
魅惑の中欧ヨーロッパ         2008.6.30～7.7 

ハプスブルク家の栄華を垣間見る 

  
6月 30日～7月 7 日にハンガリーのブダペスト、スロバキィアのブラチス

ラバ、チェコのプラハとチェスキークルムロフ、オーストリアのウイーン、

ザルツブルグとザルツカンマーグートを訪ねた。 

中世の面影を色濃く残す中欧ヨーロッパは、満開のひまわりと初夏のさわや

かな風に迎えられ忘れられない旅となった。 

 

 

ブダペストから矢印のコースでザルツブルグへ 

 



気に入った夢周遊 8 日間コース 

  

中欧ヨーロッパを巡るツアーはいくつかあるが、いずれも各国の首都を回

ってくるコースがほとんどである。そのなかで JTB旅物語は 10日間コース

ではあるがドイツのベルリンとドレスデンを回り、オーストリアではウイー

ンとザルツブルグ、ザルツカンマーグートを巡って、チェコとハンガリー、

スロバキィアは首都のみを回るコースがあった。もちろんその分費用は高い

が 10日間というのが尐し長いので迷っていた処、阪急交通からエミレーツ

航空を利用した 8日間で 4カ国、中でもオーストリアはウイーンのほかにザ

ルツブルクとザルツカンマーグートを巡るコースが発表された。 

望んでいたコースであり、その上費用も一番お値打ちで他社は 30万円程が

25万円程だった。友に話すと一も二もなく賛成で、すぐに話はまとまり梅雤

真っ只中の 6月 30日出発が決まった。このコースはドバイ経由でウイーン

へ飛ぶのが特徴で、友はすでにドバイへ何度も立ち寄っているが、私はドバ

イへまだ行ったことがないので立ち寄りだけでも興味がある。それに、直行

するよりも一度休憩が入った方が合計時間は長いものの、区間ごとの飛んで

いる時間が短くて楽である。 

  

孤軍奮闘のエミレーツ航空 

  

19.30分友夫妻と共に出発し、セントレアの阪急交通窓口に 20.10分到着

し受付を済ませる。20.00時以降の時間に飛ぶのは、われわれが乗るエミレ

ーツの便だけでちょっと寂しい。原油高のあおりで国際線の便数が減るばか

りのセントレアだが苦境を乗り越えてその位置づけを守ってほしいものだ。 

添乗員は西原さん参加者は 20名という、ボーディングカードを受け取りエ

ミレーツ航空の窓口に並ぶと、受付をしているのはエミレーツだけなのに大

勢の人が隣に並んでいる。それも大きな荷物を三個は持った人ばかりである、

何なのかと不思議に思いカウンターをよくよく見てみると、エミレーツ航空

の下に「サンパウロ 乗り換え便」の文字が見えた。われわれが乗る 22.45



の EK-0315はドバイ行きでそのドバイからブラジルのサンパウロ行きに接続

しているのだ。 

ブラジル行きはアメリカまで飛んで、そこから乗り継ぎをするとばかり思

っていた。でも考えてみれば地球は丸いのだから、東から行こうが西から行

ってもよいわけだ。ドバイからならアフリカを越えて、大西洋を飛び越えれ

ば南アメリカへ行ける。ブラジル人が多い名古屋圏から、ブラジルへ行くた

めのアメリカまで飛ぶ乗り換え便は、原油高騰のあおりで国際線の大幅減便

を余儀なくされなくなってしまったのだ。エミレーツ航空はそこをつき、荷

物はひとり 20kg なのに特別規定を設けているようだ。どう見ても 40～50kg

はありそうな荷物を三個はカートに乗せている人ばかりである。日本への出

稼ぎから帰る人、あるいは一時帰国する人たちなのだ。 

  

初めての体験 

 

出国手続きをしてゲート 19で待っていると、小さな子供連れも多くいた。

中には赤ん坊の泣き声もする、機内ではどちみち眠れないだろうがどうなる

ことか不安になってきた。 

定刻に飛び立った EK-0315のエアバス A340-300/500は、座席が 2.4.2列の

配置になっている。これなら二人で乗ればまず通路側に座ることが出来る、

席は 35D.Eで通路側が Dだった。座席の席名は航空会社によってちがうと聞

いたが、エミレーツは A,B,D,E,F,G,J,K になっていた。客室乗務員はベージ

ュのパンツルックで、上着は尐し丈が長く赤のベレー帽に白の長いスカーフ

みたいなものを帽子につけているのが特徴である。 

名古屋とドバイを結ぶ便なので、日本人乗務員が乗っており言葉には困らな

いのがいい。予定飛行時間は 11時間の長旅である、いつも思うのはせめて

半分の 5.6時間にならないものか!! TV を見ても面白い番組はなかった、飛

行ルートを見ていると上海から中国大陸へ、昆明を経てミャンマーを横切り

インドのカルカッタ付近からインド大陸を横切りアラビア海へ出る。ここか

らアラブ首長国連邦のドバイへと飛ぶ。この間に軽食と朝食の 2回の食事が

でる、本来は寝るときなのだがしっかり寝ることはできないし食事もとるわ

けだ。 



そのせいか、カラスガレイのから揚げと牛肉マリネのサラダを食べた後で気

分が悪くなった。乗り物酔いはしたことがないのに初めての経験である、つ

いに我慢しきれずにあげてしまった。そして、冷や汗が一杯出たのを覚えて

いる。でも幸いに出してしまった後は落ち着いたのでほっとした。そしてド

バイに着いたころには何ともなかったようにけろっとしていた。 

 

    

ひろびろとしたドバイ空港 

7 月 1 日  

  

4.00”のドバイ空港は超満員 

  

飛行機から見たドバイは緑がない殺風景な街だった、しかし、このドバイ

は原油で潤い世界で一番元気がいい砂漠の街なのだ。そのターミナルビルに

入って驚いた、朝の 4.00つまりは真夜中なのに人でごったがえしているの

だ。真っ直ぐに延びただけの大きなターミナルはとても分かりやすく、白人、

黒人、有色人種がたむろして空港はまるで人種のるつぼと化している。イス

はすでに先客に占領されて空いては居ない、そればかりか多くの黒人はフロ

ァーに寝ているのだ、出稼ぎに行く人、帰る人であろうがこれはいただけな



い。国際空港としての品位に著しく欠けており、とても感じが悪い。そのう

え通路一杯に人が行きかい、そんな中をバッテリーカーが低い警笛音を鳴ら

しながら走り回っている。ターミナルの掃除をしているのは若い男性ばかり

だ、日本では考えられないが恐らく海外から出稼ぎに来た人だろう。ここで

5時間もすることがない、やっとのことでイスを確保して落ち着いた、ドバ

イは「金」がお値打ちというので買い物した人も居たようだが、こちとらは

用がないのでもっぱら休養に努めた。 

  

イラクを避けた飛行コース 

  

やっと 9.00”になり KE-0127ウイーン行きの搭乗が始まりやれやれと一安

心、バスで飛行機まで移動したがターミナルから一歩出たとたん、ドバイの

外気に触れてびっくり。ものすごい暑さだ!! とてもたまらない、早速バス

に逃げ込んだというのが本音。そのバスはかなりの時間ドライブをした、と

ても広い空港ということが分かる。 

 

  
トルコ上空                ウイーン国際空港 

タラップを上るとき、空港職員が外で仕事をしているのを見ると大変だなと

思った。出発時間前にはお客さんは皆席についていた、ところが定刻の 9.55

になっても動かない。やっぱり飛行機の定刻というのは曖昧なのだと思って

いた、席は 36A.B の窓際で飛行コースの下がよく見えた。飛行コースはドー

ハからイラクを避けてサウジアラビア沿いに進み、ダマスカス、ベイルート



からトルコのアンダリヤ、ブルガリア、ハンガリーからオーストリアに入っ

た。坐骨神経痛がなければ、去年来ていたはずのトルコ上空ではカッパドキ

アこそ見えなかったが、小さなローカル空港や湖がはっきり見えた。 

  

満開の「ひまわり」に迎えられる 

  

広がる田園を見ながらウイーン空港に無事着陸しほっと一息、空港はこじ

んまりした感じで入国手続きも EU以外は係官 1名でなかなか進まない。途

中 EU関係者が途切れたところで EUの窓口でも OKになり、やっと入国手続

きが順調に進んだ。 

ターミナルビルからバスへと向かうと大きなホテルやパーキングビルが建

ち並んでいる。街を離れて郊外に出るとハイウェーから見えるのは、どこま

でも続く小麦畑とトウモロコシ畑だ。ほどなくして国境を越えるが、何の手

続きもなくノンストップで走り抜ける。昨年の暮れまではここでパスポート

チェックがあり、外貨交換、トイレ休憩をしていると 2時間もかかってしま

うことさえあったという。施設だけは残っているので国境だということが分

かるが、そうでなければ分からない。 

  

  

一面のひまわり畑             風力発電機 

 



ハンガリーに入ると小麦畑とトウモロコシ畑のほかに、思いもかけなかっ

た満開のひまわり畑がどこまでも続きわれわれを迎えてくれた。スペインに

行った時にはひまわりを見ることが出来なかったが、ここで見られるとはラ

ッキー。今時分の中欧ヨーロッパは、緯度が北海道よりも北に位置すること

を感じさせない季節といえる。そんな風景に酔いしれていると風力発電の風

車がたくさん現われ、平原を走り抜けるハイウェーからの眺めにあきること

はなかった。 

  

夜景が幻想的なブダペスト 

  

街の中心から 2.5km 程はなれたイビスホテルに 18.40分ころ到着、部屋は

1028号室、荷物を確認してからホテル付近を尐し歩いてみた。トラムやトロ

リーバスが走るホテル前の大きな交差点を地下道でくぐると、壁は落書きで

埋め尽くされていた。どこの街でも落書きをするばか者がいるようだ。 

 

    

ブダペスト「くさり橋」を背に 



建物はほぼ高さがそろっていて大きな街路樹が目に付く、ヨーロッパ風の景

色だ。小さなスーパーがあったので入って買い物をしようとしたが、「ノー

ユーロ」と言われ仕方なく店を出た。まだハンガリー入りしたところでフォ

リントは持ち合わせていない。やむを得ずホテルに戻り、その後 19.45分ホ

テルを出てレストランへ向かう。 

外はまだ昼のように明るい 21.30分過ぎないと暗くはならないという、緯

度が高いとこうなんだということが分かる。同じ地球でありながらこんなに

も違う、ヨーロッパの人々が太陽を求めてバカンスをとることも、生活レベ

ルの高さではなく人々の価値観や自然条件がなさしめるものだということ

も理解できる。最初のディナーはスープ、パプリカチキン、デザートにギタ

ー演奏つきだった。でもどんな曲を弾いてくれたか記憶がない、友に聞くと

細君が覚えていてハンガリア舞曲第五幕、サクラサクラ、カチューシャ、上

をむいて歩こうなどだったという。でも料理はさしておいしいものでもなか

った。もちろん海外でおいしい味付けの料理を期待はしていなかったが、そ

れでもどんな料理かなと尐しは思う。21.20 分食事を終えて外に出ると尐し

暗くなっていた、バスが走り出すとあちこちの灯りが浮き上がるようになっ

てきた。ドナウ川を挟んで街の灯りとくさり橋が見えてくると、橋のイルミ

ネーションがとても美しい。駐車場はないが川べりにバスを止めてくれて下

車、みな一斉にカメラを構えて写真タイムとなる。ブダペストの夜景は今夜

のみだ、しっかり脳裏に焼き付けておこう、きっと忘れられないシーンにな

るだろう。記念の写真も撮ってもらったし........。 

  

7 月２日  

観光初日はドナウ川沿いのブダペストの街めぐりである、昼食後にはスロ

バキィアに移動してブラチスラバの市内観光をする。その後オーストリアの

ウイーンに移動して宿泊する。 

  

朝のブダペストを散策する 

  



6.00”起床、6.30 に朝食をとる、パン、チーズ、ヨーグルトにオレンジジ

ュース、スイカとオレンジを食べる。果物があるのは嬉しい、でもあまり欲

張らずに腹八分にとどめた。食事後すぐ 7.10に散策に出た、今日の観光コ

ースに入っていないが有名な英雄広場まで行く。およそ 1.2km の道程をあち

こち眺めながら歩いた。舗道は人と自転車の区分けがされていた、元共産圏

とバカにしていたが生活に密着した施策は進んでいる。トロリーバスのほか

に新型のトラムも走り街の交通対策も進んでいると感じた。そして、道路に

は大きな街路樹が続き緑が一杯でうらやましい限りだ。日本だと信号が見え

なくなるとか言って木を切ってしまう傾向にあるが間違っている、木は何十

年.何百年もしないと大きくはならないのだから。地上から 2mほどは枝を払

えばよいことで何の支障もない、現に多くの国ではそのようになっており信

号機は 1.8～2m 程の高さである。むしろ交通安全の上からも、信号機が低い

所にあったほうが無茶な運転を防ぐ効果がある。 

 英雄広場は 1896年に建国 1.000年を記念して造られた広場だ、中央に建

つ柱は先端に大天使ガブリエルを頂く。これを取り囲むように初代の王イシ

ュトバーンからオスマン軍との戦いを繰り広げたヤーノシュ、19世紀の独立

戦争を指揮したコッシュートなど 14人の英雄像が並んでいる。 

さらに広場の横には国立美術館や、ハンガリー風とロシア風の建物が混在す 

  

                 朝の英雄広場 

  

るバイダブニャド城が隣接しており今はミュージアムになっていた。ここま

で見学してホテルに 8.20”戻り、歩数は 7.700歩だった。 

  



ハンガリーとはどんな国か 

  

共産圏の農業国くらいの認識しかなかったが、改めて調べてみると意外な

ことに日本人と共通点も尐なくない........。 

ハンガリーは遊牧民を祖先とするマジャル民族の国で、9世紀末ウラル山脈

の東方から移動してきた人々によって築かれた。13世紀にはモンゴル人の来

襲、16世紀から 150 年間に及ぶオスマントルコ朝による占領時代があり、そ

の後第一次世界大戦まではオーストリアとの二重帝国化、第二次世界大戦後

はソビエト連邦を中心とする東欧圏に組み込まれるなど、幾多の歴史の変遷

にさらされながらも、豊かな歴史と文化を育んできた。 

ラテン系やスラブ系の国に囲まれ"ヨーロッパに投げられたアジアの石"と

いわれる彼らは自らをマジャル人と呼ぶ。現在では混血が進み容貌からアジ

アを連想することは難しい、それでも彼らは自分たちのルーツに誇りを持っ

ている。姓が名前の前にきたり、赤ちゃんのお尻には蒙古斑があったりと、

日本人と共通している点も尐なくない。 

ドナウ川は国土の中心を南北に貫く、西部は山岳地帯で南部はプスタと呼

ばれる大平原が広がり、北部は有名なトカイなどのワインの産地を擁する山

岳地帯が続いている。人口は約 1.000万人、共和制、通貨はフォリント(Ft)1Ft

は 0.7円、言語はハンガリー語、宗教はカトリック 52％、時差は日本より 8

時間遅れ。ハンガリーの偉人としてイシュトバーン 1世---ハンガリー初代

国王、マーチャーシュ王----第 34代国王で中世ハンガリー最盛期の王、リ

スト---天才ピアニストがあげられる。 

  

ヨーロッパ大陸最初の地下鉄が走った街 

 

ブダペストといえばドナウ川を連想する、くさり橋と背後に広がる美しい

街並の絵がわが家にもある。私は毎朝この絵を眺めている、と言っても世界

遺産のカレンダーを切り抜いたもので、トイレでゆっくり観賞しながら一度

は行ってみたいと常々思っていた。その夢がかないブダペストの地に立つこ

とができた、9.00”にホテルを出ていよいよ観光がスタートした。 



  
オペラ座                 レトロな地下鉄の駅 

 

バスのドライバーは Mrアテラ、現地ガイドは Mrビランニさん、神戸大学に

留学したとかで流暢な日本語で説明をしてくれる。最初に今回のコースには

入っていない英雄広場ヘバスを走らせてくれて、英雄広場のある公園一帯を

ゆっくり回ってくれた。朝の散歩では見られなかった動物園、国立サーカス

その向かいにセーチェニ温泉が深い緑の中に点在している。散歩したコース

をもう一度バスの中から眺めて、最初にバスを降りたのはオペラ座の前だっ

た。石造りの重厚な建物が続き、街路樹の深い緑の中にリスト記念館やオペ

ラ座があった。中へ入っての見学は出来なかったがすばらしい建物で、正面

にはハンガリー国歌の作詞者エルケルと作曲家リストの像が立っている。内

装はきらびやかなバロック様式でメインホールの装飾には 7kg の純金が使用

されているという。建物の前によく分からないがおっぱいをだしたスフイン

クスがあった。あれは何なんだろう? 説明はなかった。 

次にビランニさんは特別だよと言って、目の前にある地下鉄の入り口から

駅へ案内してくれた。鉄骨がむきだしで薄暗い構内はちょっとレトロな感じ、

ちょうど停車した電車もレトロな可愛いという感じのこじんまりしたサイ

ズだった。これだけなら古いものを大切に使っているということだが、この

地下鉄はヨーロッパ大陸最初の地下鉄というから驚きだ。ハンガリーはそん

な先進国だったかとびっくり。ただここでは正確に言葉を使わないといけな

い、最初の地下鉄はロンドンで走っておりブダペストではない。が、イギリ

スは島であり大陸の中ではブダペストが最初だったというのだ。それもロン

ドンは蒸気機関車だったが、ブダペストでは電車が走ったと自慢した。それ



に駅には改札は見当たらなかった、切符を買わずにキセルをしようと思えば

出来るだろうが、日本のように悪いやつは多くないのかな。 

  

ドナウの真珠」ブダペスト 

  

ドナウの真珠とたたえられる美しい街。そのドナウ川はドイツの黒い森を

源に、オーストリア、スロバキィア、ハンガリー、セルビア．モンテネグロ、

ブルガリア、ルーマニアを流れ黒海へそそぐ 2.300kmの大河だ。日本一長い

川は信濃川で 360km とその違いは明白である。 

 

  
くさり橋                  漁夫の砦 

 

街の中央を南北に流れる川の西岸は旧ブダの街で、王宮を中心に歴史的建造

物が多く、東岸の旧ペストは近代的な美しい街並が広がっている。次に訪れ

たのはブダ側の丘の上にある王宮、マーチャーシュ教会、くさり橋を見なが

ら漁夫の砦を見学した。 

王宮はベーラ 4世が 13世紀半ばに建設を始め、マーチャーシュ 1世によ

りルネッサンス様式に改築される。16世紀にはオスマントルコとの戦いで壊

滅的打撃を受ける。その後ハプスブルク家の支配下に入ると、マリア．テレ

ジアの手による大規模な増築が行われた。しかし、大火や二度の大戦でも被

害を受け、今の姿は第二次世界大戦後に再建されたものだという。 

王宮からマーチャーシュ教会へ 1km程歩いたが、快晴で丘の上だけに太陽を

さえぎるものはなくお日様の光はきつい。ビランニさんは気を利かしてマロ



ニエの緑が続く木陰の道を歩いてくれた、するとそれまでと違ってとてもさ

わやかだ。お喋りを楽しみながら歩いていくと、遠くの丘には緑の合間にオ

レンジの家が建ち並び美しい景色が広がっていた。 

マーチャーシュ教会では、制服を着た若者たちが歌の練習をしているのを

横目に内部の見学をした。高い天井とステンドガラスはいずこの教会も同じ

で、生活に密着した信仰心に支えられていることがすばらしく、新鮮に感じ

られる。教会の隣に漁夫の砦がある、ドナウ川を行きかう舟から税を徴収す

る見張り所だった所で、さすがにここからの眺めはよくすばらしい景色だ。 

  

  

国会議事堂とドナウ川 

  

丘を下りながら「くさり橋」を眺め、このあと刺繍のお店に立ち寄りランチ

となる。スープ、チキン、デザートは印象にないが地ビールは味が尐し濃い

目でとてもうまかったのが印象的だった。 

  

スロバキィアの首都ブラチスラバ 



  食事を終えて 13.00”に出発する、昨日走ってきたハイウェーをしばらく

戻る。そして 14.45～15.10ガソリンスタンドで休憩する。トイレを済ませ

売店でお土産に駄菓子をいくつか買った。そして、おいしそうな生ジュース

が目につき妻とオレンジジュースを飲んだ。2.5ユーロと尐し高いがなかな

かおいしかった。道路わきに立つ看板にはガソリン 322と表示がある、約 220

円/Lでヨーロッパの平均的な数字だった。 

長い間ハンガリーの支配下にあったスロバキィアは、1993年チェコから分離

独立した。国は東西を山脈が貫く山岳国で、オーストリアの国境からわずか

16kmしか離れていない首都ブラチスラバに到着し、ガイドの Msカタリーナ

さんをバスに乗せて丘の上のブラチスラバ城へ向かう。 

途中には白い瀟洒な建物の大統領官邸が、交差点からわずかな距離の所にあ 

った。入り口に着くと隣には国会議事堂が建っている、お城の四隅に搭があ

ることからテーブルをひっくり返した形と言われているブラチスラバ城は、

18世紀にはマリア．テレジアの居城となった時期もあった。今回は中庭の整

備のため側面が足場に覆われていた。城内の見学は出来なかったがお城から

のドナウ川と街の眺めはとてもすばらしかった。 

  

    

ブラチスラバ城 

 



カタリーナさんの話では、電化製品は日本のソニー、車はトヨタが多いとい

う。小学校は昨日から 2ヶ月間の夏休みに入ったが、今日は気温が 33℃だっ

たという。ブラチスラバはまさに夏本番を迎えていた。 

このあと旧市街の目抜き通り、ミハルスカー通りの北端で街の中心地点「ミ

ハエル門」 をくぐり石畳を歩いた。そこにはリスト、ハイドン、ベートー

ベン、モーツアルトが演奏したという記念館が軒を連ねていた。旧市役所前

の広場で休憩になった、周りにはたくさんの屋台の店が並んでいたが、コル

ナしか使えないというのでのぞくのはやめて、ベンチで休憩して周りの景色

を眺めていた。噴水を中心にした広場の角には日本大使館もあった、それに

何故か肘をついたような姿勢のナポレオンの像があり子供たちの遊びあい

手になっているよぅだった。 

街の見学を終りバスに戻る途中、ドナウ川に架かるスタロメストスカー橋の

たもとに聖マルティン教会がある。街で最大のゴシック建築で、ブダペスト

がオスマン朝の支配下にあり、ブラチスラバがハンガリーの都だった時代は、

ハンガリー王の戴冠式がこの教会で行われ 1563年～1830年にかけて 11人の

王が即位し女王も 8 人いたという。 

  

ブラチスラバ城から見たドナウの流れ    聖マルティン教会 

 

音楽の都ウイーンへ 

  



17.30”ブラチスラバを離れてウイーンへ向かう、20分も走ると国境を越

えるがもちろんノンストップだ。18.40 ウイーンに到着し 19.00”夕食にな

った、スープ、牛肉．ジャガイモ、ケーキはそれなりのもので特に印象はな

い。20.30ホテルに着く、アパートメントホテルウイーンという長期滞在型

のホテルだというので余り期待はしていなかった。でもミニキッチン付の広

い部屋でバスタブもありとても GOOだった。部屋は３０５号室、友は１０２

号室だったが窓の鍵が破損していて３２６号室に変更になった。 

 

7 月３日 

４日目の今日はウイーン市内見学、午後はチェコのプラハへ 300Kmの移動

をする。 

  

オーストリアはどんな国 

  

オーストリアは北海道とほぼ同じくらいの大きさ、細長い国土を貫くよう

に、スイスから続く中央アルプス山脈が横たわる。チロル地方とイタリア国

境地帯にそびえる山々から、最高峰グロースグロックナー3797m を頂点とす

る 3000m級の山々が連なる。ドイツから流れ込むドナウ川は美しいバァッハ

ウ渓谷を形成し、ウイーンを過ぎると平野部になり、ハンガリー大平原へと

続く。夏は涼しく乾燥しているが冬の寒さは厳しく、山間部では積雪も多い。 

人口は 900万人、連邦共和制の国、民族は 90％がゲルマン系、宗教はキリス

ト教で 80％がカトリック、公用語はドイツ語、通貨はユーロ。 

首都ウイーンは人口 160万人、中世からヨーロッパの音楽の中心地のひとつ

1600年頃にイタリアで誕生したオペラは、すぐにウイーンにもたらされ熱狂

的な支持を得た。18 世紀以降はハプスブルク家や有力貴族の庇護を受け、多

くの音楽家がウイーンで活躍した。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン

をはじめ、シューベルト、ブラームス、ブルックナー、シュトラウス.......。 

近年では映画「サウンドオブミュージック」の舞台となり、美しい自然が広

く知られるようになった。 

  



650 年続いたハプスブルク家の栄華の跡 

  

    

シェーンブルン宮殿全景 

 

神聖ローマ帝国の皇帝として中欧ヨーロッパを治めたハプスブルク家の

お膝元がウイーンである。数々の芸術家を輩出してきた芸術の都ウイーンで

は絵画、音楽、建築の傑作を見ることが出来る。これらはハプスブルク家の

栄華のおかげである、そもそもハプスブルク家の発祥はウイーンではなく、

スイスの北東部からドイツ西南部の一帯だった。ここを支配していた小貴族

に過ぎなかったが、1273年、ルドルフ 1 世が神聖ローマ帝国の皇帝に選出さ

れたのをきっかけに、めきめきと頭角を現していく。 

そして、王家を発展させるためには戦争ではなく婚姻政策によって地盤を固

めていった。日本の戦国時代も同じことをしている、なかでも女帝マリア．

テレジアの娘マリー．アントワネットがフランスのルイ 16 世の妃となった

ことはよく知られている。無敵の王国も 1859年のイタリア戦争で敗北して

以来陰りが見え始め、民族の利害関係が入り乱れた結果の一つとして、1867

年にオーストリア＝ハンガリーの二重帝国が形成される。こうして第一次世



界大戦に突入し、それに敗れて 1918年に崩壊するまで 650 年にわたって中

欧ヨーロッパを支配したのがハプスブルク家だった。 

 

シェーンブルン宮殿にトイレはなかった 

  

ハプスブルク家が居城としてきた王宮は、2500もの部屋がある大規模なも

のである。しかし、今日では王宮よりもハプスブルク家の夏の離宮として建

てられた、シェーンブルン宮殿がよく知られるところだ。 

8.30”ホテルを出発して 9.00”予約のシェーンブルン宮殿に向かう、現地ガ

イドは Msシュミットさん徳島出身だという。9.00尐し前に到着し入り口で

写真タイムのあと入場する。この宮殿は 17世紀末に造営が始まり、マリア．

テレジアの時代に完成した。外壁の色はマリア．テレジアン．イエローで統

一されている。部屋数は 1411現在はアパートとして、また公務員の官舎と

しても使用されているという。たんに見世物だけでなく、歴史遺産を日常に

活用していることが立派だと思った。シュミットさんは小柄ながらもかなり

の早足で移動し、おばちゃん達からは苦情も聞かれる。でも要所要所の説明

はしっかりしており良かった。 

  

  

               シェーンブルン宮殿 

 

ナポレオンがウイーンを占領した際はこの宮殿を宿舎とし、失脚後は映画

「会議は踊る」で有名なウイーン会議の舞台となった。大ギャラリーの間は

43m×10m で 1000 本のロウソクを立てたという。ボヘミアングラスのシャン



デリアや金箔の装飾はまばゆいばかり、ほかに中国農民が描かれた漆の間、

ナポレオンの間、磁器の間、8人で 12年かかった織物のコブランの間、黄金

の間と見て回るが、そのすばらしさに圧倒されっぱなしだ。 

そのうえ、発明王のエジソンが電気機器の修理に訪れているという落ちまで

あった。それにしてもこの時代に女性が国を、それも長きに渡って治めた秘

訣はなんだったのか?? ただの色仕掛けでは無理というもの、彼女は 14人

の子供を生んでおりやはり婚姻関係をうまく活用したのだろう。さらに、彼

女はオスマントルコを下したことで、その背後にいるフランスに勝ったこと

を意味し、軍隊の母とも言われているというからびっくり。 

フランスのベルサイユ宮殿もそうであったが、多くの人が集まる社交の場で

あったり、会議の場であったというがトイレなど洗面場がまるでなかった。

生活するにはとても不便だ、シュミットさんに聞いてみると、やはりなかっ

たのだ。きれいに着飾ったご婦人たちはどのようにしていたのか.........。 

ヨーロッパの衛生概念はその程度だった、そのためペストが大流行し 1／3

の人が死亡している。すばらしい街を造った人たちにしては考えられないこ

とだ。 

  

ウイーン市内見学 

  

6月 30日までオーストリア各地でサッカーのヨーロッパ選手権が開かれて

いた。その時の幕や幟がまだ残っておりかたづけている最中だった。さらに

城壁の跡を走る広い道路も一部遮断されておりかなり渋滞気味だった。しか

し、緑の大きな街路樹が続き最新式のトラムやバスが、また自転車専用道路

を若者たちが走り抜けて行く様はとてもすばらしく映った。 

シェーンブルン宮殿を見た後は走るバスから市庁舎、国会議事堂、オペラ座、

などをチラッと見ながら移動。なかでも驚いたのは、3階建てで一部は 5階

建ての長いイエローの建物が何とハプスブルク家の馬小屋だという。すばら

しく立派で大きな建物だけに、まさか馬小屋とは!! いずれを見てもその権

力を示す、すごさにあっけに取られてしまった。このあと旧市街の歴史地区

観光に向かう、もちろんバスは入れないから尐し離れた駐車場から石畳を歩



くことになる。古い建物が続く街中は狭い石畳の道でもちろん駐車場はない、

その道の端は駐車スペースになっていて車がびっしり止まっている。もちろ

ん有料でその街区に住んでいる人が年間 20000円で利用している。でも隣の

街区に行けば同じように料金をとられるという。 

 

  
聖シュテハン大聖堂            緑豊かな街とトラム 

 

道路も広げず古い街を守っていくことは大変な苦労を伴うこと間違いない、

日本ならすぐに駐車場だけは別に造ろうと言い出すだろう。古いもの、ある

いは伝統を守ることの意味とか意義について、国が違うとこんなにも大きな

差があるのはどうしてなのだろう?  

街の中心となる広場に到着すると、そこにはウイーンのシンボル聖シュテ

ハン大聖堂が辺りを見下ろすかのように建っている。モザイク模様の屋根は

5万枚ものタイルを使って、ウイーンの紋章が描かれている。1147年ロマネ

スク様式の大聖堂として完成したが、14 世紀にゴシック様式に建て替えられ

た。二つの高い尖塔をもち 137mの南搭は 1443年に、60mの北搭は 1579年に

完成した。 

ウイーンのメインストリート．ケルントナー通りは車禁止の遊歩道で大勢の

人で溢れていた。ここで尐しフリータイムとなりそぞろ歩きを楽しむ、レス

トラン、高級宝石店、そして道を大きく占有するオープンカフェ、雑貨屋さ

んも。しかし、陽射しはかなりきつく早々に引き上げて、聖シュテハン大聖

堂と行きかう人々をウオッチングするのも一興であった。街角には二頭立て

の馬車がたくさんお客さんを待っていた、でも通りには馬の落し物がありい

ただけない。 



自販機はユーロが使えず 

  

10.30”に免税店に立ち寄ったあとランチ、ウイーン風カツレツ、アイス

クリーム。この料理も普段食べるものと変わらず、ウイーンで食事している

感じにはならない。ビールは 3.5ユーロで尐し高い。13.30”チェコのプラ

ハに向けて出発する、300kmの移動は今回の旅で最も長い距離である。２時

間ほど走って 15.30”から２０分ガソリンスタンドで休憩をとる。早速飛び

込むとコーヒーの自販機が目に留まった、でもよく見るとユーロの表示がな

い。添乗員の西原さんに言うと両替してもらったらと言うので、カウンター

でおばちゃんに「チェンジコルナ」とやったが「ノー」と言われてしまった。

でもカウンターではコーヒーの販売があリ、ユーロ OKというのでカプチー

ノを注文した、チェコの通貨は「チェココルナ」で 1コルナは６円～７円で

ある。カプチーノを受け取り２ユーロのコインを渡したが、若い娘さんはレ

ートが分からないらしくレジの前でウロウロしていた。おばちゃんに催促す

ると２ユーロだという、無理やり２ユーロにしてしまったようだ。まっいい

としよう、チェコとの国際関係を悪くさせるほどのことでもない。 

 

    
プラハへ向かう途中 小麦畑とブドウ畑 



 ウイーンを出てから一般道ばかりで、首都のウイーンとプラハを結ぶ高速

道路はないようで以外だった。道路の周りはやはり平原が広がり、小麦、ト

ウモロコシ畑が続く、でもブドウ畑も見える。ここも穀倉地帯だった。 

 

プラハのスーパーで買い物 

  

18.15”プラハのホテルに到着、ここのホテルもイビスホテルでブダペス

トのホテルとチェーン店のようだ。部屋は 237号室シャワーのみでダスタブ

がないのが残念、尐し休憩して 19.00”にロビー集合。 

夕食はビアレストラン、部屋はこれまでと違いゆったりしていて、かなりに

ぎやかな雰囲気だ。サラダ、ソーセージの盛り合わせ、ケーキに紅茶、それ

にビール一杯のサービス付だった。チェコではビールは飲むパンと言われて

古い歴史があるそうだ。でも最初に出された食前酒はかなりきつかった、す

べては飲まずに残した。友はみなの食前酒を飲んであげた?ようで涼しい顔

をしていた、でもビールのおかわりはしなかったが、添乗員の西原さんと岐

阜のおばちゃんは、おかわりしたというからびっくり。顔色をかえるでもな

く可愛げのないこと。 

このあとホテルに戻って隣にあるスーパーへ出かけた、色とりどりの食料品

が並ぶ大型店だ。したがって気をつけないとチェコ土産と思って買っても、

他の国の品物だったりする。散々見てまわり結局お菓子類を買って、ホテル

へ戻ったのは 22.30 分だった。 

 

7 月 4 日 

5日目の今日はプラハ市内見学、午後は同じくチェコのチェスキークルム

ロフへ移動見学し、宿泊する。 

チェコはどんな国 

  

ヨーロッパのほぼ中心に位置する内陸国だ。西部のボヘミア地方と、東部

のモラビィア地方からなる。ボヘミア地方の南から北へとブルタブァ(モル



ダウ)川が流れ、首都ブラハはブルタブァ川沿いのほぼ中心に位置する。ス

メタナやドボォルザークを生み、モーツァルトが愛してやまなかったプラハ

の街では、毎年５月に「プラハの春」が開催される。国内には小麦畑、ブド

ウ畑、古くから残る街並や古城が点在する。ヨーロッパのほかの国と違って

戦争の被害を受けていないため、プラハ以外でも古い街並が美しく保存され

ている。 

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間には先進工業国として発展、現在も

航空機、自動車の生産がされている。自動車ではスコダが知られ、ハリネズ

ミがトレードマークになっている。でも日本語に訳すと残念という意味にな

ってしまうそうだ。他にも比類なき透明度と芸術的なデザインを誇るボヘミ

アングラス、陶磁器や手工芸品も豊富。他方、牧畜も盛んでハムや世界一お

いしいと言われるボヘミア産のビール、モラブィア地方の白ワインなど名物

も多い。われわれの意識ではチェコスロバキィアだが、1993 年にスロバキィ

アとの連邦を解消して一つの主権国家になった。面積は日本の１／５、人口

は 1050万人、民族構成はチェコ人が 94％、通貨はチェココルナ．１コルナ

は約７円、宗教はカトリック 26％無信仰が 60％、共和制の国。 

  

プラハの朝は雤、でもガイドは美人 

  

6.30”起床、7.00”に朝食。ヨーグルト、パン、ハム、チーズ、オレンジ

ジュース、卵にトマト、スイカをいただく。ふだんよりかなり豪華なメニュ

ーに満足。8.30 まずはプラハ城へ向かうが小雤が降っていた、でも現地ガイ

ドは予想に反して可愛いお姉さんのタテバヤシさん。恐らく館林さんだと思

うが七分のパンツルックがとてもお似合いの娘さんだ。聞けばガイド希望で

チェコに来たという、ガイドの試験はチェコ語はもちろん、歴史にも明るく

ないと合格しない。彼女は元々チェコ語を勉強していたか、チェコに住んだ

経験があったのかも.....。雤模様でも美人と一緒だと心がうきうきしてく

る、俺もまだ若い。 

その彼女のチェコ語講座は、こんにちは＝ドブリーデンを「丼出ん」、あり

がとう＝ジェクユブァームを「19番」、さようなら＝ナスフレダノウを「茄



くれたの」.........と発音するといいでしょうと教えてくれた。うまい教

え方だ。 

ブルタブァ(モルダウ)川西岸小高い丘のうえに建つプラハ城は歴代王の居 

  
プラハの街並               ビィート大聖堂 

  

城。９世紀半ばに建設が始まり１４世紀のカレル４世の時に現在の威容が整

えられた。城壁に囲まれた広大な敶地には王宮、宮殿、教会、修道院などが

建っている。 

城門には衛兵が立っており、一緒に記念写真を撮ってから門をくぐると噴水

のある広い中庭があり、大統領の官邸がある。大統領が執務中のときは国旗

が掲揚されている。でも今日は国旗が見えず不在だった。 

その次の中門を過ぎると聖ビィート大聖堂が現われる、尖塔の高さ 96.6m内

部は幅 60m、奥行き 124mもあり、プラハにおけるゴシック建築の代表だ。内

部はすてきなステンドグラスがいくつも見られるが、中にはスポンサーの PR

をする絵が入ったものもありおもしろい。 

このあとタテバヤシさんが黄金の小路の入場券を買いにいく、このとき雤が

尐し振り出したので警察の建物の玄関に雤宿りをして待った。この黄金の小

路は昔、城に使える従者が住んでいたが、やがて錬金術師が住むようになり

この名がついたという。小さな家が並ぶ小路で今は土産物屋さんになってい

る、何でここを通るのに入場券が必要なのかと不思議だった。二三のぞいた

が特に欲しいものはなかった。 

小路を出た所にカフェーがあったので早速コーヒータイムにした、隣に他の

日本人グループがいたので声をかけると大阪からきたという。そのおばちゃ



んはうまそうにビールを飲んでいたが、値段はコーヒーと同じで確か 3ユー

ロだった。 

  

最高のビューポイント「カレル橋」 

  

プラハ城の次はブルタブァ(モルダウ)川に架かる、プラハ最古の石橋であ

るカレル橋の見学。このころには雤も上がり、幅 10mある橋も大勢の観光客

であふれていた。一部では修理も行われ、カレル４世の命によって１３５７

年着工し、６０年近くかけて完成したゴシック様式の橋。橋は処刑場だった

ので死者の霊を慰めるため、３０体の聖人像がある。これらの像は後に加え

られたもので、バロック様式の物が多い。その中で分かるのは旧市外側から

見て５番目左の聖像は、日本でもなじみのフランシスコ．ザビィエル、彼を 

 

    

カレル橋たもとプラハ城をバックに 

  

支える人の中に日本人が居るという。刀を持っているがその顔つきは日本人

とはいえない、中国人の顔だ。ちなみにザビエルは中国で亡くなっている。 



川から眺めるプラハの街はオレンジの家並みが続きとても美しい。川がある

からこの景色を引き立てていると思う。橋の上では絵を売る人、装飾品を売

る人などたくさんの出店もあり、まことににぎやかだ。橋を渡りきった所に

カレル橋とプラハ城を望む写真ポイントがあり、西原さんにツーショットを

撮ってもらう。他の人もみんながポーズをとっている。 

  

旧市街はすばらしい街並 

  

カレル橋からブラハの心臓部とも言われる旧市街広場へ向かう。通りは観

光客が溢れすごいにぎわいである、この広場からしだいに教会、商人たちの

家が建てられて街が発展した。建物の１階は土産物屋が並び、ロシアの土産

物屋も多い、また共産圏だったことからアジア人ではベトナム人が多いとい

う。さらに通りの左手にはユダヤ人地区がある。広場を挟んで２本の搭を持

つティーン教会、それに向かい合うようにして建つ、搭のある建物が旧市庁

舎だ。 

    

天文時計のある旧市庁舎                 火薬門 



その搭の下には最も有名な天文時計がある、１５世紀に造られ当時のままの 

姿で今も動いている縦に二つの円盤が並んでおり、それぞれ当時の天動説に

基づいた天体の動きと時間を表している。 

上が地球を中心に回る太陽と月、そのほかの天体の動きを示し、年月日と時

間を示しながら１年かけて一周する。下は四季の農作業が描かれた暦で、１

日に１目盛動く。上はプラネタリューム下はカレンダリュームと呼ばれる。

この時計をさらに有名にしているのは、毎正時に円盤の上の窓に姿を現す仕

掛け人形で、時が来ると死神が鐘を鳴らし、キリストの 12 使途がゆっくり

あらわれ消えて行く。毎時ちょうどがちかずくと、これを目当てに大勢の人

が集まる。でもわれわれはそれができない、広場からシェレトゥナー通りを 

 

  

ティーン教会を望む            市民会館 

 

進んで火薬搭へ。これは元々旧市街を守っていた城壁にあった門で、17世紀

に火薬庫として利用されていたのでこの呼び名がある。 

その隣が豪華な装飾が施された市民会館、文化的な催しができるものと言う

ことで内部には本格的なオーケストラやコンサートのできるスメタナホー

ルがある。幸運にも今日のランチは 12.15”からこの市庁舎の１階レストラ

ンだった。今までのレストランとはまるで違い、天井の高く広々とした空間

をもち、ゆっくりそれも解放された気分で食事ができた。中欧の建物の天井

が低いのは冬の暖房のためであり、ここだと暖房費が大変だろう。でも肝心

のスープにチキンは特別なものではなかった。おいしいチェコのビールは

3.5ユーロだった。 



チェスキークルムロフへ向かう 

  

13.30”チェスキークルムロフへ向けて出発する。20kmほど高速を走ると

あとは延々と続く小麦畑の続く一般道を１時間ほど走る。途中で一部高速道

になっている部分もあった、おかしな造り方をしていると思った。そして、

15.00”にガソリンスタンドでトイレ休憩。今度は自販機でコーヒーを買っ

た、12コルナとあったので２コルナ×4＋5コルナ＝13コルナを入れた。で

も 1コルナは帰ってこなかった、おつりは出ない自販機かな?ドイツでも経

験したが、約８５円で尐し安いと思う、味もまずまずだった。ガソリンは 33

コルナ/ℓとあり、約 230円だった。１５分ほどの休憩の後バスは快調に走る、

16.00”頃これまでの小麦畑と違い街を通った。そこの交差点はロータリー

ではなく、日本のように直角に交わる交差点だったのが記憶に残って 

 

   
チェスキークルムロフの全体図 

 

いる。それに道路には架線が張られておりトロリーバスが走っている、街が

できると交通機関はまずトロリーバスを走らせるようだ。 



チェスキークルムロフは１９９２年に世界遺産に加えられた、世界で最も

美しい街のひとつである。大きく屈曲して流れるブルタブァ川に抱かれた中

洲のような地形から、チェコの中洲という意味のチェスキークルムロフと名

づけられた。旧市街は石畳の細い路地が入り組んで、中世そのままの雰囲気

が残されている。13 世紀にお城が築かれ 16世紀に最盛期を迎えた。このお

城はプラハ城につぐ大きな城で、1kmにわたりブルタブァ川沿いの崖の上に

建つ細長いお城だ。五つの中庭があり最も奥には広い庭園もある。 

 

チェスキークルムロフの部屋割りはくじ引きで 

  

オーストリアとの国境に近いチェコ南部はボヘミア地方に属し、ドナウ川

の支流ブルタブァ川が流れている。17.30”頃チェスキークルムロフに到着

する、ブルタブァ川に架かるとても狭い橋を渡り街に入って醸造所の広場に

バスを止めた。ここから城に向かって上り坂を歩き、再度ブルタブァ川を渡

って街の中央広場へ行く。聖母マリアの柱が立つスボォルノステ広場を囲ん

で市庁舎、警察、ホテルが建っている。われわれの宿は「ズラティー．アン

ディエル」広場に面した数尐ない四星ホテルのひとつだ。チェスキークルム

ロフはホテルのベット数が尐ないため、ツアーで宿泊するコースはまれなの

だ。でも部屋の種類はまちまちのため、抽選で部屋を決めた。 

  

  

ホテル前のスボォルノステ広場       チェスキークルムロフ城 



まずは順番を決めるくじを引く、10組で 10を引いた私が逆にトップで部屋

の鍵を選んだ。結果部屋は 3号室、友は 27号室で離れていた、広場の裏の

道路に面した部屋で尐し狭かったがそんなに悪くはないと思った。 

でも隣の岐阜のおばちゃんたちの部屋は、ファミリータイプの部屋らしくと

ても広かった。うわさにあった屋根裏部屋ではないのでよしとしていた。で

も翌日の朝食のあと立ち寄った友の部屋は明らかに違い、バスもジャグジー 

タイプでとても豪華だった。ホテルのパンフレットにも載っている最高級の

部屋だ、チクショウ見なければよかった。 

  

チェスキークルムロフ城の見学 

  

夕食前に全員西原さんの案内でお城の見学に行く、広場を下り理髪橋を渡

ってお城の搭を見ながら一の中庭から熊のいる堀を越える。お城はかなりの

部分修復されていて、モルタルの上から石積みの模様が描かれている所が多

くあった。ちょっと手抜きではあるが、とりあえず修復して維持しているだ

けでも良しとしなくてはいけないのかな。お城の建物から出たプラーシュチ

ョビー橋と、庭園に向かう通路から眺めるチェスキークルムロフの街並は、

オレンジ色の建物が可愛らしく、緑に映えてとても美しい、だれもがカメラ

を向けてしまう。お城からの街並の美しさを堪能して戻り、19.00”からホ

テルで夕食となる。今夜は魚料理でマスのムニエルがとてもおいしかった。

肉料理が多く尐し飽きていたのでとても GOOで、今回の旅の中で最も想い出

に残った料理だ。 

明朝はお城から奥の庭園、そして川向こうをぐるりと回る予定でベットに入

った。部屋にはエアコンはなく、窓さえ開ければ心地よいので開けて寝たが、

窓の下の通りを行く人の話し声が響いてうるさくなかなか寝付けなかった。 

  

7 月 5 日 

6日目の今日は朝チェスキークルムロフを出発してオーストリアのザルツ

カンマーグートへ向かう。ザンクト．ブォルフガングと世界遺産ハルシュタ

ットの散策。その後ザルツブルグへ移動して宿泊の予定。 

  



チェスキークルムロフ朝の散歩 

  

  
チェスキークルムロフ城の庭園        街並 

 

6.00”にチェスキークルムロフ城の庭園を見に行く。理髪橋ではなく水車

小屋横の橋を渡り、お城を見上げながらプラーシュチョビー橋の下へ出る。

橋の裏手から一気に登り庭園入り口まで行くと、なんと扉が閉まっている。

開園時間は 8.00”～19.00”となっているではないか、開園しているという

西原さんの言葉を信じてきたのだが残念。 

やむを得ず庭園の奥まで行って見ると、門が開いており誰か入って行くので

われわれも続いて入った。左側はきれいな刈り込みがあり、右手は広い芝生

に草花が幾何学的模様に植えられて、朝陽が木の間から漏れて芝生は明暗の

模様となっていた。シェーンブルン宮殿などからヒントを得て造られたが、

後に西側はイギリス風に造りかえられた。庭園のさらに奥には夏の宮殿ベラ

リエがあり、それ自体が舞台となった野外劇場があった。 

公園を出た所に農夫らしき人が二人、話をしていたので川をぐるりと回っ

て広場へ帰る道を聞いた。すると来た方へ戻れというので、再度マップを見

せて指差して聞くも、来た方を指差してこちらだという。間違いなさそうな

ので戻ってくると、先ほど庭園へ入った所に道があった。下り坂の道が続く

が、土塀があり川や街の方は何も見えなかった。ちょっとがっかり、でも途

中にサクランボの実がなっているのを見付け５個採って１個づつ食べた、が

そんなに甘くはなかった。残り１個は西原さんに持って帰った。 



家並みが現われた所にかなり急で長いプレシベツケー階段があり、そこを降

りてエドワルド．ベネシュ橋を渡る、朝陽のあたる川と街並はとても美しか

った。橋からはホテルの裏手の道に続いており、そこから広場にでて 7.10”

ホテルに戻った。7.30 朝食、いつものパターンでパン、ヨーグルト、チーズ、

ベーコン、卵にスイカとアンズを食べた。食事の後小休憩して、8.45”にホ

テルを出て醸造所に停まっているバスまで歩いた。 

  

参加者は夫婦６組とおばちゃん６人に娘さん 2 人 

  

9.00”に出発して再度オーストリアに入る、旅も６日目となりメンバーの

顔も覚え打ち解けてきたところです、西原さんにメンバーの名前と町を聞い

たところ、個人情報の関係もあるけれど、誰がどこから来たかツアーコンダ

クターには分からないと言う。でも名前だけは教えてくれた。それによると

参加者は 

☆ 夫婦６組-----浅田、加藤、千葉、太田、私たち---仙台、可児、春日井             

と、? 、 東浦 

☆ おばちゃん---４人組＝西脇、柴田、寺島、水野----２人は岐阜で２人は

千葉 

        ２人組＝加藤、生田----? 

☆ 娘-----------２人組＝田尻、井出神------熊本 

お互いに話をしあって分かった町と名前をくっつけると以上のようになる。

何といっても女性が１４人で 70％、さらにツアーコンダクターの西原さんも

女性である。バスの中はいつもにぎやかなこと、いい加減くたびれていると

きでも誰か元気に話をしている。千葉の人がいるのは、姉妹が岐阜と千葉に

いてそれぞれ友達を連れて参加したという。姉の方がよくしゃべるとてもに

ぎやかで小柄な人、聞けば踊りの師匠だという。落ち着きの感じられない、

シャカシャカした人が踊りの師匠さんとは思えない。 

その師匠さんの友達が、かなりのん兵衛でプラハでビールのお代りをした人

だ。千葉さんかな?仙台から参加した人と尐し話をしたが、かなりのズーズ

ー辯だ、ちょっと分かりにくい時がある。仙台からだと大変ではと聞くと、

そうではなく成田空港へ行くよりとても楽だという。というのも、仙台空港



で荷物を預けるとそのままドバイ便に乗せられて何もしなくてよいし、成田

へ行くより仙台空港へ行けばよいのでとても楽だという。これでは成田が発

展するわけがないと思った。 

また熊本からの娘二人はアイドル的存在だった、年寄りばかりの中でどうだ

ったのかな?アバンチュールはないにしても年寄りばかりで安心できたのか

な。 

  

ランチは白馬亭にての舞台「ホテルバイセンセッスル」 

  

オーストリアに入り、途中リンツの街を抜けてザルツブルグの東に位置し、

氷河が造った大小 76 もの湖水が点在するザルツカンマーグートへ。 

ここは映画「サウンド.オブ.ミュージック」の舞台として一躍有名になった。

澄んだ空気と、緑の濃淡が美しい 2000m級の山並みが織りなす湖水地帯です。 

11.00”にサービスエリアで休憩、ここはこれまでと違い大きなレストラン

になっていた。パーキングはラベンダーの花が咲きミツバチが一杯集まって

いた、ユスラの実も紅く色づいてきれいだった。それに大型トラックも多く

駐車しており日本のサービスエリアの感じだ。ここでは韓国のグループと一

緒になった。 

ここから１時間弱走ると景色は一変して山間の道を高速並みに快調に飛ば

す、道路付近に民家も点在しているが速度制限は 80kmになっている。かな

りカーブもあれば片側一車線の一般道なのに....。この状況なら日本ではせ

いぜい 50km制限だ、この違いは何なのだろう? その道をおばちゃんが、さ

っそうとマウンテンバイクを飛ばして行く! いったい何歳なのだろう元気

のいいこと。 

川の流れに沿って進み、鉄道も並行している、水の色は緑っぽい色であまり

清流のイメージではない。最初の湖が見えてから３０分ほど美しい景色を見

ながらドライブして、12.40分にザンクト．ブォルフガングに到着する。こ

こはサウンド.オブ．ミュージックにも出てきた蒸気のシャーフベルク登山

鉄道が走っている。 

 



  

ザンクト．ブォルフガングの街        ブォルフガング湖 

  

ホテルと土産物屋が建ち並ぶ道を歩きオペラ「白馬亭にて」の舞台として

知られるホテルバイセンセッスルへ。しかし、残念なことにオペラそのもの

を知らないので何の感動もない。白馬のマークのついた建物に入り湖を見な

がらのランチは GOO、じゃがいものスープ、牛肉のキャベツ巻き、アイスク

リームの味はなかなかのものだった。食事の後、教会、お店と見て回ったが

湖岸へ出る道がなかった、ホテルやレストランが湖岸を占拠しているのだ。

湖にはボートやヨットも浮かび、まるで絵のような景色が広がっている。し

かし、ここではお金をださないと景色さえゆっくり観賞することはできなか

った。駐車場近くまで戻るとやっと一箇所ベンチを置き、湖の景色が見られ

るような場所がありホット一息。14.45 分ハルシュタットへ向かう。 

  

あこがれのハルシュタット 

  

４０分ほど走って長いトンネルを抜けるとハルシュタットの街に到着す

る。細長いハルシュタット湖にへばりつくようにわずか 1.000 人の街がある。

ここが有名になったのは、岩塩の鉱山があり世界遺産に指定されたことによ

る。このハルシュタット塩坑は世界最古の塩抗で現在もまだ操業中というか

ら驚きだ。昔は夏に採れた肉など食料を、冬の間も保存するのに塩はとても

貴重なものだった。ケーブルカーで山上駅まで登り、さらに１５分ほど歩く

と塩坑の見学もできるのだがツアー旅行ではそれもかなわない。ガイドブッ

クを見ると、坑内では木製の滑り台をかなりのスピードで２回すべり下るそ



うで、引きつった顔の写真を出口で 5ユーロで売っているとか。塩坑の見学

料金はケーブルカーと合わせて 21 ユーロ(3.500 円)、そんなに安くはない。 

 

  
ハルシュタットの風景 

 

15.30分到着、湖岸のゼー通りを歩くリゾート気分満点の散歩道で教会、

博物館、ホテルが集まるのがマルクト広場、この教会を中心に湖岸の景色が

絵葉書になっている。ビューポイントから、ハルシュタットの景色を堪能す

るため全員が西原さんの先導で移動する。着いた場所は湖岸の下り坂で左に

カーブする場所、小さなベンチがポツンと置かれていた。右手には斜面に建 

つ家々、左手には湖が広がり家々の先にはとんがり屋根の教会が山を背にし

て建っている。確かにポスターなどで見る景色だ、まるで絵のような景色が

広がっている。すばらしい眺めにみんな一斉にカメラを構え、それぞれ記念

写真を撮り合った。日本の上高地などとは違う雄大さを感じたが、湖の大き

なことと山の深さがそのように感じさせるのか! 記念撮影のあとはフリー

タイムとなり、来た道を戻りながら思い思いにお店をのぞいてショッピング

である。友と一緒に入ったお店は何と地下室があって、遺跡が保存してあっ 



た。しかし、ドイツ語が読めないのでよく分からなかった。また一角では親

子連れが芝の庭に作った、大きなチェスを楽しんでいる光景も見られた。こ

のあとは駐車場まで戻り、スーパーで塩をお土産に買い、16.50 分ザルツブ

ルグに向けて出発した。 

  

  

一番のビューポイントにて 

 

最後のディナーは中華 

  

18.30分ザルツブルグに到着、ホテルはオーストリア.トレンド．ザルツブ

ルグ．ウエスト、どうやら同名のホテルの西に造られた新館のようだ。ホテ

ルは一部が完成しているだけで、まだ工事中のとてもでかいホテルだった。

部屋は友が 2105 号室で私はたぶん 2106 号室? だったかな。西原さんが翌日

の予定表をくれることで、友の部屋番号はメモしても自分の部屋番号はメモ

するのを忘れていた。小休止のあと 19.40 分夕食のため街へ出かける、新市



街にバスを止めてザルツアッハ川を渡って旧市街まで歩く。今夜は中華料理

でこのツアーでは初めて利用する店で旧市街の「ユーエン」という。この時

間はまだ明るいので、あちこち結構見学もでき、楽しみながらお店を探した。

西原さんも初めてなので番地を手がかりに探すも分からず、結局お店で聞き

ながら行った。すると皆が最初に見つけた日の丸の寿司「ナガノ」の隣で、

街の一角をぐるりと一回りしたわけだ。 

中華だけに今までと違い、料理は次々とテーブルに運ばれて食べるのに忙し

かったが、味もまずまずで満腹になった。これで今日の予定はすべて終了し

20.30分ホテルに戻った。 

 

7 月 6 日 

7日目の今日は午前ザルツブルグの街を見学して、ドイツのミューヘンへ

移動。ここからドバイへ飛び、さらにセントレアに向けて帰国する。 

  

ザルツブルグはどんな街 

 

6.00”起床、6.30 にはスーツケースを出して朝食と尐し早い。何しろザル

ツブルグの街の見学時間は 7.30”～10.30”の３時間しかない。食事後にホ

テル前を尐し見てみるとさわやかな朝で遠くに山並みが、向かいにワーゲン

のディーラーがあり、隣には畑が広がっていた。近くまで行って見るとジャ

ガイモと裸麦だった、大きなビルもあれば畑もあるという郊外特有の景色だ。

ホテルはと振り返ればまだ工事中で大きなビルだ、看板にはショッピングセ

ンター大型パーキングもある。完成した時にはまたにぎわうことだろう。 

「塩の城」と言う意味の名を持つザルツブルグは、周囲の岩塩鉱から産出

される塩の取引で繁栄してきた。700年頃聖ルペルトがザンクト．ペーター

教会を設立し、７９８年には大司教区に昇格。大司教が領主を兼ねて統治し

た、教会国家の時代は約 1000年にも及び、壮麗な教会や宮殿が建ち並ぶ都

市に発展した。また、モーツァルトが生まれた音楽の都としても知られ、夏

に開催される「ザルツブルグ音楽祭」はトップクラスのアーティストが出演

する、世界でも指折りの音楽祭だ。さらに最近では映画「サウンド．オブ．

ミュージック」の舞台となり広く知られるようになった街だ。人口は約 15



万人街の中心を流れるザルツァッハ川を挟んで、中央駅やミラベル庭園があ

る側が新市街、モーツァルトの生家やホーエンザルツブルク城塞があるのが

旧市街で、市内をトロリーバス郊外は路線バスが走り、 環境にも気を配っ

ている。 

 

サウンド.オブ.ミュージックとミラベル庭園 

  

7.30”市街へ向かう、ガイドの Msアキコさん背は低いが横はしっかりし

ているおばちゃんだ。夕べと同じ新市街の場所でバスを降りる、街中にはバ

スの駐車場がないようだ。最初に訪れたのはミラベル宮殿と庭園、宮殿は大

司教ブォルフ．ディートリヒが愛人サロメ．アルトのために１６０６年建設

したもの。現在は市役所や図書館として使用されている。 

 

  

ミラベル庭園                ホーエンザルツブルク城塞を望む  

 

このミラベルとは「美しい眺め」という意味で、ホーエンザルツブルク城塞

を望む庭園の眺めはまさに絶景。色とりどりの花々が模様を描く花壇や噴水、

ギリシャ神話をモチーフにした彫像、バラ園やアーチ型の植木のトンネルな

ど見所が一杯だ。そして映画「サウンド.オブ．ミュージック」の舞台とし

て登場した、ペガサスの泉と階段ではドレミの歌を口ずさみたくなるはず。 



宮殿の見学はなかったが、美しい庭園でのんびりすることこそ最高。でもそ

んなにゆっくり出来ないのがツアー旅行ではある。このあとモーツァルトの

生家まで歩く。 

  

モーツァルトが暮らした街 

  

ザルツァッハ川沿いの道はこれまた美しい景色が広がる最高のロケーシ

ョンだ。白い建物が続く川べりと、その背後の丘にはホーエンザルツブルク

城塞を望むことができる。そんな道には大きなマロニエ(栃の木)が並び、夏

でも木陰をつくってくれてさわやかだ。日本では栃のみせんべいを作るが、

こちらでは薬をつくるそうだ。 

ザルツァッハ川を渡り、信号を渡って旧市街へ入って行くが、どの信号も人

が渡りきらないうちに赤になってしまう。青はおそろしく短い、これでもザ

ルツブルグの人は文句を言わないのかな? 安心して渡れないのに。 

  

  

          モーツァルトの家(４階中央の窓)と像 

 

旧市庁舎の前を通りモーツァルトの生家に着く、9.00”から見学ができる

が尐し早く着いたのでアキコさんが事前の説明をしてくれる。階段前の壁に

は数ヶ国語の案内板が掲示してあり、もちろん日本語のものもあった。つま

りそれだけ日本人が多いということだ。４階にあるモーツァルトの家はさほ

ど広くもない部屋が三部屋だった、その内の一部屋は父の仕事部屋だという。

１７５６年１月２７日ここで生まれたモーツァルトは、ザルツブルク大司教



の宮廷楽団のバイオリン奏者だった父や家族と共に１７７３年にマカルト

広場の家に引っ越すまでここで暮らした。 

部屋にはモーツァルトが使用した楽器、自筆の楽譜や手紙などが展示されて

いたが、一つの部屋は何か不自然に改装されていた。何故そのままの形で残

さないのだろう。これだけ見ただけではモーツァルトを理解することは難し

いが、彼の家を見学したと言う気分とザルツブルクの雰囲気に触れられたこ

とで満足しよう。 

  

お城とレジデンツと大聖堂の街 

  

 

ザルツァッハ川と旧市街 

 

モーツァルトの家から 300m程行くと大司教の宮殿レジデンツがある、こ

れは平時に大司教が居住し執務した所で、ホーエンザルツブルク城塞は戦時

の時に使用した。ハプスブルク家の人々の肖像画が飾られた皇帝の間、そし



て若きモーツァルトも演奏したと言う騎士の間、他にはギャラリーになって

いる。さらにレジデンツ広場の先には新レジデンツが建ち、その前はモーツ

ァルト広場でモーツァルトの像が建っている。そして、レジデンツ広場には

新旧レジデンツの間に大聖堂が建っている。７７４年に創建、１７世紀にバ

ロック様式で建て直されたもので、モーツァルトはここで洗礼を受けオルガ

ン奏者も務めたという。 

このあとフリータイムとなり街の西の外れまで歩いたが、どの建物もつな

がっておりどの家がどこまでなのか分からない。道路があると別の建物にな

り同じようにつながっているのだ。そのため、所々に通路(パッサージュ)が

設けられているのが特徴で、その通路にもお店が並ぶがはたしてお客は来る

のか。メイン通りのゲトライデガッセは、両側の二階から板金仕立ての看板

がたくさん並び見事なものだ。いまでもこうした看板を造る職人は居るのか

な?10.00”に喫茶店に入りカプチーノを飲み休憩した、この店は尐し安くて

3.2ユーロだった。これでザルツブルクの見学も終り、夕べの中華料理の店

でランチのサンドイッチを受け取りバスに戻った。 

  

検査の厳しいミューヘン空港 

  

10.30分ザルツブルクを出発してお隣の国ドイツのミューヘンへ向かう。

今日は朝が早かったのでサンドイッチを食べながら景色を眺めたが、ドイツ

へ入るとハイウェーの両側はほとんどが林になっており何も見えなかった。

所々林が途切れて緑の牧草地にオレンジ色の家が絵のように美しかった。ド

イツのアウトバーンも今は 100.120kmの速度制限がある、片側三車線を車が

連なって走っており、反対車線は一時渋滞していた。ミューヘンまでノンス

トップで走り、12.50 分ミューヘン空港に到着した。 

スーツケースを預けて搭乗券をもらう際に、通路際の席にしてもらいたくて

事前に調べた単語 on aisle seat とは言わずに「ノン ウインドサイド シー

ト」とお願いした。でもこれがいけなかった、もらった席は E Fで四列席の

中側の 2席だった。さらに金属チェックのボデー検査で引っかかり、厳しく

ボデーチェックを受けた。今思うとズボン左のポケットにハンガリーのコイ

ンを一枚入れていたようだ。バンドも外せといわれ、腰の辺りをタッチして 



  
ミューヘン国際空港 

 

さらに何か言われた。これは意味が分かったので、「コルセット」と忚える

とうなずいてくれた。腰痛のためコルセットをしていたためだ。何とか出国

審査も通り予定通り EK-0050便に搭乗した、しかし、今度は時間になっても

なかなか動かない。そのうちにかなりの雷雤になったようで、結局１時間ほ

ど遅れて離陸した。 

そんなもろもろのことが影響したのか、E.F席のためか左足のふくらはぎが

じんじんとしてゆっくり休めなかった。 

  

ドバイからセントレアへ無事に帰る 

  

夜中の 1.00”過ぎにドバイ着、予定では３時間ほどの待ち時間があったが

２時間弱で乗り換えができた。幸い今度の席は F.Gで通路側の席がありほっ

とした。エミレーツ航空 EK－0314便は 2.50分定刻に離陸し、ほどなくする

と針路を北に向けて中央アジアへ向かい、カラコルム山脈を越えてウルムチ

へ。ここからゴビ砂漠を越えて天津付近から渤海へ出、韓国を横切り隠岐か

ら若狭の上空を通る、約１０時間の飛行だったが足は何ともなくて安心した。

どうも体調とかもあるだろうが、精神的なことも大きいようだと感じた。

17.40分静かにセントレアに着陸して今回の旅も終りを告げた。 

  

 


