランでビールを飲みなが

回収・朝食六時半︑ホテル出発七時半であった︒天候快晴

の州都ルツエルンの山の中腹にある宿舎のホテル・シャト

で関係のあったドイツの世界的な複合大企業であるＭＡＮ

ら昼食を取った︒この地下レストランには市庁舎の時計塔

で絶好の旅行日和の中︑専用バスに揺られること約二時間︑

ウ・ギュッチに着き︑ゆうに十時間以上の長いバス旅は終

社のロゴマークを車中から発見した︒

の駆動機構部があり何とも古色蒼然とした︑たたずまいで

の起点とも終点とも

宿泊予定のホテルが変更され︑グレードの高いパックツ

ロマンティック街道観光

牧歌的な地域にある

アーのホテルを回されることもあるとかで︑このホテル・

あった︒昼食後しばらくは自由行動でアウグスブルグ市内

ホーエンシュヴァン

シャトウ・ギュッチは︑そのケースに相当した︑名門のホ

った︒

ガウの山の麓に着い

テルであった︒私達は︑
﹃幸運その五﹄に遭遇したことに

しい自然に囲まれた

た︒ここはアルプス

なる︒このホテルの庭には︑なんと手入れの行き届いた︑

エイビアンやビッテルはガス封入ではないので飲み易い︒

タの一リットル入りボトルを買った︒ミネラルウォータの

一・二五スイス・フラン︵約百円︶と安いミネラルウォー

降りたすぐの所にスーパーマーケットがあったので一本

カーに乗ると長い山道を短絡してすぐ町中へ至る︒

があり︑ホテル宿泊人は無料で利用できた︒このケーブル

た︒ホテルの裏側の急な斜面に自動発着式のケーブルカー

おりこの日も早朝からルツエルン市内を散歩することにし

ら十時まで取ればよい︒年を取ると早起きが習慣になって

ル八時︑荷物回収九時︑ホテル出発十時半︑朝食は七時か

昨日に比べると今日はゆっくりできる︒モーニングコー

四月二十八日︵木︶快晴 六日目

出席することを要請された︒

いにしえの本物の大砲が飾ってあった︒夕食は一応正装で

にも近いそうである︒

言われ︑バイエルンの美

アウグスブルグを出て二時
間程でミュンヘン市内へ入り︑
雨のニンフェンブルグ城を見

半ば感心した︒
下りは徒歩でバスまで戻り︑湖近くのアルペン・ブリッ

4

物した︒十七世紀から十八世
紀にかけて建てられたバイエ

イン城︵一八六九年から︑十七年の歳月をかけて建造︶の

馬車に揺られながら山の上にあるノイシュヴアンシュタ

広大な美しい庭園と宮殿は見

山門に着いた︒この城はドイツを代表する美しい城で︑幻

流れていたのには︑日本人

日本語の説明案内テープが

はまさしく絶景であった︒

も断崖絶壁の上からの眺望

ものばかりで︑城外の風景

の壁画︑調度品は目を引く

城内の王の寝室や歌人の間

の旅行者が訪れるという︒

想的で華麗なその姿を一目見ようと︑毎年世界中から多く

ごたえがあった︒その後︑郊外の宿舎ミュンヘン・ペンタ・

ルン王家の夏の離宮の由だが︑

ノイシュバンシュタイン城

もこんな所まで大勢繰り出して来ているのかと半ば呆れ︑

ノイシュバンシュタイン城内

ホテルに旅装を解いた︒添乗員が午後のひとときを地下鉄
を利用して市の中心部へ行って自由行動しないかと提案し
てきたので早速同調することにした︒
ドイツに来て地下鉄に乗ることなど考えてもいなかった
ので交通システムの違いには興味を引かれた︒マリエン広
場や古式豊かな旧市庁舎のあたりを散策して︑とある街角
の一杯飲み屋で家内とソーセージを齧りながらビールのジ
ョッキを空けた︒
この夜の夕食はホテルではなく︑街のビア・レストラン
へ繰り出して︑飲み放題のミュンヘンビールの大ジョッキ
を何杯も空け︑ドイツ料理とドイツ音楽を気の行くまで楽
しんで午後九時半頃ホテルに帰着した︒

還暦記念ヨーロッパ旅行記

でショッピングを楽しみ︑その後再び車中へ戻った︒

ニンフェンブルグ城

ヨーロッパでは水も有料なので私達はもっぱらスーパー
で安いのを買うことにした︒
ルツエルン湖から市内を横断する様に水量が豊富と言う
か︑流れの早いロイス川があり︑雪解水なのか︑凄く冷た
い水であった︒そのロイス川の上にカペル橋が架かってい
る︒これは十四世紀に完成したという屋根付きの木橋で︑
屋根裏の梁に百余りの板絵が飾られており︑ルツエルンの
象徴と言われている︒火災に遭ったため︑今の橋は復元後

四人ないし五人のグループに分かれて卓を囲み︑スイスの

んだ︒この日の夕食は︑ホテルのロッジ風のレストランで︑

を散歩し︑例によってスーパーでミネラルウォータを仕込

﹃氷の宮殿﹄見学︑更に大雪原へ出て︑赤十文字のスイス

ユングフラウヨッホへ降りて︑氷河をくり抜いた展示室の

三五七三米︶へ登り︑アルプスの眺望を堪能した後︑再び

ここから更にエレベーターでスフィンクス展望台︵標高

予め準備してきた自分宛ての絵葉書を投函した︒帰宅した

ロッパで最も高い場所の郵便局があり︑添乗員に言われて

アレッチ氷河を眺望した︒ユングフラウヨッホには︑ヨー

の国旗が立った付近を散策し︑万年雪やヨーロッパ最長の

名物のチーズ・フォンジュに舌ツズミを打った︒
四月二十九日︵金︶快晴 七日目
モーニングコール八時︑朝食七時︑ホテル出発九時四十
だ︒早朝の太陽が昇る前後のアルプスの氷の山々は︑時の

所に来たことは︑自分の生涯でも初めての経験であった︒

よくよく考えてみると︑地上で三千米をこえるような高

ら記念の消印が施された葉書が既に配達されていた︒

橋の中ほどに八角形の﹃水の塔﹄がある︒このカペル橋

経過につれてピンクからオレンジへと色彩が変化し︑やが

しかもこの様な凄い場所に何の苦労もせずに短時間で容

分︑今晩また泊まるので荷物の回収はなく︑安らかな気分

は切手の絵にも︑チョコレートの絵柄にもなっていた︒こ

て日光に映えて銀色に輝き︑紺碧の空とのコントラストで

のものになっていた︒

の橋のあたりから見た山の中腹にある私達の宿舎ホテル・
とても眩しかった︒

易に到達できるのは驚きだ︒とにかく丸一日アルプス・オ

シャトウ・ギュッチは白色で優雅なお城というたたずまい

ワルトは︑中腹の感じである︒グリンデルワルトの街から

が︑アルプスの麓とすれば︑標高一〇三四米のグリンデル

ブリエンツ湖の間に位置し︑ラテン語で﹃湖の間﹄の意味︶

ームの窓越しにグリンデルワルトの緑の谷間を見て︑更に

行く︒途中のアイガーヴアント駅︵標高二八六五米︶でホ

度を上げ︑山をくり抜いたトンネルの中を上の方へ登って

クライネ・シャイデック駅を出発した登山電車は更に高

四月三十日︵土︶快晴 八日目
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ンパレードで疲れたが︑これも高山のためであろうか︒

空気は綺麗で本当に清々しい朝を迎えて︑命の洗濯とは

て呑んだビールの酔いの早かったこと︒今回のツアー仲間

で︑山の緑と調和していっぷくの絵になる構図であった︒

にホテルを出発して駅まで歩いた︒周囲が緑のグリンデル

のうち新婚のカップル一組が︑朝から別のアルプス登山コ

午後四時頃グリンデルワルトの宿舎アイガーブリックに

位置するベルナー・オーバーランド地方のグリンデルワル

ワルト駅から登山電車に乗る頃には︑太陽に当てられて汗

ースへ出かけて行ったが夕食時に帰って来ず︑海外ではあ

この様なものだろうなとつくずく思った︒今日は高山遠足

トへ向った︒午後三時頃に︑雄大なユングフラウ︵標高四

ばむ程であったが︑電車が動き出し高度が急速に増して行

るし何か事故にでも巻き込まれたのではないかと皆で心配

チェックアウトをしてから専用バスで旧市街︑ライオン

一五八米︶
︑メンヒ︵標高四〇九九米︶
︑アイガー︵標高三

くと︑風景も緑から白雪︑更に氷へと変化し気温も急激に

した︒団体行動はいつもそうだが︑自分以外の人に迷惑を

帰着した時はさすがにグッタリしていた︒シャワーを浴び

九七〇米︶等の有名なアルプス連山が目前に聳え立つグリ

下降した︒やがて雪が積もったクライネ・シャイデック駅

掛ける事だけは︑絶対慎むべきだ︒結局は無事に帰って来

のため厚着して︑帽子とサングラスを持って︑九時四十分

ンデルワルト︵この地名はケルト語で﹃岩と森﹄の意味︶

︵標高二〇六一米︶に着き︑午前十一時頃に早めの昼食を

たので︑皆で安堵の胸をなでおろし︑この旅で始めて同一

記念碑︑ルツエルン湖畔を周遊して︑スイスのほぼ中央に

に到着した︒

済ませた︒

少し離れた宿舎のアイガーブリックは︑受付けや食堂のあ

上のアイスメール駅︵標高三一六〇米︶で氷河が崩れて行

モーニングコール六時半︑荷物の回収七時半︑ホテル出

標高五六六米のインタラーケン︵この町はトゥーン湖と

る本館︑ロッジ風のレストラン︑本館から五十米程離れた

く様子を眺め︑最終駅のユングフラウヨッホ︵標高三四五

発八時半︑専用バスは一路ジュネーヴへ向う︒十一時頃︑

場所で二泊したスイス・グリンデルワルトの夜は静かに更

山の方にある宿舎専用のエレベータ付き高層ロッジの三つ

四米でユングフラウの肩の部分に相当する駅︶に到着した

レマン湖が見えてきた所で大通りから外れて湖畔近くのシ

けて行った︒

からなっている︒

のが午後一時頃であった︒

荷降ろしをしてから︑グリンデルワルト駅近くの商店街

還暦記念ヨーロッパ旅行記

ョン城を観光することになった︒
レマン湖はスイスとフランスに跨がるアルプス地域最大
の東西に長い三日月形の湖で︑長さが約七二キロ米︑南北
最大幅が約一四キロ米︑水深三一〇米︑北側にはジュラ山

で︑これからの幸運を祈念し︑家内と記念のツーショット

印象だが︑たった一つだけ幸福の椅子というのがあったの

ルダーバッグは前方に抱える様に持った︒花の都パリの噂

持ち物には十分注意するよう︑くどい程言われたのでショ

添乗員から︑パリはスリだの窃盗だの犯罪が多いから︑

には程遠く︑パリ駅周辺は汚い所であった︒昼直前になっ

を撮ってもらった︒
大通りを隔てたシヨン城近くのレストランでシヨン城を

有名なモントルーの街等がある︒陽当たりの良い南向きの

中心でもあるローザンヌ︑さらにジャズフェステイバルで

ック委員会︵ＩＯＣ ︶本部が置かれて︑この辺の文化の

はスイス領で︑国際都市のジュネーヴ︑また国際オリンピ

それに真っ黒い鵜まで寄ってきて賑やかであった︒自分の

よって朝ホテルから仕込んで来たパンを撒いたら白鳥︑鴨︑

あるイギリス庭園などを散策した︒レマン湖畔では︑例に

ヴ大学構内の宗教改革記念碑︑オービーブ公園︑花時計の

午後はレマン湖に沿ってジュネーヴへ入った︒ジュネー

フェル塔︑凱旋門︑コンコルド広場などを観光した︒ノー

昼食後︑ノートルダム寺院︑シャンゼリゼー通り︑エッ

飽きた場合はともかく︑余り歓迎したものではなかった︒

あったのかも知れないが︑海外での日本料理は西洋料理に

ろそろ日本食が恋しい頃ではないかとのＪＴＢ の配慮が

トランに行った︒私達が日本を離れて九日経っており︑そ

ており︑リュクサンブール公園を見てから︑日本料理レス

斜面ではブドウ栽培が盛んで上質な白ワインの産地になっ

餌に寄って来る鴨を追っ払う鵜がいれば︑逆に鵜を追っ払

トルダム寺院近くの外貨交換所では︑一フランス・フラン

眺めながら昼食を済ませた︒

ている︒南側のフランス領にはミネラルウォータや温泉リ

う鴨もいて︑力関係の上下はよく判らなかったが︑図体の

が十八・九四円でジュネーヴより交換レートは良かった︒

脈がひかえ︑南と東はアルプスに囲まれている︒湖の北側

ゾートで知られたエビアンの街などがある︒

大きい白鳥は︑彼等の争いに無関心という風情でユッタリ

ション︵ＣＨＩＬＬＯＮ ︶城は︑モントルーの街から

エッフェル塔の前で私達夫婦は年齢合計が百歳以上とい

うことで︑塔を背景に大きな記念写真を撮影してくれ︑ホ

と構えていた︒
ジュネーヴの宿舎は五つ星のル・プレジデントで︑ここ

テルに帰った時にプレゼントされたが︑この写真はなかな

今日はヨーロッパに来て始めて︑鉄道でジュネーヴから

アルメ通りを北西へ行った所にあり︑ブローニュの森を眼

鉄の乗り方を教えて貰った︒宿舎は凱旋門からグランド・

午前七時四十五分ジュネーヴ発ＴＧＶ は︑東海道新幹

千五百円︶であった︒店内で私達のテーブルの近くにいた

ーキとカフエーオレを満喫して七八フランス・フラン︵約
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車で十分程の所に位置し︑レマン湖の中の岩島の上に建て
られ︑自然のお掘りに囲まれており︑アルプス連峰とレマ

も夕食は正装を要請された︒夕食して午後八時過ぎに近く

か見栄えがあり︑とてもよい土産になった︒オペラ座近く

の日本人向け土産免税店三軒ものぞいたが︑あまり興味は

なかった︒

花の都パリへ行くのである︒モーニングコール五時四十五

下に見下ろすコンコルド・ラファイエット・ホテルである︒

五月一日︵日︶快晴 九日目

の公園を散歩したが︑夜には程遠い明るさであった︒

ン湖と背後の傾斜面の緑に映えるこの城は何とも美しい姿
で︑絵画的なたたずまいであった︒かのヴィクトルユーゴ
は︑この城を﹃岩塊の上の塔の塊﹄と表現しているが︑そ
んな感じであった︒もとは九世紀頃︑古代ローマの遺跡の

十六世紀頃新教を導入しようとして旧教徒の君主に捕ら

分︑荷物回収六時十五分︑朝食六時半︑ホテル出発七時で

旅装を解いて暫く休息して︑夕食まで時間があったので︑

明日は終日自由行動であり︑添乗員からパリ市内の地下

えられこの城の地下牢に幽閉されたという︑ジュネーブの

ジュネーヴ駅へ向かった︒列車が出るまでの時間を利用し

家内とホテルの中を探訪することにした︒

上に建てられたイタリアに抜ける街道監視用の﹃関所﹄で︑

修道院長ボニヴァールの史実にもとずいて︑イギリスの詩

て駅で持ち金のスイス・フランをフランス・フランに︑又

後世になって牢獄や処刑場としても使用された︒

人バイロンが十九世紀に叙事詩﹃シヨンの囚人﹄を書いて

円貨も両替した︒一フランス・フランが十九・三九円で後

このホテルは大規模で︑多くの有名店があったが︑私と

有名になったそうである︒
していて︑動物園のライオンの檻の床を思わせた︒柱には

線より振動が大きい感じであったが︑菜の花が一面満開の

白人の老夫が話しかけてきた︒多分フランス語と思われた

家内はケーキの旨そうな喫茶店に入った︒本場のチーズケ

バイロンが自ら刻んだという名前︵一八一六年︶が残って

風景にみとれていたので苦にならなかった︒三時間半程で

が︑何を言っているのかこちらはサッパリ分からず︑その

のパリより交換レートはよくなかった︒

いた︒シヨン城は︑その華麗な外観に比べて城内は暗く︑

パリ駅に到着した︒

城内の暗い地下牢は床が凹凸のある岩磐の地肌がむき出

古代の鎧兜に槍刀が陳列され︑何ともおぞましい場所との

還暦記念ヨーロッパ旅行記

てもらった︒今日ＪＣＢ プラザ・パリでキャッシングし

美術館内の方が手取り早いと考え︑ルーヴル・レストラ

うちあきらめた様であった︒

ル九五︑コーヒー十四︑テイー十五の合計四六四フランス・

ンに入った︒オプショナル・ツアー費用を節約した分︑昼

ルーヴル美術館見学は︑代金が一人当たり三八〇フラン

フラン︵約九千円︶はＪＣＢ カードで支払った︒このル

て精算することにした︒日本では代金一人二万円が︑当地

ス・フラン︵七一九二円︶の半日コースのオプショナルツ

ーヴル・レストランは日本人の客あしらいがたくみで︑フ

夕食は正装抜きのラフスタイルでよく︑メインは︑名物

アーがあったが︑敢えて単独行動の地下鉄コースを選んだ︒

ランス語が出来なくても食事をするのに苦労はなかった︒

食には思い切って投資することにし︑美味そうなメニュー

因みに︑昼食代を別にすると私達夫婦の交通費・観覧料は

同じ館内でもファミリーレストランの方は混雑していたが︑

パリでは約一万八千円弱で済んだから︑私の円高メリット

地下鉄二五︑ルーヴル美術館八〇︑ルーヴル美術館紹介本

ルーヴル・レストランは高級なのか︑そんなに混んでなく

のエスカルゴ料理であった︒私は台湾生まれで︑食用カタ

代六〇︑オペラ座一二〇で︑二人合せて二八五フランス・

静かに家内と本場のフランス料理を楽しむことが出来た︒

とワインを選んだ︒コース・ランチ三四〇︑白ワインボト

フランであった︒コンコルド・ラファイエット・ホテルに

昼食後は腹ごなしをかねて︑地図を頼りに徒歩でバンド

作戦は正解であったと思う︒

直接連絡している地下鉄ポルト・マイヨー駅からルーヴル

ーム広場のＪＣＢ プラザ・パリへ行き︑今夜のセーヌ川

ツムリにはヘキエキしており︑類似の巻き貝には弱いので︑

全員そろっての夕食も今晩が最後になるので︑ＪＴＢ か

美術館最寄りの駅へ行った︒出口を間違えたせいかちょっ

デイナクルーズの代金相当分をキャッシングした︒それか

今回の旅で唯一苦手な食事に出くわしたわけである︒

らワイン飲み放題のサービスが振る舞われ︑我々は︑十分

と遠回りして︑初めは美術館の入り口が何処か判らずウロ

ら昨日訪れた免税店付近を歩いて︑オペラ座を見学した︒

今回のツアーで︑唯一の自由行動の日で︑終日パリ市内

五月二日︵月︶快晴 十日目

エスカルゴを食べなくても︑支障はなかった︒

エスカルゴ料理以外にも︑いろいろな料理が出たので︑

堪能した︒

ウロしてしまった︒
ている︑レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザの微笑やミ

丸天井に描かれたシャガールの﹃夢の花束﹄は︑実に見

約四五〇人も出演出来る世界最大規模の劇場だそうである︒

クルーズ船では︑ライトアップされたルーヴル美術館︑
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を楽しめる︒一応モーニングコール七時半︑朝食七時から
た︒折角パリに来たので︑ベルサイユ宮殿の参観を望んだ

ロのヴィーナスなどの実物を初め︑陳列物も多種︑多様そ

事なもので︑劇場の階段を初め︑あちらこちらに豪華な装

オペラ座は一八七五年に完成の客席数二二〇〇︑一度に

が︑毎年五月一日と毎週月曜日は休館日になっており︑今

れに多量である︒絵画︑彫刻など六部門に分れ︑展示総数

飾が施され見応えがあった︒ついでにオペラ座近くのパリ

ルーヴル美術館は︑巨大な建物で私の様な素人でも知っ

回はこれが重なる形で何とも間が悪く︑ここだけは幸運の

は三十万点を超えるとのことである︒それこそ半日で見ら

十時になっていたが︑例によって早起きして朝食を済ませ

女神の微笑みが得られなかった︒今まで沢山の幸運に恵ま

帰りは地下鉄の入り口が判らず困ったが︑オペラ駅から

三越へも寄った︒
が多く︑遠足より重労働で入館して三時間もたってないの

コンコルド駅乗換えでポルト・マイヨー駅へ着き︑コンコ

れる範囲は物理的に限られてしまった︒館内は上り・下り

そこで今日は︑地下鉄を利用してルーヴル美術館をメイ

に︑顎を出してしまい最寄りのソファーに座り込んでしま

れてたから致し方ないとあきらめた︒
ンに見学してオペラ座︑免税店︑シャンゼリゼー通り︑凱

ルド・ラファイエット・ホテルへ戻った︒セーヌ川デイナ

クルーズ参加組は︑夕方六時四十五分にホテル一階フロン

った︒
これだと一日中回ってもどのくらい参観出来るか︑体力

旋門を散策するという大雑把な計画を立てた︒今晩はオプ
ショナルツアーのセーヌ川デイナクルーズを申し込んだの

ではないだろうか︒館内では︑あちらこちらに若い画家が

オルセー美術館︑ノートルダム寺院︑エッフェル塔などパ

トに集合し︑送迎バスでクルーズ船発着所へ行った︒

セーヌ川デイナクルーズは︑一旦日本で申込んでから取

絵画を模写している光景が目を引いたが︑あれは特別な資

リの夜景を楽しみながら︑デイナー︑ワイン︑ビールを堪

的にも自信がない︒観覧専用の車椅子か何かがあれば便利

り消したが︑こちらで確認したところ未だ空きがあるとの

格ないし許可証がいるのだろうか︒興味ある素人にも門戸

で︑夕方までには宿舎に帰着しなければならない︒

ことであった︒しかし︑当日申込でなく一日前迄の申込な

能した︒船の外周は飛沫避けなのかどうかは判らないが︑

透明なヴィニール・シートで囲まれて暖かったが︑船橋︵ブ

を開いてくれれば︑写生でもするのになと思ったりした︒
疲れたので早めに昼食を取る事にした︒

ら受け付けるとの事だったので︑早速昨日添乗員経由で申
込んだがキャッシュの持ち合わせがなく代金も立替払いし
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今日ロンドンからパリに着いて︑このクルーズに直行・
た︒それから酒屋で一本八フランス・フラン︵約一五二円︶

チは一個二二・五フランス・フラン︵約四三〇円︶であっ

彼女がいて本当に助かったのである︒大きなサンドイッ

行中は買い物に余念がなく︑土産を沢山持って来ており︑

ん︑母娘︑ＯＬ 三人組のいずれも女性の多い構成で︑旅

る要請もなくパスして入国した︒私達夫婦以外は︑新婚さ

すぐ通関のところへ行ったが︑検査官からトランクを開け

ーブルでは︑待つ間もなく自分のトランクが出て来たので︑

参加したという別のパック・ツアーの三重県出身の塾年夫

の缶ビールを三つ買った︒家内と二人で舗道のベンチに腰

なかなか通関から出てこなかった︒

寄って来て通訳をやってくれたので一件落着した︒

婦と席が隣り合せで︑旅の話に花が咲いた︒このご主人は

掛けて︑典型的なパリの町並みを眺めながら︑今度は何時

今回はプライベート旅行だったので︑各国通貨をうまく

リッジ︶は気温が低く寒いくらいであった︒照明も艶やか

カメラマニアらしく︑盛んに写真を撮って後日送ってくれ

チャンスがあるのかな︑また来る機会があればいいのにな

コントロールして︑すべて使い切って来たので︑成田空港

で︑船内は時の経つにつれて賑やかに盛り上がった︒

た︒

などと話しながら缶ビールを空けて︑ホテルへ戻った︒

海外旅行もいつの間にか︑十一日が過ぎて早くも帰国の

ペンなどを買い︑残りのフランス・フランは円貨に交換し

かった︒空港の免税店で土産の酒︑口紅︑クロスのボール

ホテルをあとに専用バスでシャルル・ド・ゴール空港へ向

チェックアウトを済ませ︑コンコルド・ラファイエット・

偶然添乗員とまた一緒になった︒

て帰途は空港バスで箱崎のＴＣＡＴ へ行ったが︑車中で

き︑ＱＬ ライナーに託送を依頼した︒私達は身軽になっ

での円貨への両替はしないで済んだ︒荷物は︑割れ物を除

五月三日︵火︶快晴 十一日目

日が到来した︒モーニングコール八時︑荷物回収九時︑チ

因みにレートは︑一フランス・フラン当たり十七円二十

蔵門線経由田園都市線一本で効率良く帰った︒こんなに長

に近いとのことだった︒私達は箱崎に近い水天宮駅から半

彼女は気さくなチャキチャキの江戸ッ子で︑住居は箱崎

て綺麗さっぱり外貨を処分した︒

りしたスケジュールであったが︑私達夫婦は持てる時間を

銭であり︑円への交換は千円札以上に限られている︒ルフ

エレベータは登りだけ一人三十一フランス・フランかか

で危うく集団スリにやられかかったと言っていた︒私達は

た様だが︑パリでの自由行動の日︑買い物に行って地下鉄

念がなかった︒母娘組は前にも来たことがあり旅慣れてい

機内では仲良くなった仲間と今度の旅の思い出語りに余

であった︒

ナンでいい人だったし︑ツアー仲間も気さくな人達ばかり

の旅は幸運に満ちていた︒行動をともにした添乗員はベテ

期せずして幸いにもパックツアーを手にした当初から︑こ

い変化の連続で︑息をつく間もないうちに終ってしまった︒
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ェックアウト十一時半︑出発十一時四十分とわりにゆった
有効に活用すべく︑今日も早起きしてホテル近くのポル

く家を空けたのは初めてで︑連休を利用して留守番を頼ん

ール空港を十四時四十分に出発して︑フランクフルト空港

旅は何処に行っても新しい発見があり︑心を豊かにして

トハンザ・ドイツ航空の国内線でパリのシャルル・ド・ゴ

通りを徒歩で往復することとし︑シャルル・ド・ゴール・

に十六時着︑今度はルフトハンザ・ドイツ航空の国際線で

くれる︒この旅の十二日間は天候にも恵まれ毎日が目新し

ト・マイヨー広場から片道約一キロ米のグランド・アルメ
エトワール広場の凱旋門まで行った︒大通りは交通が激し

十六時五十五分に出発してヨーロッパに別れを告げた︒

るが︑切符の売り場が地下だったことを知らず︑最初その

機内に場慣れしたせいか︑前にも増して厨房室に足しげく

当初良い旅になりそうと予感した通りに事がはこび︑同

でいた娘夫婦も私達の無事の帰着を喜んでくれた︒

いので︑凱旋門には大通り広場直下の地下道からアプロー

場所を探してウロウロしてしまった︒折から素晴らしい快

通い︑ケーキ︑ワイン︑ウイスキー︑ジュース︑お茶︑お

行の皆さんには︑とても感謝している︒誰一人として病気︑

チすることになっており︑エレベータで凱旋門の頂上に登

晴で︑凱旋門頂上からパリ市内が三六〇度眺望できて満足

むすびなどを飲んで食べて退屈さを凌いだ︒テレビのデイ

った︒

した︒

に恵まれ︑最高の想い出となった︑記念すべき還暦旅行の

私の生涯で初めての最長十二日間にわたって多くの幸運

の六﹄と言っても良いだろう︒

きたことは︑これこそ今回の旅を総括して最高の﹃幸運そ

盗難︑事故に遭わず最後まで全員揃って安全無事に帰国で

成田国際空港に午前十一時十分無事到着した︒ターンテ

五月四日︵水︶曇り 十二日目

スプレーでは︑日本では公開前の映画を一晩中流していた︒

添乗員から今日は機内搭乗まで︑昼食を取る機会がない
と言われていたので︑グランド・アルメ通りにあるパン屋
に立ち寄り︑長いフランスパンにハムや野菜をふんだんに
挟んだサンドイッチを買い求めようとした︒しかし︑言葉
が通じないためスッタモンダしていたら親切な女子学生が
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記録をこの辺で閉じようと思う︒
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