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感動!! イタリア８日間   
2008.3.29～4.5 

  

３月２９日～４月５日にかけて JTB旅物語が主催するイタリア旅行に友

の長坂夫妻と一緒に参加した。この時季地中海に面したイタリアは陽光きら

めくすばらしいお天気で迎えてくれるはずだ。でも足の痛みはまだ回復して

おらず心配ではある....... 

  

ユーロに交換はセントレアで 
  

事前にこずかい分をユーロに換えておこうと、刈谷市の三菱 UFJ銀行に出

かけた。ところが外貨といってもドルしか交換できないという。そして他の

外貨はセントレアにある支店で扱っているので、ファックスで事前に申し込

みをしてくださいと言って、専用の用紙を渡してくれた。 

これで申し込みをしておけば、当日窓口で並ばなくても即手続きをしてく

れるという。持ち帰ってよく見てみると 7.30”からの営業となっている先

回ユーロに交換したときは多くの人が並んでいた、時間が気になるが飛行機

が 8.30”でも即手続きしてくれるので大丈夫だ。そこでファックスを送り

手続きをした。するとほどなくしてセントレアの三菱 UFJ銀行から確認の電

話がはいった。これで大丈夫。 

  

セントレアから成田経由でミラノへ直行 

  
当日は朝 5.30分に家を出て東浦インターからセントレアに向かった、余

裕をもって到着し旅行会社のカウンターで手続きをする。添乗員はまだ若く

て可愛い小田島理沙さん。搭乗手続きを済ませほどなくして 7.30分になっ

たので、三菱 UFJ銀行にユーロの受け取りに行く。すると開店間もないのに

すでにかなりの人が並んでいた。その列の横を通り抜けて右の窓口に行き、

申し込み用紙を出すとすぐにユーロ紙幣に交換してくれた。やはり事前に申

し込みをしておいてよかった。そのあとすぐに出国手続きをして成田行き１

６番ゲートの近くのイスで休憩し、準備してきた朝めしのおにぎりを食べた。 

先回パンとコーヒーにしたことがあったが、ふだんが朝はパンなので特別

な時はご飯が旨い、旅に出て旅館の朝ごはんが旨いのと同じかな。友はおに

ぎりに玉子焼きやサケの焼いたものなど豪華な弁当で、こちらにもおすそ分

けがあり、とても旨かった。 
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8.35分 JAL 054便は定刻に飛び立ち成田へ 9.50分到着、しかし、ここか

らが無駄な時間を費やすことになる。成田空港を見学して回るのも良いかも

しれないが、こちらは足が痛いのでもっぱら休憩することに、そのため搭乗

する 63番ゲートの近くのイスでお喋りしながら休憩することに専念した。 

 

  
          成田空港のエプロンと出発機を見送る整備士 
  

退屈な空の旅 
  

定刻より 30分遅れて 14.30分に離陸した B747-400ジャンボの機長は「鈴

木」、席は２階の 80Aと 80Bだ。２階席は通路を挟んでそれぞれ２列の席が

並ぶ、数えてみると６６人の席がある。三菱がこれから開発しょうとしてい

る MRJは 70人～90人乗りというから、2階席だけで MRJに相当する人が乗

れるわけだ。でもジャンボは燃費が悪いので最近は B777が主役になりつつ

あるようだ。階段を登った所にこの機の飛行経路などが張ってあり、見ると

ジャンボが成田とミラノを飛ぶのに消費する燃料はドラム缶 800本として

ある。びっくりだ、そんなにたくさんの燃料が翼の中に入っているとは信じ

られない。これが B777だとドラム缶 500本で済むという。もちろん運ぶ人

数も違うが燃費の差は大きいことが分かる。 

離陸して２時間後の 16.00”にやっとお昼の機内食にありついた、フイッ

シュとハンバーグがあり私はハンバーグを妻はフイッシュにした。なかなか

の味でおいしかった、妻もまずまずと言っていた。 

まずは順調で出だしは悪くない、しかし、ビデオの映画を見ようとしたのだ

がすでに見た釣りバカ日誌くらいで、気に入ったものがなくてあまり見る気

がしなかった。では寝ていられるかというととても眠られない、いつものこ

とではあるので気にせずに 1.5時間から２時間おきに通路に出て歩いたり、

足腰をのばしたりすることに努めた。さらに４時間おきくらいに流れる JAL

インフライト体操にあわせて体を動かした。 

  

ミラノまで１２時間３５分の飛行 
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ミラノまでの飛行経路は成田---新潟---ハバロフスク---ビティム(レナ

川の畔)---ウラル山脈---モスクワ---ワルシャワ---ウイーン---ミラノ。巡

行データーでは高度 10.600mを 850kmで飛行する、この飛行データーを見て

メモをとっていたら客室乗務員のお姉さんが「ミラノへ着いたらさしあげま

すよ」と言ってくれた。「ほんとですか!!」といって振り向くと、ピンポン

パンの体操に出ていたお姉さんのようなイメージの可愛い人だ。とても気さ

くな人なので少しお喋りをしていたが、いじわるなものでこんな時に限って

客の呼び出しがある。 

 

 
いただいた JALの PRビラ 

  

ヨーロッパまで１２時間はちと大変だ、せめて半分の６時間くらいになら

ないものかと思う。かといってビジネスクラスの席にするのは２倍のお金が

いるのでこれも大変だ、それならもう一箇所別な所に旅したいと思う。 

二回目の機内食は日本時間の 1.30分にマカロニグラタン、いなり寿司、お

したしとフルーツで和洋折衷だった。これもなかなかいける味だった。 

そしてまもなくミラノへの着陸アナウンスがあり、約束してくれた成田～ミ

ラノ飛行経路の PRビラを席までほんとに持ってきてくれた。その後日本時

間の 2.50分にミラノのマルペンサ空港に無事着陸しイタリアへの第一歩を

印した。 

  

イタリアの初日はミラノ郊外のホテルで 
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空港を出て 20分くらい走った所に「グランド ホテル マルペンサ」はあ

った。辺りは暗くなっておりどんな建物なのかよく分からない、部屋に入っ

てバスルームをチェックしてがっかりだ、シャワーだけなのだ。それにシン

グルベットが二つは分かるが、くっついて置かれているのだ。まるでダブル

ベットみたいなもので狭い部屋を象徴している。 

部屋は 131号室、友は１２９号室、たぶん眠られないと思うがとにかく早く

寝ることにした。明日からはイタリアの史跡.名所が待っている。 

  

  
翌朝ホテル前にて              ホテル裏の民家 
  

イタリア周遊コース 

ミラノ---ベローネ---ベネツィア---フィレンツェ---ピサ---ローマ---ポ

ンペイ---ナポリ---ローマよりパリ経由で帰国 

  

3月３０日(日) 晴れ  

6.00”少し前に起きてホテル付近を歩いてみる。昨夜到着した時は暗くて

分からなかったが、なかなか大きなホテルだ。玄関付近には大きな山茶花の

花が咲き、庭にはモクレンの花がきれいに咲いている。入り口には日本なら

お地蔵さんに相当すると思われる礼拝堂があった。民家は多くないがかなり

の家は立派な大きな家だ。 

イタリア初日はミラノとロミオとジュリエットで知られるベローナの街を

訪れる。 

  

最初に見る遺跡「スフォルチェスコ城」 
  

朝食は 7.00”からサンドウィッチ、生ハム、スクランブルエッグ、ヨー

グルトを食べた。コーヒーはやめてオレンジジュースを飲む。 

8.00”にホテルを出発する、バスは白色でナンバーは「I 238 」、これはユ

ーロ圏イタリアの頭文字 I の 238の意味だ。ドライバーは大柄なミスター

フランチェスコ。およそ 1時間走って立派な城壁に囲まれた建物が見えてき
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た。スフォルチェスコ城で城壁の四隅には丸い搭が建っている、ここで合流

したガイドのマリアさんの説明によると、これは牢獄だったという。 

５５０年前の王様スフォルチェスコが建立したもので、ルネサンスの頃要塞 

としてまた住まいとした。入り口の城門にはすばらしい搭があり、ミラノを 

守る聖人が正面に祀られている。 

  

  
城の正面                城内 
  

城門をくぐると中はとても広い庭になっていて、周りを建物が取り巻いて

いるのがよく分かる。城の周りは日本の城のお濠のように水をめぐらして、

城内へはハネ橋を通って入っていた。このお城を含めて周りはセンピオーネ

公園になっていてアレーナ(円形競技場)と水族館がある。 

  

ミラノとはどんな街 
 

ロンバルディアという肥沃な平原の中心にあるミラノは、ヨーロッパ東西

及び南北を結ぶ位置にあり、商業．経済都市として発展する要素を兼ね備え

ていた。西ローマ帝国はゲルマン民族の大移動により混乱するが、ミラノは

一時帝国の首府であり、キリスト教の中心地として栄えた。 

街の中心ドゥオーモから放射状に延びる道路は１２世紀頃造られ、お城へ

と通じている。北イタリアに発展をもたらしたのは、十字軍による東方遠征

だ。各都市は富、勢い、他の都市を征服しようと争いが起きた。ミラノも例

外ではなく、１３９５年来ミラノ公国としてヴィスコンティ家、続くスフォ

ルチェスコ家の支配を受けた。 

この時の発展が富裕市民を生み、学芸の保護奨励がやがてルネッサンス文化 

となっていった。 

現在のミラノは何百年もの歴史に培われてきた建築物や、芸術作品群が訪れ 

た人々を魅了させてやまない。そして、もう一つは「ミラノファッション」 

という言葉まで生んだ、世界最先端の流行に代表される、現在のアートであ 
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るファッションだ。街の交通は地下鉄、バス、トラムが走り、重厚な建物が

続く街並は圧巻である。 

  

オペラの殿堂「スカラ座」と大アーケード 

  
ミラノを語る時に忘れてならないのが、世界的にも有名なオペラの殿堂

「スカラ座」だ。スカラ座の初日は毎年、ミラノの守護聖人．サンタンブロ

ージョの祝日１２月７日と決まっている。１７７８年スカラ教会の跡地に、

ピエルマリーニの設計により建てられた。外観はとてもシンプルで地味だが、

内部はとても豪華な造りで 2.000人収容できるという。 

確かに目立たない建物だ、道路を挟んで向かいのスカラ広場にはレオナル

ド．ダビンチの像が４人の弟子を伴って建ち、背後には現在市庁舎になって

いるマリーノ宮殿が建っており、こちらの建物のほうが目立っている。確か

にオペラとは無縁の我々にとってスカラ座は、存在感のない建物に過ぎない。 

スカラ座から４００m程離れたドゥオーモへ移動する途中、すばらしい大ア

ーケードを通って行く。同じ高さのビルが交差点の四隅に建ち、その上をア

ーケードが覆っているのだが、観光客で溢れかえっている。建物は四大陸を

あらわしているという、１８７７年に完成したが、天井付近の絵画と舗道の

モザイクがまたすばらしい。交差点真ん中の舗道には牡牛のモザイクタイル

があり、これを踏んで１回まわると幸せになれるという。もちろん私も踏ん

で１回まわってきた。これで幸せになれること間違いない、他の観光客もか

わるがわる踏んでまわっていた。みな思いは同じということだ。 

  

  
スカラ座を背にした田舎者        大アーケード 
  

荘厳なゴシック建築「ドゥオーモ」 
 

アーケードを通り抜けるとドゥオーモ前のメルカンティ広場に着く、する

と左手に１３５本の尖塔を持つドゥオーモが忽然と現われる。この大聖堂は
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ゴシック様式の代表とされ、１４世紀後半に建設が始められ正面の完成を見

たのは１９世紀初めナポレオンによってであった。材料はすべて大理石で高 

 

  
メルカンティ広場と大アーケードを背に 

 

い塔と多くの人物像が見られるのが特徴である。10.20分に到着し 11.30分

まで自由見学となり、まずは内部の見学をした。入り口では持物のチェック

が行われている、服装もミニスカートやショートパンツでは入場できないと

いう。薄暗い内部に入ると高い天井にまず驚かされる。祭壇に向かって真っ

直ぐに伸びた通路の両脇に、木製の長いすが整然と並び一番前のイスは見え

ない距離にある。イスの横には太い石の柱がこれまた整然と並び、荘厳な空

間が広がりその広さに圧倒されてしまった。どうしてこんなに高い建物を建

てたのか!! それは当時の人々の信仰として、より神にちかずくために、高

い建物を建てたのだというが......。両側の石の柱の外側にも広い空間があ

りその広さに圧倒されっぱなしだ、そして金ぱくのマリア像は 4m30cmある

という。この見学では意外なことに写真撮影は自由だった。見学を終り外に

出ると日陰では少しひんやりする、まだ時間は十分あるがぶらぶら歩くより 

 

  
              ドゥオーモの全景と内部 
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この景色を堪能することにして、広 場の日当りの良い路上のカフェテラス

でコーヒータイムにした。 

メニューを見てもよく分からない、そこで名前を知っているエスプレッソ

をオーダーした。出されたコーヒーは小さなカップでとても濃い味だ、でも

妻は旨いという。イタリア最初のコーヒーは少し苦味のあるもので 3.5ユー

ロ(560円)それもとても小さなカップだった。 

 このあと 12.00”～13.00”にミラノ風カツレツとリゾットのランチをと

りベローナへ向かった。 

  

都市間の移動は快適 

  
ミラノの街は石造りの荘厳な建物と、マロニエの街路樹がマッチして美し

い。今日は日曜日なので路上のあちこちに露店がでてにぎわっている、そん

な街並を過ぎて郊外へ出ると、高速は片側三車線の道路がどこまでも続いて

いる。ミラノ～ベローナの北側つまりアルプスの麓には氷河が削り取った湖

が点在し湖水地方と表記されている。そしてイタリアで一番大きな湖「ガル

ダ湖」の横を走り抜ける。また南側の少し離れた所には「ストラスバリウス」

で有名なバイオリン製造の街クレモナがある。 

アーモンドの白い花が咲き、桃畑が広がり花も咲いているが、何と言って

も葡萄畑が多い。きれいに整列して植えられた葡萄の下にはタンポポのよう

な黄色の花が一面に咲いてとても美しい景色だ。 

沿線に集落があると必ず教会の搭が見える、日本ならさしずめお寺か神社が

あるのと同じことだ。またトリノ．ミラノ．ベネツィアを結ぶ幹線鉄道も並

行しており、ときおり臼緑色の車体のインターシティーが走り抜ける。 

  

落ち着いた古都「ベローナ」 
 

  
落ち着いた街並 
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アルプスに源を発したアディジェ川が町の中央を S 字型に流れる古都....

ベローナはゲーテの「イタリア紀行」にも登場し、北はアルプス、南はロー

マ、西はジェノバ、東はアクイレイアを結ぶ道路の交差する街であった。困

難なアルプス越えをして、イタリアにあこがれてやってきた人々を迎えたで 

あろうこの街は、今も静かなたたずまいをみせている。川と古都のマッチン

グが訪れる人々の気持ちを落ち着かせてくれること間違いない、そんな街が

ベローナである。 

 

  
ジュリエットの家の入り口とベランダ 

 

15.30分ベローナ着、バスを降りて川沿いの道から眺める街並は、石造り

の橋とオレンジ色の屋根の建物の中に搭が見える。青い空に屋根のオレンジ

色が映えてとても美しい景色だ。川沿いの道から路地に入った所に「ロミオ

とジュリエット」の舞台となったジュリエットの家がある。薄暗いアーケー

ドの門をくぐると見たことのある小さなベランダが見える。まわりは大勢の

観光客で溢れている、そして壁にはいっぱいの落書きだ。ここに落書きをす

ると恋がかない結ばれるというのだ。 

しかし、われわれはここへ来るのが少し遅かったようだ。このあと 200m

程歩いてシニョーリ広場へ移動する、ここには初期ルネッサンス様式のコン

シリオの回廊、名門スカラ家の館、反対側には市庁舎と付属するランベルテ 

ィーの搭が広場を見下ろしている。そして、広場には露店がずらりと並んで

いる。少し自由時間があったので露店をのぞいてお土産を物色した、おじさ

ん.おばさんの店と多い中で、落ちついたお姉さんの店で小物を買った。 

  

ベローナのシンボル「アレーナ」 
  

次に向かったのはアレーナ、外から眺めるだけだがその大きさにびっくり

する。長さ 152m、幅 128m、高さ 30m、22.000人の席が用意されているとい

う途方もない大きさだ。毎年６月下旬から 8月にかけて、ここで野外オペラ

祭が開かれるという。しかもこのアレーナは１世紀の建物で、ほぼ完全な形
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で残されている貴重なものだ。中へ入って見学が出来れば感激もひとしおで

あろうが、ツアーではそうもまいらぬ。 

 

  
１９００年も前に建てられたアレーナ   道化師の姿も....  
 

しかし、ほんとにアレーナの前に立つことが出来て、大昔の建物を目の当た

りにした感動は終生忘れることはないだろう。 

見学も終わり大勢の人の群れをかき分け進む途中には道化師の姿もあっ

た、バスに乗る前にトイレへ行ったが、ここは地下式で料金は相場の倍の

1.0ユーロだった。17.00”にベローナを出発してベネチィア近郊のメスト

レのホテルへ向かった。 

  

３月３1日(月) 晴れ  

今日は一日中世界遺産ベェネト州のベネツィア市内観光の予定。 

  

田舎町の朝 
  

ベネツィアから 8kmの近郊にある街、メストレのホテル「アルバトロス」

の部屋はまずまずの広さであったがベットがいけない。ギシギシと大きな音

がするのだ。6.30分頃に起きてバスタブにお湯をはり足腰を温めてマッサ

ージした。そのあとホテル付近を少し散歩した。街路樹は松の木で高さ 4m

～5mほどまでは枝がはらってあり、上の方で枝が広がっている姿は日本の

松の木とは趣が違う。 

そんな街路を歩いていると鐘が鳴りひびいた、時計を見ると 7.00”だ。

少し行った所に小さな教会があったのだ。その先にバス停がありオレンジ色

のバスが、数人の通勤者を降ろし今度は乗せて走り出していった。この近く

にどんな職場があるのだろう? そして新聞雑誌などを並べた小さなお店が

すでに店を開けていた、やはり通勤者相手のお店のようだ。 

するとそこへ写真のような軽トラックがやってきた、運転手が降りてきて道

路に設置されたゴミ箱のゴミの回収を始めた。清掃局の車だったのだ、いろ
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いろな専用の道具が積み込まれており、効率よく作業が進められているみた

いだった。 

 

  
朝の通勤バスと街の清掃車 

 

アドリア海の女王「ベネッツィア」とは 

  
最近は TVの BS放送で海外の都市紹介番組をよく見るが、ベネッツィアの

番組も見たことがある。それでよく分かったのだが......ベネッツィアが何

故海に街を作ったのかといえば外敵から守りやすい地、ということで干潟に

数 mの杭を打ち込んでその上に建物を建てたという。 

杭は泥の中にあって腐らず今日もその姿を維持している、しかし、干満の差

や大潮などの時には海水の水位が上がり、街のあちこちが水浸しになる。杭

は腐らないとはいえ年中あちこちで補修が行われているというのだ。このベ

ネッツィアが栄えたのは交易によるもので、最初はポー川流域への塩の供給

からだった。12.13世紀になって穀物．ワインなどの取引が重要なものにな

り、さらに高級織物業が発展し東西交易が発展していった。 

１３世紀には羅針盤がもたらされ航海技術の著しい発達と、第４回十字軍を

先導してコンスタンチィノーブルを占領したことで、東西交易によって莫大

な利益を上げた。14.15世紀と繁栄を極めるが、1590年以降イギリスやオラ

ンダの船が地中海に進出してベネッツィアは没落していった。 

  

ゴンドラに乗って夢の遊覧 

  
8.30分ホテルを出て２０分で到着する、鉄道と並行したリベルタ橋を渡

るとそこは紛れもないベネッツィアである。駐車場でバスを降りるとチャー

ターした船に乗り街の中心部へ移動する。ここベネッツィアの市民の足はバ

ポレットという乗合船、モーターボート、それに観光用のゴンドラがある。 
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とにかく海の中の島で構成されているわけだから船が足となる、その島の数

は 20で 420の橋で結び 60.000人が暮らす。ガラスで有名なムラーノ島、ベ

ネッツィア発祥の地トルチェッロ島、市営の墓地の島サン．ミケーレ島な

ど.......。ジューデッカ運河からサン．マルコ運河に入りスキアボォーニ

河岸に到着するがこの間、５．６階建ての建物が連なり海に浮かぶ様はたと

えようのない景色だ、「すばらしい」の一言しかない。 

 

  
海に浮かぶ街 

 

そして船を下りると同じく大きな建物がずらりと並びこれが海の中に建

てられているとは信じられない光景である。この海岸通は高級ホテル街だと

いう、その前の通りは人人人で埋め尽くされている。何の産業もなく観光の

みで暮らす街のすごさを感じた。 

そしていよいよゴンドラに乗る、小田島さんが６人づつ乗りますからここに

並んでくださいと言うので、真っ先に先頭で並んだ。まじかで見るゴンドラ

は黒色でかなり大きな舟だ。最近ではこの舟を造れる職人がめっきり減って

しまったらしい、どこの国も伝統技能を守り伝えることは大変のようだ。船

頭は黒と白の横じまの Tシャツに黒のジャンパー．黒のズボンのちょっと粋

なユニフォームでそろえている。それに何と言っても陽気だ。 

和船と違って舟の後ろではなく、横側の一本の櫓によって進むので操るの

はなかなか難しいと思う。狭い水路へ入っていくとそこはゴンドラがひしめ

き合い混雑していた。それでも少し進むうちに隊列をなして順序良く進んで

いく。途中では補修工事をしている家もあり、橋の上からは観光客が手を振

っている、こちらも負けずに手を振って応える。お店が多いのは分かったが、

洗濯物も干してあり間違いなく生活が営まれているのだ。 

こいち時間の遊覧はあっという間に終ってしまったが、忘れえぬ想い出にな

ることは間違いない。あとで調べてみると基本料金は、６人まで５０分で

73ユーロとなっており一人 2.000円だ。高いといえば高いし、それほどで

もないともいえる値段だ。 
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ゴンドラは狭い水路を巡る 

 

ベネチアングラスの値段は分からない 

  
ゴンドラを降りたあとはベネチアングラスの工房見学となる、もち論その

あとはお買い物をどうぞということになる。 

真っ赤な炉からすばやく取り出して、くるくると回していたかとおもうと綺

麗なグラスが出来上がっている、まさに魔術師の技である。ベネッツィアは

観光都市なので物価は高いというのが相場だ。陳列してある品はみな美しく

素敵なものばかりでお値段もそれなりのものばかり。その中で妻にペンダン

トを買った、39ユーロで店員はさらにそれにあう鎖はどうだと何回も聞く。

その度に「ノッ」と応える。 

友は何か記念に買いたいというので、亀の置物はどうかと勧めたところ気

に入って 45ユーロで買い求めた。用事が済んだので早々に店を出て、サン．

マルコ広場へ移動した。途中にもたくさんのベネチアングラスの店があり、

客を誘惑している。すばらしい作品は買うことが出来ないのでカメラに納め

て、サン．マルコ広場まできた。そこで再度お店をのぞいてみたら、先ほど

の店と同じ品物がとても値打ちになっているではないか。私が見たところで

は間違いなく同じ品物が、１０ユーロ安かったので二人の娘にペンダントを

それぞれ買い求めた。とても得した気分に慣れたが、ほんとはどちらが得し

たのだろう? 

  

時々水没するサン．マルコ広場 
 

買い物も済んで少し時間があったので、例によって戸外のカフェーでコー

ヒータイムにしてゆっくりサン．マルコ広場の景色を堪能することにした。 

50m×150m 位の広さがある広場の正面がサン．マルコ寺院、左に旧政庁、右

にドゥカーレ宮殿.鐘楼と新政庁が取り囲み寺院の真向かいにはコッレール

博物館が建っている。サン．マルコ寺院は９世紀エジプトから運ばれた、聖

マルコの遺体を納めるために建てられた。ドゥカーレ宮殿はベネッツィア共
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和国総督の政庁として９世紀に建てられ、何度か火災にあい現在の建物は１

５世紀のものという。 

広場にそびえる鐘楼は高さ 96.8mの赤いレンガ造りで、天をつくようなシン

プルなフォルムは寺院とは対照的な美しさである。 

そして、ドゥカーレ宮殿の前にはベネッツィアの象徴である、翼のあるライ

オン像が空高く羽ばたくかのように構えている。 

 

  
サン．マルコ寺院と新政庁 

 

この広場は冬に時々水没することで知られている、したがって建物の中も

水浸しになるわけだ。でも石造りのため日本のように大騒ぎすることがない

のだろう。そんな広場の一角のイスに腰掛けてコーヒーをオーダーしたのだ

が、「ミュージック?」と何度も聞かれる、都度「ノッ」と応えていたら、

隣の白いイスを指差している。向こうの席へ行ってくれというのだ、見ると

われわれが座ったイスは黄色で中央にある楽団を取り巻いていた。音楽演奏

を頼まない客は別の席になっていたのだ。しかし、隣なので頼まなくとも聞

くことは十分出来るのだが.......。 

それでもコーヒーは一杯 8.2ユーロ(1.300円)もした、有名なカフェ.フロ

ーリアンは創業 1720年今も昔の風情そのままのたたずまいでは、常連だっ

たゲーテやカサノバがここで時を過ごしたというのだ。それにしてもベネッ

ツィアの飲食店は、かなりお高い場所代が込みになっている。 

 このあとランチはイカ墨パスタとシーフード料理をいただいたのだが、こ

こで思わぬことが......。何と友は、買い求めたベネチアングラスの亀をそ

のままお店に置いてきたのだ。お店の人が添乗員の名前から、ランチをとる

この店に届けてくれて気がついたという。どうしてか聞くとお金を払ったの

は友で、受け取るのが奥さんのつもりだったので........というのだが呆れ

たものだ。 

 そして船でバスの駐車場まで戻りベネッツィアの見学も終った。14.45分

次の見学地フィレンツェの近郊プラートへ向けて出発した。 
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プラートの街のスーパーでお買い物 
 

バドヴァー、フエッラーヲ、ボローニャを走りフィレンツェの近郊都市プ

ラートへ向かう。イタリアで一番長いポー川を渡ると、ボローニャまでは大

平原が広がり、麦が多くまた桃、そして、白い花の付いたリンゴの木がたく

さん見られる。イタリアの高速道路は南北が偶数、東西は奇数の番号がつい

ていて表示は緑色。日本の高速道路標示もイタリアのスタイルを導入したと

いう。また、霧の多い地区では道路に半円を白く塗りつぶしたマークがある。

などの説明を聞いているうちにバスは山岳部を走る。長靴の中央を走るアペ

ニン山脈を横断しているのだ。トンネルをくぐり橋を渡りカーブしながら進

む道を、バスはかなりのスピードで走りぬける。さすがにこの辺りは片側二

車線だが、大型トラックを抜き去る時などはスレスレで走っておりヒヤヒヤ

する。18.20分頃プラートの街に到着する、インターを降りると道路工事中

で大渋滞だった。周りは菜の花が咲き、オリーブ畑が多く見られる。ここプ

ラートはイタリアで中国人が最も多い地区だという。ホテルに着くと食事ま

で一時間ほどあったので、近くのスーパーへ出かけた。母のお土産にイタリ

アのお菓子の一つでもと思ったのだ。スーパーは値段も分かりやすく、手ご

ろな物が多いので安心できる。度々海外へ出かけるようになってからは、も

っぱらスーパーを利用している。 

ホテル プレジデントの 208号室、部屋はきれいだがベットが小さい、こ

れだと夜中に落ちそうだ。19.30分からのディナーはラザニアと鶏肉、サラ

ダ、アイスクリームでこれといっておいしいものではなかった。 

  

4月 1日(火) 晴れ  

今日はトスカーナ州フィレンツェ、ピサを観光してプラートに連泊する。 

  

プラートの街を散策する 
  

  
ロータリーで見たモニュメント      街を取り巻く城壁 
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6.00頃に起きてバスタブにお湯をはり、足腰をゆっくり温めた。そして

食事前にプラートの街を歩いてみた。ここは中世の城壁が街を取り囲んでい

る毛織物の街だという。完全に明けきっていない街はすでに車が走り、通勤

する人が多く見られる。ホテルを出て右回りに進むとロータリーがあり、私

には意味がよく分からない大きな白いモニュメントがある。 

その背後に搭が見えたのでそこまで行ってみようと歩いたら、城壁が続いて

いた。先ほど見えた搭は城壁の中遠くだった。そこで戻ると交差点の角のコ

ープが明るかったので友が入ろうとしたのだが、まだ準備中だった。その店

の前はバス停になっていて丁度きたバスに一人の若者が乗っていくのが見

えた。道の両側にはどこも大きな街路樹が並んでいる。このプラートはルネ

ッサンスの天才フィリッポ.リッピが生まれ、活躍した街だというがよく知

らない........ 

  

街を一望するミケランジェロ広場 
  

8.30分にホテルを出発したが、高速に入るまではかなりの渋滞だった、

ラッシュアワーはどこも同じらしい。それでも１時間２０分ほどでフィレン

ツェの街に着いた。現地ガイドの関さんが乗り込み、フィレンツェの街を一

望することのできるミケランジェロ広場へ向かう。市街地を離れて丘を登っ 

 

  
             ミケランジェロ広場からの眺め 

 

ていくと、テニスコートなどの運動施設が集まっていた。 

広場に着くとイタリア空軍の兵士たちがテントの傍らでかたずけをして

いた、聞けば昨日イタリア空軍８５周年の行事があったという。バスを降り

て早速アルノ川に二分されたフィレンツェの街並を眺める...... 

ベッキオ橋、ドゥオーモ、サンタ．クローチェ教会などルネッサンスの華や

かかりし往時そのままの姿が広がっている。オレンジ色の屋根が盆地を埋め

つくしている景色は、すばらしい美しさでため息がでるほどだ。この景色を



 １７ 

バックにみんなが一斉にカメラを構える、次にはグループ毎に記念撮影だ。

小田島さんはこの時は引っ張りだこの人気。広場にはミケランジェロの「ダ

ヴィデ像」(もちろんコピー)も建っている。 

フィレンツェはローマ時代に造られた街で市の紋章はアヤメという、そして

市のシンボルは糸杉。日本では京都市が姉妹都市になっている。 

街の交通はバスだがトラムの建設計画があるという、そのフィレンツェは男

ものファッションの発祥地、そしてミラノは女性ファッションの発祥地なの

だ。 

  

フィレンツェの街は石畳を歩いて見学 

  
バスを降りて旧市街へ入っていく、ここは車乗り入れ禁止である。しかし、

オート三輪は特別で二輪車扱いとなり、荷物搬入用に使用されている。 

はじめにベッキオ橋を見学して驚いた、外から見れば橋と分かるが歩いてい

ると街の通りと錯覚してしまうほど、お店が並び屋根まである。それも貴金

属のお店ばかり並ぶ異様さだ。どうしてこんな橋ができたのだろう? 

でも１３世紀にはなめし皮屋や肉屋が並び、異臭を放っていたとか。これを

嫌ったフェルディナンド１世により市場は撤去され、宮殿周辺にふさわしい

宝石店が並ぶようになったのだという。 

ここからシニョーリア広場へ向かうが、途中にはロッジア．デイ．ランツ

イという屋外彫刻ギャラリーがある。これは１４世紀に雨をしのぐ集会場と

して建設されたというが、今はいろいろなお店がでているみたいだった。そ

してシニョーリア広場に到着する、かつて、そして今もここはフィレンツェ

の行政の中心。当時フィレンツェでは事あるごとにここに集まり、議論を戦

わせ挙手によって採決を行ったといわれている。その広場を見下ろすように

94mの搭を抱く優美なゴシック建築の建物がベェッキオ宮。かつてのフィレ

ンツェ共和国政庁舎だ。 

  

すばらしい建築ドゥオーモやジョットの鐘楼 
  

シニョーリア広場から歩いて 500m程はなれているドゥオーモへ向かう。

途中の街並はすべて中世を思わせる石造りで、とにかくすばらしい歴史遺産

であることだけは理解できる。かつてのフィレンツェ共和国の宗教の中心、

白、ピンク、グリーンの大理石の幾何学模様で飾られた美しい大聖堂がドゥ

オーモである。1296年から 172年間の歳月をかけて建設され、約 30.000人

が一堂に会することができるという。そして建築家ブルネッレスキによって

着工された丸屋根は、フィレンツェ繁栄のシンボルであった。遠くから見て

いるだけでなく近くで見ると、その大きさに圧倒されてしまう。 
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ドゥオーモの全景              ジョットの鐘楼  
  

このドゥオーモは「華やかなルネッサンスの花」と呼ばれている。そして隣

にはジョットの鐘楼がそびえている、高さ 85mのこの搭はジョットの設計に

よるもの。ジョットの芸術性はダンテが「神曲」の中で触れたほどで、搭の

デザインと色彩の妙、そして繊細なレリーフは誰もが納得するはずと言われ

ているのだ。４１４段の階段で上部テラスへ上がることもできる。 

  

ルネッサンスを支えたのは「メディチ家」 

  
数多くの歴史的建物のなかにメディチ家礼拝堂がある、今回は見学できな

かったが１７世紀にその富と虚栄を示すべく建てたものだ。街のあちこちに

ユリの花と丸薬をかたどった紋章が見られる。これは出身が薬屋だったとい

われるメディチ家の紋章だ。 

街の大パトロン、メディチ家は１３歳のミケランジェロを見出し、彼に彫

刻の勉強をさせた、ラファエロを援助してその芸術性を開花させた。 

さらにフィレンツェを代表する花の聖母教会．ドゥオーモにクーポラ(丸屋

根)を完成させたブルネッレスキや、放蕩三昧の画家といわれたプラート生

まれのフィリッポ．リッピの後ろ盾となり支援した。その結果これら数多く

の芸術家の足跡が、キラ星のようにメディチという太陽の周りを取り囲んだ

のが、イタリアにおけるルネッサンス時代だったといえる。 

ドゥオーモなどの見学を終りバスまで戻るのに、フィレンツェ．サンタ．

マリア．ノヴェツラ駅まで歩いた、するとホームへ入っていく。電車に乗る

わけでもないのにと思っていると、停車している列車の横を通りどんどん歩

いて行く。駅にはイタリアの誇るユーロスターも停車している、それらを見

ながら結局ホームの端まで歩きそちらの出入り口から出た。するとそこには

高い城壁が続いていた、帰ってから調べると五稜郭のように五角形のパッソ

要塞であることが分かった。 
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このあと 12.00”～13.00”のランチは中華だった、やはり味は一番でどれ

もおいしかった。 

  

確かに傾いているピサの斜塔 
 

午後は半島の西側へ移動する、途中にはローマ時代の水道橋が見えた、ま

た大理石を掘り出した跡の白い山肌も見られた。１時間 20分で地中海沿い

のピサの街に到着する。 

ピサはジェノバ、ベネッツィア、ナポリとならぶ海運都市国家で９世紀か

ら１２世紀に栄えた。街の北には歌で知られるリヴィエラ海岸が続き、断崖

にへばりつくように五つの村チンクエ．テツレがある。葡萄を太陽に干して

から作る「シャケトラ」という名のワインが知られている。 

 

    
ドゥオーモと斜塔 

 

バスがパーキングに着くとシャトルバスで斜塔まで移動する、２台を連結

した大きなバスで、数分で城壁のある所に到着する。そこから城門の入り口 

まで土産物屋がずらりと並んでいるが、大半がニグロでちょっと気味が悪い。 

でも強引に売りつけるようなことはしない。城門をくぐると緑の芝生が広が 

り白亜のドゥオーモ、洗礼堂と斜塔が目に飛び込んでくる、とても美しい!!

大勢の人が芝生に寝転がって太陽の光を浴びている。斜塔はドゥオーモの付

属鐘楼として建てられたもので、メインはドゥオーモなのだが、1173年着

工され３階まで造ったときに傾き、戦争で 100年中断した。14世紀になっ

て完成し、柱が各階 30本あり合計 180本ある。５度半傾いており、世界の

建築家が知恵を出し合い対策がうたれているが、傾きの反対側の地盤をゆる 
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くしてあり 200年間は大丈夫といわれているのだ。 

 

      
斜塔の前にて 

 

ピサ大学で医学を学ぶガリレオが、斜塔で「落下の法則」の実験をし、ド

ゥオーモから吊り下げたランプから「振り子の等時性」を発見したというの

はあまりに有名な話だが実際は違うらしい。 

ドゥオーモは 1068年から 50年かけて造られピサ．ロマネスク様式の最高傑

作といわれている。白大理石の大伽藍は周りの風景に調和して輝き、とても

美しい。それに洗礼堂もとてもおおきくてすばらしい建物だ。こうした建物

があちこちにあるイタリアという国はすばらしい文化と歴史を持った国だ

ということが実感できる。 

  

思わぬハプニング 
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 このあとシャトルバスに乗って帰ろうとした時事件は起きた、瀬戸からき

ていた４人組の口うるさいおばちゃんが「旦那がいない」と騒ぎ出したのだ。

あわてて小田島さんはシャトルバスを降りた、われわれはバスまで戻り添乗

員の小田島さんが探しにいった。まもなくガイドの関さんにみつかったとい

う連絡があり、当人はまもなく他のグループと一緒にバスではなく、電車型

の遊園地にあるような乗り物で帰ってきた。 

はぐれたことに気がついたとき、ガイドに言われたように動かずその場所に

とどまっていたという。やれやれ、人騒がせなこと。 

16.45分ピサを離れてフィレンツェに戻る、夕食は 18.00”からトスカー

ナ風ステーキ、パスタにワイン付、デザートはアイスクリーム。でも、ちっ

ともおいしくない。 

それよりフィレンツェに着いてから足が痛くなったのだ、心配していたこと

が起きてしまいちょっぴり不安。20.15分プラートのホテルに戻りバスタブ

でゆっくり温め、しっかりマッサージしてから寝た。 

   

4月 2(水) 晴れ  

今日はプラートからローマに移動して、午後の半日ローマの観光をする。 

  

オーストリアに住む娘夫婦 
  

連泊なので朝食は同じ席と思ってレストランへ行くと、昨日のテーブルに

はイスが二つ足りない。やむを得ず私と家内が違うテーブルへついた。その

席は岐阜から来ていた４人組の内の夫婦と、春日井のご夫婦だった。 

このように食事の都度違うメンバーと席を共にすることで、話ができて顔を

覚え打ち解けていく。今朝話題になったのは岐阜のご夫婦、フィレンツェで

は別行動をしてこちらに住む娘さん夫婦と会っていたので、そのことを伺っ

てみた。すると以外にもイタリアではなく話はこうだ........ 

 住んでいるのはオーストリア、ウイーンの下ハンガリー寄りの街プラーツ

と言ったかな? その田舎町で結婚式を挙げたそうだが、面白いのは式は市

役所の一室で副市長が執り行ったという。さらに、片田舎なので日本からの

旅行者も少ない所なのに丁度日本からのツアー客が来ていて、盛大な拍手を

もらったとニコニコ顔で話してくれたのがとても印象的だった。 

今回は車でイタリアのフィレンツェまで夫婦で来てくれたそぅだ。ご主人は

同行の友二人と一緒に、婿さんに「早く孫の顔が見たい」とネジを巻いてお

いたので、頑張ってくれるでしょうと笑っていた。国際結婚が増えていると

いうが、ほんとなんだと実感させられた。 

  

山の上の集落 
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8.00”にホテルを出発し半日かけてローマへ向かう、道路は朝街を出る時

は混雑しているが郊外に出れば快適な旅が続く。他のコースではこの間をナ

ポリまで新幹線で移動するものもある、しかし、その場合はピサの観光が抜

けているのでこちらのコースに決めた。およそ 300kmを途中一回休憩して、

４時間１５分ほどで走り抜ける。 

途中あちらこちらで見られたのが、小高い丘の上に家が密集して建てられて

いる風景だ。水の確保は大変だろうにと思ったのだが、説明によると昔マラ

リアが流行した時にその対策として山の上に住むようになったという。 

つまり、マラリア伝染のもとになる蚊の生息する、低い湿地帯を避けて空気

の綺麗な高い所に街を造ったという。 

高速道を何度も乗り継ぎ 11.30分に高速を降りてローマ郊外に到着した。

そして、向かったのはチェックポイント。これは観光バスが街に入る時に必

ず立ち寄るためにチェックポイントと呼ばれるようだが、一種の税金徴収み

たいだ。今なら環境税とか排気ガス税みたいな性格のものだろう。 

  

ローマのレストランは狭い 

  
ローマの第一歩はサンタ.マリア．マジョーレ教会、ガイドさんとの待ち

合わせのため小休憩をとるためだった。その後 12.30分ランチに立ち寄った

レストランは観光客で溢れていた、客の間をすり抜けて通されたのは２階の

一室。とても狭い、テーブルを斜めに並べてイスがなんとか置ける程度なの

だ。これでは料理を持ってきてもテーブル毎に配れない。２５人のメンバー

がぶつぶつ言い始めたのも無理はない、そのうち人の熱気で熱くなってきた。

ジャンパーを脱いで食べ放題のパスタを食べる、三点盛りのうちカルボナー

レの味は好みだったので少しお替わりをした。食べたらすぐ涼みに外へ出た。

そして、戻ってからデザートのアイスクリームもちゃんと食べてきた。 

  

  
ローマ市内の遺跡と前に建つシーザーことカエサルの像 
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最初の見学はコロッセオ 
  

パリにはセーヌ川、ロンドンにはテームズ川が街を流れているように、ロ

ーマの街はテヴェレ川が S字型に流れている。川を挟んで西にサン．ピエト

ロ大聖堂、バチカン市国が、そして東にテルミナ駅。北にはボルゲーゼ公園．

スペイン広場、中央にコロッセオ、南にはカラカラ浴場......と覚えておく

と良い。 

  

  
               コロッセオと凱旋門 
  

ローマの街を案内してくれるのは小柄だががっちりした男性、巧みな話術

の持ち主の本田さん。13.50分初めに訪れたのはコロッセオ、これは巨大と

いう意味だそうでポンペイが埋もれた翌年に完成している。ヴェスパシアヌ

ス帝の命により起源８０年に完成した円形闘技場で収容人員は 50.000人。

でも猛獣と剣闘士、剣闘士どうしの戦いが見世物にされたのだ。今から思え

ば、こんなばかでかい施設を造ってまですることだったのか理解はできない。

そばに立つとその巨大さに圧倒されてしまう、重機もなかった昔にどのよう

にして建設したのかと感心させられるばかりだ。その脇には 315年に建てら

れたコンスタンティヌス帝の凱旋門が、修復を終えて 2.000年に近い年月を

経てほぼ完全な美しい姿を保っている。まるで戦艦ヤマトに乗って 2.000

年昔にワープしたかのような錯覚さえ覚える。 

  

バチカン市国と サン．ピエトロ大聖堂 
  

このあとローマ市内にある世界最小の独立国「バチカン市国」のサン．ピ

エトロ大聖堂を見学する。このバチカンというのは、ムッソリーニ政府と法

王庁の間で結ばれたラテラーノ条約により、政府が法王を君主とする独立国

家バチカンを承認し、法王庁もイタリア王国を認めることを規定したことに

より 1929年独立国となった。 
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ここに来る前の説明では、パウロ二世の三回忌が行われるために入場見学

は出来なくなった、といわれがっかりしていた。14.45分来てみたら、儀式

は午前中に終り見学ができるということで大勢の観光客が並んでいた。 

  

  
              大聖堂と半円形の回廊 
  

 ラッキーだ、本田さんが私の後についてきてください、と言って人を掻き

分けどんどん進んでいく。こちらもはぐれてはいけないので必死になって追

っていく。そして入り口に割りと近い場所に落ち着いた、その時本田さんが

隣のガイドと激しく言い合っているではないか、こちらは言葉が分からない

ので何かと思ったら、割り込みをするなといわれたらしい。しかし、本田さ

んはけろっとしたもので「流れに沿って進むのですよ」と言った。そして、

持ち物検査を経て中へ入るとそこには荘厳なとても広い空間が広がり思わ

ず息を呑む。中央右に聖ペトロのブロンズ像があり、訪れる信者の接吻や手

に触れ金色に輝いている。中央の大クーポラはミケランジェロの設計によ 

るもので、その下には法王の祭壇がある。 

 そもそもこの大聖堂は聖ペテロの墓の上に建てられたのが始まりで、1506

年に着工され完成を見たのは 1626年、カソリックの総本山なのだ。でもペ

テロはイエス．キリストの一番弟子である、何故イエス．キリストを祀るこ

のような聖堂はないのだろう?? 

ペテロがローマ生まれだったのかな??? 見学を終えて出てくるとオレンジ

とブルーの縦じまにブルーのハンチング帽をかぶった衛兵が立っていた。こ

の衛兵はスイス人の未婚の男性と決められているという。 

 この大聖堂の前の広場がサン．ピエトロ広場、1667年に完成した、広場

をぐるりと取り囲む半円形の回廊には４列にドーリス式円柱 284本並び、そ

の上部には 140人の聖人像で飾られている。中央には 40年にエジプトから

持ち運ばれた巨大なオベリスク(高さ 25.5m、重さ 320t)が建っている。聖人

ペテロはこのあたりで逆十字架にかけられたという。左右に噴水がありオベ

リスクと噴水の間の、白い大理石の敷石の上に立って回廊を眺めると不思議
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にも４本の柱が１本に見える。その敷石は踏めなかったが近くで見ても４本

が１本に見えるのが体験できた。 

 

  
サン．ピエトロ広場とオベリスク 儀式に使われたイスがたくさん見える 

  

真実の口は ローマ三越にあった 
 

 16.10分バチカンを離れバスはローマ三越へ向かう、その間本田さんが

いろいろな話をしてくれた...... 

① ローマは昔の街なので駐車場がない 

② 400.500年前の住宅が建ち並んでいる 

③ 街の美観については徹底しており、ネオンの点滅は禁止(薬局のみ可) 

④ ローマは 1871年首都になった、街はプラタナスの街路樹が多い 

⑤ ローマ市民は 280万人 

⑥ ガソリンは日本よりもっと高くて 230円/L 

⑦ バチカンの法王選出のことを「コンクラーベ」という、決定には２／３

＋１が必要。法王が決まると白い煙が、決まらないと黒い煙があがる。

この選挙が 2年間かかったこともあるという。 

こんな説明を聞きながらドライブして三越に着いた、ちらちらと見て買うも

のはない。すると、店と休憩コーナーの間に「真実の口」の模擬品がおいて

あるのを見つけた。 
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これ幸いとばかりみなが口の中に手を入れて記念撮影をした、というのも今

回のコースでは真実の口へは立ち寄らないのだ。これは河の神の顔をかたど

った大きな石の円盤で、うそをつく人間が手を入れると抜けないという伝説

だ。でもほんとは排水溝のふただったといわれている。 

  

トレビの泉もスペイン広場も大混雑 

  
17.30分トレビの泉に着く、まわりは大勢の人で埋め尽くされている。人

を掻き分けてなんとか噴水の前に立ち 10 円硬貨を一回だけ投げ入れてきた。

これでもう一度ここに来ることがかなうかな。本田さんの話では二回投げ入

れると結婚できて、三回投げ入れると離婚できるという。 

 

  
トレビの泉でコインを投げる           

  

イタリアへ来る前に TVで放送しており、ベッキーが泉の掃除をしてコイン

を回収していたがユーロ以外がたくさん入っていたので、私も 10円硬貨を

わざわざ持ってきたのだ。1ユーロなら 160円、50セントでも 80円なのだ

から.........せこいかな。 

このトレビというのは三叉路の意味で、泉の前から三本の道が延びている

のがネーミングの由来だという。このあと 500m程歩いてスペイン広場へ向

かう。 

 18.00”にスペイン広場に到着する、正面の階段は映画「ローマの休日」

の舞台としてあまりにも有名である。ところが、映画を真似てここでジェラ

ードを食べてあまりに汚すことから、階段でジェラードを食べることが禁止

されている。そして見ると若者が以外に多い、彼らはヘップバーンを知らな

い年代と思われるのだが......... 

スペイン広場の名前はここにスペイン大使館があることに由来する、階段の

前には「舟の噴水」がありいつもにぎやかである。そこに警察官がいたので

記念に写真を撮らせてもらった。 
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 せっかく来たのでわれわれも階段に腰を下ろして休憩し、しばしローマの

休日に酔いしれた。このあと階段の上のトリニタ．ディ．モンティ教会から

広場を眺めて 18.40分帰路に着いた。 

 

  
スペイン広場でおまわりさんと一緒に 

  

19.00”からのディナーはミネストローネとサルティンボッカ、あまりお

いしいものでもなかった。20.30”ホテル ウォルドルフに着いた、部屋は

323号室、だが狭くてスーツケースを開く余裕がない。友の部屋はさらに狭

くてぶつぶつ言っていた。 

4月 3(木) 晴れ  

今日はローマを出て 3.30分程走り、カンパーニャ州のポンペイ遺跡とナ

ポリの街を見学する、いよいよ観光最後の日となった。 

  

強烈な太陽と青い海の南イタリアへ 
  

少し早めの 7.30分にホテルを出発して A1号線を南下する。片側三車線の

高速はかなりの車が走るが東名のようなことはない。葡萄畑や緑の平原を眺

めながら快調に走る。街から 10km程の地点と思うが、小田島さんが説明し

てくれたのは昔のローマ街道の松並木が見えた。アッピア旧街道で松の木は

日本と違いここでも上の方だけで枝を広げている。その街道を横切る時に見
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た感じでは、道幅は馬車の横幅×1.5 倍程度と思われる。帰ってから調べて

みると.........「すべての道はローマに通ず」という言葉どおり、ローマ

を基点に広大な支配地へたくさんの軍用道路が張り巡らされた。アッピア旧

街道もその一つで紀元前 312年にローマ執政官アッピウス．クラウディウス

がカプアまで開通させ、その後半島の東南端まで延び、その重要性から「女

王の道」と呼ばれた。カラカサ松の続く道の両脇には多くの墓や祠、廃墟が

続き古代の面影を良く残しているという。 

日本の旧東海道を歩いているが、東海道は 400年前の道、このアッピア街

道は何と 2.300年前の道ということだからスケールが違う。 

9.10”に小休憩して、ナポリを通過すると道は片側二車線になった。空の色

はますます青くすばらしいお天気だ。遠くにベスビオ火山が見えると、やが

て紺碧の海も見え始め、10.50”ポンペイ遺跡に到着した。 

  

古代の夢「ポンペイ遺跡」を巡る 

  

  
            大劇場と遺跡のメインストリート 

 

古代ギリシャの植民地として発達したナポリ周辺には、古代のロマンがぎ

っしり詰まっている。起源１世紀のある日一瞬にして火山灰に覆われてしま

った町、それがエルコラーノとポンペイである。それは７９年の夏突如とし

て起こった、ベスビオ火山の大噴火は大量の火山灰と軽石を降らせ、やがて

6mにも積もり町を完全に埋め尽くした。 

そのポンペイ遺跡の二つの入り口の内、ヌーチェリア門から入り、遺跡ガイ

ドのミスター.カルミネさんの説明を小田島さんが訳して説明してくれる。 

最初に見たのは大劇場で、緑の芝生がとても鮮やかなすり鉢状のスタンドは

天然の溶岩の丘を削って造られたもの。でも説明を聞きながら写真を撮ると

大変だ、いつも後ろから追いかけていかねばならない。 

次に東西に長く延びるアボンダンザ通りを歩く、石畳の道は歩道と車道が区

別されて馬車の通り道だけがへこんで轍が出来ている。両側には石造りの建
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物が並びすばらしい街並であることが分かる。さらに、車止めの大きな石が

道の真ん中に置いてある所も。これは馬車が通るとやかましいので、富裕層

の家の近くは馬車の通行を禁じたというのだ。 

そして、最も忘れられない「娼婦の館」、ここには言葉が分からなくても良

いように部屋の入り口にはその行為が絵で示してあるのだ。これを未婚の小

田島さんが説明するのも気の毒ではある。さらに、この場所へ案内する看板 

 

  
ベスビオ火山を背にするポンペイ遺跡 

 

が振るっていて、男性のシンボルが壁や道路に刻まれている。 

遺跡の北東に位置する場所にかなり広い広場がある、緑に覆われた先に遺

跡が建ちその背後にはあのベスビオ火山が悠然と構えている。とても絵にな

る景色だ、何回もシャッターを押した。 

さらに、脱衣室やマッサージ室、サウナを備えたスタビアーネ浴場、居酒屋、

窯が残るパン屋、ポンペイで一番大きな家のファブルスの家では青銅彫刻や

精巧なモザイク画が遺されている。食料庫も、そして、周囲を４８本の列柱

回廊で囲まれて建っていたアポロ神殿、ここには弓を射るアポロ像のレプリ

カが凛として立っている。もっとも感心したのは水道で、遺跡には共同水汲

み場、公共浴場、富裕層の家と三種類の水道が引かれていた。現在もいくつ

かの場所で水が出るので観光客が喉を潤している。 
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浴場の内部               アポロ神殿 
  

 見学を終りマリーナ門から出て小休憩、ここでオレンジの生ジュースを買

って飲んだ。3ユーロと安くはないがとてもおいしかった。 

  

友の細君の誕生日 

  
このあとナポリまで戻りスパッカ．ナポリ広場横のレストランで 13.30”

ランチ、皆で一緒に食べる最後のランチはピザ食べ放題。でもマルゲリータ

とかいうピザの味はもちろん、どんな盛り付けだったのかも今は思い出せな

い。しかし、今日は友の細君の誕生日で、さすがに小田島さんは気を配りこ

ろあいを見計らって、小さなケーキにロウソクを立ててウエィターに差し入

れさせたのだ。「今日がお誕生日の方がいます」と紹介すると一斉に拍手が

送られハッピーバースデーの大合唱となった、最後の名前のところは私が

「ハッピーバースデー栄子」と歌った。 

でも彼女は何歳になったのかな、誕生日を素直に喜べるようなお年でもない

はずだが......。 14.30分食事も終りナポリの街を眺めて帰ることに。 

 

ナポリを見ても死にたくない 
  

ナポリは良く悪くもイタリアとイタリア人が凝縮された街といわれる。古

代ギリシャの時代からイタリア統一までの 2.000年、ナポリはヨーロッパの

主な人種から支配され続けた。入れ替わり立ち代り変化した支配者たちと、

旨く付き合う知恵の中から今日があり、ナポリっ子がエンターティナーであ

る由縁もそこにある。走るバスから映り行くナポリの街を眺めていても飽き

ることはない、中世の古いヌオーボ城は 13世紀のアンジュー家の城が 15

世紀になってアラゴン家の手に渡り再建されたもの。5つの円筒状の搭を持

つ城壁で囲まれて、内部は市立博物館になっている。このヌオーボ城から続

く赤い建物が王宮とイタリア三大歌劇場の一つのサン．カルロ劇場。 
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ベスビオ火山を背に             ヌォーボ城 
 

そして、かつては漁村だったサンタ．ルチア地区の美しい海岸通りから、海

に張り出して建てられた 12世紀の古城が卵城。ここから眺めるナポリ湾と

ベスビオ火山の姿は絵葉書のようである。ここではバスを降りて記念撮影。 

みんな思い思いにカメラを構えて写したり、写されたりして楽しいひと時だ。 

サンタ．ルチア港には大きな船も見える、ヨットハーバーにはたくさんのヨ

ットが停泊してこちらも絵のようだ。街中を走ればたくさんの車と一緒に、

最新式のトラムが数多く走っている。ここでは古い歴史と新しい現代のすば

らしいバランスを見ることが出来る街である。 

そんなナポリを見ずして「恋」も「人生」も「芸術」も、そして「死」さえ

も語れないと言われているが、まだまだ死ぬわけにはいかない。 

 

最後の晩餐はカンツォーネディナーショウー 
  

19.30”ホテルに帰り、しばらく休憩して 20.15”ディナーショウーの会

場へ向かう。立ち寄ることの出来なかった真実の口の前を通り、到着した時 

 

  
渋滞の中を行く最新式のトラム      サンタルチア港 

 

にはすでにショウーも始まっておりわれわれが最後であった。 
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テーブルは６人でわれわれと春日井のご夫婦と一緒だった、席には白ワイン

が置かれてありこれ以外の飲み物が有料になる。友は何か頼むかと言ってい

た、ワインが得意でないのでビールがほしかったようだが無視した。でもこ

の白ワインけっこう飲みやすくいい味だった。肝心のカンツォーネは、男性

二人に女性一人の三人がすばらしい声量で歌い上げ圧倒されてしまう。 

テーブル毎にリクェストを聞いて歌を決めてもいたようだ、もちろんチップ

も弾んでいたと思うのだが。また一方の料理は、手長エビなどの海鮮料理は

なかなかおいしかった。でも５日目以降はメモを採るのがおたらくになり、

他には何を食べたのか思い出せない。しかしこれまででは一番旨い料理だっ

たという記憶だけはある。そして、時間もたち他のグループが帰り始めわれ

われだけになった。すると３人の歌手がこちらのテーブルに来て、DVDの売

り込みをしながら歌を披露してくれ、最後に「ジャパニーズソング」とリク

ェストしたら「上を向いて歩こう」を日本語で熱唱してくれた。これにはみ

んな大拍手で応えた。 

 イタリア最後の夜を楽しんだディナーショウーも 21.50分に終って、ホテ

ルに 20.15分戻った。これで予定したスケジュールはすべて終り、明日は

11.10”までフリータイムがあるのみとなった。 

  

4月 4(金) 曇り 

とうとう帰る日になった、今日はホテルを 11.30分に出て空港に向かう、

そしてパリ経由で帰国する。そのため 11.10分まではフリータイムとなる。 

  

うって変わって寒い朝 

 
最後の朝食はゆっくりの 7.30”からだった、パンに飲み物、卵とハム程

度の内容にもなれた。いつものような食事を済ませ、9.00”までという荷物 

 

  
バス停                  選挙ポスターの貼られたゴミ箱 
 



 ３３ 

だしを 8.30”に済ませて初めてローマの街の散策に出かけた。 

小田島さんが準備してくれたホテル付近の地図を片手に、外へ出ると冷た

い風が吹いている。これまでとはうって変わったお天気だ、地下鉄に乗って

移動し一箇所の観光をと思って出かけた。ホテルを出るとじきに広い道路に

突き当たる、右に曲がっていくとこれまで何回も見てきたバスターミナルだ。

オレンジとブルーのバスが何台も並んでいる。変則の四差路になっており、

三回道路を横切ってななめ右の広い道路へ渡る。その道を進むと前方に地下

鉄を示すＭのマークが見える、途中にバス停があり大勢の人が乗り込んで行

くのが見えた。 

道路には大きなゴミ箱がグリーン、ブルー、ホワイトに塗られて置いてある

が、間じかに迫っている選挙のためいくつかのポスターが貼られていた。帰

国してからのニュースでは、元首相のベルルスコーニ氏が率いる野党右派が

勝利している。 

  

地下鉄の切符の買い方 

  
寒いので早速地下鉄に乗るためエスカレーターで降りていく、するとさら

にエスカレーターを乗り換えて下へ降りる。今度は駅かと思ったらまたエス

カレーターを乗り換えて下へ降りていく。かなり深い所まで降りてやっと駅

にたどりついた、そのためか奥方二人が地下鉄に乗るのは嫌だと言い出した。

迷子になってしまうのが怖いのと両方らしい、そこで無理はせず地下鉄の切

符だけ買う実地体験に切り替えた。 

自動券売機があり一回券、一日券、三日券、一週間券があること、さらに

切符の種類を先に決めてからお金を入れないとだめだということは事前に

調べてきた。一回乗車券は１ユーロであることも調べておいたので、ＢＩＴ

の一回券のボタンをタッチしてから 1ユーロコインを入れた。すると茶色の

テレホンカードのような券がでてきた。やれやれ一安心、この切符は 75分

間有効であること、さらにはバスにも乗れるのがいい。 

 

  
             自動券売機と一回券の切符 
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ローマのコーヒーは安くて旨い 
  

地下鉄での勉強会も終り地上へでてみると、ますます寒くなったような感

じだ。吹く風が身にしみるのだ、あまり寒いのでコーヒーでも飲もうと、喫

茶店を探しながら歩いたらカウンター式ではあるがテーブルも 2.3ある店

の前へ来た。店先には 1.5ユーロと大きく書いた紙が張られていて、何人か

の客がいた。迷わず入って「コーヒー4」と言ってみるも相手はうなずかな

い、これではだめだと「カプチーノ 4」と言ったらうなずいてくれた。そし

て運ばれたカプチーノにはきれいなハートが描かれていて、とてもおいしか

った。温かい飲み物にありつきホットした気分で落ち着くことが出来た。そ

の間にも客は出入りしている、窓の外にはあわただしいローマの街が見える。

一杯のコーヒーで落ち着いた気分になれて満足だった。そして支払いをして

驚いた、一杯 0.9ユーロ、たったの 140円だったのだから........。 

これまでの観光地のコーヒーの値段は、べらぼうに高いことが証明されたわ

けだ。 

  

  
立ち寄ったカフェーと出されたカブチーノ 

  

２５人の参加者たち 
 

イタリアに着いて三日ほどするとメンバーも大体分かってくる、そしてみ

んな分かった時には旅も終りになる。今回の旅でご一緒したのはこんな方た

ちだった......... 

  

① 岐阜の４人組-------ご夫婦とダンナの友２人、ご夫婦の娘さんがオー

ストリア在住。 友の１人は工学博士でもう１人

は安城の天木さん。 

② 瀬戸の４人組-------兄と妹のそれぞれ夫婦４人、妹のダンナがピサで

迷子になった 
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③ 津の４人組 -------医者のダンナをもつ奥さんと、一卵性双生児の３ 

年生の男の子と女の子、それにおばあちゃん。バ

スの中でも子供にプリントを渡して勉強させて

いた。 

④ 東浦の４人組-------もちろん私たち 

⑤ 半田の３人組-------半田市の松山さんご夫婦と娘さん、なんとご主人

は元トヨタ車体の生技部門に勤めていた。 

⑥ ３組の夫婦 -------春日井のご夫婦  70過ぎといわれたかな、あち 

こち旅行しているという。 

            関市のご夫婦   奥さんは気さくに話をされる 

            彦根のご夫婦   一番物静かな人たち  

  

アリタリア航空の手続きにうんざり 
  

予定通り 11.30”ホテルを出てローマのレオナルド．ダ.ヴィンチ空港に

向かい 12.00”に到着する。早速搭乗手続きを現地ガイドがついて行った、

でも超スローモーでなかなか進まない。たった２５人の手続きになんと１時

間を要した、こんなことだからＫＬＭやエールフランスとの合併も旨く進ま

ないのだろう。 

 

  
アリタリアのカウンターと機材 

 

でもＡＺ３２４便エアバスＡ－310は、定刻に離陸して雪のアルブスを見な

がらパリのドゴール空港に着いた。 そして、パリからのＪＬ－４３８便の

B-777-200も定刻に離陸した、機長は片山、セントレアまで 11時間の飛行

を終え知多半島の桜が見えた時は、さすがに安堵し帰ってきたという実感が

わいた。予定時間より１３分早い 12.37”に、無事セントレアに着陸し今回

のイタリア８日間の旅を終えた。 
 

 


