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はじめに 
   

自分は、１９６９年３月１０日に○○商事（株）に入社し勤続満２５年となった。 

それについて、会社が労をねぎらうという意味を兼ねて、リフレッシュ休暇と２０万円の旅行クー

ポンを支給してくれることになった。せっかくの会社の好意であるし、遠慮なく利用させてもらう

ことにした。 

当初は、ハワイへ行きホノルルマラソンに出場しようと考えていたが、それは１１月であり、そ

の間に不景気を理由にこの制度を中止されたら困るので、早い目に行くことにした。行き先を何処

にしようかと考えているとき、テレビでオードリー・ヘップバーンの「ローマの休日」という映画

が放映された。それを見て、ローマに行こうと決めたのである。ローマに行くからには、他のヨー

ロッパの都市も見て周ろうと思い、パックツアーを色々検討し、ローマ、アテネ、パリのコースに

することになった。 

日はいつにしようかと考えたが、ツアーの日程的なものを考え、また仕事との絡みも考え、最大

公約数をとり、６月１日から１０日までにした。仕事のことは気になるが、そんなことを考えてい

たら、何も出来なくなるので、部の皆さんに甘えることにした。まさか帰国したとき机がなかった

ということはなかろう。それに、自分の仕事の仕方として、自分がいなければ誰も判らないという

ような仕事の仕方はしてこなかったつもりである。それに、○○さんという優秀なサブがいるので

その点からも安心できた。 

そんなことなど色々考えた上での実行となった。正直言って一人で行くのは寂しいのであるが、

まさか一緒に行ってくれる女性などいるはずがないのである。結局単独行動にならざるをえないの

である。まあ、生まれて初めてのヨーロッパ旅行、さてどんな珍道中になったことやら、本文を参

照頂きたい。 

 

 ６



１９９３年５月３１日（月曜）出発前夜 

１．大阪空港での夕食  

午後６時過ぎに会社を出て梅田第一ホテルの前から空港バスに乗り大阪空港へ向かった。つく

とすぐにジェットツアーの受付に行き搭乗券などをもらった。預けてあったトランクを出し東京行

きの便のカウンターに預ける。その後少し早いが夕食をとることにした。滑走路が見えるレストラ

ンでビールを飲みながら食事。何だかいい気分になってきて束の間の幸せを感じた。自分自身が２

５年我慢して勤めた結果こういう特典にありつけたことについて、まず会社にも感謝せねばならな

いが、自分自身にも感謝すると同時に、自分自身をよく頑張ったと誉めてやりたい気持ちになった。

まあ、まあ色々なことがあって会社をやめようかと思ったことが３回ほどあったが、思いとどまっ

てよかったと思う。（１回目は入社して１年半位の時ちょんぼの連続でいやになったとき。２回目

は○○金属に出向した時、３回目は○○建材リースに出向したとき）また、苦しい時励ましてくれ

助けてくれた同僚や友人達に心から感謝したい。 

 

２．大阪空港 羽田空港 モノレール ＪＲ 荻窪 姉の家 

全日空４０便で午後８時大阪空港を後にして羽田へ向かった。羽田着午後９時過ぎ羽田空港に

到着。すぐにモノレールに乗り浜松町へ向かい浜松町からＪＲで東京まで。東京から一番線に乗っ

て荻窪に向かった。荻窪のついたのは１１時過ぎころであったかな。姉に電話して駅まで迎えにき

てもらった。 

 

３．姉の家で 

夕食を食べてきたのであるが、姉の家では少し軽い食事を用意してくれておりビールを飲み談

笑しながら食べた。姉がおみやげ何を買ってきてもらおうかと盛んにカタログを見ていた。明日出

発の準備をしてから１２時半頃床に入った 

 

１９９３年６月１日 （火曜）出発日  １日目 
 

 
４．成田エクスプレスで成田空港へ 

午前５時半頃起きた。洗面を済まし、朝食をし、大

便を済ませ午前６時１５分頃姉の家を出発。荻窪駅ま

で兄が車で送ってくれた。前日姉が成田エクスプレス

の乗車券を買ってくれていたが、新宿～成田までであ

ったので、荻窪～新宿までは切符を買った。６時４０

分頃新宿についた。すでに成田エクスプレスＮＥＸ５

号はホームに入っていた。７時７分成田にむけて出発。

少し緊張気味であったような気がする。電車の中では

ゴルバチョフの本を読んでいた。（少し寝たが）８時３

１分頃成田に到着。 

 

 

 

 ７
成田空港南ウイング出発案内ボード



５．成田空港にて 

成田着後すぐに受付カウンターに行き登場手続きを行った。やはり予想通りペアーばかりであ

った。（新婚かどうかは定かではないが）しかし、女の子で一人旅ふうの人がいた。うんよしよし。

チャンスがあったら．．．？その子は自分と同じコースとは限らない。手続きを済ましてから大便を

して（腹の調子をベストにもっていかなければならないから）、その後空港内をうろうろ見物した。

そして東京銀行があったので、イタリアのリラを５万円分交換。レートは１リラあたり０．８６３

円。最近史上最高の円高のため相当有利になっている。手数料込みで５７万リラ両替できた（イタ

リアはインフレのせいか非常に桁が大きく勘が狂ってしまう。９時半に再度の集合がかかり英国航

空のＢＡ６便の搭乗券をもらった。 その時に成田空港の空港施設利用料なるものを強制的にとら

れたが、呆れてものが言えなかった。何といくらと思う。何と２千円である。こんなこと初めてで

ある。その後向こうで食べるつもりで少しおやつを買った。１０時過ぎに税関を通った。税関の係

が非常に態度が悪く、自分が注意されたのではないが、誰かが写真を写したのに対して（禁止であ

るとの貼紙がされていた）、「写真を撮ったら駄目だ、どこに目をつけているのかと激しい口調で余

分なことまで言って注意した。いささか言い過ぎではないかと思った。中に入ってからもうすぐ出

発であると電話した。 

 

６．いよいよ出発   ジェット機内で 

１０時半から搭乗開始。自分の席は「４７Ｈ」でとなりの二人はペアー。（男の方はチョボ髭

をはやした堀内孝雄みたいな奴）全くやってられない。１１時過ぎ定刻通り出発。舞い上がってか

らしばらくすると席が大部空いていたので自分の好きなところに移動した。自分は３つ並んだ席で

一人だけでゆったり座れるようになった。しばらくして食前酒としてビールが出た。（好きな飲物

を選べる）その後すぐに昼食が出た。メニューは次の通り 

          地中海風サラダ 

          牛フィレ肉のおろし醤油添え  ホウレンソウ 

          人参、ヌードルのバター和え 

          和風の漬物  新鮮な季節の果物と羊羹   

          コーヒー  チョコレート菓子添え 

まあまあまずくもなく普通であった。しかし、取り合わせそのものが日本の会社ではないのでいさ

さかおかしい部分もあり、デザートとして果物に羊羹がついていた。少し変な感じがする。少しも

残さず全部食べた。再び思うのであるが、２５年まじめに勤めていたおかげで、こんな旅行をさせ

てくれたこと、非常に自分自身に対して、また会社に対して、また、自分を支えてくれた家族や友

人、同僚に本当に有難い気持ちで一杯になった。これも自分自身が辛抱してきたおかげである。再

び少しの幸せを感じた一時であった。いま現在日本時間１６時１５分、英国時間８時１５分。英国

時間で１５時３５分ロンドン到着の予定。あと７時間２０分の行程である。その後の行程としては、

ロンドンヒースロー空港到着後２時間１０分ほどの乗継ぎ待をした後１７時４５分にローマに向

けて出発しローマ到着は２１時１０分頃の予定。着いてからの観光は、他の人たちはペアーばかり

なので単独行動になりそう。写 真を撮るにも困る。勇気をだして人の頼むつもり。機内ではゴル

バチョフの本を全部読み終えた。映画もしていたが全く見る気がしなかったが、確か高倉建主演の

たぶん元中日の星野監督関係のプロ野球の映画その他をしていたと思う。自分の席からははっきり
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見えないので、反対側窓際へ行き地上の景色をたびたび見に行った。たぶんそれはロシアの原野で

あろうどこまで行っても雪の少し混じった景色が広がっていた。あの広い原野の中にも人々の生活

があるかと思うと、そうあのロシア人の生活があると思うと何だか懐かしく（？）思えてきた。自

分は紛れもなくロシアの上空を飛んでいるのである。本当に広い。何とかあの広い大地をうまく利

用して人々が豊かな暮しを出来ないかと思うのでありました。それから、機内食の出た時間を記し

ておく。日本時間で１回目 １２時過ぎ ２回目 ２１時頃 ３回目（ロンドン～ローマ間）２時

２０分過ぎ 

内容は１回目は前記 ２回目は次の通り 

      そーめん 

            魚介類と野菜のてんぷら  ご飯と絹さや添え 

            和風の漬物  フルーツヨーグルトムース 

            コーヒー  チョコレート菓子添え 

      ３回目は英国風の軽い食事（内容よく覚えていないが） 

            パン 菓子パン クラッカー ロースハム バター サラダ  

            紅茶 クッキー ウインナーソーセージ 他  

３回目の食事の食前酒としてでた炭酸入りワインは自分の口によく合いうまかった。食事も質

素ながら自分の口にあった。 

 

７．ロンドン ヒースロー空港 ローマに向けて出発 

ロンドンのヒースロー空港に着いたのは英国時間の３時過ぎ。それから５時４５分の出発まで

ロビーで待った。ヒースロー空港は少し変わった空港で少し抜け穴があるような感じ。検問ゲート

をくぐってから、反対方向に行って戻ってこようとしたが、つうつうになっていて、戻るときまた

ゲートをくぐらねばならなかった。英語がしゃべれたら少し理由を言うのであるが、しゃべれない

ので係員の支持にしたがった。ヨーロッパは今、ＥＣと言うことでヨーロッパ人は出入り自由にな

っているみたいで、少し我々ＥＣ圏外の人間は通常通りとなるが、日本人は信用があるらしくＥＣ

圏の人間と同等扱いになっているような気がした。しかし、厳密にはそうではないと思う。 待合

ロビーの店でプレイボーイ誌を見たがここは紛れもなく日本ではないのである。ヘアー丸だしのヌ

ード写真が掲載されている。黒黒（かつらの宣伝ではないが）もろに真っ黒い女性のちん毛が見え

ている。店では何かを買うにしてもポンドの持ち合わせがない。両替するのもめんどくさい。だか

ら何も買わず何も飲まず何も食べなかった。家に電話をしようかと思ったがそれもやめた。自分の

コースは、他の人はペアーであるが、先程も少し触れたが一人だけ（ひょっとするとローマに行っ

てからのコースが違うのかも知れないが）一人旅の若い女の子がいた。声をかけてみようと思った

が、自分はアカンタレ！声をかけることが出来ない。もう一度チャンスを狙って話しかけてみよ

う！！ ヨーロッパでは今、サマータイム時間を採用。ローマ時間８時半だと言うのにものすごく

明るい。何だか２４時間昼間であったような気がする。（事実そうである）ＢＡ５５８便で英国を

飛び立ってローマに向かったが、英国は本当に山のない国である。全部平野で非常に緑が多い。ゴ

ルフ場もたくさんあるみたい。なかなかいい感じがする。  

 

８．ローマ空港 到着時のこと。グループから外れてしまう。白タク運転手の勧誘 
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いよいよローマに到着した。時間はローマ時間２１時１０分。この時間だと言うのに日本で言

う夕方と言う感じの明るさであった。やはり国によってジェット機から見える地上の様子はだいぶ

違う。ここイタリアの場合は、何だか小麦畑がたくさんあるような風景であった。ジェット機から

降りてからターミナルまでバスに乗った。ターミナルに着いてから僕は一人でどんどん出口に向か

って歩いて行った。まず手荷物を受け取るために自分の荷物がコンベアーで運ばれて来るまで待っ

て、来たので税関の方へ向かった。しかし、この積極性（？）が問題であった。この空港の税関は

かなりいい加減で税関外に出るまで何も検査がなくフリーパスであった。自分はどんどん歩いて行

った。結局何も検査無し。しかし、他の連中は誰もこない。どうしてだろう。僕は一瞬不安になっ

た。しかも、現地添乗員らしき人も見あたらない。緊張と不安で口がからからになってしなった。

そのうえ、税関を出た途端、現地人が何かイタリア語で「タクシー」と尋ねてきた。自分は添乗員

でもないみたいなので何かおかしいと思った。その勘がズバリ当たっていた。自分が行く場所のホ

テルの地図などを見せたが拉致があかない。自分が「ジェットツアー」と言っても相手に通じない。

これで自分は相手が悪名高き白タクの運転手であると判断した。判断がよかった。危うくひっかか

るところであった。そのまま付いて言っておれば、どんなことになったかも知れないし、そのまま

迷い子になってしまったかもしれない。この調子では先が思いやられるなあと思った。難を逃れて

よかったのであるが、さあ、今度はグループと添乗員を捜さねばならない。口がからからに乾いて

しまった。しばらくその辺をうろうろした。しかし、見つからない。仕方がないので思いきって、

もう一度税関の中に入ってみることにした。何か言われてもどうにかなるやろと勇気をだして（必

死と言うことの方が適当かも知れない。しかし、中へ入って言っても何も言われなかった。言うよ

り誰も係員がいなかった。この国のいい加減さに反対に助けられた感じである。中へ入ったらいた

いた。添乗員とツアーのグループがこちらへぞろぞろと歩いてきていた。そして、添乗員が「遠く

から正木さんですかと、声をかけてきた。ホット安心した。自分はまさか添乗員が税関の中まで入

ってきていると思わなかったので、改めてこの空港のいい加減さを感じた。添乗員に少しの言い訳

と詫びをいった。いよいよローマと言う始めからつまずいた感じであった。しかし、本当に白タク

の男に付いて行かなくてよかった。そのあと、空港の前までバスが迎えにきていたので、それに乗

りホテルへ向かった。 

 

９．ローマの第一歩 

バスに乗るときは、すっかり日も暮れていた。バスの中で現地添乗員から、注意やら説明など

を受けた。スリやひったくりに気を付けること。タクシー等にも気を付けること。ジプシーに気を

付けること。両替のこと。その他色々なことを聞いたが忘れてしまった。バスは高速道路などを通

り市内に向かった。やっぱり外の景色を見ているとここは紛れもなく外国であると感じた。市内に

入ったが、まず感じたのは、非常に薄汚れていて汚い感じがし、道路上にはやたらとほこりだらけ

の自動車が路上駐車されているということ。名所はライティングされていてわかりやすかった。や

がて我々の宿泊する「メトロポールホテル」に着いた。着いてからロビーで明日のことなど簡単に

説明を受けた。それから部屋の鍵の引換券と朝食券ももらった。それから各自フロントに行き鍵を

もらうと同時に手続きの関係でパスポートを預けた。その時一緒に朝食券を渡したかどうか判らな

くなり後での心配の種になってしまった。自分の部屋は４０４号室であった。 
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１０．ホテルで朝食のチケットの紛失のこと 

４０４号室に入った。その部屋はツインベッドの部屋であった。このホテルは比較的新しい

みたいで部屋もずいぶんきれいな部屋でツインルームのため全体的に広かった。やれやれ少し疲れ

たがほっと一息ついた。それからまず楽なっかこになり荷物の整理をした。その時である。さっき

少し書いた心配事が発生した。明日の朝食券がないことの気が付いたのである。鍵をもらったとき

渡したままなのか、もらって落としたのか判らなくなった。あちこち捜したのであるがやっぱりな

い。言葉がしゃべれないので下に聞きに行くにもどうしていいか判らない。ひょっとしたら明日朝

食をとれないかも知れない。一食くらい食べなくてもどういうこともないのであるがすごく不安な

気持ちになってきた。俺は度胸のない情けない男だと思った。そんなこと気にする必要ないものの

相当長いこと考え込んでしまった。結局フロントに聞きに行こうと思って下に降りたが、結局何も

聞けなかった。（言葉がしゃべれたらいいのになあとつくづく思った。）あきらめてまた部屋に戻り、

明日になれば何とかなるやろと開き直ってもう考えないことにした。そのあと風呂に入った。ヨー

ロッパのホテルはこういうことが多いらしいが、バスタブが付いておらずシャワーのみであった。

西洋式ホテルはどこでも同じであるが、トイレとバスが同じであるが、少し日本のホテルと違った

のは、便器の横にもう一つ別の便器のようなものが付いており何かと思ったが、あれはたぶん女性

用のビデ（？）洗いの器なのかも知れない。いずれにしろ自分には全然関係のないものであった。

タオルとバスタオルが２組づつおいてあったが、この布地が日本の様なタオル地ではなくただの綿

の布地でイタリアにはタオル地がないのかと思った。（やはり風呂へ入るときはタオル地でないと

へんな感じであり洗った気がしない）頭を洗い体を形式通りに洗いさっぱりとした。 

 

１１．テレビのショー 女性のまん毛丸だし 

風呂からあがってからテレビをつけた。あちこちチャンネルを回してみたが、あるチャンネ

ルに目がとまった。女性のヌードみたいなのをやっていた。それをしばらく見ていたが、ギョギョ

ッ、やがて女性は素裸になった。よく見ると、パンティーも何もはいていない。真黒けの「まん毛」

（卑猥な表現で失礼）丸だし。びっくりした。聞いてはいたものの、ここまで開放的だとは思わな

かった。ここは日本ではない。紛れもなく外国、ヨーロッパであると変なことで実感してしまった。

これから先が何だか楽しみになってきた。毎日こんな番組が見れると思うと、ウシシとよだれをた

らしそうになり、ニヤッ！！！ テレビを消して寝ようと思ったが、疲れていることと時差ぼけと

緊張感とでなかなか寝つけず、寝たと思っても熟睡はしておらず何回も夜中に目が覚めてしまった。 

 

１９９３年６月２日  （水曜） ２日目 
 

１２．朝食時レストランのいいかげんなこと フリーパス 

６時半頃に起きた。顔を洗って髭を剃っていつもの日本での習慣と同じである。その後、１

階へ降りて食事をすることにした。ヨーロッパでは日本での１階は０階であり、日本での２階が１

階である。少し変な感じがした。降りたらすぐにフロントへ行き昨日預けたパスポートもらいに行

った。このとき昨日あれだけ心配した朝食券も一緒にくれた。昨日パスポートと一緒に渡していた

のである。何もいらん心配する必要はなかったのである。自分はちょっとしたことにくよくよした

り、心配したりするところがある。欠点である。もっとのんびりと悠々とどっしりと物事に対して
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考えれる人間になるよう努力しなきゃいかんとつくづく感じた。当初の予定では、朝食はコンチネ

ンタルブレックファーストであったが、アメリカンブレックファーストに変更された。（コンチネ

ンタルは、パンとコーヒーだけ。アメリカンは、パン、飲物の他にビュッフェ形式で色々なものが

付く。）このホテルのレストランに入って思ったのであるが、昨日経験した空港と同じく、いい加

減なのである。まさにフリーパス。外部のものが入ってきても知らないふりして十分にただ食い出

来る感じである。入口でのチェックがまるでなしなのである。我々日本人の貴重面でまじめな性格

からすると全く考えられないことである。お互い人間同士信頼しあっているのかもしれないが、そ

うでもない。おおらかなのか、開放的なのか、自分達日本人には理解できない。オーバーに考えれ

ば、その辺に日本人とヨーロッパ人の考え方、生き方の大きな違いの秘密があるのかもしれない。

（ヨーロッパ人は本当に自由人なのかもしれない。そのあたり、もっともっと研究して見て、自分

達日本人のこれからのあり方について考えて行くのも価値のあることだと思う。） 自分はやはり貧

乏人育ちなのか、日本人の多くの人が相対的にそういう傾向があるのかも知れないが、ビュッヘ形

式なのでありとあらゆるものを、皿に一杯もって腹一杯食べた。日本での日常の生活ではこんなに

食べないのに。この旅行では太って帰るのではないかと思った。（一杯とってきたがもちろん全部

食べた。よく日本人は食べれもしないのに一杯とって残している人がいる。）食べたもの全部おい

しかった。 

 

１３．家に電話をした 

食事をしてから部屋に戻った。家に電話することにした。こんなに簡単に国際電話が出来る

とは思わなかった。ダイヤル直通でかけることが出来るのである。ホテルの部屋から、外線番号－

００８１－７４５－２３－１２６０で家につながった。ローマと日本では７時間ほどの時差がある

ので、７時過ぎに電話したが日本では１４時頃であったと思う。母が出てきて無事であることを話

してすぐに電話を切った。精算したとき料金を見たが５００円程であった。そんなに安いとは思わ

なかった。 

 

１４．セフティーボックス 

午前中ローマ市内観光をすることになっており、集合時間がロビーに９時２０分。早めに部

屋を出た。フロントにセフティーボックスという貴重品を預けるボックスがあり、そこにパスポー

トやいま使うことのない日本円が入った札入れ等を預けた。それは、フロントの横の部屋にあり、

ベルを押すとドアーがあき中にはいる。中に入ったら係員が貸金庫みたいな感じで引出しの箱を持

ってきてくれ、それに入れて渡すと所定の引出しにいれ鍵をかけたのち（全部係員がする）鍵を渡

してくれた。鍵は自分が保管するのである。 

 

１５．イタリア語 英語のごちゃまぜ 

フロントに鍵を預けるときやもらうときに言葉をしゃべるのであるが、全くイタリア語と英語

がごちゃまぜになってしまうのである。しかし、思ったのはホテルなどの比較的公な場所ではほと

んど英語が通じるのである。ほとんど判らないイタリア語を使うより多少ましな英語を使う方がい

いと思った。つくづく英語がしゃべれたらいいのになあと感じた。 
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１６．ローマ市内の印象  美観 交通 自動車 排気ガス オートバイ 交通マナー 石

畳 非常に狭い街 

ローマ市内観光の集合時間まで、時間がだいぶあるのでぶらっとホテル周辺を見て回ろうと

外に出た。印象に残ったことを羅列して行くと次にようになる。（後にローマ市内をうろうろ歩き

回ったりローマ市内観光の時思ったことも含めて）想像していたことが外れるようなことが圧倒的

に多かった。（自分のローマのイメージとしては最も影響の大きかったのは、オードリー・ヘップ

バーン主演の映画「ローマの休日」で見たローマの風景である。自分はこの映画を見て猛烈にロー

マに行きたくなったのである。その他、本や写真でみたローマ。総じて言えばあまり知らないので

ある。）まとめとして言えば、あまりいい印象ではなかったということである。まず、目についた

のは薄汚れた汚い街であると言うこと。しかし、これは仕方のないことかも知れない。と言うのは、

遺跡と言うものは古い建物であるが為に出来たてのほやほやみたいにきれいはずがないのである。

今までのイメージが写真でみているせいで、写真というものが人工的にきれいに写るよう修正され

た部分があるのである。だから、思うのは「百聞は一見にしかず」である。真実を見るというのは、

本当に自分でみてさわって判るものであるということ。ただ単に人がいうことや噂や写真など虚飾

されたもので物事を判断してはならないのである。少し考え過ぎなのかも知れないが、自分は、ロ

ーマの風景を見て感じたのである。しかし、その汚さの中にも歴史という紛れもなく真実というも

のが含まれていると思うと感慨深いものがある。汚さ、せせこましさの原因が他にもある。街を整

備するにしても、しようと思ってもすぐに遺跡にぶちあたり、遅々として進まないのである。狭い

石畳（ローマの道路はこれも遺跡的なものであろう市内のメイン道路は凸凹の石畳ばかりである。）

の道路にあふれだす、不法路上駐車。街全体が遺跡ばかりでこれも駐車場が簡単に作れないからで

あろう。その不法駐車の車もほこりだらけのあちこち傷だらけの車で、その辺のことでもひとつい

えるのは、ヨーロッパ人の自動車に対する考え方である。自動車は、生活必需品のひとつで走りさ

えすればよいのである。全く日常生活の中での必要な足なのである。日本人のように自動車をぴか

ぴかに磨いてあるひとつのステイタスシンボルみたいな扱いは一般大衆はしないのである。その辺

に大きな価値観の違いがある。（ただし、全部が全部ヨーロッパにおいても日本においてもそうで

あるとはいえないが。）自分は日本人であるから日本人の価値観のほうがいいのではないか（？）

と思うが、ヨーロッパ人の価値観を否定しているわけではない。それから、自動車に関して感じた

こともうひとつ。排気ガス対策が日本に比べて大きく遅れているのであろう。道路際を歩いている

と、排気ガスの臭いがすごくするのである。やはり日本は最先端をいっていると感じた。狭い道路

には自動車やオートバイがあふれ、我先に先を競いあっているような気がした。相対的には非常に

交通マナーが悪い。自動車にしても歩行者にしても（歩行者は信号無視が多い。）同じである。交

通事故が多発してもしかたない状況である。映画の「ローマの休日」や「恋愛専科」の名場面よく

出て来るのであるが、ローマは非常にオートバイが多いのである。いたるところで走り回っている。

二人乗りのや猛烈にスピードをだして走っているのやら、とにかくこれも自動車と同じくローマっ

子の足なのであろう。 

 

１７．外人（欧州人）の個人主義 

自分の先入観で感じているのかも知れないが、ヨーロッパ人は利己主義とまではいかないが、

個人主義というか全く自由に生きているというか、やはり日本人とは価値観が相当違うなと感じた。
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交通マナーについてもその一つの現れではなかろうか。例えば、歩行者が信号無視で横断歩道をわ

たっていても日本のようにクラクションをあまり鳴らさないのである。まるでお互いが暗黙の了解

があるみたいな感じである。自分は、直接ヨーロッパ人と話をして感じたことではなく、風景や様

子を見て判断しただけなので、深い意味のことは断言できないが、自分の見て感じたことはそう大

きく外れていないと思う。 

 

１８．トレビの泉でのこと ジェラートのこと（高い） 

９時２０分にホテルのロビーに集合して市内観光

に出発した。途中別コースの人たちが泊まっているホテ

ルに立ち寄りながらまず最初にいったのが「トレビの

泉」である。バスの中に成田空港から目を付けていた一

人旅の女の子が乗っていた。今度こそ声をかけようと思

った。トレビの泉は狭い場所にあるので手前でバスが止

まった。バスを降りたところでついにその女の子に声を

かけた。まず、「一人旅、僕も一人旅写真を撮ってもら

える人がいないから、写真の撮り合をしよう」といって

話がついた。それからは、撮ってもらったり撮ったりし

たが、こちらも少し恥ずかしいし向こうもそうなのであ

ろう。離れ気味の行動になってしまって、何も聞けずじまいであった。ローマ市内観光は午前で終

わったが、別れる前に「午後からはどうするの。出来たら一緒にまわれへんか」と言った。すると

彼女は、（たぶん嫌であったのであろう）「自分は美術に興味があって、色々まわりたいのでひとり

でまわります。」と言った。一件落着！！ しかし、人生おもしろいもので、後で偶然にまた彼女

と出会うのである。トレビの泉は非常に狭い場所にあった。これは、想像通りに非常にきれかった。

最近大掃除をしたらしい。あの「ローマの休日」での場面が思い出された。噴水から流れ出る水は、

循環水ではなく水源から直接ひいてきてるらしく非常に澄んだきれいな水であった。トレビの泉で

の儀式というか名物。後ろ向けにコインを投げ入れるのである。こうするともう一度ローマを訪れ

ることが出来るのだそうだ。（２回目、３回目と投げれば又何かがあったと思うが、何か忘れてし

まった。）成田空港でリラに両替をしておいたのであるが、小銭まで用意していなかった。ホテル

で小銭を用意しようとフロントに言ってみたが断わられた。だから小銭を作るために近くにいた自
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動車の売店（お菓子などを売っている。）に行って、あのオー

ドリー・ヘップバーンが食べていたジェラート（アイスクリ

ーム）買った。しかし、何と高いのであろう６０００リラ、

日本円で５００円くらい。あまりにも高すぎる。ひょっとし

たら、日本人とその店のおっさんに聞かれたのでぼられたの

かもしれない。腹が立つ。そして、それがおいしければいい

のであるが、本当にまずいものであった。６０００リラとき

っちりした金額であったので肝心の小銭が出来なかったので、

しかたないのでその店で両替をしてもらった。しかし、また

腹が立った。きっちりと手数料を取られているのである。日

本人は金を持っているし、気が弱いというか、お人好しとい

うか、おとなしいというか、全くなめられているような部分

がある。日本人は彼らにしてみたら「いいカモ」なのかもし

れない。腹が立つ。その高くついた小銭で儀式を行った。そ

の写真は、一人旅の女の子（後で判ったのであるが、小荷田

さん）にとってもらった。ジェラート食べているとこや、コ

インを入れるところなど。 

 

ト
レ
ビ
の
泉
に
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ろ
向
き
に
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投
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入
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と
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１９．サンピエトロ寺院の印象  

ローマ法王 パウロ６世 

次に行ったのが「サンピエトロ寺院」サンピエトロ寺院

は、イタリアではなくバチカン市国という別の国にあるので

ある。 

上 サンピエトロ寺院 

右 サンピエトロ寺院内部とロー

マ法王の説教 

しかし、面積はほんのわずかでただ形式上イタリアと分離され

ているようなものであり、国境なども木のバリケード形式として置いてあるだけなのである。 
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もちろん税関とかいうものは何もない。 

同寺院は、カトリック教の世界総本山でありメッカでも

ある。そこには、カトリック教の盟主（盟主という表現

はおかしいが）であるローマ法王が君臨している。たま

たま何かの行事があったのであろう、寺院内部には大勢

の信者であふれていた。よく前を見るといるいる、あの

白い帽子と白い法衣を着たローマ法王パウロ六世がい

るではないか。 

何か説教（？）のようなものをしていたみたいである。

ローマ法王の言葉が壮大な教会内に響くたびに信者達

は喚声をあげていた。ローマ法王まで見れるなんていい時

に我々は来たものである。 

サンピエトロ寺院の前で 

サンピエトロ寺院は外観、内部とも壮大な大変立派な建物で大理石がたくさん使われている。一部

の大理石はコロッセオから削って持ってきたとか。 

内部に入って右側にミケランジェロ作の「ピエタ」がガラス張りのなかにあった。（ガラス張りに

なったのは、観光客が以前にそれに触り像の指を折ったということで、保護のためにそうなった。） 

多くの信者達がいる中で、内部のあちこちに懺悔の部屋があり懺悔をしている人たちの光景も見ら

れた。 

それから、現在のローマ法王は非常に厳格で、寺院入場する際は、スカートが短い女性は（膝上が

みえるスカート）入れてくれない。入口のところでストップをかけられている女性が何人かいた。

また、大きな鞄も持って入れないのである。入口の衛兵は、すべてスイス人の優秀な人たちしかな

れないそうである。（スイス人はまじめらしいので）見学時間は十分になく追いかけられるような

見学であった。 

 

２０．コロッセオ 

    次に行ったのがあの有名なコロ

ッセオ。学校の教科書やその他の写真

などで何回も見たことがある。もっと

郊外にひっそりと立っているのかな

あと思っていたがそれは市内にあっ

た。これも想像したものほど大きくは

なかった。近くには小さな凱旋門もあ

った。しかし、この建物を紀元前に建

てたとは、すごい当時の技術力をうか

がわせる。すべて石（大理石だと思う）

で作られており、アーチ形の部分は力

学的によく考えられており十分重み

に耐えられる構造になっている。例に

 

コロッセオの外で コロッセオ内部 
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よって中と外でそれぞれ写真を撮った。このコロッセオというのは、奴隷対奴隷、奴隷対動物、動

物対動物などを戦わせ、それを見物するための格闘場であったらしい。随分と野蛮なことをしたも

のである。それは、時の皇帝が開催し、費用もすべて皇帝持ちであったらしい。一種の皇帝の庶民

への人気とりであったようである。ローマ史劇に出て来るように、飲み食いしながらワアワアと見

ていたのであろう。（史劇というと、途中に映画「ベンハー」の撮影がされた広場もあった。） 

きっちと牢屋のような奴隷の控え室も区切られていた。 

コロッセオ自体あちこち削り取られたような部分がある

が、後々の時代に建物を建てるためにその大理石を削っ

て持って行ったからである。だから、今の競技場のよう

な完全な形になっていないのである。（サンピエトロ寺

院にもそのかたわれが使われていると聞いた。 

コ
ロ
ッ
セ
オ
側
の
道
路 

コ
ロ
ッ
セ
オ
の
外
壁

コロッセオ内部にて 

 

２１．真実の口のこと 

      コロッセオを後にしてしばらくバスで走ると、何

の変哲もないところに降りた。そこは想像にもしなかっ

たそう、あの「ローマの休日」で一躍有名になった「真

実の口」のある「サンタマリア・イン・コスメディン教

会」である。こんな目立たない場所であったのかと思っ

た。真実の口は、あまりに有名になりすぎたためそれを

保護するためガラス張りなるのか工事中であった。しか

し、まだ中に入れたので、さっそくその口の中に手を入

れて記念撮影をした。３５年程前にこの場所でオードリ

ー・ヘップバーン主演の「ローマの休日」撮影が行われた

と思うと何だか感慨深いものがあった。そのヘップバーンも今は亡き人かと思うとなおさらであっ

た。（あの映画とヘップバーンは、本当に素敵だった。ストーリーといい、俳優といい。本当最高

であった。あのラストシーンが、自分には忘れることが出来ない場面になった。）今の自分にあの

真実の口にて 
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時のアン王女のような相手がいたらと、ふと想像するのであった。そう自分は、相手こそいないが、

あの名場面の場所に紛れもなく立っている。 

２２．三越でのみやげ物買物 

      悪く考えれば旅行社とみやげ物屋がつるんであるのであろう、市内観光の終わりにローマの

三越に連れていかれた。三越といえば日本では有名な百貨店であるが、そのローマ支店である。し

かしながら、規模としては大変小さく日本で言えば普通の小売店程度の広さである。ここローマで

は日本の百貨店のような大きな店は全くなくほとんどが小さな小売店（家族経営のような）ばかり

である。おそらく国の政策がそうさせているのであろう。たぶん中小企業保護政策が施せれている

のであろう。定かではないが。日本人客を目当てにしたみやげ物屋というかんじでサービスのミネ

ラルウオーター等も置かれていた。イタリアは革製品がいいらしいが、買おうかなあと考えたが、

これから先道中が長いし荷物が多くなったら大変なので、何も買わなかった。結局イタリアでは何

も買わなかったのである。 

 

２３．昼食のこと 

      三越を出てから昼食をしようと思ったが、何を食べていいか判らないし、そこらじゅうＢＡ

Ｒ（バール）というテラスレストランのような軽食店があるのに言葉がしゃべれないためになかな

か入ることが出来なかった。やはり一人旅は、こういう時に困る。二人であれば勇気百倍入ってい

くことが出来るのであるが。それに自分は少し臆病すぎるのである。こういう困ったときに自分の

性格がもろに出てしまう。もっと勇気のある人間にならなくては。結局、あちこち歩き回ったあげ

く、最もすいているバールに入った。そして、ショーケースに入っている簡単なピザとイタリア名

物のカプチーノというコーヒーを注文した。その時疑問であったのが、お金をさきに払うのか後に

払うのか判らなかったことである。結局後で払ったのであるが、先に払いその時くれるレシートで

注文するのが本当であったみたいである。ピザはすぐ暖めてくれて出してくれたが、カプチーノが

なかなか出てこない。店員が忘れていたのである。どう言っていいのか判らないので、もう一度注

文した。そしたらすぐに出てきた。そのカプチーノは少ししか入っておらず（器が小さい）すぐに

飲んでしまった。ピザが辛くてうまくなく、もっと飲物が欲しくなったので、隣のおっさんが飲ん

でいたスプライトを注文した。本当にピザはうまくなかった。最初の飲物が出てくるまで、そのま

ま辛いのを食べたので余計にまずく感じた。チップをこの場合、ウエイターに渡すべきかどうか迷

ったが渡さずじまいであった。この場合渡さないでよかったものと思う。カウンターで立ち食いで

あったが、そのカウンターに小皿が置いてありその中に小銭が入れてあったが、お釣りが出た場合

小銭をチップとして入れるのでよかったみたいである。結局何もそれに入れなかったが。食べ終わ

ってからどうにかこうにか、お金を払い店を出た。それにしても、スプライトが高かった。日本円

換算２００円。きっと、日本での喫茶店で飲んだ様なものに違いない。（場所代？）ローマはとい

うよりヨーロッパは日本のような自動販売機がないので必ずこのバールやキオスクで買わなけれ

ばならず大変不便である。 

 

２４．地下鉄に乗車 

      食事前と食事後でこれからの行動どうしようかと地図などとにらめっこで思案した。そして、

こういうように行動しようと決めた。まず、思い切って（ローマの地下鉄は治安が悪いと聞いてい
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る。）地下鉄に乗りポポロ広場のあるフラミニオまで行き、そこから歩いてボルゲーゼ公園からス

ペイン広場に行き、そこから又歩いて、ぶらぶらとホテルまで帰ろうと考えた。それを計画通り実

行。ローマの地下鉄の切符はキオスクか自動販売機で売っているが（どこまで行っても一律７００

リラ（日本円換算約６０円）、自動販売機はコインしか使えないのでキオスクで「メトロチケット」

指で１といったら買えた。地下鉄のテルミニ駅から乗ったが、非常に地下鉄の通路が汚く、照明も

暗く何かものすごく陰気な感じで気味が悪かった。もちろん引ったくり等に合わぬよう十分回りに

気を付けて歩いた。歩いていて思ったのであるが日本人はすごく目立ち安いみたいである。比較的

きれいな服を着て、必ず鞄を持っている。（自分もそのスタイル）いかにも金を持ってそうな感じ

であるから、狙われ易いのである。国民性なのか改札口もかなりいい加減である。入るときは一応

改札はあるが、出る時は何もなしである。出口から入ろうと思えばいくらでも入れる。（これは、

後から書くがパリの地下鉄も同様であった。）地下鉄の車両に乗ったら乗ったで、かなり汚くおん

ぼろといった感じがした。いかに日本の地下鉄がきれいであることを感じた。テルミニから４つ目

の駅がフラミニオであった。無事地下鉄を降りることが出来た。 

 

２５．ポポロ広場からボルゲイゼ公園へ 

      フラミニオ駅を降りるとすぐにポポロ広場があった。（ヨーロッパの国は本当に広場が多い。

アテネに行ってもパリに行っても感じた。）広場の中央に噴水がありその回りには、恋人達や旅行

者や地元の人たちが、のんびり腰掛けていた。噴水の水は、トレビの泉と同じく循環水ではなく何

処かから直接ひいて来たものと思われる非常にきれいな水であった。ローマの道は、広場に限らず

ほとんどが石畳なのである。広場をぶらっと歩いて地図を片手にボルゲーゼ公園に向かった。はっ

きり判らなかったが、大体の検討をつけて行った。緩い坂を登り相当歩いたが、道があっているの

かどうか判らないのである。不安になってきた。このままでは迷い子になってしまうのではと、自

分の悪い癖、臆病風が吹いてきて、元来た道ではないが、最初の目標をあきらめ、またフラミニオ

駅に戻り、そこから又地下鉄に乗りスペイン広場に行くことにした。また、フラミニオ駅にたどり

着くまでにも行ったり来たり、大変苦労した。言葉がしゃべれたら道でも聞けるのにしゃべれない

せいと、自分の勇気のなさが、時間を浪費させてしまう結果となった。しかし、どうにかこうにか

フラミニオにたどり着くことができた。途中で交通マナーの悪いイタリア人同士がぶつかりかけて、

どなりあう場面に出くわした。あんな調子じゃ相当交通事故が多いであろうと思う。 

 

２６．歩きすぎて靴ずれができてしまったこと 

      迷いに迷ってあちこち歩き回ったせいで、とうとう左足の中指の下辺りに大きな豆が出来て

しまった。少しちんばをひきながら歩く始末である。靴は柔らかいジョギングシューズであったが、

どうも大きさも自分の足との相性も合っていないらしく、右足の親指の爪まで痛くなってきた。し

かし、どうすることも出来ないので我慢した。 

 

２７．喉がすごく渇いたこと 

      歩いている間、日差しはカンカン照り。すごくきついし暑い。おそらく軽く３０度は越えて

いたと思う。しかし、それが日本のような、むしむしした暑さではなく、空気が乾燥しているせい

であろう。３０度もあるような暑さには感じないのである。非常にすごし易い暑さである。そんな
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暑さであることと空気が乾燥していることもあり、喉がものすごく乾いた。日本であればジュース

の自動販売機ですぐ飲物を買えるのであるが、それが全くないのである。いちいち店に入らねばな

らず、言葉のしゃべれない自分にとって、すごくめんどうなものとなった。（バールはあちこちに

たくさんあるのであるが）１回だけバールに入りコーラを飲んだ。また、高かった。２２００リラ、

日本円にして約１９０円であった。イタリアはインフレのせいか貨幣の桁が非常に大きく全く勘が

狂ってしまう。 

 

２８．スペイン広場のこと 

      フラミニオから歩いてスペイン広場に行くのは

あきらめて、地下鉄に乗っていくことにした。 

フラミニオ駅から一駅であった。例によってまたこわご

わ地下鉄に乗った訳であるが、すぐにスペイン広場駅に

ついた。駅を降りてほんの２～３分歩いたらそこは、あ

の「ローマの休日」で有名になったあのスペイン広場で

あった。映画でみて想像していたほど広い場所ではなく

本当にせまい場所であった。映画ではうまく撮っている

というか、たぶんカメラワークがうまいのであろう。

（それまで見てきたローマはすべてそんな感じで、少し

期待はずれの部分が多かった。） 

スペイン広場にて 

「ローマの休日」では、アン王女とブラッドリー記者が偶然を見せかけて再会する場所である。映

画にでていた花屋さんもそのままであった。 

自分はスペイン広場の階段を上がって上まで行った。

上がったところは、何か家でもあるのかと思っていた

が、道路が通っていた。考えて見るとローマという街

は、非常に坂が多い街で市内のメインストリートでも

坂だらけという印象が強かった。坂の上から見渡した

が、ローマの街一望とまではいかなかったが、大部記

憶も薄れてきた（これを書いたのが旅行から帰ってき

て大部時間が経過している）のであるが、その風景は

映画でみたのと同じ（？）という感じであった。この

場所は、やはりローマでの名所。観光客風の人たちがい

っぱいいた。すべて、あの「ローマの休日」影響に違いない。 

スペイン広場階段上より下を臨む 

階段の風景は実にのんびりしたもので、こうらぼしをするひとや、絵を書く人らでやはり、日本で

の感じとは大部違った。階段の下の噴水のところで、日本人の年寄りのおじさんに写真を撮っても

らった。 

 

２９．ひったくり 

      スペイン広場を後にして、大部疲れたし帰ることにした。どこかへ行くにしてもどこえ行っ

てもいいかわからないし、のんびり歩いて帰ることにした。スペイン広場から下に下る道路は（方
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向がわからないのでこう書くしかないので）両側に非常に有名で高級洋品店が並んでいるそうであ

るが、自分はそういうものには余り興味がないので、何気なく歩いていた。それにしても、何処へ

行っても日本人が多いことには感心する。そのメイン道路を左に曲がって少し広い車の多い道路に

出たのであるが、そこからが、事件の始まりである。前の方に小さな子供達が４～５人腕に新聞と

か段ボールのようなものをかけてうろうろしていたのであるが、少しは予想していたものの、まさ

かと思ったが、そのまさかであったのである。自分が横を通り過ぎようとしたとき、子供の中の一

人が自分の腕に手をかけてきたのである。あっ、ひったくりだと感じた。すぐに払いのけたので、

大事には至らなかったが、噂に聞いていたその子達が、ジプシーの子供達であったったのである。

そのケースが２回もあったのである。余程自分が鴨にみられたのであろう。しかし、考えてみると

恐ろしいものである。恐ろしいと言っても自分自身が、恐かったと言うのではなく、あんなにあど

けないかわいい顔をした子供が、何の悪びれもなく人のものをとろうとするのが、恐ろしいと言う

のである。そんな風にしてしまった、国や大人達が恐ろしいのである。日本ではほとんど考えられ

ないことである。ヨーロッパは国境が接しており、どんどん難民が入ってこれる環境にあるから、

国の手が回らないのかもしれないが、それにしてもあんなのどうにかならないものか。それと、子

供がああいうことをしなけりゃ食べていけないという貧困というか経済状態が悪いというか、そん

なところにも問題があるのである。それに比較して我が日本という国は何と豊かで恵まれた国であ

り、国の回りは海に囲まれて難民も入ってこられない環境であり、自分はつくづく日本人に生まれ

て良かったと感じた。我が祖国の偉大さを感じた出来事であった。いずれにしろ、何の被害にあわ

なくて良かった。（この旅の一つの勉強になった事柄であった。） 

 

３０．小荷田さんのこと スペイン広場付近での再会 

      人生というものは何処でどうなるか全く解らないのである。それがいいことにしろ悪いこと

にしろ。今回の出来事はいいことに入るのかもしれない。しかし、それを結果的に自分自身がその

出来事を生かしきったかどうかということになると、それは運のせいでもなく、自分自身が悪いの

である。全くその素晴らしい出来事を生かしていないのである。本当に自分はとろい男だとつくづ

くいやになった。何があったかというと、正木伸治版「ローマの休日」があったのである。ひった

くりに遭いそうになった後、用心しながらキョロキョロしながら歩いていると、まさかと思ったが、

向かい側の道路に今日午前中の市内観光で声をかけた成田から目をつけていた女の子が歩いてい

るのである。自分は一瞬チャンスだと思うと同時に何か運命的なものを感じた。スペイン広場近く

で再会出来るなんてまさに「ローマの休日」そのものである。さそっく向かい側の道路に渡って声

をかけたのである。彼女もびっくりしていた。名前を聞いたが「小荷田さん」と言った。セカンド

ネームは、ぼんやりして聞くのを忘れた。そのうえ住所も名前も聞かなかった。本当に自分は野暮

な男である。結果的には写真も一緒に撮らなかったし、次のきっかけを作ることはなに一つ出来な

かった。自分自身本当に後で考えたら情けなくなってきた。歩きながら色々な話をした。彼女は、

ついこの間まで勤めていたスーパーの会社を辞めたそうで、時間的には自由だと言っていた。イタ

リアへきたのは美術関係に興味を持っており、それを見に来たと言うのである。一人で来て恐くな

いかと聞くと、度胸が座っているのか、最初は全くツアーに入らず自分単独で来ようと思っていた

が、親に反対されたとかでこのツアーに参加したそうである。そういえば成田空港には彼女の母親

らしき人が心配そうに付き添ってきていた。それから、一人できたのは友達を誘ってみたもののタ

 ２１



イミングがあわないし金銭的な問題もあったので結果的に一人になったみたいである。そうなるや

ろな。自分だってそうである。何も寂しく一人では来たくなかったのであるから。ましてや彼女は

女の子である。なおさらであろう。午後からは一人で回っていたとのことで、骸骨寺と言うところ

に特に行きたかったらしいが、開館時間のタイミングがあわず２回行ったが２回とも閉まっていた

そうである。それならば、自分はこれから何処も行く予定はないし、一緒に行こうと言ったが、彼

女もＯＫ。二人で行くことにした。何か午前中の態度とはずいぶんと違っていたような気がした。

（骸骨寺でのことは、次の章で書く。）骸骨寺を後にして帰ることになった。彼女の泊まっている

ホテルと自分の泊まっているホテルは全く反対側であったみたいである。自分は夜パスタディナー

があるので、どうしても帰らなければならなかったが、彼女は夜はフリーとのことであった。何回

も書くが自分は野暮な男である。後で考えれば、パスタディナーなんか放っておいて彼女と二人で

食事をすれば良かったのである。彼女も一人で来ているのでホテルの部屋はツイン部屋だったらし

い。その部屋のシャワーが壊れており満足にシャワーを浴びることが出来なかったそうである。自

分の考え過ぎかもしれないが、あのときに自分の部屋へ誘っておれば来たかもしれない（？）。そ

のチャンスを逃したのかもしれない。いずれにしてもそんなこんなで、彼女との「ローマの休日」

骸骨寺を後にして、しばらくで終わりになってしまった。自分で考えてもあそこでなんで誘わなか

ったのか、自分の馬鹿さ加減が痛いほどわかる。あそこで、もっと気をきかせば、ひょっとしたら

今現在、最も幸せな状態になっているかもしれないのに。考え過ぎだろうか。彼女のコースはイタ

リア国内だけのコースだそうで日程など聞いたが、帰りのヒースロー空港から一緒の飛行機になる

と思った。しかし、結局はあえなかったのである。彼女は結果としてわかったのであるが、一日早

く帰ったみたいであった。本当に、野暮で馬鹿で引っ込み思案で情けない男、正木伸治の淡くせつ

ない「ローマの休日」ははかなく消え去ってしまったのである。出きるならもう一度会ってみたい。

そんなにかわいい子ではなく十人並。背は少し低い。年の頃は２４～２５才。大学は心理学か哲学

関係と言っていた。少し一風変わった子であったかもしれない。いずれにしても、一瞬にしてはか

なく消えた正木伸治版「ローマの休日」であった。 

 

３１．骸骨寺でのこと（小荷田さん一緒） 

      小荷田さんと一緒に行った骸骨寺のことを紹介しよう。本当に目だたない寺で何処にあるの

かよく判らなかった。小荷田さんが２回来ているのですぐに行けたが自分一人では迷っていたであ

ろう。寺の前に行き２階に上がり中に入ったが、薄暗く陰気臭い礼拝堂があるだけで骸骨など何も

なかった。一組のひとが何か懺悔のようなことをしており、何か気持ち悪かった。ここではないぞ

と思い、地下の方へ行った。おそるおそる地下のドアーをあけたがそこが目的の骸骨の納骨堂であ

った。入り口に白い顎髭をはやした神父さんが受付をしていた。ここも２階の礼拝堂と同じく薄暗

く気味が悪かった。小荷田さんが、写真を撮ってもいいのかと聞いたのでぼくが聞いてやったが、

ダメとのことであった。地下の奥の方へ入っていくと何千体か判らないが、壁面にいっぱい本物の

頭蓋骨が並べてあった。なぜこんなことをしたのか、宗教的な意味を調べていないので書けないが、

やはり何らかの意味、理由があるのであろう。本当に不気味このうえない。（ガイドブックでその

うちにその意味を調べてみようと思う。）奥まで一通り見たがそんなに広い場所ではなかったので

見学はすぐに終わった。小荷田さんは美術（あの頭蓋骨を美術と言うかどうかなんともいえない。）

に興味があると言っていたので入り口近くにある販売品陳列のところで絵はがき（？）を買ってい
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た。この場所は今回の旅行の中で一番薄気味悪いところであった。 

 

３２．よく戻ることが出来た 

      小荷田さんとの二人きりの骸骨寺での見学を終え、先程書いたがその後すぐに彼女別れて、

ホテルに帰ることにした。地図をみながら歩いて帰ったのであるが、本当に迷いに迷った。そんな

に距離がないのであるが、同じ様な町並みなのでなかなか目的のホテルにたどり着くことが出来な

かった。同じところを行ったり来たり、足に豆ができて痛いのに相当時間がかかった。結局どうに

かこうにかたどりつくことが出来たのであるが、一時は今日の夜のパスタ料理の時間までに帰るこ

とが出来ないのかと思ったこともあった。やっぱり英語でもしゃべることが出来たのならば、道で

も聞けるのになあとつくづく思った。 

 

３３．夕食でのパスタ料理のこと  

      やっとこさメトロポールホテルにたどりついてか

ら、部屋へ戻り（ついたのは何時か忘れた。）夜の食事ま

で時間があったので、シャワーを浴びてからさっぱりし

て行こうと思いシャワーを浴びた。１９時３０分ホテル

のロビーに集合して近くであったのであるが、一応観光

バスに乗って行った。ガイドは原井さんという男性の若

いガイドさんであった。アルバイトらしい。絵と言った

か、たぶん美術関係で留学していると言っていた。（２－

３年いてると言っていたかな？） 

バスで１０分もかからなかった。テルミニ駅の裏側の小さ

なパスタ料理店に案内された。店の名前は判らなかった。

案内されて二階へ上がった。団体席ですでに何人か知らな

いが客がきていた。一緒に来たのは、自分達の同じコースの人たちで全部で１３人であった。これ

で自分のコースの正確な人数が判った。新婚さんが１０人の５組。そして、中年のおばさんが二人。

そして自分。席は決まっていなかったので、適当に座ったわけであるがやはり新婚さんは新婚さん

同士で座らせてあげないかんので、結局中年のおばさん

と自分の３人が同席となった。まず飲物をいった。（こ

れは別料金で各自精算する）自分は、昼相当歩き喉が乾

いていたのでビールを頼んだ。ビールは小瓶であった。

結局２本飲んだかな。（１本６００円で、少し高いなあ

と思った。）銘柄は何なのか判らなかったが、いずれに

しろ喉が乾いていたので本当においしかった。料理の内

容は、パスタ料理と言うだけあって、三種類のパスタが

でた。まず始めに、きしめんみたいなパスタでバジリコ

か何かであえた様なものであった。味は余りなくうまく

なかった。しかし、貧乏人根性丸だしで全部食べた。あまりいい印象ではないが、そのパスタを食

べているとガリッといって砂がまざっていた。（米の飯に砂が混じっていることはたまにあるが、

パスタディナー、同コースの手前が 

居積さん、後ろが税田さん 

店員と主に 

パスタディナー 
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スパゲッティに混ざっているのを食べたのは初めてである。）せっかくの料理が台無しであった。

２番目にでてきたのが、普通のスパゲッティらしいめんで、ムール貝のスパゲッティであった。こ

れもそれほどうまくなかった。（日本で食べるボンゴレスパゲッティのほうが余程うまい。）３番目

にでてきたのが、ねじったマカロニであった。トマトソースの味付けでまぐろ（シーチキン）が入

っていて、これはなかなかうまかった。しかし、少しニンニクが強すぎたようなきがする。これで、

やっとイタリアへ来て、スパゲッティを食べているような気がした。その次にでてきたのが、肉料

理。３皿のスパゲッティでお腹が大きくなっていることと、ビールを飲んでいることで、全部食べ

きれなかった。その肉は何の肉なのか判らなかった。少なくとも牛肉ではなかった。たぶんマトン

であったような気がする。それも余りうまくなかった。（その間にサラダがでていた。これは全部

食べた。サラダはどこで食べても同じ。）最後にデザートとしてフルーツが出たかな。（細かいこと

は忘れてしまった。）それから、たぶんパン替わりとおもうが、細長い乾パンの様な、プリッツの

様なものが出ていた。総合的に言えば、この夜のパスタ料理はあまりうまくなかった。自分達日本

人の口にあっていなかったのかも知れない。 

 

３４．居積さん（すえずみ）、税田さん（さいた）のこと 

      新婚さん以外に二人中年女性がこのコースにいたことが判ったのであるがパスタ料理店の

食事で席を同じくした。一人は「居積 けいこ」さん（すえずみ けいこ）。一人は「税田 美知

子」さん（さいた みちこ）。二人とも未婚の独身といっていた。二人は同期生で住居は熊本県と

いっていた。自分は最初二人とも結婚していて旦那さんを放っておいて旅をしているのかと思って

いた。それくらいふけてみえたし、とてもやない独身には見えなかった。年も聞いたが自分よりも

３つ上の２２年生まれとのこと。（それにしてもオバタリアンと言う感じであった。）二人とも海外

旅行には慣れているみたいで、居積さんの方は英語が相当できるみたいで、税田さんも少し出来る

みたいであった。相手にとって少し不足はあるが、連れが出来、三人組で回れるなと思い少し気が

楽になった。（事実、彼女達と少し一緒に回ったことで、行動半径も広がったし、自分一人では到

底出来なかったであろう見物や体験もできた。） 

 

３５．パスタ料理店での外人の陽気さ（バンドなど） 

      先程書いたが自分達がパスタ料理店に着いたときには、すでに先客があったわけであるが、

居積さんがいたおかげで（彼女は、英語がしゃべれるし、誰にでも気軽に話せる度胸もある。）何

処からきている人たちかも判った。なにせ彼らは陽気でにぎやかである。日本人と比べたら違い歴

然。我々日本人は、引っ込み思案と言うか非常におとなしい。一組は、英国人（確かリバプールと

かいっていた？）もう一組はアメリカ人。両方とも大部分が年寄りであった。（若い人も何人かい

たが、年寄りの子どもみたいな感じである。）食事をしている間、時間をおいてバンドが回って来

るのである。イタリアではどういうのか知らないがメキシコ風に言うならば、マリアッチのバンド

である。やはり日本人客が多いのであろう。日本の歌を唄って愛敬を振りまいていた。１００円程

度のチップをやるのである。（自分はやらなかったが（やろうとおもったが、機会を逸した。）他の

自分のコースの人が渡していた。）それにしても外人の陽気なこと。マリアッチがいてるときもす

ごくさわいで、喜んでムードによっているし、（マリアッチのほうもあれだけ陽気にやってくれれ

ば、やりがいがあるであろう。）とにかく自分達日本人からみる限り羨ましい限りである。それか
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ら、このパスタ料理店のウエイターもサービス精神旺盛と言うか、これ又陽気というか、外人の年

寄りおばさんたちに愛敬を振りまき、少々エッチな（あくまでジョークであるが）サービスもして

おばさん達を喜ばせていた。そのおばさんの旦那も一緒になってそのウエイターのサービスに喜ん

であるのであるから、本当に明るい陽気な民族である。同じ金を出して楽しむならあそこまで陽気

に楽しんだ方が、いいに決まっている。日本人も真似したらいいとおもうが、まず出来ないであろ

う。 

 

３６．僕の誕生日を祝ってくれた バラ一輪 

      アメリカ人の方の組で今日誕生日の人がいるらしく、突然灯りが消えて、ウエイターが花一

輪を（ケーキももっていたかな？）もって、その誕生日の人の所へ行って、その花を渡し、バース

デーソングを唄ったのである。その人は若い女性であった。（年寄りの子どもであろう。）あんなと

ころ本当に外人は、陽気さというか、機転というか、やさしさというか、どう表現していいか判ら

ないが、素晴らしいと思う。知らない人もみんなで陽気に祝ってくれるのである。その祝福が自分

の方へ来るとは夢にも思わなかった。居積さん達と話ししているとき、自分も明後日誕生日だとい

うことをいった。そうしたら、居積さんが、これまた茶めっけというか、ウエイターにこの人も誕

生日だといってくれたのである。（今日でないのに機転をきかしてくれた。）すると今度は自分が祝

ってもらう番で、同じようにバースデーソングを唄ってくれて、全員が祝ってくれた。本当にうれ

しかったし、印象にも残った。英国人達のおじさんもおめでとうといって、握手を求められた。本

当に陽気に心底祝ってくれたみたいである。（多少は、酒も入っているせいもあるかも知れない

が。）後で考えたのであるが、考えすぎかも知れないのであるが、肌の色、人種が違っても、あん

なにお互い仲良く祝福し会えるのに人間て不思議である。一方では、殺し合の戦争もするのである

から。世界中の人たちが、この日のこんなムードでお互い祝福しあったら戦争なんておこるはずが

ないのに。不思議である。あほなこと考えるが、世界中のみんなが、少し酒が入って陽気な状態で

接し会えるなら、戦争はなくなると思う。それに、極端なエゴイストがいなくなれば。 

 

１９９３年６月３日（木）  ３日目 
 

３８．ローマ国立博物館 

      アテネに出発するまでの時間、午前中は自由行動であった。何処へ行っていいか判らなかっ

たが、余りに遠くへ行って帰ってこられなくなったらいかんので、ホテルの周辺をうろうろするこ

とにした。ローマでは何も買っていないので、露天の店でベルトでも買おうかと思ったが、結局買

わなかった。（やはり買いにくかった。）テルミニ駅周辺もぶらついたがは、治安が良くないと聞い

ていたが、昼間だしそう恐がることもないであろうと、駅の回りを一周した。日本の駅とは相当雰

囲気が違う。まず思ったのは駅全体が、大都市、それも首都の駅としては汚いし、ちょっとお粗末

な気がした。浮浪者みたいなのが多いし、掃除も行き届いていないし、街全体がそうであるように

ここも例外ではなかった。その後すぐ近くのローマ国立博物館へいった。入口がなかなか判らず、

大部うろついたが、（途中に浮浪者みたいな連中がたむろしているところがあり、何とも気持ちが

悪かった。常に回りを警戒しながら、びくびく歩いていた。何だか非常に情けない気がした。）ロ

ーマ国立博物館の入場料は、３０００リラ。日本円換算で２５０円くらいであった。ローマ時代の
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遺跡の発掘物が相当たくさん保管されていた。自分はきれいとか汚いとかにこだわりすぎかも知れ

ないが、国立博物館にしては整備されておらず、何の変哲もない家とその庭に発掘物がただ並べて

あるだけというような気がした。（たぶん想像であるが、イタリア人の国民性か、あるいはお金が

ないからきれいに整備が出来ないのかも知れない。歴史の遺物が多すぎるせいもあるであろう。）

発掘物は、殆どが大理石で出来た彫刻物が多かった。自分は、その彫刻物の芸術性とか、歴史性と

か余り判らないので、ただ漠然とみるだけであった。ただ、陳列されているものが、２０００年を

経た大昔の人たちが作ったものと考えると非常に感慨深いものがあった。 

 

３９．ローマの現地人ガイド 怠け者風（マルコ） 

      １２時１５分にメトロポールホテルのロビーに集合であったので、早めにホテルに帰ってき

た。しばらくしたら、ガイドさんがやってきた。ガイドさんは案内によると坂地里美さんと言った。

しかし、一人でいいはずのガイドさんが二人いた。イタリア人の男性のガイドである。確か「マル

コ」と呼ばれていた。ガイドなど一人で十分なのに何故現地人のガイドがついているかと言うと、

これは、イタリア政府の失業者対策だそうだ。イタリアは経済状態が余り良くなく失業者が多いら

しい。だから外国人はイタリア人を差し置いて職につけないらしいのである。（一職場に外人労働

者の数が決まっている。）だから、日本人などをガイドする場合でも、実際の仕事を日本人がして

も必ず一人イタリア人をつけなければいけないらしい。（でないとイタリア人の職を日本人が奪っ

てしまったようになる。）そういえば、ローマ市内観光の時も日本人ガイドの他にイタリア人のお

ばさんが、一人ついていた。坂地さんによると、ガイドとして飛行場で仕事をしているとき何回か

その取締りに引っかかり罰金を払ったそうである。前の日も捕まったと言っていた。だから、ロー

マ、レオナルドダビンチ空港に着いてからも、彼女はバスの中でマルコ指示をし自分はバスに残っ

ていた。しかし、マルコに限らないと思うが、全部が全部でないにしろ、マルコをみている限りイ

タリア人は怠け者だなあと言う感じがした。何故なら、自分はガイドとして給料を貰っている筈な

のに、やっていることは何もない。ただ、坂地さんに言われた通りやっているだけである。あれで

は職を勤勉な人に取られるのは当り前である。日本人相手のガイドをするのであったら日本語の勉

強をするなど努力すべきであると思った。それもイタリア人の国民性なのかもしれない。人生に対

する価値観、考え方が違うのかも知れない。日本人は、諸外国からよく、働きすぎだとか批判され

ているが、自分に言わせば、外国人が怠け者なのである。それを自分達のことをよく考えないで、

人のせいにするのは、外国人のエゴにしか思えない。日本の国際化、国際化とよく言われているが、

付き合いもあるから適当に合わす部分も必要であると思うが、基本的な部分では合わす必要はない。

日本人の個性としてしっかり守っていくべきだと考える。 

 

４０．アテネ行きローマ空港でのビクビク 自分一人だけの行動 

      バスでローマのレオナルド・ダ・ビンチ空港まで行った。頼りないマルコの案内で空港内に

入ったが、待ち時間が大部あった。 

空港の税関内で軽食というかケーキとサイダー（？）を飲んだり（あまりうまくなかった）ぶらぶ

らして時間を過ごした。どのゲートから入るのか判っていたので、自分はずっと単独行動をしてい

た。それが、後で起こる事件の一つの原因になったのである。適当な時間になったのでゲートの前

まで行った。飛行機は３０分ほど遅れた。（これも事件の一つの原因）やっと搭乗案内があったの
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で自分は単独でさっさとゲートをくぐり待っていたバスに乗り飛行機のところまで行き、すぐに搭

乗した。しかし、自分達のコースの人はまだ誰もきていなかった。待てどくらせど来ないのである。

自分はすごく不安になってきた。ひょっとしたら飛行機をまちがったのかも知れない。緊張で口が

カラカラに渇いてきた。念のためにスチュワーデスに自分の搭乗券を見せて、間違いないか確かめ

たが、もうひとつ自分の意志が通じず、席を確認したのだなとスチュワーデスが思ったらしく、そ

こだそこだと指をさしていた。自分の聞いていることが通じていないと判ったので、今度は同乗し

ていた日本人に飛行機が間違いないか確かめたのであるが、間違いなかった。２回目、３回目とバ

スが来るのであるが、誰もこない。本当にどないしようかと思った。しかし、言葉もしゃべれない

し、どうしようもなかった。待つしかなかった。飛行機の出発時間が近づいてきた。どうにかなる

だろうとあきらめというか開き直った。そうするうちに、ギリギリになって一行は乗ってきたので

ある。ほっと安心した。なぜそうなったのか確認したが、そういう約束は何もしていなかったのに、

税関に入る前に、荷物の荷札を居積さんが一括して預かったのであるが、彼女が何か勘違いしたら

しい。（彼女の方は、僕が勘違いしたか、勝手な行動をしたと思っていると思う。）自分がまとめ役

になって、全員を引率して団体行動するものとおもったらしい。だから、自分が先に行ったのを知

らずに、迷い子のなったと思い、ぎりぎりまで探していたのだそうだ。一時は、誰かが代表で残る

とまでのことになっていたらしい。自分は、そのことについてとりあえず、建て前だけだが、謝っ

た。しかし、あとでほかの人たちに確認したが、みんなで集まって一緒にはいるなどと聞いていな

かったと言っていた。たまたま、自分が先に入り、その他の人たちがかたまったのでそうなっただ

けのことである。だから、自分の本音としては、何も悪いとは思っていないのである。まあ、結果

として大事に至らなくてよかった。これで、日本を出てから、２回目の冷や冷やであった。しかし、

このときも思ったのであるが、英語がしゃべれたら、あんなにびくつくことはなかったのにとつく

づく感じた。あっ、それから、乗った飛行機はギリシャのオリンピック航空であったが、スチュワ

ーデスの女性の美人であったこと素晴らしかった。そのうちの特にひとり、映画俳優顔負けであっ

た。 

 

４１．ギリシャ通貨ドラクマの両替 

      話は前後するのであるが、飛行機に搭乗する前、空港の税関内で使わなかったリラとギリシ

ャ通貨のドラクマと交換した。ローマではおみやげを何も買わなかったので大部リラが余った。リ

ラもあまり値打ちがないが、ドラクマはそれ以上に信用度と言うか、価値がないみたいである。 

 

４２．アテネ空港到着 

      やはり国際線である。乗ると必ず食事が出てくる。どんなものがでたか、よく覚えていない

のであるが、確か、イタリアでいうラザーニャ、中国で言う春巻きのようなものがメインであった。

サラダも付いていたが、これのドレッシングが問題なのである。そう、イタリア料理やギリシャ料

理に欠かせないオリーブ油を使っているのである。すごく癖があり、食べることは食べたが、うま

いとは思わなかった。何時間飛行機に乗ったのであろうか。比較的短時間でギリシャに着いた。こ

この税関もええかげん。何も検査無し（入国証とパスポートを少し見せただけ）だしガイドが税関

の中まで入ってきていた。ローマでの苦い経験があるので、さっさと外へ出ずにじっくり見きわめ

た。ここの空港、かの有名なオナシス氏が建てたものだそうである。だから、ギリシャのオリンピ
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ック航空は専用のターミナルを持っていた。やはり、貧しい国なのであろう、首都の空港とは言え、

お世辞にもきれいに整備されているとは言えなかった。着いてから、バスが待っており、それに乗

ってホテルまで行った。町並みは、空港と同じく首都とは言え、非常に薄汚れたごみごみした町並

みであった。それに走っている車の日本車の何と多いこと。特に日産車が目だった。それも中古車

の。全体を見ているとその国の経済状態がよく判るというものである。（ビルなどもそんなに高い

ビルはないし、すべて薄汚れているのである。とにかく、日本との経済格差というものが、街を見

ただけで感じざるをえなかった。しかし、自分自身に言い聞かせなければならないのは、外ずらだ

けでその国の本質を判断してはいけないと言うことである。 

 

４３．タベルナでの夕食とショー 

      ホテルへ着いてから簡単な説明を受けた後、各自部屋へいった。夕食はタベルナ（居酒屋と

いった意味）でギリシャの民族ショーを見ながらする。（ツアーのパックとなっている。）ホテル名

は「パークホテル アテネ」であまり大きくはないしそれほど新しくもなくどちらかと言うと汚い

ホテルであった。廊下は薄暗く少し気持ちの悪い感じ。しかし、アテネのホテルではいい方のホテ

ルらしい。部屋へ入るとやはりダブルベッドの部屋であった。浴槽付きのバスとトイレが完備され

ており、十分に広いバストイレルームであった。しかし、ホテル全体がそうであるようにあまりき

れいとはいえなかった。夕食まで少し時間があるので、風呂へ入るとにした。浴槽はあるものの、

ギリシャの水事情（非常に水不足）で浴槽には湯を入れることが出来なかった。（栓がない）風呂

から上がってからしばらくして早い目に１階のロビーに降りて待つことにした。まだ誰も来ていな

かった。しばらくして添乗員が来てバスにてタベルナへ出発。すっかり暗くなったアテネの街を走

ったが、本当にごみごみした汚い街であった。タベルナの前までバスが入れないので途中でバスを

降りて徒歩で行った。ほんの５分も歩いたところに我々の目的のタベルナがあった。やはりごたぶ

んのもれず、あまりきれいなタベルナとは言えず、中へ入ったら正面にショーをするための舞台が

あった。先に観光客風の団体が１組ほど来ていた。我々の席は、２階席であった。全体的な感じと

しては、日本で言う場末の安物の映画館と言った感じがした。入ってしばらくしたら料理が運ばれ

てきた。まず前菜。あまり良い印象ではないのであるが、前菜の中にウインナがあったが、無茶苦

茶塩辛かった。後で本で読んで判ったのであるが、確か葡萄の葉にくるんだドルマダキアという代

表的な料理が入っていた。それから、ウゾというギリシャの食前酒も頼んだ。それからビールと。

ウゾは葡萄のねっこから作った酒でたいへん癖があるし、きつかった。その後何品か出たが、どん

なものだったか忘れた。いずれにしてもそんなに美味なものはなかった。きっと日本人の口には合

っていないのであろう。食事をしているうちにギリシャの民族ショーが始まった。ギリシャの民族

衣装を来た男女が民族の踊りを踊るのである。何か映画でみたことがあるような踊りであった。そ

れよりなにより、男性にしろ女性にしろ本当に彫りが深くて、美男美女が多かった。どんな踊りで

どんな衣装であったのかを説明したいが、表現することが難しいので割愛し写真を載せておく。一

通りの踊りが終わったら顧客へのサービスとして客が舞台に上がって一緒に手をつないで踊ると

いうこともあった。自分も参加したかったが、２階からでは出にくく、参加できなかった。しかし、

自分はムードに酔う方であるから、のりに乗って楽しく過ごさせてもらった。そんなに飲んでいな

いのであるが結構酔ってしまった。３時間ぐらい居たかな。いい気分になって、専用のバスに乗っ

て、ホテルまで帰ってきた。ホテルへ帰ってから、またローマみたいにヘアー丸出しの番組をやっ
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ていないかとテレビをつけたが、少しラブシーンのある映画をやっていただけで、ローマみたいな

のはなかった。しばらくしてから床についた。 

 

４４．アテネの治安状況 

      アテネの治安状況は、あまりよくないみたいである。その大きな原因は、ごたぶんにもれず、

経済状況が良くないこと。そして、陸続きの国境を持っている国であるので他国からの難民が多い

ことである。特に民族紛争が続いているユーゴスラビアと国境を接しているため、そこからの難民

が特に多いみたいである。経済状況が悪い上に難民が流れ込んでくる。治安が良い筈がないのであ

る。このことは、程度の差こそあるもののヨーロッパ全体に言えることなのかも知れない。後で体

験したのであるが、シンタグマ広場から歩いて帰るとき、スラム街の横を通ったがなんとも気持ち

の悪いものであった。 

 

４５．アテネでの現地案内人 １３年在住  現地人と結婚 国籍日本 子供２人 

アテネでの現地添乗員、何という名前か忘れたが、日本人であるがたしか１３年前にアテネ

に来て現地人と結婚したらしいのだそうだが、子どもが二人入るそうである。ギリシャの法律によ

れば、子どもの国籍は、今現在は中立と言ったところで、日本人でもあり、ギリシャ人でもあるの

だそうだ。そして、２０才になれば本人が自分の意志で国籍を選ぶのだそうである。日本での法律

はどうか知らないが、きっとギリシャと日本の間にそういう協定が出来ているのであろう。その添

乗員は、ギリシャという国柄にあったのであろう、最初から例えば食べ物で言うとオリーブ油には

全く抵抗がなくすぐに国になじんだみたいである。それから、ギリシャの男性は結構亭主関白だと

言っていた。 

 

１９９３年６月４日（金）  ４日目 
 

４６．エーゲ海クルーズでのカモメのジョナサン 

      今日は自分の誕生日。旅行４日目で今日の予定は朝

から船に乗ってエーゲ海の島々をめぐるエーゲ海クルーズ

である。朝バ

スが迎えに

きて二三カ

所ホテルを

回り客を乗

せて港に行った。港についたらすでに我々の乗り込む

「エルメス号」が岸壁に横付けされていた。乗船券を

もらい乗船。乗船したらすぐに民族衣装を着たホスト

とホステスに囲まれて一人づつ記念撮影。自分は最初

何事なのか判らなかったことと、少し照れてしまい、

後でその写真を買ったが、何か本当に怪訝そうな顔をしていて、あまりいい写真とは言えなかった。 

カモメのジョナサン 

カモメのジョナサン 
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しばらくして、船は出航した。そこそこ大き

い船で、観光客で満員であった。もちろん日

本人ばかりでなく色々な国の人が乗ってい

た。これは、何処の国の船が出るにしても同

じなのかも知れないが、港にはかもめがいっ

ぱいおり、船の出航と同時に、ずっと船を追

いかけてくるのである。それも、次の港に着

くまで、ずっとである。まさに、カモメのジ

ョナサンである。可愛かったので２－３枚カ

メラに納めた。何か本当にのどかで平和な感

じがした。気分が休められる想いがした。よ

くジョナサンを見ていると、何故ずっと追い

かけてくるのか原因が判った。それは、船か

ら客がエサを放り投げるからである。それを

うまいことキャッチするのである。あるいは

船のそばまで寄ってきて、客からエサをもら

うのである。しかし、どんな原因があろうと

もほほえましい平和な風景であった。 

エルメス号乗船時の歓迎 

 

４７．フランス人のあばさん二人 

      居積さんと税田さんは、どちらも人懐っこい人た

ちで、それに英語が少ししゃべれるので、外人ともすぐ

仲良くなってしまう。そんなことでフランス人のおばさ

ん二人と仲良しになり、自分も一緒に写真を撮ったりし

た。外人も相対的に明るく人懐っこいところがあるので、

居積さん達と意気投合した訳である。居積さんは、その

おばさん達と

色々なことを

話をしていた

みたいである

が、多少聞いて

いたものの何

を話していた

か忘れてしま

った。 

エルメス号船上にて 

エルメス号にて左 居積さん 

エルメス号にてお見合い写真 
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４８．日本人新婚さんうようよ 日本のパワー 現地観光関係者のカモ 

      船の中は本当に日本人が多かった。特に新婚さんらしき人たちがうじゃうじゃ居たような気

がする。（特にこの船の中に限ったことではなく行くところ行くところに例外はなかったような気

がする。）そんなところつくづくと日本の経済的なパワーを感じた。それと言い方が悪いかも知れ

ないが、日本人は金を持っているということで、良いことなのか悪いことなのか判らないが、現地

人の商売のいい鴨になってしまっているような気がした。（自分もそうであるが、日本人はおとな

しいし、人が良いような気がする。） 

 

４９．すごくさわやかなエーゲ海の風 少し冷たい 

      エーゲ海のクルーズはすごくさわやかなものであ

った。暑くもなく、寒くもなく、心地よいスッカトした

少しひんやりした潮風が吹いてきて大変気持ちが良かっ

た。但し、日差しは非常にきつかった。大体において日

差しはきついが湿度が低いカラットした気候はヨーロッ

パに共通したものであった。（ローマもパリも同じ感じ。

しかし、パリは少しだけ湿度が高いというような感じが

した。）まさにこの気候を地中海性気候というのであろう。 

エーゲ海の風に吹かれて 

エーゲ海の陽光を浴びて 

 

５０．ポツッと浮かぶエーゲ海の禿の島 

      気持ちの良い潮風に吹かれながら、デッキからエ

ーゲ海を見ていると、所々に小さな島がぽっかりと浮か

んでいる。それを見ているとやはり俺は今エーゲ海に居

るのだと感じざるをえなかった。そんな島々は、大体禿

げている島が多く、何か日本にないような島々ばかりで

あった。やはりここはエーゲ海。俺は有数の歴史を経て

きた海を見ているのだ。 

エ
ー
ゲ
海
の
島 

５１．波はすごく穏やかで靜か 

      エーゲ海は、実に波静かで穏やかな海である。ほ

とんど波がたっていないような気がした。たまたま、最
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も静かな時に来たのかも知れないが、地図などを見てみると島々が入り組んだ湾状になっているせ

いなのかも知れない。大体において静かな海なのであろう。心地よい潮風、静かな海面、何か詩人

になって詩を一篇書いてみたいような気持ちになった。先程も書いたが、日本の瀬戸内海も静かな

海であるが、やっぱり少し風情が違う。やはりここは、エーゲ海。 

 

５２．エーゲ海の島の風景 

      ギリシャの観光ガイドブックにエーゲ海の島の風景がよく載っているが、島の様子は全く写

真通りで、純白の外壁の家々が並んでいた。これは政府の指導だ

そうであるが、家の外壁の色は白に塗りなさいというようなこと

になっているらしい。あの外壁の色は、本当に純白であり、おそ

らく大理石造りを模したものであろう。しかし、大理石はあれほ

ど純白ではないのである。だから、あの白は政府の指導による観

光のための白であり、ある意味ではごまかしである。 

 

本当に大理石で作ら

れた家もあるであろ

うが、ほとんどは塗装

でごまかしたもので

ある。まあ、観光客を

引きつける一つの目

玉であるから仕方な

いことかも知れない

が、事情を知れば多少

興ざめる。しかし、ギ

リシャはそう豊かな国ではなく、鉱物資源もなければ、工業国で

もなく農業国でもない。漁業と観光資源だけの国なのである。政

府が観光のためにそういった指導をしても仕方ないであろう。 

 

エーゲ海の島 

 

５３．エギナ島 ボロス島 イドラ島 

      結局このエーゲ海クルーズでは三島回った。順番は忘れた

が、エギナ島、ボロス

島、イドラ島の三島。

大体同じような感じの

島であった。 
エルメス号船上 ﾊﾟﾉﾗﾏ写真 

三島共通に言えることは、山が迫っていると言うことで

ある。あまり平野部がないみたいである。そして、さび

れた漁港と言った感じ。そして、みやげ物屋とレストラ

ンというか、日本にある風景で言えば、夏の海水浴場で

見かける氷や軽食を食べさせる店と言った感じ。みやげ 進藤夫妻、税田さん、居積さん船上にて 
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間
も
な
く
エ
ー
ゲ
海
の
島
に
上
陸 

物屋では革製品や色々なものが売っていたが、居積さんたちに言わせると都会で買うより安いらし

い。自分は荷物になるので何も買わなかった。 

右 

島
の
港 

左 
島
に
上
陸
エ
ル
メ
ス
号

を
バ
ッ
ク
に 

 

５４．島の人たちの生活の様子 年寄りがポカンと

座っている 

      島の人たちの生活の様子をかいま見た部分を紹

介しよう。一つ大変印象に残っているのは、これは本等

でよく見かける部分であるが、年老いた老人が椅子に座

って何をするともなく、ポカンと日向ぼっこをしている

のである。自分のイメージの中にあるのと同じ、口髭を

はやした老人である。のどかというか、何というか。そ

の人達を見ていると、今はこうしているが、昔々熱く走

り回って元気にやってきたのだろうなと。哀れというの

ではないが、ちょっぴり寂しさも感じる風景である。 

島の中をぶらぶら歩き回ったのであるが、小さな魚市場

等もあった。何だか置いている魚も日本とは大部違うよ

うな気がした。雑貨屋あり果物屋あり（果物の種類、量

共に豊富であった。）飯屋（レストラン）があり、やは

り街の臭いとしては（レストランの前を通ると特に感じ

る）オリーブ油の臭いがぷんぷんしていた。狭い島なの

で道路も狭かった。 

上 島の果物屋の前で 

下 岸壁で 
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５５．島からの海の眺め  少年達が楽しそうに泳

いでいた 

      最後に寄港したイドラ島では、たっぷり時間があ

った。じっくり島を見て回った。見て回ったと言っても

歩いて行けるぐらいの距離である。三島の島めぐりはほ

とんど一人での行動となった。 

居積さん達と回っても良かったのであるが、彼女達はシ

ョッピングに夢中で付き合っていられなかった。 

港は入り江状になっており入り江の向こう側の高台の

方へゆっくり歩いていくことにした。海はきれいし、天

気はよいし、空気はよいし、ゆっくり散歩するにはもっ

てこいであった。しかし、日差しがきついのが少し気に

なった。 

港沿いの土産物屋やレストラン（先ほどの書いたが海辺

のかき氷屋のようなもの）が続いていてしばらくすると、

坂道になった。途中で日本人の人に頼んで写真を撮って

もらったりしながら、とぼとぼと歩いていくと見晴らし

の良い岬のおかに出た。エーゲ海が一面に見渡せる最高

の丘であった。 

 

上 港のヨットハーバー 

下 のんびりと散策中に 

日陰に入り海を見ていた。港から船が出ていく様子や入

ってくる様子をのんびり見ていた。三島由起夫の小説に

「午後の曳航」というのがあった。（自分はその小説を

読んだことはないが、そんなイメージであった。）船を

見ているとその一場面を見ているような気がした。何と

静かで穏やかな風景であろうか。 

崖の下の方を見てみると現地の子供達が楽しそうに崖

の上から海に飛び込んだり、泳いだりして遊んでいた。

本当に楽しそうで自分も一緒になって泳いでみたかっ

た。子供というのは何処の国の子でも皆同じで無邪気で

屈託なく本当に良いものである。自分はふと、世界中の

大人が子供のように無邪気で屈託なく純粋でいられた

ら、戦争などないのになあと思った。しばらくゆっくりとそれを見ていた。一瞬時間をわすれたよ

うな気持ちになった。子供の傍らに大人達も居たが、もっぱらこうら干しをする人が多かった。 

上及び右 午後の曳航 

 

５６．強い日差し すっかり焼ける 

      絶好の天気だったせいか、とにかく日差しがきつかった。すっかり焼けてしまった。 

 ３４



この時期の日本ではここまでひざしはきつくないので

あるが、やはり地中海性気候のせいであろう。世界地図

を見てみるとアテネは緯度の面から言うと北緯３８度

で日本で言うと仙台あたりである。冬の寒さはどうか知

らないがきっと仙台あたりより暖かいのではないかと

思う。 

 

５７．だいぶん体がなれてきた 

      ヨーロッパへ来て４日目になるが大部体がなれ

てきたみたいである。しかし、食べ物にはまだ慣れない

と言った感じであった。船の中で昼食が出たが、どんな

料理だったかよく覚えていないが、確かメインディッシ

ュがマカロニのようなものが中に入った料理であった。

すべての料理にオリーブ油が使われており、やはり鼻に

ついておいしいものとは言えなかった。デザートにバタ

ーケーキが出ていたが、これもまたかすかすでうまくな

かった。ビールなど酒類は別注文になっており、買って

飲んだがこれはあまり日本のビールと変わらずまずま

ずであった。最初食堂へ行くとき場所をまちがって、シ

ョーをするフロアーへ行ってしまい待てどくらせど料理らしきものは出てこなかったが、完全に間

違っていた。食堂へ行くと我々のツアーの人たちはほぼ食事を終わってしまっていた。日本人の他

の団体の人たちと同席になってしまったが、ほとんど新婚さんばかりで嫌になってきた。自分は、

黙々とまずい料理を食べるだけであった。 

上 島の風景 

下 島の偉人（？） 

 

５８．外人は年寄り 日本人は新婚さんが圧倒的に多い 

      何回もかいたが、とにかく日本人が多いのであるが、特に新婚さんの多いことには驚かされ

る。大体勘で言ってみれば、８０％は新婚さんではないか。それ以外は年寄り夫婦。ある年寄り夫

婦は、３月にオーストラリアへ行ってきたと言っていた。まさに悠々自適の余生（余生と言っては

失礼かも知れない。）を楽しんでいると言う表現がぴたりの夫婦であった。それから、外人の観光

客は、これは圧倒的に年寄りが多いのである。日本人と対象的である。やはり、そのあたりでも価

値観が大部違うのかも知れない。ヨーロッパ人のハネムーンは、日本のそれとは少し違うのかも知

れない。こんなことどちらがいいとか、悪いとかの問題ではない。 

 

５９．高くてつまらないシーフードレストランでの夕食 
      夕方に船は元のアテネの港に戻ってきた。今日の夕食は、ガイドさんに予約してあったので

あるが、シーフードレストランにシーフードを食べに行くことになっている。下船するとガイドさ

んとバスがすでに待っていた。僕の他に居積さんと税田さん、そして、新婚さんの進藤夫妻の計５

人が行くことになっていた。バスでしばらく走るとレストランに着いたが、レストランとは名ばか

りで、島を回ったときに書いたが、海辺の氷屋兼食堂みたいなレストランで、少しがっかりした。 
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港のそばに汚いテーブルが並べてあり、横のヨ

ットハーバーを見ながらの食事になったが、さ

らに期待を裏切られたのは、出てきたシーフー

ドそのものであった。最初にわかさぎの唐揚げ

みたいなものが出てきた。あれはどう見ても、

シーフードではなく、川魚風であった。それか

ら、メインディッシュがロブスターであったが、

これもなんだかゆで過ぎと言った感じで堅くて

まずかった。その間に確かいかのリング揚げ出

た。とにかく、すべてまずかった。我々日本人

の口に合っていないのか、それとも本当に品物

が悪かったのか。率直に言って騙されたと言う方が妥当かも知れない。本当に安い料金なら納得も

いくのであるが、日本円にして（バス代など含めてすべてであるが）８５００円で（１５０００ド

ラクマ）現地の所得水準や物価などから考えた場合べらぼうに高級ということになる。しかし、あ

の程度のものなら、日本で食べた方が絶対に安くてうまい。本当に少し腹が立った。それに、ボー

イのサービスも悪く全部食べ終わっていないのにどんどん皿を下げていくし、にもかかわらずチッ

プを要求されて全く開いた口がふさがらなかった。やはり、自分もそうであるが相対的に日本人は

おとなしすぎるのである。ああ言う場合は、チップをやる必要もないし、文句を言うべきなのであ

る。誰もそれを言わなかった。他の居積さんたちも同じことを思ったに違いない。日本人の国際化

が叫ばれている中、相手の言うこともよく聞かなければならないが、自分の考えていること、思っ

ていることなど、言うべきことははっきり言わなくてはならないのである。そうでないと、日本は

外国になめられてしまう。金を取るだけ取られて馬鹿にされてしまう。こんなお人好しではダメで

ある。本当の意味で日本人は押しも押されもしない国際人にならなくては。自分は後でつくづく思

ったのである。今後は、今回のようなことにならないよう、もっと言うべきことは言おうと思う。

よく考えてみると、あの日本人のガイドは、アルバイト的にレストラン等と組んでリベートを大部

取っているのであろう。本当に高くてつまらない夕食であった。 

シーフドレストランにて 

 

６０．進藤夫妻と居積さんと税田さん 仕事の話 

      まずいシーフードのことは別として、一緒に行った居積さん、税田さん、進藤夫妻と食事を

しながら色々な話をする事が出来た。まず仕事の話。これは船の中でも話していたのであるが、居

積さんは、ハーバーライフという健康食品を売る会社の独立した販売員をしているとのこと。販売

員といっても、独立しているのであるかられっきとしたオーナー社長なのである。そういう仕事し

たきっかけというのが、「自分は以前非常に体が弱かった。何かのきっかけで、その健康食品を試

してみたら、すこぶる健康になり、それから自分もその販売員になり現在に至っている」というの

である。税田さんは、ファッション関係の仕事をしているそうである。二人の関係は、ファッショ

ン関係の学校に行っているときの友達だそうである。二人で外国旅行をよくするそうである。次に

進藤さんであるが、薬品会社の「エーザイ」に勤めているそうである。薬品会社は、あまり好不景

気の波がないそうである。僕の仕事からするとうらやましい限りである。営業で病院回りをしてい

るそうであるが、医者の中にはずいぶんいい加減な奴もいると言っていた。その他色々なことを話
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したが、はっきり覚えていない。とにかく、こうして見ず知らずの人たちと話できるのも、旅をし

たからで色々な話が聞けていいものである。たまにこういう旅をして、世の中の色々なことを学ぶ

のもいいことである。それから、進藤夫人は、細い体のひ弱そうな人で、オリーブ油になれなくて

（ローマからアテネ行きの飛行機で食べたサラダにオリーブ油が入っており、それを食べて気分が

悪くなったとのこと。）１日目のタベルナでのディナーショーも行かなかったらしい。進藤夫妻は、

今回一緒のツアーで行った中で最も愛想のいい夫妻であった。 

 

６１．夜再び僕のバースデイを祝ってくれた。 

      食事を終わってバスでホテルへ帰る途中、居積さんが皆に、今日、僕が誕生日であるという

ことを言ってくれた。そしたらバスの運転手など、祝ってくれて造花の花一輪などくれて、皆で祝

ってくれた。（そのときのＢＧＭがなかなか思いだせなかったが、映画「華麗なる賭け」の主題曲

「風のささやき」であった。）自分は、現地の風習に習って、皆にプレゼントするものが何もない

ので、持っていたチョコレートをそれぞれあげた。（本当なのか嘘なのか知らないが、現地では誕

生日を迎えた人が、回りの人にプレゼントするのだそうである。）それから、愛想がいいと言うの

か、調子がいいと言うのか、ジョークと言うのかどうか知らないが、明日自分の家に招待すると言

うのである。自分は少し酒が入っているし、本気になりかけ、どうしようと迷ったが、それはほん

のジョークであったようだ。 

 

６２．ヨーロッパの水事情 

      ギリシャでは水不足で、大統領自ら節水の宣言をしている。風呂などもバスの中に湯を入れ

てはいけないということのなっている。また、飲み水に関しては、ヨーロッパ共通のことであるが、

水質が硬質でそのまま飲むのはあまりよくないみたいである。であるから、街のキオスク等には必

ずミネラルウオーターが売っている。こんな面においても、水資源に恵まれた日本はいい国である

ということをまた感じるのであった。 

 

１９９３年６月５日（土）  ５日目 
 

６３．第１回オリンピック開催のアテネオリンピックスタジアム 

      昨日の夜はホテルへ帰ってからすぐに寝た。今日

は半日アテネ市内観光である。その後は自由行動となる。

朝何時か忘れたがホテルのロビーに集合。専用のバスに

乗って市内観光に出かけた。出かけるときの服装は別に

今までと変わりない。そして、携帯物は財布は勿論だが、

カメラそしてその後何処へいくにも持っていたのが、ミ

ネラルウオーターのボトルである。これは欠かさなかっ

た。空気が乾燥していて喉が渇くし、簡単に現地の水を

飲めない。水は硬質であまりよくないから、腹でもこわ

せば大変だから。パスポートなどはホテルのセフティーボックスへ預けたままである。（パスポー

トを持ち歩いてなかったことで、パリでは少し不快な思いをしたのであるが、それはパリでの項目
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で書く。）アテネのメイン市街はあまり広くなく、まず最初の見物先である古代アテネのスタジア

ムを訪れた。これは、第一回オリンピックが開かれたスタジアムで（古代のままではなく近代オリ

ンピックが開催された年に復元されたもの）ある。総大理石造りである。今は、公式の競技には使

われていないみたいである。もっぱら観光用みたいである。広さは、本当に狭く、トラック一周２

００メートル位ではなかろうか。回りを見渡せば、遠くに丘が見え、それはかの有名なパルテノン

神殿であった。競技場のまわりは、前が大きな道路が走っていてそんなにへんぴな所ではなく市内

の中にあった。競技場の中に立ってみれば、ひしひしと歴史と言うものを感じ、感慨深かった。 

 

６４．ギリシャ大統領官邸 衛兵 

      次に回ったのが、大統領の官邸。大変大きく立派な建物で、回

りには衛兵が警備にあったていた。たまたま、衛兵の交代する時間に

かち合って、交代の儀式を見ることができた。交代の儀式では、交代

する要員が二人づつ鉄砲を担いで独特な歩き方でゆっくり歩いてき

て、筒を上げ、筒を下げ的なジェスチャーで交代するのである。 

１５分おきに交代するの

だそうである。任務につ

いてる時は直立不動でに

こりともせず、じっと立

ち尽くしているのである。

服装は、民族衣装のショ

ートスカートでベレー帽的なものをかぶっている。ギリ

シャでは大事な建物（国会議事堂など）では、こういっ

た衛兵が警備している。おそらく、警備という任務の他

に観光的な要素も含まれていると思う。ギリシャの産業

としては漁業と観光が主な収入源になっているから、そ

ういった脚色的なものがあってもおかしくはないと思

う。 

 

ギリシアの衛兵と 

左
の
上
下
、
右

い
ず
れ
も
衛
兵
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そこで、われわれのツアーの面々がすべて、衛兵と並

んで記念撮影をした。その間中も衛兵は、にこりとも

せず、微動だにしなかった。任務とは言え、笑うのを

こらえたりするのも楽じゃないであろうと思った。 

 

６５．フィロパポスの丘 

      大統領官邸前を後にして今度は、小高い丘に登った。ヒィロパポスの丘である。その丘から

は、目の前にあの有名なパルテノン神殿が見えた。写真などでよくみたアングルである。 
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もちろんアテネ市内の街もよく見えた。そこでも、パル

テノン神殿をバックに記念撮影をした。観光地にいった

ら何処でもそうであるが、絵はがきやコインなどを売る

人が、何人か寄ってきてそれを買ってくれと言うのであ

る。自分はそういうものは余り興味がないので買わなか

った。この丘の地盤は大理石である。古い歴史のある丘

に立つのはなんとも感慨深かった。そこで、記念にその

辺に落ちていた大理石のかけらを拾って持って帰って

きた。それを手にとるのも感慨深いものがある。車の屋

台でジュースを売っていたので、喉が乾いたこともあり、ジュースを買って飲んだ。あまりうまい

ものではなかった。 

フィロパポス丘で 

 

６６．パルテノン神殿 

      いよいよギリシャ観光でのハイライト、パルテノ

ン神殿の見学である。ヒィロパポスの丘を下りて少し走

ると今度はパルテノン神殿のある丘の麓についた。そこ

からは歩いて上がっていくのである。中腹まで上ってき

たら入場門があった。そこで入場券を買い入っていくと

また上りになった。くねくねと坂を上っていくと遺跡ら

しいものが現れてきた。すべて大理石で出来た柱や門な

どが散らばっている。何回かそんなところを通り過ぎる

と、いよいよパルテノン神殿に入る門をくぐるのである。

そこには写真や社会の教科書で見たあのパルテノン神

殿がそびえていた。ちょうど入ったあたりが、いちばん

有名なアングルであった。そこで一人づつ記念撮影をし

た。とうとうあの有名なパルテノン神殿にやってきたの

である。紛れもなくあのパルテノン神殿が自分の前にあ

る。そこからは、自由行動になった。パルテノン神殿か

らの眺めは非常によく、市内が一望に見渡せる本当に高

い位置にある。ヒィロパポスの丘よりも大部高いところ

にあるようである。 
上下とも最も有名なアングルより 

自分の想像していたところでは、このような丘にあ

るのではなく、広々とした草原の中にあるのかと思

っていたが、山の頂上にあったのである。そして、

そこからの眺めは、広くエーゲ海が見渡せるという

ようなイメージもあったがそうではなかった。いろ

いろな本に紹介されるイメージがパルテノン神殿と

エーゲ海がごっちゃになっていたせいであろう。し

かし、イメージが違っても、すばらしいということ

真
正
面
よ
り 
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には変わりはなかった。 

しかし、見る角度によっては、裏舞台が見えたという感

じで少し興ざめる部分もあった。傷みが激しいせいで修

復している部分があり、クレーン車なども入っていたせ

いもある。裏からみれば余りたいしたことはなかった。

しかし、何千年も前の建物と思うと、信じられないよう

な気もした。すべて大理石で出来ているのである。現在

にいたるまで何回か戦火に合い、本当に建てられたとき

の原型ではないにしろ立派な建造物である。 修復中の裏側 

自分は美術に関しての見識などはあまりないが、柱の

付け根の模様などは、中学の時、習ったアルカイック

といったか、イオニアといったか忘れたが、そのよう

な独特なものであった。神殿の横の地下みたいなとこ

ろに、発掘された遺跡の彫像などが展示されていた。 

しばらく、神殿の回りを散策したり、昔の

ことを想像したりして、時を過ごした。そ

れから、話が前後するのであるが、丘の中

腹に舞台があり、そこでは年一回有名な人

が来演して、歌劇とかが開かれるそうであ

る。もちろんその舞台も昔からのものである。 

右
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６７．土産物屋 観光の最後に寄った 

      市内の主な観光が終わった。最後に連れて行かれたのは土産物屋であった。大体何処へ行っ

てもそうであるが、観光の一つのパターンになっているようである。旅行社と土産物屋がつるんで

いるのであろう。おそらく売れた分の何％が旅行社へリベートとしてはいるのであろう。自分は、

土産物を今のところ買うつもりはないので、店内をぶらっとみただけである。どこでもそうであっ

たが、店内には必ずサービスとしてミネラルウオーターが置いてあった。土産物はエーゲ海の島々

と同じような物が置いてあり、毛皮、大理石の置物、宝石類、Ｔシャツ、人形など。特に珍しい物

はなかった。 

 

６８．シンタグマ広場付近の街 土産物屋 

      市内観光は終わったのでシンタグマ広場までバスは行き、そこで解散となった。ガイドが（こ

れもガイドのアルバイトのようなものか）もう一軒高級毛皮専門店に連れていくというのでついて

行った。自分は毛皮には興味がないのが一応行くだけ行った。色々な毛皮が置いてあったが、みん

な高いものばかり。高級品の店であった。しかし、日本で買うのに比べたら大部安いのかも知れな

い。我々のツアーのメンバーは誰も買っていなかったと思う。（店員の中に日本人も居た。たぶん
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日本人観光客が多いのであろう。）シンタグマ広場は、アテネの中心部であり商店街などいっぱい

あり、日本で言えばさしずめ規模は大部小さいものの、銀座のようなところである。（銀座のよう

なところと言っても、大部薄汚い感じがした。）とりあえず、何処へいくとも計画がないので、そ

のあたり一体をぶらぶらすることにした。商店街をずっと歩いて、裏通りの方へも行ってみた。何

せ一人での行動であるし、ローマの時のようにジプシーにひったくりにあわないかと警戒しながら

歩いた。昼時間が過ぎていたので何処かで昼食をしようかと思ったが、食堂のようなものがたくさ

んあったにも関わらず、入ることが出来なかった。そのうえ、ソフトクリームを食べたいと思った

らそれが売っていたので買おうと思ったがそれもできなかった。その勇気がなかった。こんなこと

思うのは、この旅びで何回目だろうか。自分は何と気の弱いあかんたれなんだろうかと。話は前後

するが、みんなと別れた後すぐのことであるが、現地人の若い男から声をかけられた。今何時かと

聞くのである。自分はとっさに英語でしゃべれなかったので、時計を見せた。すると相手は仕事か

とか、ギリシャが好きかとか、色々訪ねてきた。適当に答えたが、それで何もなかったのであるが、

あの男は何か目的を持って接してきたものと考えられる。自分が相手にしないのを感じたのか、男

はすぐに離れて行った。その男のその後の行動を少し目で追っかけたら、他の人にも同じように声

をかけていた。たぶん、だまして金品を盗ろうとか、たかろうとか、あるいは変に考えればホモだ

とか、いずれか判らないが、そういったたぐいの男に違いなかったであろう。あの時自分が気軽に

積極的に男に色々話をしていたのなら、何かひかっけられたかもしれない。自分は一応警戒してい

たので相手にする気はなかったから、よかったと思う。裏通りをぶらぶらしていると土産物屋や食

堂やら（イタリア流でいえばバール）タベルナ（？）がたくさんあった。特に革製品、その中でも

鞄のたぐいを売っている店が多かった。たぶん安いのであろう。自分は興味がなかったのであまり

よくみなかった。そんな裏通りにあっても、遺跡が見つかるのであろう発掘されている場所が何件

かあった。ある場所では、正面にあのパルテノン神殿が遠く高いところに見える場所があった。余

談であるが、このパルテノン神殿は、夜になるとライトアップされて、その場所と存在感をアテネ

の街に示すのである。この日は土曜日であり店を閉めているところも大部あった。裏通りにはたぶ

んギリシャ正教だと思うが、その教会がたくさんあった。小さな広場もあったが、ヨーロッパの特

徴であろう、道ばたにテーブルが出してあり、そこで食事をしたり飲物を飲んでいたりした。 

 

６９．マクドナルドでの昼食 

      さんざんぶらぶら歩いたので、大部腹もへってきた。先ほども書いたが、その辺のバールに

よう入らないので、結局シンタグマ広場の前にマクドナルドがあったのでそこでハンバーガーを食

べることにした。マクドナルドのハンバーガーは、世界の何処で食べても同じ味なので、食べるの

に変な警戒（？）をしなくてすむので安心である。そこは、よくはやっており、買うのに並んだが

前に並んでいたのが、日本人の女の子で何があったのか知らないが、みんな不親切だと怒っていた。

自分に振り向いて日本の方ですかと声をかけた後、そう言ってぼやいていた。自分は、身ぶり手振

りでビッグマックとコーラを頼んだ。日本円に換算して５７０円。ギリシャの所得水準からすれば

結構高いのではないかと思う。日本で買ってもそれぐらいですむはずである。２階席に座って食べ

たのであるが、世界の何処で食べても同じ味のはずであるマクドナルドのハンバーガーは、ここで

食べると味は変わらないのであるが、臭いが違うのである。そう、ハンバーガーを焼くときの油が

あのオリーブ油を使っているのである。オリーブ油には馴れない自分にとっては、ハンバーガーの
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味が半減されてしまい、あまりうまいとは思わなかった。食べながら、下のテラスを見ているとさ

っき自分の前に並んでいた日本人の女の子が連れの子とリュックを横に置いてハンバーガーを食

べていた。そして、たぶん現地人であろう中年夫婦に写真をとってもらっていた。自分の想像し過

ぎかも知れないが、あの女の子達、ギリシャ人の男前の男性に声をかけられて一発やられるのでは

ないかと思った。何かそんな感じがした。相対的にギリシャ人は、彫りの深い美男美女が多いので、

この間イタリアであった事件のように簡単にやられるのではないかと、自分には関係ないのである

が、同じ日本人として、やっかみ半分、心配半分で少し気になった。 

 

７０．シンタグマ広場から歩いてホテルへ帰る 

      ハンバーガーの昼食をした後、前のシンタグマ広場のベンチに座り少し休んだ。休んでいる

間も、回りへの警戒心と好奇心をゆるめず色々なことを見ていた。シンタグマ広場は何か工事をし

ているのか、少し汚かった。しばらくしてから、何もすることとか行くところもなかったので（遠

出する勇気もなかったと言った方が適当であろう。）、ぶらぶら街の中を歩きながら、地図を片手に

歩いてホテルまで帰ることにした。地図を見ながら方向的には大体判ったので、例によって半分警

戒半分好奇の目で街を歩いた。今日は土曜日であったので、商店街やオフィス街もしまっていると

ころや、しまおうとしているところがほとんどで、街はひっそり静まり返ったような感じであった。

車の数も少なかった。後で聞いたガイドの話によると、土曜日曜を利用して郊外や田舎へ出かけて

いく人が多いらしいので、街は静まり返るらしい。途中危険な場所も通らねばならなかった。人目

見てスラム街というような、浮浪者が多くいるような場所があった。ついた日にガイドが言ってい

たが、ギリシャの隣のユーゴスラビヤの内戦で難民がたくさん流れ込んできているらしい。それで

なくとも不景気なギリシャにあって、難民の働く場所などなく、その結果盗みなどの犯罪を犯すの

だそうである。ヨーロッパの国境は地続きのため、難民の流入が防ぎようがないのである。日本の

ように海で囲まれておれば別なのであるが。そんなことを考えた場合でも、日本は地理的にも恵ま

れていることが思い知らされた。そんなスラム街を遠回りをしてでも出来るだけ避けて帰ってきた。

ホテルにたどりつくまで少し迷うかと思っていたが、案外すんなり帰ることが出来た。しかし、ロ

ーマで作った足の豆が治っておらず相変わらず痛かった。 

 

７１．アテネの公園にて 

      ホテルへたどりついてから部屋に戻り少し疲れたので、昼寝をした。１時間ほど寝たかもし

れないが、寝ているとき外から大きなバンド演奏をしている音が聞こえてきた。前の公園でバンド

グループが練習しているのだろうと思った。夜の食事時間まで大部時間があるので、公園へ行って

庶民の生活を少し見てみようということで、ホテル前の公園に行くことにした。公園に行く途中に

劇場があったが、今夜誰かのショーがあるらしく、続々と人が詰めかけていた。公園に入ったが、

バンドの演奏は公園の中にある小さな野外ホールで行われているとわっかた。前まで行くと入ろう

かと思ったが、無料なのか有料なのか判らなかったので、金はどうでもいいのであるが、自分のま

た、気弱がでて入ることが出来なかった。こんな自分の気弱というか情けなさが、自分ながらにあ

いそが尽きて、自分自身がいやになってきた。てなことで、外から中の様子を少し見ただけであっ

た。公園の中を歩いていたら黒人が後からついてきたが、人通りが少ないのでひったくりかと思い

少し警戒したが、自分は意識的に歩く速度をゆるめたら、その黒人は追い越して行った。別になん
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でもなかったのである。公園の真ん中でおばあさんが、パンかドーナツのようなお菓子を（？）売

っていた。少し興味があったが買わなかった。（買えなかった）公園の中を大部歩いたが、奥の方

へ行くと運動場のような広場があった。そこで街の少年達が何組かサッカーをして遊んでいた。そ

こまでは平和な様子であったが、グループ同士がたぶん場所の取り合い的なことで喧嘩を始めた。

そんなにひどい喧嘩ではなくすぐに治まったのであるが、ああいったことは何処の国でも同じであ

る。その中で、たあいのないことで印象に残ったことがあった。喧嘩が少し治まった後、また少し

小競り合いがあったみたいで、その中のリーダーの一人が、外人特有のポーズ左手か右手か忘れた

が、斜め上に大きく挙げて何か抗議していた。ああいうポーズ日本人がしても仲々格好がつかない

ものであるが、そのポーズが喧嘩のことは関係なく大変印象に残った。自分の座ったベンチの横に

は老人夫婦だったか忘れたが、座って何か話をしていた。庶民の生活というかギリシャ人たちの生

活の風景を垣間みた思いがした。しばらくそこにいて、別にあわてることが何もないのでゆっくり

帰った。 

 

７２．タクシーに乗る 

      ホテルに帰ってしばらくすると電話が鳴った。誰かと思ったら、居積さんであった。夜の食

事をまたタベルナでしないかと言うのである。昼からの自由時間で知り合いの友達の友達を訪ねた

と言うのである。その人はアテネでタベルナやホテルを経営してるそうで、夜その人の経営するタ

ベルナに行くことになったと言うのである。もちろん自分は夜の食事の計画も何もないし、夕食を

どうして食べようかと考えていたときの話なので、渡りに船ですぐ承諾した。何時に出発したか忘

れたが、風呂へ入ってからホテルのロビーで待ち合わすことにした。そのタベルナに行くときタク

シーを利用した。居積さんに税田さんは、自分よりはるかに勇気があり旅馴れている感じで、何の

ためらいもなくタクシーに乗った。自分はタクシーの運転手に騙されやしないかとびくびくであっ

たが、三人なので何とかなるであろうと腹をくくった。場所が判らないので、英語のしゃべれる居

積さんにまかした。運転手も人に場所を聞きながら言ってくれた。目的の場所に着いたが、料金を

払うときおつりはチップとしてあげた。問題なくタクシーにのり目的地で降りることが出来たので

ある。 

 

７３．再びタベルナでのショー 

タ
ベ
ル
ナ
で
の
シ
ョ
ー
の
一
コ

マ 

      タクシーを降りたらすぐそばが目的のタベルナ

であった。玄関前に呼び込みが居て（若そうであったが頭はつるつるに禿げていた。）、居積さんた

ちは昼にその人のところに行ったときの従業員であるその人にあっていたのですぐに判った。自分
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の分の予約はしていなかったので、居積さんはすぐにその呼び込みに一人増えてもいいかと聞いて

くれてが、ノープロブレム問題なしといってくれた。 

すぐに中へ入ったが、昨日のタベルナより少し広かったが２階はな

かった。しかし、共通して言えることは、どちらも少し陰気臭くあ

まりきれいではなかったことである。自分は昨日と同じく地酒の「ウ

ズキ」とビールを頼んだ。料理は、昨日とよく似ており、オードブ

ルが出てきた。その中にギリシャ名物の「ムサカ」という料理も入

っていた。 

しばらくすると例によっ

てショーが始まった。大

体昨日と同じである。民

族衣装を着た男女が民族

踊りを踊るのである。踊

りの間に女性のボーカル

も入った。 

司会は、居積さんの友達

の友達であるこの店のオ

ーナーしていた。プロゴルファーのゲイーリー・プレーヤーに似た

人で背 はあまり高くないが、なかなかかっこいい人であった。 

女性の踊り子の中に自分好みの可愛い子がいて、写真を何枚か撮っ

たが、正面を向いてくれることが少なかったので後で写真を見たが

あまりうまくとれてい

なかった。 

しかし、客が参加して

みんなで手をつないで

踊るタイムがあったが、

運よく自分はその踊り

に加わったときその女

の子が横に来たので手をつなぐことが出来、忘れられ

ない思い出となった。 

 

店のオーナー 

上 税田さんと居積さん  下 歌手 

タベルナにて 税田さん 

また、自分は酒が入ると気が大きくなり、恥ずかしい

ことが平気でできるようになるので、自分が踊りに対

して席から手をたたいてリズムをとっていると、舞台

に上から一緒に出て踊ろうと声がかかり、自分はギリ

シャの踊りなど全然知らなかったが、恥も外聞もなく

一人舞台に上がり、男性の踊り子とギリシャの民族踊

りらしく我流で踊った。 

非常に楽しい忘れられない思いでの一コマであった。 

後から聞いたのであるが、他の観客達は、居積さんた
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ちの方を向いて、おもしろい人ですねというような顔をして、ニコニコ笑っていたそうである。 

昨日も観客参加のタイムがあったのであるが、２階にいたため出れなかったが、居積さんが今日誘

ってくれたおかげで、楽しく過ごすことが出来た。 

飛び入りでギリシアダンスを 

 

一通りショーが終わったので、帰ることにしたが、帰り

にボスが挨拶に来てくれて一緒に記念撮影をしてくれ

た。それに少し食事代も安くしてくれたみたいである。

その分従業員にチップとしてあげた。楽しい一時であっ

た。帰りもタクシーを拾って帰ったが、別に問題はなか

った。 

左手にお気に入りのダンサーと手をつ

ないでギリシアダンス 

左 

タ
ベ
ル
ナ
の
前
で 

左 

左
よ
り
税
田
、
正
木
、
居
積 

タベルナの前で居積さん、税田さん 
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７４．アテネ空港で土産買う ドラクマの処理のため 

      早朝出迎えのバスがきてアテネを発つために空港へ向かった。空港へ着いてから出発まで大

部時間があったので余ったドラクマを使うためその分だけお土産を買うことにした。ドラクマは本

当に価値が低く他の国へ持っていてもほとんど交換してもらえないとのことで全部使いきってし

まうことにした。アテネではあまりお金を使わなかったので大部余っていた。大きな荷物になるよ

うなお土産は今買うと持ち運びに大変なので小さいものを買うことにした。まず会社の人用にたば

こを２カートン買った。その次に、自分のネクタイを２本買った。それでほぼドラクマはなくなっ

た。１０時にオリンピック航空２０１便に乗り、パリに向かって飛び立った。今回は前のローマの

空港で懲りているので出来るだけ他の人を見失わないよう慎重に行動した。国際線は乗ると必ず食

事が出てくる。メニューは忘れたが、昼食に当たる時間に近かったので比較的簡単なものが出たと

思う。 

 

７５．パリかすんでいる（飛行機から見ても判る） 

      パリ時間１２時前にパリ上空にかかった。窓から下界を見るとパリの街が非常に霞んでいた。

たぶんこの時期毎日霞んでいるのであろう。飛行機から見たら本当に下の部分だけの霞みでひょっ

としたらスモッグの可能性もあるかも知れなかった。いよいよ憧れのパリに上陸するのである。１

２時１５分過ぎ無事パリ空港に到着（ドゴール大統領の名前が付いておりドゴール空港といった。
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ローマ空港はレオナルド・ダ・ビンチ空港といった。） 

 

７６．パリの街 きれい 

      空港に着いてから税関を通ったが、日本人は信用があるのか簡単に通してくれた。しかし、

後でガイドに聞いたところによると自分達の出た税関はヨーロッパ専用であったみたいでヨーロ

ッパＥＣ発足で加盟国の出入りはほとんど自由になっているとのこと。簡単に通れるはずである。

しかし、それ以上に日本人が信用のある証拠である。ほとんど悪いことをしないからであろう。で

ないと明らかにヨーロッパ人でないことが判っているのに簡単に通すはずがないと考えられる。税

関から外へ出たら現地添乗員が居るはずなのにそれらしき人が居ないではないか。今回は自分一人

ではなく他の人もみんな一緒だったので少し安心感があった。また自分が一人になっていたら、冷

や汗をかかないかんかったところである。それにローマにように夜で人が少ないときでなく昼間で

人が大変多かったのであそこではぐれてしまうと本当に単独行動をせないかんかった。みんなとど

うしたかなあと言っていたところ日本人のガイドが現れた。先程書いたがガイドは、外国人専用の

出口に行っていたとのことでなかなかあらわれなかったのである。ガイドに簡単に説明を受けたあ

と、少し時間をもらって両替をした。それから待っていたバスに乗ってそれぞれの宿泊ホテルに向

かうことになった。自分達のコースの人たちは同じホテルなのであるが、他のコースの人たちも混

ざってるので途中でそれぞれのホテルに降ろしながら行った。バスの中でガイドから簡単なパリで

のことで説明があった。まず、水道水はあまり飲まないほうがよいこと。それからジプシーが多い

から気をつけること。（一時減っていたもの最近また増えてきたらしい。当局も出来るだけ居なく

なるよう努力しているらしいが何せ国境が地続きなので侵入を防ぎようがない部分があるとのこ

とである。ヨーロッパ諸国は全部そういう宿命を持っている。）ガイド曰く「彼らは人間ではない

ので（非常に極端な言い方であった。）もし何か危害でも加えるようなことがあれば遠慮容赦なく

暴力を奮ってもいいし、殺してもいい。それでも罪にならない。」とまで言っていた。極論である

かも知れないがそこまで言わせる程、ひどい状態なのかも知れない。とにかく、気をつけて関わり

会いの出ないようにすることが一番であると思った。バスでパリの街を走って思ったのは、今まで

行ったローマ、アテネと違って街が広く（道路も広い）きれいであると言うことである。古い建物

は比較的多いものの前両市ほど汚くは感じなかった。ガイドが言っていたが、パリ市当局が最近力

を入れて街全体を美しくするよう努力したとのことである。以前は汚かったらしい。ホテルへ着い

た。ホテル名は「ホテル アカディア」本当に小さなホテルであったが、最近出来たばかりなのか

非常に綺麗なホテルであった。前両市より相当小さなホテルで部屋数もそんなになかった。本当に

泊まるだけのホテルでシティーホテルのような設備はまったくなかった。着いてしばらくすると、

別の添乗員がやってきて翌日の市内観光だのオプショナルツアーだの説明があった。自分はオプシ

ョナルツアーの申込を「パリナイトツアー」「ベルサイユ宮殿見学」「ロワール河周辺古城めぐり」

の３点した。（ロワール河古城めぐりは結局行かなかった。時間の都合で無理があり行けなかった

のである。）その後鍵を受取りそれぞれの部屋に行った。やはりツインベッドの部屋であった。 

 

７７．オルセー美術館 コンコルド広場 

      部屋へ行って荷物を置いてから居積さんたちがとりあえず地下鉄に乗ってパリ市内の見物

に行こうと言ったので自分一人では余り行動できないと思い一緒に行くことにした。 
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居積さんは少し英語がしゃべれるので心強かった。その上彼女らは自分より大部度胸があるので一

人で行動するより色々なことを経験出来るであろうと思った。しかし、考えてみると自分自身情け

なくなる。 

まず、地図を片手に地下鉄に乗ることになった。自分の泊まったホテルの近くに地下鉄の駅があっ

た。パリは地下鉄が非常に発達しており、行こうと思えばパリの隅々まで行くことが出来る。東京

の地下鉄より延長距離にして長いであろう。その駅の名は、正しい読み方かどうか判らないが、ル・

モントマルトレと言った。そこから、１回乗り換えてルーブル駅まで行った。ルーブルとはあの有

名なルーブル美術館のことである。ルーブル美術館は、見学しなかった。見学するとすれば丸一日

かけても回れないほどの広さと美術品があるとのことである。今回の旅では、時間の関係で一度も

寄れなかった。 

ルーブル美術館の横の道を通ってコンコルド広場の方

へ歩いて行った。歩道の横はテラスレストランや土産物

屋など商店が並んでいた。しばらくするとコンコルド広

場に出た。コンコルド広場はあのマリー・アントワネッ

トが処刑された広場である。この広場はヨーロッパの特

徴的な広場でやはり真ん中に噴水があった。その噴水を

中心にして、ロータリーの道路になっているのである。

そこからは、かの有名なエッフェル塔も見えた。そこか

ら、真っ直ぐ行けば、シャンゼリゼ通りがあり、その先

には凱旋門があるのである。今まさに俺はあの有名なパ

リの街にやってきているのである。 

夢ではない現実にである。記念撮影を何枚かした。マリ

ー・アントワネットが処刑された場所や、凱旋門やエッ

フェル塔が見える場所での記念撮影である。 

コンコルド広場の横にはセーヌ河が流れており、そこに

かかる橋を渡って対岸に行った。その近くにオルセー博

物館があった。大変立派で大きい建物であった。この建

物は、昔パリ駅であったそうである。パリ駅の移転に伴

い、美術館に改装した物である。さすがに芸術の都パリ

である。日本にはこのような建築は見あたらない。スケ

ールが違うのである。自分は美術にはあまり興味がない

し見ても判らないのであるが、せっかくパリに来たので

あるし、居積さんたちと一緒に見て回った。 

中にははっきり覚えていないが、過去に見たような有名

な絵もあったように記憶している。この美術館で有名な

のは、確かミレーの「落ち穂拾い」だとか聞いたが、そ

れは見なかった。（最初からあると知っていたら探して

でも見たのであるが）ぐるっと美術を見て外に出たが、

そこは少しだけ広い広場になっており、ストリートパフ

 

上 セーヌ川をバックに 

中 コンコルド広場 

下 コンコルド広場 後ろにエッフェ

ル塔が望める 
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ォーマンスをやっていた。そうパリの大道芸人が色々なことをしているのである。楽器を演奏する

者やパントマイムなどのようなものをする者や色々居た。やはりここは世界の芸術の街パリなので

ある。美術館を出た後、河沿いをてくてく歩いて、地下鉄の駅まで行った。何という駅か忘れたが、

その駅から帰路についた。パリの地下鉄は、ローマの地下鉄ほど汚くはなかったが、日本の物と比

べると、大部汚かった。やはり駅の中も薄暗いのである。地下鉄の改札口は、自動になっているが、

日本の自動改札のように完璧な物ではなく、よく遊園地で見かける一方だけしか回らない回転式の

ドアーである。切符も日本のような磁気テープ式ではなかった。（磁気テープかもしれないが、日

本ほど綿密な物ではないかと思う。そう綿密にする必要もないはずである。料金は何処まで行って

も均一料金である。それも１回約７０円である。本当に値打ちがある。出口は、これはローマと同

じくええ加減で、何のチェックもなし。入りさえすれば、切符を持ってようが、持ってなくても関

係無し。日本と比べたら相当ルーズである。（ルーズという言葉は適当でないかも知れない。国民

性なのかも知れない。）そんなことも関係あるのであろう、税田さんが少し被害にあった。切符を

改札機の入れたところ浮浪者が横から強引に改札を通ったので税田さんが通れなくなったのであ

る。駅員が見つけてその浮浪者に何か言っていたが、その浮浪者はそのまま入って行ってしまった。

税田さんも確かそのまま中に入れてもらえたと思う。（？） 

 

７８．どこえ行っても日本人を見かける 

      しかし、パリの街を歩いていると必ず日本人を見かけるのである。ローマでもそうであった

が（アテネではそうでもなかった。）、本当に日本人が多いのである。やはり、その辺日本のパワー

を見せつけている感じである。良い意味で日本人はどんどん海外へ出かけて行ったらいいのである。

ただただ遊んで、買春をしたり不道徳なことをしてり日本人の恥になるようなことをしたらいけな

いが、まじめに旅を楽しみ、そして海外のことを見て祖国のことを思う。そういうまじめな勉強の

意味も（見聞を広める）込めての海外旅行ならどんどんすべきである。何もまじめくさった旅なら

いいと言っているのではなく、遊び心と向上の心を持った旅ならいいと言っているのである。そう

いう海外旅行をするならば、一石二鳥で、日本の黒字減らしにもなるのである。 

 

７９．ジプシー 

      ローマでもジプシーを見かけて、その子供にひったくりに遭いそうになったが、ここパリで

もジプシーがローマ以上に居た。パリのジプシーは、乞食同然で、地下鉄を降りてコンコルド広場

に行くまでの商店街の道路と面した柱の横に大体同じパターンで、薄汚れた派手なスカートとスカ

ーフをした母親が裸足でじべたに座って、乞食をしておりその横にはこれまた裸足の子供が寝てい

るか横たわっているのである。それを何組も見かけた。一時はパリ当局の対策で居なくなっていた

みたいであるが、最近また増えてきたらしい。アテネの項でも書いたが、ヨーロッパはすべて地続

きの国境であるから、その気になればいくらでも国境越えて行き来出来るのである。国家がいくら

警戒したとしても、長い国境線を完全に監視出来るわけないのである。それが、ヨーロッパ諸国の

悩みの一つなのである。ヨーロッパ諸国と言うより国境が地続きになっている国がすべてその問題

に少なからず頭を痛めているに違いないのである。その点、我が日本は、自然の要塞、海に囲まれ

ているのでその心配がないし、安全面に於いても好条件なのである。その面でも日本は恵まれてい

る。ジプシーの歴史というのは、全く知らないが、諸国の嫌われ者であることは、間違いないよう
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である。何かのテレビでそのジプシー達の処遇の問題で放送されていたが、なかなか簡単にはその

差別はなくならないみたいである。パリの街で見かけるジプシー達を見ていると何だか気の毒なよ

うな気がするが、ただそれだけのことで、自分にはどうすることの出来る問題ではないのである。

ただ、彼らには失礼だけど同情と哀れみの目で見るだけである。 

 

８０．ホテル近くのセルフサービスレストランで夕食 

      地下鉄でもとの駅へ戻ってきた。パリの地下鉄は非常に便利である。大部地下鉄にも乗り馴

れた。それに居積さんたちも一緒だしより安心できた。着いた時間は何時頃であったか忘れたが、

夕食の時間になっていたと思う。確か５時過ぎであったか。食事をしようということになった。さ

て、何処で食べるかが問題である。ガイドから中東人が経営しているレストランは、古い物でもず

っと置いているから衛生上あまり良くないといっていた。だから、フランス人の店に行くことにし

た。出来ればリッチにフルコースでも食べたいなあという気持ちがあったものの、何処か判らない

し、予約の仕方も判らないし、チップというめんどうなこともあるし、誰もそんなところへ行こう

かと言わなかった。だから、フランス人のセルフサービスレストランがあったので、そこへおそる

おそる入った。現地の人の夕食時間にはまだ早かったみたいで２～３人位しか客はいなかった。メ

インディッシュが何種類かあり自分はステーキにした。その他はサラダだとか飲物だとか、デザー

トだとかで自由に選んだ。値段はそこそこしたと思うが結構ボリュームもあった。味の方はいまい

ちであった。客の一人にそこそこ年がいった人であったが、何回もお代わりををしてすごくよく食

べていた。横手見ていてびっくりしてしまった。 

 

８１．居積さんのこと 仕事 パソコン チャレンジ精神 

      セルフサービスレストランで食事をしながら居積さんと税田さんの三人で色々な話をした

が、特に居積さんは年の割に大変チャレンジ精神の旺盛な人で感心した。やはり独身ということが

そういう精神につながっているのは間違いないであろう。しかし、独身だとかそうでないとしても、

若々しいチャレンジ精神を持っているということは、人間にとって素晴らしいことであると思う。

仕事はハバーライフという健康食品の代理店（オーナーである）をしていることは前にも書いたが、

趣味も多彩であるし、旅行だとかとにかく何でもござれと言うような感じである。自分を女性にし

たような感じの性格である。しかし、自分なんかよりはるかに度胸もあるし、しっかりしているし、

行動力もある。自分には見習わなければいけないところをたくさん持っている人である。自分の今

の趣味であるパソコンの話をしたが、彼女も少しやりつつあるらしく、富士通のＦＭＲを買ったと

か何とか言っていた。そんなことで結構話が合った。一方の税田さんは、服飾関係の仕事でデザイ

ナーのような仕事をしているとか言っていた。税田さんの方は、居積さんほど行動力はなさそうで、

失礼な言い方になるが、オバタリアンというような感じが少しした。居積さんと税田さんの関係は、

服飾関係の専門学校で知り合ったと言っていた。居積さんは体が弱くて病気がちであったらしいの

であるが、ハバーライフという健康食品を食べだしてから、すこぶる健康になったらしい。どんな

健康食品なのかよく知らないが、ＮＡＳＡの関係で開発されたとか言っていた。ハーブとかいう薬

草が主成分になっているらしい。本部がアメリカにあって時々世界の各地で代理店会議などを開く

そうで、この間はオーストラリアに行ってきたとか言っていた。もっと色々な話をしたが忘れてし

まった。いずれにしても、こうして見ず知らずの人と色々な話が出来るということもまた素晴らし
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いことである。旅というものはそう言ったものも、誘発してくれるものなのだなあと感じた次第で

ある。これをきっかけに、たまには海外旅行もすべきであると思った。 

 

８２．テレビでちんぽ丸だしの映像（ローマでは女のヘアー） 

      食事が終わってホテルに帰ってきた。まず風呂へ入った。ちゃんとバスタブもついていた。

（湯はいれずシャワーだけにした）外は昼間のような明るさである。なにせ緯度が相当高いので、

日が暮れるのも遅いのである。確かホテルに帰ったのは６時過ぎであった。それから１０時過ぎま

でずっと外は明るかったのにはびっくりした。サマータイムで時刻が通常より１時間ほど遅くして

あるにもかかわらず１０時まで明るい。通常であれば１１時に日没という感じである。風呂から上

がってかテレビをつけてみたが、ローマに続きこれまたびっくりした。映画をしていたが、ローマ

では女性がヘアー丸出しであったが、ここパリでは、映画の一場面なのであるが、男のちんぽ丸出

しの場面があった。ＳＥＸシーンもあったが、さすがにその場面は、まともには見えなかった。や

はりここは日本ではないのである。ヨーロッパのテレビのチャンネルは各国の放送が写るのである。

フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、衛生放送であろう。各国の番組がみれた。しかし、言葉

が判らないので長い間見る気はしなかった。 

 

８３．脈拍数の異常（ずっと８０以上 緊張のせいか） 

      やはり海外へ一人できて緊張しているのであろう。血圧計を持っていっており毎朝毎晩血圧

を計っていたのであるが、血圧はそうでないにしても、脈拍がいつ計ってもて８０を越えていた。

精神的なものが体のコンディションにこれだけ影響を及ぼすものかと驚いている。しかし、緊張し

ているという意識もなく脈拍が上がっているという自覚もないのである。人間の体は不思議なもの

である。ストレスというものの一種なのかもしれない。意識しなくても環境の大幅な変化を体が感

じているに違いない。ひとついつ何時でもリラックスできるよう訓練せないかんと感じた次第であ

る。 

 

８４．阪神タイガースの経過が気になる 

      ここヨーロッパにきてまで阪神タイガースのことが気になって仕方なかった。家に電話もし

たし、０６－３１０－２７５０にダイヤルして（スポーツ日本テレホン情報）結果を聞いたりなど

した。少し負けが込んで来ていたようである。帰国してから阪神タイガースが借金を作ったのを知

った。やはり自分が日本にいて応援せんといかんなあと思った。（電話を何回かかけたが、それほ

ど高いものではなかった。ダイヤル直通で日本までかかるのである。本当に便利になったものであ

る。 

 

１９９３年６月７日（月）  ７日目 
 

      これ以下書いたのが、１１月１４日からである。大部記憶も薄れてきている。だから、出

来るだけ一生懸命思い出すように書きたいが、一部定かでない部分はガイドブックを見たりフィク

ションになるかもしれないが、了承願いたい。これだけの長文を書くのは生まれて始めての経験で

あるし、ぐずぐずしていてなかなか先に進めなかったのが悔やまれる。 
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８６．パリ市内観光 

      今日は朝から午前中パリ市内見物である。バスがホテルの近くまで迎えに来た。他のホテル

の連中も一緒であった。パリは、朝着いたときにも感じたのであるが、少し霞んでいた。 

 

８７．ノートルダム寺院のステンドグラス 

    古いものの方がきれい 

      まず最初に行ったと

ころが、かの有名なノートル

ダム寺院。セーヌ河のそばに

ありそこは、セーヌ河が作る

ひとつの島になっている場

所にある。その島をシテ島と

呼んでいる。シテ島には有名

な建物が結構あったような

記憶がある。ゴシック様式の

美しい建物である。古いから

外見は相当汚れた感じにな

っていた。中に入ると灯をつ

けていないので、暗かったが

その分ステンドグラスの原色

が美しく映えていた。ガイドの説明によると、古いステンドグラスの方

が美しいらしい。何故かと言うと古い時代に作ったものの方が、技術が

進んでいなかったせいで、不純物が多くてそれが幸いして微妙な色の変

化を生み出してかえって綺麗なものになったらしいのである。芸術とい

うものは、そんなんものなのかも知れない。 

ノートルダム寺院を真下から撮影 

ノートルダム寺院前にて 

上 正木 ・ 下 居積 

人間が作るファジーな部分から生まれるものであるので、技術や理論だ

けでは説明できない部分があるのである。個性という部分であろう。中

はサンピエトロ寺院よりは大部狭かった。（今書いている現在に於いて

は、何か頭の中で

ごちゃ混ぜになっ

てしまっている。

中は観光客で一杯であった。 

ノートルダム寺院の内部 

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス 

ピ
ン
ボ
ケ

し
て
し
ま
っ
た 

寺院の外ではパリの大道芸人のパフォーマン

スが見られた。ピエロのかっこをしたパント

マイマー等がいて、写真を一緒にとるには、

金を請求されるとのことであった。（当然な
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ことであろう。彼らはそれで飯を食べているのであるから。）（記憶が定かでなくなってきているの

で、もう一度行ってゆっくり見てみたい気もする。ここパリだけではなく他のところも。） 

 

８８．エッフェル塔 凱旋門 陸軍士官学校 

      まず最初に行った

のは、凱旋門。ここは、

バスを止める場所がない

ので前を通過しただけで

ある。この場所は各広場

と同じように前の道路は

ロータリーになっており

凱旋門の回りをぐるぐる

回って目的の道路へ出て

行くのである。この場所

は市の中心になっている

みたいで、ここを起点と

して各道路が放射状に延

びているのである。昔は

戦争の時、戦場へ向かう

ときもまた勝って帰って

くるときも、ここが起点に

なったと思われる。だから凱旋門というのであろう。これは何もパリ

に限ったことではなく、ローマにも小さいながらもローマ帝国時代の

遺跡もあった。ヨーロッパは何処へ行ってもパターンは同じようであ

る。各地にたくさんある広場も大体同じようなパターンである。この

パリの凱旋門に通じる道路で有名なのが、シャンゼリゼ通りである。

（この通りについては後で書く。） 

 

エッフェル塔 

上 凱旋門 

下 陸軍士官学校 

凱旋門の前を後にして次に通ったのは、

陸軍仕官学校前。ここは、あのかの有名

なナポレオン・ボナパルトが出た学校で

ある。パリらしい建築様式の

建物であった。 

 

下 何だか忘れた！ 

前後は今の記憶では定かで

はないが、次に行ったのが、

あのエッフェル塔。この建物

は、日本の大正時代にあたる

ときにパリ万国博覧会の時

に建てられたものである。そ
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れにしてもその時代にあれだけの構造物を建てられたなんて大した技術だと思う。設計したのはエ

ッフェルというひとで、橋の設計者だそうである。同じ塔でも東京タワーとは、規模の点で雲泥の

差があるし、美観から行ってもエッフェル塔の方がはるかに上である。ここではバスを止める場所

があったので、止まって遠くから見物したが、前まで行き塔に登れるほどの近い距離ではなっかた

し、またその時間もなかったので、遠くから全容を眺めただけであった。場所的には写真などで写

っている場所と同じで最も全容が見える場所であった。記念写真などを撮った。 

エッフェル塔を見て

いるとパリの朝が非

常に霞んであること

が判る。パリ空港に着

く前に、下界を見てい

ると霞んでいるなと

思ったと同じように

霞んでいた。結局、エ

ッフェル塔には、こ

れきりで後日も行か

なかったのでこのと

き見ただけであった。 

市
内
観
光 

何
処
か
？ 

コ
ン
コ
ル
ド
広
場
に
て 

コンコルド広場 マリー・

アントワネットが処刑され

た場所を指す 

 

 

 

 

 

８９．市内観光の終わりにＤＵＴＹ ＦＲＥＥ ショップで土産の買物 

      何処の国の観光をしても大体パターンは同じなのである。コースの最後に必ず土産物屋へ行

くのがお決まりになっている。ここパリでも同じである。今日のコースの最後に行ったのが「ＤＹ

ＴＵ ＦＲＥＥ ショップ」であった。ローマ、アテネともに自分のネクタイとたばこを吸う人用

に買ったやばこ以外は何も買っていなかったので、ここの店でまとめて買うことにした。買うもの

はあらかじめ考えてあった。誰には何をやるとかといったふうに日本を出る前に決めていた。リス

トもちゃんと作ってあった。会社の女の子用には口紅。姉にはオーデコロン。母にはルイビトンの

セカンドバック（ただしルイビトンだけはルイビトンの本店に行かなければ他のどの店へ行っても

売っていなかった。）。義兄や甥や会社のタバコを吸わない男性には何も決めていなかったので時間

をかけてあれでもないこれでもないと選んだ。義兄にはベルト。甥にはイブサンローランのＴシャ

ツ。会社の男性にはコニャックのミニチュアボトルの詰め合わせセット。その他、税金の還付を受

けるために金額が足らなかったので、金額を合わすためにオーデコロンを余分に買ったりした。結

局この旅で最も使った金が自分以外の人向けに買ったお土産代になってしまった。それから免税を

受けるために最低必要な金額はこの店では２０００フラン以上であった。（日本円換算そのときの

レートで４００００円強）この店の店員はほとんどが日本人でたぶん日本人専門の店であろう。だ

から買い物に不自由することはなかった。それから、支払はすべてクレジットカードで済ませた。

 ５４



後で来たカードの請求額はさらに円高になっていた。結果的にカードで買ったのが正解であった。

それからこの店の税金還付は最初からその分便宜を図ったくれており、代金からすでに差し引かれ

てあった。（ルイビトンなどは、２カ月後に返ってきた。） 

 

９０．円高で両替する毎に円が高くなっている 

      免税店で買い物をする際、現金が少し足らなかったので両替をその免税店でしたのであるが、

最初の空港で両替をしたときに比べてさらに円が高くなっていた。レートははっきり覚えていない

のであるが、相当円高になっていた。円高の記録を更新したのではないかと思われる。本当に有利

なときに来たものである。 

 

９１．道路際のテラスカフェテリアで昼食 

      買い物が終わったとき、すでに昼の時間を回って

いた。居積さんたちと一緒にお昼を食べよかということ

になった。免税店の隣に、カフェテラスのレストランが

あった。歩道に突き出てテーブルがあり、パリの街角で

よく見かける風景のレストランである。（ヨーロッパに

は何処にでもある風景のレストラン。）テーブルについ

てウエイトレスがメニューを持ってきたのはいいので

あるが、何を注文していいのか判らないのである。もち

ろんフランス語で書いたメニューが読めないのである。

英語の出来る居積さんもフランス語までは読めないの

である。行動力のある居積さんに任せた。すると彼女は、ウエイトレスに隣に年寄り夫婦が食べて

いるサラダを指さした。それと同じものということになった。それから、コーヒーとパンを注文。

そのサラダは、シーチキンサラダであったが結構ボリュームがあった。彼女達がいなかったら、こ

んなところで食事できなかったと思う。自分一人ではとてもやない、こんなところで食事できなか

ったはずである。彼女達と一緒に行動できて良かったと思う。最後の勘定は、日本のようにレジに

行くのではなく、ウエイトレスが取りにくるのである。結構高かった。それで、端数と少しチップ

としてあげた。こんなことも彼女達がいなければ出来なかったことである。とにかく何回も書くが、

自分の気の弱さ、行動力のなさ、勇気のなさをしみじみと、今回の旅行は感じさせてくれるのであ

る。もっともっと自分自身勇気のある行動力のある男にならなければ、だめであると感じた。 

カフェテラスでの昼食 

 

９２．日本人ガイド 

      ガイドの人の名前は忘れたが、パリ在住１３年とか言っていた。岸恵子さんなどとも知り合

いだとのこと。日本のことなど聞いてみたが、帰りたい気持ちはあるがこの年になって帰っても就

職口がないから帰れないと言っていた。食べ物のことも聞いてみたが、年を取ってくる毎に、日本

のあっさりした食べ物が恋しくなってきたとのこと。最初はフランス料理も抵抗なく食べることが

出来たが、最近日本食がいいと思いだしたとのこと。 

 

９３．歩いてホテルまで帰る（途中でおばさんに道を尋ねる） 
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      昼食が終わってから歩いてホテルまで帰ることにした。地図を片手に居積さんの誘導で自分

は後をついて行くだけである。パリの日差しは非常にきつかった。そのうえ大変に暑い。しかし、

ヨーロッパに共通して言えるのであるが、湿度が低いのでさっらとしていて、温度ほどにも暑さを

感じない。幸いにも今回のヨーロッパ旅行中はずっと天気にも恵まれ雨には一度も遭わなかった。

日本の今の季節で言えば梅雨なのであるが、ヨーロッパにはそれがないのである。大部歩いたが、

結構迷った。途中で居積さんは何回も人に道を聞いていた。中には人懐っこいおばさんがいて、自

分は東京に行ったことがあるとかで、その時親切にしてもらったといっていた。そのおばさんは英

語がしゃべれた。居積さんとの会話も十分していた。丁寧にポイントの場所まで一緒に行ってくれ

た。最後に写真も一緒に撮った。別れ際に握手だったか、キスだったか忘れたが、お互いに意気投

合したまま分かれた。パリでのひとつのいい記念（思い出）となった。 

 

９４．観光会社 パリビジョン 

      ホテルへ帰ってから、風呂に入った。夜にパリナイトショーを見に行くためである。例によ

って陽はなかなか暮れなかった。風呂へ入ってからまだ時間があったので少し休憩をしてから、正

装に（スーツ）着替えて何時だったか忘れたが、出かけることにした。確か５時過ぎであったと思

う。少し乗り馴れた地下鉄に乗って行くことにした。ずいぶん馴れた。コンコルド広場まで地下鉄

に乗った。前にも書いたがパリの地下鉄は安くて非常に便利である。コンコルド広場に着いてから

まだ大部時間があったので、ルーブル美術館の横の大きな公園を散策することにした。公園には噴

水があって、パリ市民が椅子に座って日向ぼっこなどをしていた。のんびりした風景であった。自

分もゆっくりした気分で散歩した。パリビジョンという観光社の事務所に集合ということになって

いた。その事務所はその公園の前にあり、ゆっくり散策した後、３０分前くらいにその事務所に入

った。自分達と一緒に行くかと思われる日本人が４人ほど待っていた。行ってからクーポン券を見

せたら少し待ってくれとたぶん事務員は言ったものだと思う。少し待った。しばらくするとレスト

ランまで行くチャーターバスに案内された。自分達のメンバーは、自分を含め８人であった。その

バスには他のツアーのメンバーも乗っており、全員で何人かは判らなかった。 

 

９５．レストランでフランス料理を食べる 

      まずレストランに連れて行かれた。そんなに大き

なレストランではなかった。一応コース料理にはなって

いたが、本格的なコース料理ではなかったように思う。

ワインが付いていた。赤ワインであった。料理は一応魚

料理にした。（肉料理も選択できたが無難なコースでい

った。オードブルなどもそれぞれ選択できたかな？忘れ

てしまった。何かテリーヌも出ていた。自分の口に合わ

なかったのかも知れないが、そんなにうまいとは思わな

かった。レストランの名前は後で勝浦さん（同行の日本人

兄弟４人）が写真のお礼の手紙をくれて判ったのであるが、

一応パリの名門「ノース・ド・ジャネット」とかであった。

名門と言えるほどのレストランでもなかったように思う。自分達の行った時間は、比較的（現地時

正装してでのディナー 赤ワインで

乾杯 名門レストラン「ノース・ド・

ジャネット」にて 
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間にしては）早かったようで、ほとんど客がおらず外も明るかったので、何か少し盛り上がりにか

けたようなところもあった。 

少しすると団体客が入ってきていた。しかし、白人と言うのは何処へ行ってもたいへん賑やかであ

る。ローマの時もそうであったが、ここでもたいへん賑やかだった。日本人がおとなしすぎるのか

も知れない。一緒に行った人の写真を撮ってあげ自分のも撮ってもらった。その人が勝浦さんとい

う老人のグループであった。 

 

９６．パリナイトショー （同行の人 外人 新婚 兄弟４人） 

      一緒に行った人たちは、今書いた勝浦夫妻とその勝浦さんの女姉妹の４人とちょぼ髭をはや

した新郎と俳優ににた可愛い新婦の新婚さんとアメリ

カ人の２６才といっていたが宝石商をしている人と自分をいれて８人であった。そのアメリカ人は

全く酒を飲めずにコーラばかり飲んでいた。もちろん日本が話せず、我々も英語がしゃべれないの

で、その外人何か寂しそうであった。自分は、片言の英語で話しかけたりして少し判る部分はあっ

たものの、会話を続けることは不可能であった。 

勝
浦
夫
妻
グ
ル
ー
プ
の
４
人 

 

９７．パリナイトショー 外人の豊満なおっぱいのオンパレード 

      やあとにかくすごかったのどうのといって、本当に素晴らしかった。パリの夜ムーランルー

ジュのショーを見に行ったのである。先ほど食べたディナーとこのショーがセットになっているの

である。レストランを出てバスに乗りモンマルトルの近くのムーランルージュまで行った。このあ

たりはショー劇場がたくさんあり、少々いかがわしいポルノショップ等もあった。時間の都合でそ

んな場所へは寄れなかった。たぶんその付近は、売春婦等もいそうな雰囲気であった。ショーは９

時から始まった。とにかくすごい、若いパリ娘の豊満なオッパイのオンパレードである。しかし、

ストリップではないので、あまり卑猥さはなかった。やはり、白人女は、スタイルもいいしオッパ

イも大きいし、抜群である。我々の座った席は２階席で、ナイトクラブスタイルであるから、４人

がテーブルを挟んで座った。自分の前がアメリカ人でその横が新婚さんであった。ショーが３時間

近く続いた。やはり、入場するときカメラは持って入れなかった。それは当然であろう。ショーに

出ていた女性は、１００人はいたのではなかろうか。とにかくそれだけの女性が豊満なオッパイ丸

だしで踊るのであるから、圧巻である。あれだけ大量のオッパイを一度に生で見るのは生まれて初

めてである。ショーと言っても踊りから、パントマイムから色々な出し物があった。全く堪能した。

客席は１階と２階があり一度に相当の人が入れるだけ広かった。最後は、パリ名物のフレンチカン
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カンであった。ここが、あの有名なるフレンチカンカンの発祥の地である。また、歴史もあるので

ある。舞台以外の客席を見渡せば、日本人と中国人（台湾人か華僑であろう）圧倒的に多かった。

ここでも経済力がものを言っているような感じであった。日本もさることながら、台湾のパワーも

なかなかのものだと感じた次第である。それから、飲物としてシャンペンが出ただけであった。ま

あ、それはショーを見るために行ったのであるからそれはそれで良かった。（飲みに行った訳では

ないので）ショーは１２時近くに終わった。帰るとき、その後もう一回公演があるのであろう外に

は客が列を作って待っていた。さすが、フランスである。日本ではああ言うことは考えられないし、

もしやったとしても客が集まらないであろう。お国柄の違いであろう。あくる日が休みの日ならい

ざ知らず今日は月曜日なのである。もちろん観光客も相当多いのであろうが、現地の人たちもいて

るはずである。あんなに遅くまで遊んであくる日仕事をするなんて自分達（自分も遅くまで飲むこ

とはあるものの）には考えられない。その辺の感覚は日本人と全く違うみたいである。 

 

９８．パリナイトツアー帰りのバス運転手へのチップ 

      帰りもバスが迎えにきていた。ホテルの近くまで送ってくれた。バスを降りるときにチップ

を細かいお金もなかったし、少しはずんであげた。ひょっとしたら渡さなくても良かったのかも知

れないが、無難なところで渡しておいた。金額が多かったのかどうか知らないが、少しガイド共々

少しびっくりしたような様子であった。（日本円にして５００円程度）バスを降りてから、喉が乾

いたので帰り道のバールでミネラルウオーターを買った。パリのそんな店は結構夜遅くまであいて

いるみたいである。ホテルへ帰ってからすぐに寝た。 

 

１９９３年６月８日（火）  ８日目 
 

９９．ベルサイユ宮殿見学 

      今日の予定は、午前中はあのマリー・アントワネットの居住した有名なベルサイユ宮殿の見

学と午後からは、母の土産のルイビトンのセカンドバックを買うためにルイビトンの本店に行く。

それ以外の予定はまだ何も決まっていない。 

先にパリビジョンに見学参加の予約をしてあったので、昨日ムーランルージュに行ったときの待ち

合わせ場所であるパリビジョンの事務所に朝から行くことになっていた。そこからバスに乗りベル

サイユ宮殿まで案内してくれるのである。すっかり乗り馴れた地下鉄に乗りコンコルド広場駅まで

行った。地下鉄の切符は、日本と違って自動販売機などなくすべて窓口で買うのである。パリの地

下鉄は何処まで行っても均一料金なので買い易く枚数を示すだけで通じるのである。もしそうでな

かったら、行き先を告げなければならないので、苦労したはずである。 

朝の何時に集合であったか忘れたが、無事にパリビジョンの前までたどりついた。すでに観光バス

がその前に多く並んでいた。案内されるとおりバスに乗った。ほとんど日本人ばかりであったと思

う。当然ながら日本人のガイドが付いた。 

ベルサイユ宮殿はパリ市内にあるのではなく郊外にあるのであるが、時間的には１時間もかからな

かったように記憶している。パリ市内を出て郊外の田園地帯を走るのかと想像していたが、案外街

の中ばかり走って目的地であるベルサイユ宮殿に着いた。 
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１００．すごく広い庭 そして宮殿 

        ベルサイユ宮殿に着いてから宮殿の内部を見学するまでし

ばらく待たされた。見学者が大変多く一度にどんどん入れると問題が

あると言うことで予約制で順番ということになっている。幸い我々は

個人的に来たのではなく観

光会社の団体で来ているの

で比較的早くはいれたと思

う。個人で行ったら完全に

は中を見れないばかりか相

当待たされたかも知れない。 

着いてからまずバスは正面

玄関前の駐車場に止まった。

正面玄関から中へ入ると石

畳を敷き詰めた一種の広場

のようになっており、噴水こそなかったが、ルイ１６世の馬に乗った銅像などが所々に建っていた。

すごく広かった。 

 
ルイ１６世銅像前にて 

本館前の広場 

そこで入館時間の説明を受けてその時間が来るまで自由

時間とし中庭の見学などに当てた。中庭がまたすごく広

いのである。ガイドが言っていたが、中庭の設計自体が

人間の目の錯覚を利用したと言うかそのようなことで、

極力広く見えるように作ってあるらしい。しかし、錯覚

などそっちのけの広さがあり、まさに雄大というような

庭園である。庭園の作りとしては、日本庭園などと比較

するのは間違いかも知れないが、やはり文化の違いであ

ろう、日本庭園のようにせせこましく凝りに凝っている

というのではなく、広々とした空間を優雅に創造してい

るようなところがある。うまく表現が出来ないがゆとり

があるという気がする。日本庭園が本当にせせこましく

思えてくる。しかし、日本庭園はそれはそれでいいとこ

があるのであるが、まあ早い話、比較するということが

ナンセンスであろう。 

上 本館前の広場にて 

下 広大な庭園にて 

庭
園
の
噴
水
前
に
て 

中庭の奥行きがすごくあり、行っても行っても

行き着かないというような感じ。芝生の植えら

れているレーンがあり、また噴水のあるレーン

があり、その奥行きの左右には並木道のような

背の高い木が植えられている。なんとも優雅そ
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のものである。こんなところで、ルイ王朝華やかなりしころ園遊会などパーティー等も繰り広げら

れたのであろう。まるでそこにマリー・アントワネットがいるような気がした。想像させられた。 

記念写真を何枚か撮った。外人にもシャッターを頼んだ

りした。その辺は何も言葉がいらない。ジェスチャーだ

けで通じるし、快く引き受けてくれた。 

 

 

 

 

 ル
イ
１
６
世
像 

裏庭のマリー・アントワネット像前にて 
 

１０１．添乗員 小林氏 

        添乗員ガイドは、現地の住在の小林氏でちょぼ髭

はやした眼鏡をかけた人であった。色々と話を聞いたので

あるが全部忘れてしまった。 

 

１０２．キンキンキラキラの装飾で少しもたれる 

        ベルサイユ宮殿の中は、壁から天井から絵画が書かれてお

り、まさにキンキラキンという感じで、何か脂ぎった食べ物を食べているような感じがして、最後

の方になるとうんざりした。やはり、日本文化とはやはり相当異質なものがある。日本文化という

ものは、侘びさびというか、本当に質素で素朴なのであるが、西洋文明は（ヨーロッパ文明）すご

く華やかで派手である。僕は日本人なので、やっぱり日本の文化になじんでいるせいか、連続でベ

ルサイユ宮殿の内部装飾を見ていると、気持ちが悪くなるほど違和感があった。少し、この旅が最

後の方になってきて疲れてきていたせいもあるかもしれない。天井は平ではなく、少し全体的にく

ぼんでおり、広く見せる効果があるのだそうである。人間の目の錯覚らしい。全部広く見せるよう

な構造になっていた。内部はいたるところ観光客で一杯で説明がろくろく聞かれなかった。マリ

ー・アントワネネット等の寝室であったところなどを見た後、最後の方は、パリサミットの開かれ

た表に面した鏡張りの細長い部屋を見学した。（相当広いものである。） 

 

１０３．シャンゼリゼ通りを歩きルイビトンまで行く 

        見学が終わると、バスで出発したパリビジョンの前まで帰ってきた。途中これはバスの運

転手のアルバイトなのであろう、バスの中で飲物を販売していた。自分はコーラを買って飲んだ。

コカコーラで日本で飲むのと全く同じであった。その後の行動は、ルイビトンで母のお土産である

セカンドバックを買わなければならなかったので、そこまで行くことにした。距離的には地図で見

るとそれほど遠くないみたいなので、歩いていくことにした。あの有名なシャンゼリゼ通りを歩い

ていった。シャンゼリゼ通りは大変広いとおりで、中央に車道があり両端は公園であった。真っ直

ぐ正面には凱旋門があり、それに向かって歩いて行くのである。両端の公園は途中で途切れ、その

かわり、テラスのカフェレストランや商店が両端に並ぶようになった。カフェテラスレストランで

食事でもしようと思ったが、一人なのでよう入らなかった。道路はあちこち工事中で、少しシャン
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ゼリゼ通りのイメージが崩れた。ルイビトンは、凱旋門の近くでシャンゼリゼ通りに面していない

し、看板も大きくは掲げておらず、非常にわかりにくかった。日本の商店のように、目だつような

看板をどこの店も掲げておらず（規制があるのかも知れない？）ショーウインドが余り派手でなく

本当に質素なものであった。 

 

１０４．ルイビトンで母への土産のセカンドバックを買い、税金の関係で自分の札入れも

買う 

        ルイビトンの中に入った。店の中は、本当に高級品店というような感じで、落ちつきのあ

るゆったりした上品な店内であった。目についたのは、買物客が日本人ばかりだなあという感じが

した。店員も何人か日本人がいた。例によってあのルイビトンのトレードマークの入った商品がた

くさん置いてあった。自分はセカンドバックというものは、どんなものか知らないので、店員に聞

いた。それはあまり種類がなかった。店員と相談して適当なごく普通のものを買った。このルイビ

トンの場合は、免税の額が、他の店より高く普通２,０００フランなのに、２,２００フランであっ

た。だからしかたないので、自分の札入れを買った。こんなもの最初から買う気がなかったのに、

余分な買い物をしてしまった。ここの商品の渡し方は、少し変わっていて、まず、商品を決めてか

ら、店員が売上伝票と免税伝票を書いて、それを、客がキャッシャーに持って行き、そこで料金を

払うのである。すると商品引換伝票をもらい、出口近くにある商品引換窓口へ行き、伝票と引換に

商品を受け取るのである。だから、ウインドーに飾ってある商品はあくまで商談用の商品にすぎな

いのである。 

 

１０５．ルイビトンで応対した日本人店員少し高慢でけしからん 気分を害す 

        免税の手続きをするとき、少し困ったことがあった。店員がパスポートを見せてくれとい

うのである。パスポートはホテルに置いてきているのである。もちろんパスポート番号は電子手帳

にひかえてあるのですぐ判ったのであるが、その手続きをする日本人店員が高慢なばばあで、パス

ポートがなかったら手続きが出来ないともったいぶっていうのである。また、言い方も気に食わな

かった。買うのをやめようかと思った。今更、ホテルに取りに帰る訳にもいかないし、困ったと思

った。そのうえ、その店員は、腹が立つ説教までしやがった。パスポートは絶対持ち歩かないかん

と。本当に子供に言う言い方のように、なめた言い方をしやがった。けしからん。それから、添乗

員にも言っておけと言いやがった。説教がましく。添乗員が持ち歩かないほうがいいと言ったので

ある。（よく考えると見ずしらずの海外にきているのだから、身分保証と万が一の時のことを考え

たら持っておくことがベターかもしれない。）それにしても、腹が立った。こちらは、客なのに本

当に馬鹿にされた感じであった。結局はパスポート番号が判っていたので手続きが出来たのである。

出来るなら、説教がましくがたがた言わず、やってくれたらいいのに。全くふざけてやがる。 

 

１０６．パリの地下鉄に乗り慣れる 

        店を出て、帰りは高級商品を持っているので盗難に遭わないようタクシーに乗ろうかとも

思ったが、また気弱が出て乗れなかった。またとぼとぼと、シャンゼリゼ通りを来た道を帰って行

った。コンコルド広場駅まで歩いて、地下鉄に乗った。だいぶ馴れて、何の抵抗もなく乗れるよう

になった。路線も間違いなく乗れるようになった。パリの地下鉄は非常に便利である。 
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１０７．少し飽食気味で外食をする気がせず、ホテル前のスーパーでパンなどを買い、そ

れをもって昼食、夕食とした 

        ホテルに戻った。何時か忘れたが、３時を過ぎていたと思う。昼飯をたべないかんと思っ

た。しかし、あまり腹は減っていない。やはり一人なので、レストランなどにようはいらないので

ある。この旅を通じて、本当に自分自身が気の弱い、頼りない、勇気のない人間だとつくづく感じ

た。これからの自分自身の人生の猛反省となった。これから、自分を変えていかなければならない。

結局、ホテルの前にスーパーがあったので、そこでパンでも買って食べることにした。それにパリ

のスーパーがどのようなものかも興味があったのでそこで買い物もしたかった。パン、チーズ、ト

マト、ジュース、牛乳を買いそれを、昼食、夕食とした。夕食もそれで済ましたのは、一人でレス

トランによういかないこともあったが、少し、比較的こってりした、料理が厭になってきたせいも

ある。それと、だいぶ疲れてきているせいもあったであろう。 

 

１０８．スーパーマーケットでの買物 

        スーパーでの買い物は、日本での買い方と同じで特に抵抗はなかったのであるが、一つだ

けおどおどしたことがあった。言葉が判ればどうってこと なかったのであるが、林檎を１個だけ

かったのであるが、キャッシャーで店員がえらそうなこわそうな顔をして何か文句をいいよった。

自分は何のことか判らないし、仕方がないので、また売り場に戻りその林檎を返してきた。隣にい

た、アジア系の店員は、親切そうに何か言ってくれていたが、返した。今度それを返した後、レジ

に行ったのであるが、そのアジア系の店員が、さっきのものはいいのかというようなことを言った

と思う。その店員は、親切であったが、最初の店員はまったく不親切きわまりなく、気分が悪かっ

た。結局後でよく考えてみると、１個での販売はしていなかったか、秤売りであったのかもしれな

い。このときほど、言葉がしゃべれたらなと思ったことはなかった。 

 

１０９．だいぶ疲れて買物から帰ってから動く気がせず 

        スーパーで買ったパンなどで簡単な食事を済ませた後、少し昼寝をした。相当に疲れてい

るようだった。全く動く気がせずバターンキューという感じであった。この旅行がもっと長く続け

ば、さらに疲れがひどくなったであろう。自分自身あまり精神的にタフではないことが証明された

みたいであった。少しでも言葉がしゃべれたらもう少し行動できて、こんなことはないであろうし、

一人でなかったら、勇気もでたであろうし、もう少し馴れたらこんな極端なことはなかったかと思

う。何せ初めてのヨーロッパ旅行であるし精神的に相当負担になったものと思う。このことが長引

けばきっとホームシックにかかった違いない。とにかくこの旅行で自分自身の持っている弱い性格

というものが、多く確認出来たような旅になってしまった。本来の主旨から言えばリフレッシュな

のであるが、メンタルナある部分においては、主旨からはずれてしまったようである。しかし、旅

というのは、自分自身を見つめ直すという部分も含まれていると考えるので、疲れはしたもののそ

れなりの成果と言うか収穫もあったと思っている。この旅の結論めいたことを書いてしまったが、

その時はそんなこと考えず、あー、疲れた少し休もうとういことであった。 

 

１１０．靴ずれも相変わらずひどい 

 ６２



        ローマの時から靴擦れを起こしていたが、ますますひどくなったみたいである。水膨れの

膿が溜まって、足の皮が厚いものであるから、皮を破って膿を出せば良かったのであるが（少しし

たが効果なし）、あまりそれをしなかったので、腫れてきた状態になっていた。歩くことは十分出

来たが、あまり速く歩くことは出来なかった 

 

１１１．明日 帰国の途につくため荷物の整理をした 

        昼寝から目覚めてから、もうどこも行く気がしないので、明日帰るための荷物の整理をす

る事になった。お土産類は、会社や近所に持っていく食べるものをのぞいて全部買ったので、後は

その食べ物（チョコレートになるであろう）だけであるが、それでも相当の荷物になってしまった。

出来るだけ効率的にトランクなどに収納しなければ一人で持ちきれなくなってしまうので、慎重に

整理し詰め込んだ。それが、出来た後、昼に買ったパン等を夕食として食べ、この日の行動はこれ

で終わった。しばらくして寝た。しかし、そこそこの時間になっていたと思う。 

 

１９９３年６月９日（水）  ９日目 
 

１１２．帰国の途 

        朝６時くらいにホテルのロビーに集合して、バスに乗り空港まで行った。長くもあり短く

もあった旅がであったが、とりあえず帰国の途につくこととなった。 

 

１１３．ＤＵＴＹ ＦＲＥＥの手続き 

        パリのシャルル・ドゴール空港についてまず搭乗手続きを行い、荷物などを預けた。日本

から持って行っていたスナック菓子のおかきが残っていたので日本人案内員にあげたが、そのうち

の一つを搭乗手続きをしている日本人の航空会社職員にそのガイドからあげた。喜んでいた。ヨー

ロッパなどは、チップの社会なので、こう言った気配りをするとすごく有利に取り計らってくれる

みたいである。そんなことは自分達日本人にとって馴れないことであるので、なかなか自然には出

来ないが、それをするのも一つのうまい世渡りをする方法であるに違いない。搭乗手続きが終わっ

てから、今度は買った土産物のＤＵＴＹ ＦＲＥＥの手続きをしなければならなかった。手続きは

ルイビトンで買ったものだけでよかった。日本人専用の免税店で買った物については、買ったその

時にすでにその店が、立て替えて税金を返してくれており、手続きの必要はなかった。そのルイビ

トンで買った物の税金は、確か１カ月にＤＣカードの口座に戻り金として振り込まれてきた。 

 

１１４．パリ空港で最後のおみやげチョコレートを 

    買った 

        パリ空港離陸まで少し時間があったので、最後

に残った会社や近所に配る食べ物のお土産を買うこと

にした。大体相場はチョコレートと決まっているのであ

るが、普通のチョコレートでは芸がないので、少し変わ

ったチョコレートを買うことにした。しかし、そう特徴

のある物はなかったし結構高かったのであれこれ迷っ帰途につくドゴール空港にて 
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たが、ネッスルのチョコレートでなかにレーズンのような物が入った物を買った。 

これも結構高かった。日本円に換算して１箱２千円くら

いで中に１２個チョコレートが入っていた。本当に高い。

しかし、結構おいしかった。その他、少しフランがあま

ったので、ゼリーのような物を一つ買った。それでちょ

うどフランがなくなった。 

 

 

 

 帰途につくドゴール空港にて 

 

１１５．パリ発 ロンドン経由 成田 

        ９時３０分にＢＡ３０３０便に乗り、パリを離陸した。飛び上がってまもなくして朝食が

出た。どのような物が出たか忘れたが、簡単な物であった。これから先、まずロンドンに寄り、そ

れから乗り換えて成田に向かうことになっている。 

 

１１６．ヒースロー空港で時間待ちの為３時間ほど 

        １時間と少々でロンドンのヒースロー空港に着いた。成田に向けて飛び立つまでに３時間

ほど待ち時間があった。ヒースロー空港内部をうろうろした。土産物屋、免税店、本屋など見て回

ったが、結構広い空港で退屈はしなかった。ここロンドンヒースロー空港からは、ヨーロッパ各地

への便があり、ここからだとヨーロッパのどこへでも行けると言っても過言ではないくらい、各国

への便があった。ヨーロッパ内部と言うより、世界のどこでも行けると言うような感じがした。や

はり、それだけ歴史があるのかも知れない。かって世界の中心的な国であったイギリスだけのこと

はあると思った。今年の秋に開港する関西新空港もこのようなアジアにおける中心的空港をねらっ

たものであろう。来るときヨーロッパに着いたときも思ったが、本屋で本を立ち見をしていると、

ポルノ雑誌というか、そうでない物まで、ヘアー丸出しだし、ポルノ雑誌になると女性のあの部分

のクローズアップ写真が載っており、まさにここは日本ではないとつくづく感じたのであった。キ

オスクみたいなところがあり、そこには土産物からお菓子など何でも売っている店があったが、こ

こで何か珍しい物でも買おうかと思ったが、あいにくポンドの持ち合わせがないし、両替するのも

めんどうなのであきらめた。 

 

１１７．ヒースロー空港で小荷田さんが見つからない 

        帰りのロンドンヒースロー空港に着いたときの楽しみと言うか、ときめきの対象である、

ローマ市内観光の時色々話をした小荷田さんを探すことにした。なかなか見つからなかった。ヒー

スロー空港は広いので、何処かにいてるであろうと考えていたが、出発ゲートのところにいたら、

発見できると思い注意深く探してみたが、見あたらない。彼女と同じコースであったと思われる人

たちを見かけたが、彼女はいない。そのコースの人たちに聞こうかと思ったが、聞けなかった。そ

うしているうちに、そのコースの人たちが話していることが耳に入ってきた。ローマか何処かでひ

ったくりにあって、パスポートもろとも盗られた人がいて、足止めをくらっていると言うのである。
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まさか小荷田さんではなかろうかと心配になってきた。しかし、彼女はしっかりしているから大丈

夫であろうと思うことにした。ゲートの前で出発ぎりぎりまで待ったが彼女は現れなかった。結局

彼女は、この飛行機には乗らなかったのである。成田に着いてからわかったのであるが。自分は少

し落胆してしまった。 

 

１１８．ロンドン－成田間の飛行機の中の１回目の食事に高菜漬けの漬物が出たが何とお

いしかったことか。 

        １２時１５分 ＢＡ５便に乗り成田に向け帰国の途についた。離陸してからしばらくして、

食事が出た。メニューは次の通り。 

             車海老と野菜のサラダ 

               串さし牛肉の照焼 

        御飯 

        和風の漬物（高菜漬け） 

               ラズベリーとフロマージュ・フレ・ムース 

        紅茶 

このメニューの中で一つだけ最も印象的に覚えているメニューがある。それは何かと言うと、高菜

漬けがひときれでたのである。何とおいしかったことか。本当に感激して一粒涙が出てしまった。

我が祖国の懐かしい味。何と表現したらよいのか、表現のしようがないのである。それだけうまか

ったのである。先ほども書いたが、少しホームシックにかかり気味であったのかも知れないのと、

少し脂っこい（そんなにひどくはないのであるが、毎日食べているとそう思いだしてくる。）物に

飽きたせいもあるであろう。久しぶりにうまい物を口にしたと言う感触であった。 

 

１１９．機内映画「ＦＯＲＥＶＥＲ ＹＯＵＮＧ」と題名？トム クルーズの映画２本見

た。良かった。 

        帰りの機内の中では、隣の席には、この旅で知り合った居積さんと税田さん座ったので、

孤独ではなかった。行きの時は回りは誰も知らない人間ばかりで話することはなかったが、帰りは

そう言った意味で話し相手がおり余裕と言うものを感じることが出来た。行きの時も映画が２本上

映されたが、ずっと「ゴルバチョフ暗殺」と言う文庫本を読んでいたので、全然見なかった。しか

し、帰りはその本も全部読んでしまっていたし、映画を見ることにした。１本目は、トム・クルー

ズ主演の映画で題名を忘れてしまったが、内容は軍内部の不正を暴く、軍の検察官というかそのよ

うな役をトム・クルーズが演じて、最後に裁判で不正に勝つという物語。まあまあ良かった。２本

目がこれは本当に素晴らしい映画であった。「ＦＯＲＥＶＥＲ ＹＯＵＮＧ」と言う映画でメル・

ギブソン主演。物語は、主人公の恋人が交通事故でなくなり、しかし、実際は一命を奇跡的にとり

とめたのであるが、主人公は落胆のあまり、軍が進めている人工冬眠の計画の実験台に志願したの

である。しかし、その実験は何かの手違いで中途半端に放棄されてしまい主人公はその実験機の中

に放置されたままで何十年もたってしまうのである。しかし、ある日子供のいたずらで、その実験

機は動きだし、主人公が蘇るのである。そして、いたずらした子供の家で暮らすようになるが、そ

のうち昔の恋人が生きていることが判ったのである。しかし、肉体の老化していく速度が速く、そ

の恋人に逢いたいのであるが、時間的な制約が出来てきた。幾多の困難を乗り越え、ラストシーン
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は、その恋人と再会するシーンであった。本当に良かった。愛は永遠なりという言葉がぴったり当

てはまる映画であった。この映画は、自分の一生の思い出になるであろう。旅行で飛行機に乗った

時は、必ず思い出すであろう。 

 

１２０．日本時間にあわせて寝ようと思ったが寝られなかった 

        映画が終わったら消灯の時間となったが、なかなか寝ることが出来なかった。夜と昼が逆

になるので寝ていないと日本に着いたときがしんどいので寝なければならなかったが、ヨーロッパ

時間に馴れているので、そう簡単には寝ることが出来ない。結局ほとんど寝なかったと思う。 

 

１９９３年６月１０日（木）  １０日目 
 

１２１．６月１０日 ８時４５分 成田着 

        何時間経過したか判らないが、日本に近づいてきたみたいである。朝食が出た。メニュー

は次の通り。 

               オレンジジュース 

        オートムギ、果物、ナッツ、ミルク入のヘルシーなビーシェルミュースリ 

               いり卵、ベーコン、ソーセージ 

            グリルトマトとマッシュルーム 

               全粒粉のロールパンとチョコレート・クロワッサン 

               マーマレードとバター 

               紅茶 

朝食がすんでから、しばらくして日本成田空港に着いた。時は、１９９３年６月１０日（木）午前

８時４５分であった。とりあえずここまで大過なく無事帰ってくることが出来た。ほっとしたよう

な、ああ終わったかと言うような、あっけない気持ちと複雑な気持ちであった。まず、税関検査を

受けた。たばこを１箱分税金を払わねばならなかったので、正直に申告した。それ以外何もないの

で堂々と税関を通ったのであるが、以外に簡単。何も鞄やトランクの中など調べられなかった。調

べられてもやましいところが何一つないので良かったのであるが、あれならポルノ雑誌でも買って

くれば良かったと思った。税関を出てから、その次にしたことは、いちばん確認したかったこと。

小荷田さんのことである。同じツアーらしき人に尋ねたのである。そうすると、同じコースは同じ

コースであったが、彼女は１日短いコースらしく１日前に帰ったのではないかと言うことであった。

それを聞いて安心したのと、何も住所も電話番号も聞かなかったことについて、たいへん後悔した。

旅行社にでも聞かなかったら、今回のことはこれで終わってしまう。（結局、そのままになってし

まった。）しかし、彼女が俺版「ローマの休日」の相手役であったことは、間違いないし、映画の

ような感動的な別れではなかったが、映画と同じく恋は成就しなかった。しかし、彼女は自分の心

の中にずっと残るであろう。また、再びローマを訪れるようなことが必ず思い出すであろう。 

 

１２２．大阪までの飛行機の時間換えられず、姉の家に寄らずにそのまま大阪へ  

        大阪までの飛行機の便が変更できるのであれば、少しずらし、姉の家に寄り、土産を渡す

と同時にゆっくり休んでから帰りたかったのであるが、便の変更が難しかったので、あきらめて最
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初の予定通りに昼過ぎの成田発の大阪空港直通の便に乗ることにした。 

 

１２３．成田について昼食としてうどんを食べた うまかった 

        大阪までの搭乗手続きを済ませてから、少し時間があったので、昼食を取ることにした。

まず何を食べたかったかと言うと、うどんである。空港の中にあるうどん屋に入ってうどんを食べ

た。帰りの飛行機の中で食べた高菜漬けほど感動しなかったが、久しぶりのうどんの味、おいしく

て本当に何とも言えなかった。やはり、日本はいい。やっと我が祖国に帰ってきたのだなあと言う

気がした。一息ついた。 

 

１２４．阪神 借金を２つ作っていた 

        飛行機が出発するまでの間搭乗ゲート前で待っていたが、阪神タイガースの様子が気にな

ったのでスポーツ新聞を買ったが、最悪のケースになっていた。出発する前は、まだ貯金があった

のであるが、借金が２つになっているのである。やっぱり、自分が応援しなければ阪神タイガース

は弱いのかなあと、変な自信を持った。がっかりしたが、結果をどうのこうの言っても仕方のない

ことである。明日から、また頑張って応援するしかない。夢の世界から帰ってきて、きびしい現実

を目の当たりにしたような気持ちと、ここは日本であるということを改めて認識させられた。 

 

１２５．昨日皇太子殿下と雅子さんの結婚式があり新聞などでそれの記事を見た。 

        買ったスポーツ新聞は阪神タイガースのことなど一つも書いておらず各新聞とも皇太子

殿下と雅子さんの結婚式の模様を伝えていた。昨日、６月９日に挙式がとりおこなわれたのである。

残念ながらその模様を自分は見れなかったが、本当におめでとうございます申し上げたい。それに

しても、雅子さんは上品で本当にお美しい限りである。自分もあそこまでとはいかないまでも、自

分にふさわしい素晴らしいお嫁さんが猛烈に欲しくなってきた。少しでもあやかれたらと新聞を見

ていて思った。 

 

１２６．午後３時半頃 無事帰宅 

        １２時過ぎのＪＡＬに乗り大阪空港へ向かった。１時間くらいで大阪空港到着。空港バス

に乗り上本町まで行った。行く途中バスの中から街を眺めていたが、改めて日本に帰ってきたと言

う実感が涌いてきた。やはり、自分の生まれ育った国は本当にいいものである。「我が故郷 日本」 

   上本町から急行に乗り大和高田まで。それから、タクシーに乗り家まで帰ってきた。午後３

時半頃であった。無事にわが家へ帰ることが出来た。短くて長かった１０日間。色々な思い出を作

ることが出来た。この旅行に行かせてくれた会社に感謝すると同時に、ここまで頑張ってまじめに

働いてきた自分を誉めてやりたい。 

 

 

ヨーロッパ旅行を終えて（まとめ） 
 

    以下に今回のヨーロッパ旅行で特に印象を受けたことにつき、列記します。本文中に出てく

るものばかりであるが、まとめとして思うままに書きます。 
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１．ヨーロッパ各地非常に広場が多い？ 

    ローマ、アテネ、パリと３都市を回ったわけであるが、どの都市へ行っても必ずと言っていい

ほど広場があるのである。そこには、中心部に噴水がある。やはり何か地続きであるヨーロッパの

歴史的なものに関係があるのであろう。ちらっと聞いた話であるが、軍事的なものと関係があるみ

たいである。軍を集結させる場所なのかも知れない。ヨーロッパは城壁都市であるのでその中心部

に兵隊を集める場所が必要であったのであろう。 

 

２．ヨーロッパ３都市共にテラスカフェテリアが多い 

    これも広場と同じであるが、道路に面した歩道に必ずと言っていいほど、テーブルを並べたテ

ラスカフェテリアと言うのかどうか知らないが（ヨーロッパの都市により呼び方が違う？）、それ

があるのである。どういうわけなのか知らない。 

 

３．どこも交通マナー悪い 車優先の信号 

    回った３都市に共通して言えるのが、交通マナーの悪さである。運転者も歩行者も自分のこと

だけしか考えていないようなところがあるみたいである。ああいうところを見ていると、我が日本

国の国民が本当にマナーの良い国民に見えてくる。どうやら、その辺のあたり民族性というか国民

性があるのかも知れない。また、歴史の影響もあるかも知れない。どちらかと言うと、ヨーロッパ

の人たちは、国境が地続きであるがゆえに侵略され易いということで、自分のことは自分で守らね

ばならないと言う観念を持っており、そんなことが個人主義という部分に現れているのかも知れな

い。交通マナー等は、その悪い部分かも知れない。日本人は国境が海に囲まれており、簡単に侵略

されないということから、国の政策に従順であるから交通ルールも良く守るのであろう。これは、

そのいい部分であるが、悪い部分は、平和というものに対して無頓着で、平和はただで買えるもの

と思おり平和ボケしている部分があるのではなかろうか。ヨーロッパ人の交通マナーの悪さにつけ

て、こんなこと考えたのである。 

 

４．３都市とも特にローマ アテネ 自動車の排気ガスがすごい 

    これも交通に関してのことであるが、自動車の排気ガスがすごいのである。その辺日本より大

部遅れているのであろう。いずれは、スモッグ等で社会問題になるであろう。現実に酸性雨などが

問題になっており、にわかにクローズアップされつつある。 

 

５．ヨーロッパ女性 ぼいんが非常に多い（相対的に太っている） 

    ちょっとスケベなことであるが、やはりヨーロッパの女性、ボインが非常に多い。ムーランル

ージュのフレンチカンカンを見に行ったとき、圧倒された。しかし、それと比例して太っている女

性も多い。道を歩いていて、非常にボインが目についたし、肥満も目についた。 

 

６．３都市の中では、ギリシャに美男 美女が多い。 

    ギリシャ人に美男美女が特に多い。印象に残ったのが、これは今回の旅行の中のナンバー１と

言っていいであろう。ローマからアテネに行くときのオリンピック航空のスチュワーデスの中の一
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人が、ほんまにとびっきりの美人であったこと。今から考えると何故一緒に写真を撮ってもらわな

かったのであろうかと後悔している。それほど美人であったのである。ナンバー２は、２回目のタ

ベルナでの踊り子の女性。スチュワーデスより子供っぽい感じがしたが、彫りの深い美人であった。

男性も美男が多かったが、これも圧倒的にギリシャ人が多かった。やはりその辺は歴史的な原因が

あるのだと思う。あのあたりは、東西古代文明の交流点であり、混血に美人が多いというから、そ

のことが直接の原因になっているのではなかろうかと思う。 

 

７．新婚旅行には、過密なスケジュールでのヨーロッパ旅行は行くべきではない。 

    今回のヨーロッパ旅行での印象の一つとして挙げられるのが、非常に疲れたということである。

馴れておればそうでもないのであろうが、馴れてないし英語もしゃべれない。自分は一人気ままな

旅であるから、まだましとしても、それを新婚さん置き換えてみたらどうであろうか。僕は、絶対

疲れはひどいと思う。少し、卑猥な表現になるかも知れないが、昼間の観光で疲れ、夜は夜でお務

めをせないかん。これは、僕の想像であるが二重の疲れで、僕の疲れより相当ひどいものになるの

ではないであろうか。だから、僕は思うのである。時差があり移動の多いヨーロッパ等の新婚旅行

は、新婚旅行としてはむかないと言うことである。新婚旅行は、もっとゆとりを持ってゆっくり出

きるところの方がいいと思う。例えば、ハワイでもいい。タヒチでもいい。グアム、サイパンでも

いい。とにかくリゾート地でゆっくりするのが、最高の新婚旅行ではないであろうか。 

 

８．我が祖国「日本」の素晴らしさを認識 

   三都市をまわり、いたるところで実感として感じたことは、我が日本が本当に平和で豊かな国

であるということである。ヨーロッパの何処へ行っても日本人観光客を見かける。これは、経済的

に豊かな証拠である。それに、治安の問題から考えても日本が豊であるということが言えるのであ

る。自分も被害に遭いかけたが、ひったくりなど盗難が多いのである。日本でもあることはあるで

あろうが、そう日常茶飯事的にはないはずである。ところが、これは地理的な問題も原因であるが、

ジプシーなど貧しい人達が一杯いるのである。それに失業率が高い。だから、必然と治安が悪くな

ってくるのである。そんなところから我が日本が豊かであるということをつくづく感じるのである。

それと平和なこと。日本は周りを自然の要塞たる海が囲んであるのである。それが、日本が平和で

ある原因の一つである。一方ヨーロッパは、地続きの国境であるがために、侵入はされるは、難民

が勝手にやってくるなど、防衛的に非常に不安定なのである。一国に紛争が起きると必ずヨーロッ

パ全体に（近隣国は影響大）波紋が拡がるのである。現在の状態で言うとユーゴの内紛である。隣

国のギリシャにそのことで難民がたくさん入ってきているといっていた。そんなところからも、日

本は非常に恵まれた国なのである。海外を旅行すればとにかく我が日本の良さが身にしみて感じる

のである。しかし、考えるにその平和ということが、日本人を平和惚けにさせている部分もあると

思うのである。この辺は、我々日本人として、もう少し考えてみる必要があると思う。平和はただ

では買えないのである。今現実に起こりうる危機として北朝鮮問題がある。このことなど良く考え

ておおかないと、大変な問題になる可能性が大いにあると思う。（現実的に北朝鮮は核兵器を多分

保有しているであろう。もちろんその運搬手段も持っているに違いない。） 

      しかし、自分は何も軍事国家にならなければいけないと言っているのではない。あくまで転

ばぬ先の杖的な自分の平和で豊かな国を守るための準備を怠ったらいけないというのである。今回

 ６９



ヨーロッパを旅行しての自分の平和で豊である日本のことについて考えさせられた、一つの成果で

遭ったと言っても過言ではないと思う。それから、豊かさといっているのは、あくまで物質的な豊

かさであって、精神的なものではない。精神的な豊かさから言えば、まだまだ日本はヨーロッパに

負けているかもしれない。 

 

９．自分の弱い性格というものを認識 

    本文中何回も書いたが、自分の気の弱さ、行動力のなさ、度胸のなさ、依頼心の強さ、本当に

自分の性格的な欠点というか、弱さというものをつくづく感じさせられた旅であった。まさに温室

育ちでひ弱そのものである自分自身が、はっきり言っていやになってきた。まあ、自分は２５年間

まじめに働いてきたから、今回の旅をさせてもらったのであるが、それは一つの評価としても、今、

自分のバックに会社というものがなかったとすれば、なんとも頼りない人間かもしれない。今回の

この旅でそんなことを自分自身に十分認識させてくれたことに感謝しつつ、これからの自分自身の

人生を見つめ直し、認識した自分の性格的な欠点や弱さを克服していかなくてはならない。でない

と、自分は人間として、男としていくことを否定してしまわなければならなくなってしまう。そん

なことになってしまうのは、真っ平御免であるし、人間として男として必死に頑張りたいと思う。 

 

最後に 
    長々と書いてきたが、ヨーロッパ旅行の感想文としてあまりまとまりのない文章になってしま

ったが、自分自身初めての試みであるし、これで良しとしたい。文章的には口語体的に話言葉的に

（大阪弁）に書いたので読みづらい部分があるし、句読点の打ち方などよく判らないので、ええ加

減になってしまい、その面からも読みにくいかもしれない。しかし、これも自己満足で良しとしよ

う。執筆期間も約１０カ月弱かかり、記録もあまりしていなかったので自分の記憶だけが頼りであ

ったので、最後の方になると記憶も途切れがちで曖昧なものになってしまった。これも良しとしよ

う。とにかく一応最後まで書くことが出来たということを一つの成果としたい。今回のヨーロッパ

旅行は色々な面で収穫があったと思っている。精神的な面。社会的な面。知識的な面。日本国の現

状と在り方という面。最後に、この旅行を実現させてくれた○○商事株式会社と、旅行中に仕事面

で協力してくださった○○鉄鋼株式会社の鋼材営業部の皆さんに深く感謝したいと思います。 

 

                            １９９４年２月１２日（土） 
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