
スイス四大名峰とハイジの村       2010.5.29～6.6 

スイス一周花物語９日間 
 

５月２９日～６月６日阪急交通社主催のスイス旅行に、友夫婦と参加した。

５年前にロマンチック街道と氷河特急．パリ旅行で、マッターホルンとモン

ブランは訪れた。マッターホルンではミニハイキングも体験したが、モンブ

ランは強風のためロープウェーは運休となりエギューデ．ミニ展望台には登

れずに別の展望台へ上った。今回はモンブラン、マッターホルンはゴルナー

展望台ではなくてスネガー展望台へ上る。さらに、ピッツベルニナのディア

ボレッツア展望台へ上るし、ユングフラウを眺めるシーニゲ.プラッテの高

山植物園のハイキングもある。そのうえ、大自然のほかに都市観光もルツェ

ルン、世界遺産のベルン、ハイジの舞台となったマイエンフェルトの村、リ

ヒテンシュタインの首都ファドーツを訪れ、サンモリッツの散策も含むスイ

ス一周コース。 

 

５月２９日 一日目 

時間はかかるがその分お値打ちなツアー 

今回のツアーの特色は何と言っても値打ちな料金にある、ふつうスイス一

周は３５万円くらい。でも今回は 239.800 万円である、何が違うかと言えば

まずホテルは三ツ星かよくて四ツ星だろう、それにスイスへ行くまでと帰り

にロスタイムが大幅にあることだ。シンガポールエアーラインを使い、シン

ガポール乗り継ぎで半日もの待ち時間がある。そのためそれぞれオプション

が組まれていた。行きはナイトサファリの観光、帰りはシンガポール半日観

光だ、そのため帰りは半日観光に参加するつもりだった。ところが帰りのチ

ューリッヒ発のシンガポールエアラインのフライト 22.00”が 12.00”に変

更になってしまった。そのためスイス国内を東から西へ回るコースだったの

が、逆に西から東へ回るコースとなり、そのうえシンガポールに朝到着とな

ることで、半日ホテルで休憩しその後のオプションだったシンガポール半日

観光は、オプションではなくなり料金内のスケジュールとなった。 



スイス国内の観光に変更はないものの、ツェルマットでの自由行動の時間が

なくなってしまったのと、最終日は遠く離れたサンモリッツからチューリッ

ヒまで早朝から移動することに変更された。 

参加者は５組の夫婦を含む１７名 

 

 9.00”にセントレアに着いて受付を済ませる、添乗員は女性の飯田さん。

参加者は１７名この時点では分からなかったが、５組の夫婦と女性の二人連

れが２組と男性３人連れ。男性の３人連れは４人のグループでそのうち１人

が夫婦で参加していた。酒豪ぞろいの三菱マンたちで、その後旅先では食事

のときになると存在感を一段と増していた。 

スイス周遊行程図 

 
チューリッヒ→ルツェルン→インターラーケン→ベルン→ツェルマット→シャモニー(フラ

ンス)→アンデルマット→ファドーツ(リヒテンシュタイン)→マイエンフェルト→サンモリ

ッツ→チューリッヒ 

グループ行動をするには多すぎない人数であり、楽しい旅を予感させるもの

だった。この後すぐに搭乗手続きを済ませて銀行へ行き、予約しておいたス



イスフランに交換して準備は完了。シンガポールエアライン SQ-671 は、定

刻の 11.00”にほぼ満席で飛び立った。先回のエジプト航空と違い機内はき

れいで、人気の高い航空会社らしい。客室乗務員のユニフォームも独特な衣

装がすばらしい、ロングの巻スカート風でスリットの深いのが魅惑的である。

上着もウエストを絞ったキュートないでたち。東洋調の柄は日本の唐草模様

を思わせるもので、これを見ると昔お土産に買った更紗を思い出す。 

今回の旅で一つだけ気がかりなのは空模様、インターネットで調べる限り雤

模様のお天気が続きそうなのだ。友は晴れ男の異名を持つが、今度ばかりは

雤が避けられそうにないのだ。それでもあきらめずに心の中でお祈りを欠か

さないようにしよう。 

シンガポールではうどん.寿司で夕食 

 

６時間２０分ほどの飛行で 16.20”シンガポールに到着、ここで二組に分

かれて行動することに。そのまま空港に残ったのは私たちを含めて８人で、

９人はオプションのナイトサファリ観光に出かけるためシンガポールに入

国した。とりあえずイスを探して休憩することに、広い空港には立派なお店

はたくさんあるが、トランジットのための休憩場所はないのだ。これがよく

分らない、世界の都市と結ばれているシンガポールでさえこの状態なのだ。

待ち時間を利用して市内観光もできるようになっていることは知っている

が、多くの客が集まることを考えればそれだけでは不十分だと思う。やっと

見つけたイスでしばし休憩、その後夕食のお店探しで一回りする。いずれも

立派なお店である、中には鰻丼も並び時価とある。ラーメンは９００円くら

いでまずまずの値段だったが、でも一番落ち着けそうだったのはファストフ

ードのお店。そこはうどん、寿司などがあり、お好みのものを選べることが

できる。シンガポールドルは準備していないので、まずは「ジャパニーズエ

ン.OK?」と聞いてみると、うんうんとうなずいてくれたのでやれやれ。二人

でにぎりと巻の小パックと、きつねうどんをそれぞれ注文した。それにミネ

ラルウォーターで１４００円程だった。近くのテーブルに席をとりまずは寿

司を食べると、寿司めしは日本と変わらない味でおいしかった。直にうどん

を運んでくれる、麺はさほどでもないが汁の味は日本と変わらずおいしかっ

た。いつものような食事に満足することができた。 



このあとも時間はたっぷりあるので、大きな錦鯉の泳ぐ池のそばのイスに陣

取って、これから行くコースの確認とスイスの勉強をして過ごした。 

 

  

はるか遠くまで続くチャンギ国際空港のターミナル 3  押し絵?のコーナーもある 

 

スイスはどんな国か 

  

スイスと言えば永世中立国、アルプスを代表する観光立国、時計など精密

工業が知られる。最近では世界のお金持ちが秘密の口座をもっていることな

どで話題になっている。九州ほどの小さな国でありながら、とても豊かな国

と思われているが、どこにそんな力があるのだろう。スイスは連邦制共和国、

永世中立国、直接民主主義国家です。首都はベルン市で国内には多くの国際

機関が置かれています。公用語はドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマ

ンシュ語の４種があり４種を併記する余裕がない時はラテン語(Helvetica )

の国名が定められている。 

建国の歴史 

1291.8.1 ウリ州、シュヴィーツ州、ウンターヴァルデン州の原始 3 州が、

既得権益であった自由と自治を守るため、盟約者同盟を結成。この日がス

イス建国の日とされている。 

1315年 モルガルテンの戦いにおいて、農民兵で構成される同盟軍が、ハブ

スブルク家精鋭部隊に大勝する。その後、加盟州を増やしていくが各州間

で宗教改革をめぐって争いが絶えなかった。 



1648 年 ヴェストファーレン条約によて正式に神聖ローマ帝国からの独立

を達成。 

1798 年 フランス政府からの強力な圧力を受けてヘルヴェティア共和国が

成立するが、1802 年に瓦解、翌 1803 年にナポレオンの仲裁により従来の盟

約者団が復活。 

1815年 ウィーン会議で、国家としての「永世中立国」が認められた。 

1848年 連邦憲法を制定 

1920年 第一次世界大戦でも武装中立を維持したため、国際連盟の本部がジ

ュネーヴに置かれる 

2002 年 国際連合にはその設立の経緯からみて公正中立な国際機関とは言

い難いこと、国際連盟での苦い経験もあって、半世紀以上の長きにわたり

加盟していなかったが、国民投票の結果を受けて 9 月 10 日 190 番目の加

盟国となった。その結果永世中立の国是が大きく揺らぎ始めている。 

政治と行政 

 スイスは連邦国家であり、連邦議会を最高機関とする議会統治制、つまり

立法府が行政府を兼ねる統治形態を執っている。議会は国民院と州代表の全

州院で構成される。立法府を兼ねる連邦政府(内閣)は、連邦議会から選出さ

れる 7人の連邦参事で形成される合議体である。 

内閣は連邦参事会と呼ばれ、7 人の連邦参事が各省を統括し、その中の 1 人

が任期 1 年の連邦大統領となる。大統領の権限は儀礼的なものに限られる。

国民の政治参加に関して、国民発議と国民投票という直接民主制の制度が憲

法上認められているのが大きな特徴である。 

地方行政区分は 26 のカントンと呼ばれる州が存在する、うち 6 州は準州と

呼ばれ、連邦議会の議員定数が通常の州の 2名に対し 1名だけとなっている。

カントンは全部で 2889 の市町村に分かれている。スイス憲法は連邦政府に

委任すべき事項を規定している、憲法に規定のない事項については州政府が

主権をもつ。例えば参政権の規定は州政府に主権があり、1971 年に憲法で婦

人参政権が確立した後も 1990 年にいたるまで一部の州では婦人参政権が制

限されていた。憲法改正は容易であり、10万人の改正要求があった場合は改

正提案に対する国民投票が実施される。これまでにも過去 140 回以上改憲を

行っている。 

税制 



スイス連邦では連邦政府、州政府、市町村の 3段階の行政組織が課税権を

有している。税率は平均 20％。それぞれが独自に税率を設定できるため、個

人の税率を低く設定して外国の富裕層の取り込みを図る州もある。法人税に

ついても優遇措置をとっており、外国から本社をスイスへ移転する企業があ

る。そのため OECDの有害税制リストにリストアップされている。 

軍事 

スイスは武力によって永世中立を維持してきた重武装の国である。日本で

は永世中立のみが表にでているあまり重武装はあまり知られていない。軍は

近代的で高度な装備を有する、同時に多数の成人男子が予備役もしくは民間

防衛隊として有事に備えている。要塞化されたトーチカ、戦車侵入防止のた

めの装置など軍事基地が高い密度で存在する。国民皆兵を国是としており、

徴兵制度を採用している。20～30歳の男子に兵役の義務があり、女子は任意

である。男性のほとんどは予備役軍人であるため、各家庭には自動小銃が支

給されている。そして、実弾も支給されていたがさすがに 2007 年 9 月より

安全上の理由により、これらは軍が管理するようになった。 

このように国を守るのは自分たち国民であるという、はっきりした意思に基

づき行動しているのが分かる。それに反し我が国は自国防衛の基本すら曖昧

のまま、日米安保体制にすがりついているのが実情だ。 

著名なスイス人  

私の知るスイスの有名人は……. 

ウィリアム.テル………  頭の上に置いたリンゴを射抜いた伝説の英雄 

ジャンジャック.ルソー… 思想家 

アンリ．デュナン…………赤十字社の創設者 

ヨハンナ．シュピーリ……アルプスの少女ハイジの原作者 

最近では…… 

マルチナ．ヒンギス………女子プロテニス選手 

ロジャー．フェデラー……男子プロテニス選手 

 



 

シンガポールからチューリッヒまでの飛行経路 

     

チューリッヒまで 12 時間余の飛行 

  

シンガポールまで 6 時間余、さらにチューリッヒへは 12 時間余の飛行と

なる。0.30”になりようやく B-4ゲートから搭乗が始まった。もらった搭乗

券には MAIN DECKと大きく記されていた、はて何かと思いながら進み、ボー

ディングブリッジからのぞく飛行機を見て思いついた。その飛行機は胴体か

ら延びる主翼の取り付け部が直線ではなく、少しカーブしていた。間違いな

い、世界一の大型機エアバスの総 2階建て A-380なのだ。そのため 1階席と

2 階席があり、1 階席は MAIN DECK と表示されているのだ。でも機内では 1

階なのか 2階なのかは判別できない、エコノミークラスは一区画８０人くら

いの部屋が三つある。最前部にはビジネスかファーストクラスの部屋が一つ

あり、2 階にも同じスペースがあるらしい。席は 2.4.2 席の配置になってい

て、私たちは内側の 4 席だった。最大 800 人を乗せることができるという、

この飛行機はまだ日本の空港には就航していない。特別なタラップとかボー

ディングブリッジが必要であり、空港側の準備も必要だ。それにしてもこん

なでかい飛行機が、何故空を飛ぶことができるのだろう?? いくら考えても

理解できない。 



飛行経路はと時々モニターを眺めていたが、インドを斜めに横切るとパキス

タン、アフガニスタン、トルクメニスタンからカスピ海の中央部付近を横切

って、ロシア領に入りここからウクライナ、スロバキア、オーストリアから

スイスへ入る。でもこの時間の長いこと、何回も席を立って屈伸をしたりト

イレへ行ったりして体を動かした。こんなに長い時間飛行機に乗ったのは、

トロントへ直行した時以来かな? 狭い席ではとても眠られず飛行機の旅は

これが嫌だ。ビジネスかファーストクラスではどうかな? 経験がないので分

からないが多分同じことで眠られないだろう。そして、予定通り１２時間４

０分後に小雤降るチューリッヒ国際空港に、現地時間 7.40”(シンガポール

との時差６時間)無事に着陸した。 

 

５月３０日 二日目 雤 

 スイスの初日は 9.00”に空港を出発してルツェルンに向かう、ここで街の

散策をして次にインターラーケンへ。ランチの後、登山電車でシーニゲプラ

ッテ高山植物園へ。４大名峰ユングフラウと出会う予定。 

 

マリー．アントワネットとスイス兵 

  

バスはチューリッヒの街中へは入らずにルツェルンに向かう、途中には麦

畑や牧場が続き初めてみた列車は２階建て車両だった。４０分ほどでルツェ

ルンの街に到着する、小雤が降る中バスを降りてライオンの記念碑に向かう。 

 

  

ライオンのレリーフと街並み 



周りの建物は 5～７階建てに揃って、緑も多く美しい街並みだ。スイスらし

く高級品らしい時計が並ぶお店もある、グループの中には以前来た時にはあ 

の店でどうのこうのと話す声も聞こえる。買い物をしたのか知らぬが、年金

暮らしが買い物できるような店とは思えない。直に森の中の池の前に着く、

その向こうにはそそり立つ岩肌に大きなライオンのレリーフが刻みこまれ

ている。これはフランス革命のさなかの１７９２年、パリでルイ１６世とマ

リー．アントワネット王妃を警護していて殉死した 786名のスイス傭兵の追

悼碑。スイスは 16～18 世紀に、他国に兵を傭兵として貸し出すことで財力

と国力をつけていったのだ。それだけにこの追悼碑はスイス人にとって特別

な意味があるという。 

その時韓国人のグループがやってきたのだが、やかましいことこのうえない、

ゆっくり見学する気にもなれない。彼らが写真を撮って去ると静寂が戻った、

ここで一度バスに戻り旧市街に移動してカレル橋に向かう。 

 

歴史を感じさせる建物と美しい湖 

  

ルツェルンは人口６万人ドイツ語圏にあり眼前に広がる美しい四森州湖

(ルツェルン湖)がある。その周りにはルツェルン州と、スイス建国の母体と

なったウーリー州、シュヴィーツ州、ウンターヴアルデン州が取り巻いてい

る。３州によってスイス建国の誓約がなされたのは１２９１年８月１日のこ 

 

  

重厚な街並みをトロリーバスが走る 



と。誓約が行われたスイスという国名の由来ともなったのが、シュヴィーツ

州のシュヴィーツという町。そしてテルゆかりの町として知られるのが、ウ

ーリー州のアルトドルフ。ハプスブルク家の代官に抵抗したのがウィリアム．

テルで、彼は代官ゲスラーの帽子に頭を下げなかったために捕らえられる。 

が、息子の頭に載せたリンゴを射抜いたらゆるすと言われる。そして、見事

リンゴを射抜くが隠し持っていたもう１本の矢が見つかり、捕らえられる。

しかし、後にはゲスラーをやっつけて圧政から逃れる、これがスイス独立へ 

とつながっていく。ウィリアム．テル伝説の舞台であり、スイス人には特別

の意味をもつといわれる。 

 

  

カレル橋                    カレル橋から見た街 

 

この湖から流れ出るロイス川にかかる屋根つきの橋がカレル橋。ルツェル

ンのシンボルでありランドマークだ。湖畔にはマロニエの並木が続きトロリ

ーバスが走り、街並みのかなたには尖塔も見える景色は日本には見られない

光景だ。１４世紀初頭に湖側からの敵の侵入を防ぐ目的で造られたこの橋は、

全長 200m でヨーロッパ最長の木橋だ。橋の中ほどに灯台を兼ねた見張り塔

がある、屋根の梁にはルツェルンの守護聖人の生涯を描いた１００枚余りの 

絵がつけられている。この橋の欄干は弓矢を防ぐために湖側が高く造ってあ

るという。橋を渡ってみるとどこもそうであるが、ここにも落書きが目につ

いた。湖と橋とヨット、それに重厚な石造りの建物が並び、かなたには緑の

山々が連なる。アルプスの山々が美しいといっても、山と緑だけではなく湖

があるから美しさが際立つ。スイスにはそれこそどこへ行っても氷河湖が点



在して、アルプスの景色を一段と際立たせている。短時間の観光を済ませて

10.30"次の目的地インターラーケンへ向かう。 

 

スイス最初の食事はアルペンマカロニ 

  

ルツェルンを出ると多くは緑の牧場が続くスイスらしいアルプスの風景

だ、この「アルプス」という言葉は牧草＝アルプの複数形がアルプスだとい

う。だから牧草がいっぱいあるわけで、時々現れる集落はオレンジ色の屋根

が周囲の緑に映えてとても美しい。途中 1007mの峠を越えていくがここにも

国鉄は走っている、スイスは高地にも鉄道が敶かれておりその歴史は古いの

だ。その中で代表的な登山鉄道であるロートホルン登山鉄道は、113 年前に

建設された狭軌で、ピラトス山に登る世界一急こう配のアブト式。急こう配

に合わせる形で傾いた機関車が車両を押し上げていく、下りはブレーキをか

けながら降りるという。バスからはその機関車がちらりとだけ見えた。 

緑の山と湖が次々に現れるコースを 1時間ほど走りインターラーケンに到着

する、インターラーケンとは「湖の間」という意味でブリエンツ湖とトゥー

ン湖の間アーレ川沿いに開けたアルペンリゾート。ユングフラウ周辺への玄

関口にあたり、観光拠点となっている。 

 

  

アルペンマカロニ             インターラーケン西駅前 

 



11.45”からインターラーケン駅近くのホテルのレストランでランチとなる。

サラダとアルペンマカロニにデザートはアイスクリーム。アルペンマカロニ

はじゃがいもとマカロニがチーズで料理されており、かなりくどい味だ。サ

ラダとデザートのアイスクリームはすべて食べたが、メインのアルペンマカ

ロニは食べきれなかった。それに食事の最後に甘たるいものを食べる習慣は

どこから生まれたのだろうか? さらにお茶に相当する飲み物がないのも理解

できない。 

 

ビルダースビル 12.45”発シーニゲ.プラッテ展望台へ 

 

 12.25"に食事を終えるとあわただしくバスへ、ビルダースビル 12.45”発

の列車が予約してあるのだ。飯田さんはゆっくり食事してくださいねと言い

ながら、でも間に合えば予約した列車に乗りたいと皆に話したので、みなさ

ん協力しててきぱき行動した。 

 

  

ビルダースビル駅にて              ブリエンツ湖の眺め 

 

10分程でビルダースビルに到着して、小雤の降る中をホームヘ向かうと駅

には小さなラッセル車や、小さな車両が並んでいる。私たちの乗った車両は

すべて木製で、長椅子が向かい合う個室タイプになっていた。4 人が腰掛け

るといっぱいのミニ車両は乗るだけで楽しくなってくる。この SPB 鉄道は

1893年に開通したラックレール式で、ビルダースビルとシーニゲ．プラッテ



展望台を 50 分で結んでいる。列車はゆっくりと動き出して緑がいっぱいの

景色の中を進み、山肌を登るにつれてビルダースビルとインターラーケンの

街並みが眼下に広がる。敶き詰められた緑の中にオレンジの屋根が浮かび、

白い雲が所々に浮かびとても美しい。さらに上るとブリエンツ湖とトゥーン

湖が視野に入ってくる、素晴らしい眺めだ!!  

すばらしいとしか形容する言葉がない。これほど雄大な景色はカナダの景色

を連想させる、そんな景色を堪能していると列車が一時停止する、中間点で

下り列車とのすれ違いだ。ここから 10 分も上ると緑の景色が雪の積もった

白い峰々に変わってきて、あちこちから感嘆の声がもれる。13.30” シーニ

ゲ．プラッテ駅(1967m)に到着する、眼前にはアルプスの雄姿ユングフラウ

(4158m)、メンヒ(4099m)アイガー(3970m)が連なり、雲がかかるものの我々

を迎えてくれた。 

 

スイスアルプスと可憐な花々 

  

駅に降りるとホームのはずれが高山植物園の入口、自然のままの丘陵に

500 種類以上の高山植物が移植されている。散策用の小道を登っていくとあ

ちこちに草花が咲いている、あわてて駆け出すとそのうちに息苦しくなって

くる、何せ 2000m の高地にいるのだがつい忘れてしまう。ピンク、白、黄色、

ブルーの花が咲いているが、黄色の花がいちばんよく目につく。 

 

  
プリムラ．アウリクラ               プルサティラ.アルビナ 



名札も付いてはいたがプリムラ．アウリクラらしい、群生している所もある

など一番の勢力があるようだ。花は少なかったが紫のゲンティアナ．ウェル

ナは存在感のある花だった。白のプルサティラ.アルピナまでは名前が分か

ったが、他は分からなかった。これら高山植物の大半は 6 月～8 月に咲くの

で、まだ花のシーズンには少し早いようだ。でも、アルプスの峰々を眺めな

がらお花畑の散策ができたことと、先ほどまでは雲に隠れていた峰々がいず

れも顔を出してくれたのだ。雲が流れて右からユングフラウ、メンヒ、アイ

ガーの白い峰が連なる大パノラマを見ることができた。麓では小雤が降って

いたが山の上は曇りで雤には降られず、そればかりか三つの峰も見ることが

できこんなラッキーなことはない。 

お花畑を一回りした後は駅の反対側にあるホテルへ行き、レストランでコ

ーヒーを飲みながらしばしアルプスの山々を眺めて過ごした。そんなにうま

い味ではなかったが４スイスフランと意外に安かったし、素晴らしい眺めが

それを補って余りある。でも直に雲がでてアルプスの峰々を隠してしまった、

何とラッキーなことよ!! 駅に戻るときには小雤がぱらついたがたいした

ことはなかった、15.00”の列車で下山した。 

 

 
右からユングフラウ(4158m)、メンヒ(4099m)アイガー(3970m)が連なる 



夕暮れのユングフラウに感激したら…..道に迷う 

  

インターラーケンに戻り16.10”から 30分程メトロポールというお店でお

買いものタイム、つまらないので外に出て辺りを見回すと、道路工事をして

いる向こう側の歩道に何か石造りの物が建っていた。2mほどの高さの塔には

温度計と気圧計がセットされていた。気象観測塔だったのだが、石造りとい

うのがすばらしい。 

 

  
気象観測塔                 夕暮れのユングフラウ 

 

落ち着いた街並みにはスイスの国旗と州の旗も見える、道路の隣は芝の敶き

詰められた広場になっている、ガイドブックで調べると「ヘーエマッテ」と

いう公園で、その向こうにはホテルらしい建物があり、その建物の上を見る

と雲に半分隠れたユングフラウの白い姿が見えた。ここから眺める夕暮れの

ユングフラウは最高!! 絵ハガキの様な景色とはまさにこのことだ。 

手前の通りには道路に沿って、とてもでかくて立派なホテルも建っていた、

このあと 17.10”頃にホテル「クリスタルインターラーケン」にチェックイ

ン。インターラーケンの街は、くの字に曲がって流れるアーレ川の内側に新

市街が広がっている。西駅と東駅の間に街があり、われわれのホテルは西駅

の外れにある。夕食はホテルから歩いて西駅前を通り、ヘーエマッテ前を過

ぎるころから雤が強く降り出してきた。山に登った時でなくて幸いである、

レストランに到着して夕食はチーズフォンデュだ。名前はすばらしい響きが

あるものの、要は山国の田舎料理と思えば間違いない。パンにチーズをつけ



て食べる、あとはジャガイモしかない。あまり感激しない夕食を済ませての

帰り道、友がワインの店を探しておいたと言うので、大通りからそれて左折

して店を探すが見つからない。途中であきらめかけたころに思い出したとい

う、そこで友が一人で買いに行きわれわれは先に行くことにして別行動。す

ぐ先の交差点を右折すれば駅前の大通りに出るつもりであったが、その気配

すらない。くの字の内側なので右折すれば必ず鉄道にぶつかるはずなの

に??.........住宅街に入り込んで完全に目標を見失ってしまったのだ、ホ

テルでもらった地図は持っていたが今いる場所が特定できなくては、どちら

へ進んでよいのか分からない。これは人に聞いた方がよいかなと少し不安に

なってきた。一旦戻り慎重に来た方角に向かうべく左折した、少し行くと見

覚えのあるスーパーの看板が目につきやれやれ。でもそれは看板だけでお店

ではなかった、ここでまた不安がよぎる。その時妻が向こうの方に灯りがあ

るという、灯りがあるのは街中のはずなのでその方角に向かう。その灯りは

駅前の灯りでやっと一安心することができた。ホテルに戻ると友がロビーで

待っていた、彼も別れるときに道を間違えたことに気がついたというのだ。

やれやれとんだハプニングだった。 

 

５月３１日 三日目 晴れ 

 今日は世界遺産のベルン旧市街見学と、ツェルマットへ移動して、地下ケ

ーブルカーでスネガー展望台に登り、マッターホルン観光の予定。 

 

世界遺産のベルンとは 

 

 7.45”にホテルを出発してベルンへ向かう、緑のじゅうたんが敶き詰めら

れたような中に家が建ち何とも美しい景色が続くと、この辺りでは山も低く

て緑におおわれ、麓にヴリエンツ湖が現れる。青空には白い雲が浮かび、今

日のお天気は晴れ。高速を走って 8.30”には６２km 離れたベルンの街に到

着、大きなプラタナスの街路樹が茂る道はここも緑に包まれていた。その大

通りを進み左折して、上り坂の途中でバスを降りると「バラ公園」。でもこ

の時期はバラではなくて、オレンジやピンクのつつじ科の花がきれいに咲き、



白い藤の花も咲いていた。公園は芝がきれいに手入れされて美しい、プール

程の池は数人の人がでて修理中だった。 

 

   

バラ公園から見た旧市街           ニーデック橋から見た旧市街 

 

このバラ公園に立ち寄ったのはバラの観賞ではなく、ここからベルンの旧

市街を展望するためなのだ。旧市街は大きく U字型に湾曲して流れるアーレ

川に取り囲まれており、西から東の端まで歩いても２０分ほどという。バラ

公園の高台から眺めるとこの地形がよく分かる、この感じはちょうどチェコ

のチェスキークロムロフを思わせる。自然の地形を利用して造られた街全体

が世界文化遺産に指定されたのは１９８３年、１５世紀の町並みを大切に保

存しながら、古都として、首都して、州都としてのベルンは、チューリヒ、

バーゼル、ジュネーヴに次ぐ４番目の大都市である。オレンジ色の屋根が続

く中に一つだけ、大聖堂の高い塔が際立って見える、それと丸い緑色の屋根

の連邦議事堂が印象的だ。 

 

１２世紀からの古都ベルン 

  

スイスで最も古い町のひとつであるベルンは、ツェーリング家ベルヒトル

ト５世によって１１９１年から町づくりが始まった。アーレ川に取り囲まれ

た地形は、濠に囲まれた城のように自然の地形を利用している。このベルン

という地名は、ベルヒトルト５世が狩に出て、最初に獲れた獲物の名前を町

の名前にしようと決めた。そして、獲れたのがクマだったことからベルンと



名付けた。クマは英語でベアー、ドイツ語ではベーレンで、ここからベルン

となったという。州の紋章(旗)もクマで、なぜかこのクマは赤い舌を出して

いる。でも今はスイスにクマはいない、そのため旧市街の入口にはクマ公園

があり、ベルンにちなむクマが見られるようになっている。 

ベルンの町は徐々に領土を拡大していき、最も軍事力のある州として名を馳

せた。そして１３５３年にスイス連邦に加盟、ベルン州が加盟したことで連

邦結成に弾みがついた。１４０５年に大火があり町の大半を焼失、その後石

造りの建物と雤にも濡れない回廊型の石造りのアーケード造られて、そのほ

とんどが今も残っている。１８４８年スイス連邦が国家として誕生すると、

ベルンが首都に定められた。 

 

石造りのアーケードと意外な所に入口が…… 

  

バラ公園から旧市街の入口にあるクマ公園に立ち寄る。昔はコンクリート

で囲まれた中に入れられていたが、現在は斜面になった広い区画の中で自由

に歩き回っている。かわいい小熊もいてみんな童心に帰ってはしゃいでいた。 

                                           

 
旧市街メインストリート 



クマにはあまり関心がなかったので、その間にあちこち写真を撮って回っ

た。橋の手前はバス停になっており、2 両連結の大型バスがひっきりなしに

走る。トロリー線はあるがトロリーバスは見なかった。 

アーレ川をまたぐニーデック橋のデザインも落ち着いていて周囲との違和

感がなく素晴らしい。橋の向こうは石畳が続く旧市街で、5・6階建ての高さ

がそろった建物と、トロリー線が張り巡らされた上り坂が続いている。飯田

さんの案内で旧市街の見学をする、うろうろ見回していると石畳の道は車も

通るので気おつけないと危険だ。そこで、建物の道路側に造られているアー

ケードを歩く。「ダウベン」と呼ばれる人用の小道は日本では東北地方にあ

る「雁木」と同じものだ。でもスイスでは雪はどのくらい積もるのかな? 橋

を渡って時計塔まで 900mくらいか、そこから 300mがマルクト通りで、ここ

からは歩行者専用路になっている旧市街のメインストリート。両側はダウベ

ンになっておりしゃれたレストランやカフェ、ブティックが軒を連ねる。石

畳の道路中央には 6 か所も噴水がある、それも立派な像が建っているものば

かりで、正義の女神の噴水、サムソン(ライオンの口をこじ開ける巨人)の噴

水、甲冑をつけた熊の兵士の噴水(ベルンの創始者であるツェーリンゲン家

を象徴)、子供食いの噴水など………。 

そして意外なものを見つけた、所々に道路から 1m ほどの高さに木の扉が取

り付けられていた。内一か所が開けられていたので、のぞいてみると何とそ

こは地下室だった。アーケードの外側、道路に面して斜めにドアがついて半 

地下への入口だった。穴倉へ入っていくようで不思議な構造だ、ちらりとの

ぞいただけだが秘密めいた雰囲気を生かして、個性的なブティックや小劇場

などに使われているという。 

 

大聖堂と連邦議事堂 

  

マルクト通りを左に折れて一筋越えるとミュンスター広場、大聖堂(ミュ

ンスター)の前に出る。1421 年着工された後期ゴシック様式で、スイスで最

も高い 100mの尖塔を造ったため、完成したのは 1893年のことだった。正面

玄関にはエルハルト．キュング作の「最後の審判」の聖像(ここにあるのは 

レプリカ)があり、何と 234人もの像があるという。すばらしい彫刻が建物 



  

大聖堂の正面「最後の審判」         連邦議事堂 

  

を飾るのがヨーロッパ流のようで、日本建築ではあまり見られないものだ。

メインストリートのマルクト通りに接する、旧市街の中心で午前中は市場、

午後からはレストランのテラス席がでて一日中にぎわうベーレン広場。それ

につながる南側にブンデス広場があり、そこに連邦議事堂がある。国民から

選挙で選ばれる 200 議席の国民院と州代表 46 議席の全州院から構成されて

いる。人口が 1000 万人に満たない割には、たくさんの議員を抱えていると

言えよう。フィレンツェ．ルネッサンス様式のこの建物は、ベルンが首都に

なった 1848 年に着工し 1902 年に完成した。議会が開かれていなければ 45

分間の内部見学ツアーもあるというが、われわれはその時間がないので外か

ら眺めるだけ。 

 

  

マルクト通りにて               かっこいいトラムが走る 



こうして短時間の見学を終わり待っているバスへ移動する、旧市街を出た

ところはバーンホフ広場で右の方にはベルン中央駅がある。目の前をかっこ

いい赤いトラムが走っていく、それも 3 両連結だ。日本では 1両でしか運転

されていないところに輸送能力上の問題があり、広く活用されないのではな

かろうか? 地下鉄ばかりに頼らず、トラムやバス輸送などと組み合わせた交

通網の整備こそ有意義と思うがいかがであろう。 

 

レマン湖とぶどう畑を見てツェルマットへ 

  

1時間 20分の見学を終えて次はツェルマットへ向かうため、手前のティー

シュまで 230km の移動をしなくてはならない。ベルンから南へ向かう一直線

の道路はなく、高速 12 号線を走ってラヴォー地区とレマン湖をめざす。レ

マン湖に臨む日当たりのよい丘陵は、ラヴォー地区と呼ばれる段々畑状の葡

萄畑になっている。延々と続く葡萄畑、青いレマン湖、対岸に見える白いア

ルプスは実に美しい。2007年この地区は世界自然遺産に指定された、シャス

ラ種をはじめ多彩な葡萄を栽培しており、白ワインの産地として名高い所。 

11.00”にレマン湖畔モントルーのパーキングでトイレ休憩、青い湖を眺め

ているとなんて美しいのだろうと感心する。背後を振り返ると緑の斜面にオ

レンジの家が点在し、これも美しい!!ここモントルーは隣町のヴェヴェイと

ともに、スイスのリヴィエラと形容される温暖で風光明美な所。毎年７月に

モントルー．ジャズフェスティバルが開かれることで知られる。出発すると

直に道路下にシヨン城が見える、湖岸からわずかに離れた岩の上に建てられ

たのは９世紀。１２世紀にこの地で勢力を持っていたサヴォワ家に買い取ら

れ、修復と増築を繰り返し１４世紀に今の形となった。１９世紀に入り、イ

ギリスの詩人バイロンが「シヨンの囚人」という抒情詩を作り、以後世界的

に有名になった。 

 ここからマルティニまで走り、大きく左に曲がって東の方角へ向かって行

く。シオン、シエールと走り抜けると高速を降りて、フィスプで右折してテ

ーシュへ向かう。そして、13.00”にテーシュ駅に到着した。５年前とは様

変わりして、広場だった駐車場や駅はとてもきれいに整備され、ツェルマッ

トとの間を往復する専用ホームも完成していた。 



スネガ展望台からマッターホルン観賞 

  

ツェルマット駅に 13.15”着おなかはペコペコ、でも荷物をホテルの電気

自動車に積み込んでレストランへ向かう。やっと 14.00”にランチは駅前の

レストランでソーセージ、フライドポテト、ニンジンの炒めにありついた。 

 

  
地下ケーブルカーの駅             くつろぐ奥様達 

 

 デザートはイチゴ、リンゴなど果物のカットしたものでまずまずのお味で

それなりに満足。14.50”レストランを出てゴルナー鉄道駅と線路横を通っ

て、マッターフィスパ川を渡る、この地点はマッターホルンがきれいに見え

るビューポイント。青空の中わずかに雲がかかる美しいマッターホルンが遠

くに見える、これなら展望台からはすばらしい景色がながめられそうで期待

が持てる。ここから川沿いに少し行くと地下ケーブルカーの駅だ、長い地下

道を歩き 15.35”のケーブルカーに乗って急角度で登っていく。5 分程で展

望台駅に到着して一歩外に出ると、青空のもと眼前に白い雪をいただくアル

プスの山々が迎えてくれた。石を積み上げて造られた場所に、レストランの

テーブルをバックにマッターホルンがそびえる姿はとても絵になっている。 

すばらしい!!としか言いようがなく感無量である、「いつまでもこの景色を

見ていたい」そんな気持ちになってくるのだ。そこで、うろうろ歩きまわる

のではなく、レストランの席に陣取りコーヒーを飲みながら、ゆっくり観賞

することに。ここでもコーヒーは 4CHF でとてもお値打ちだった、イスに深

く腰をおろして 2300m の展望台でのコーヒータイムはまさに至福のひととき。



山肌をジグザグに上るゴルナー鉄道の線路が望め、その先の峰には二つのド

ームを持つホテルもはっきり見ることができる。ほんとに雲ひとつない紺碧

の空のもと白い峰々が続き、その中でも尖がったマッターホルンはひときわ

存在感のある山だ。5 年前も今回もマッターホルンは、すばらしい景色をわ

れわれに見せてくれた。感謝感謝!! 16.45”のケーブルカーで降りてすぐ

近くのホテル「クリスティアニア」に 17.10"着、139号室に落ち着いた。 

 

 

マッターホルンを眺めながらコーヒータイム 

 

６月１日 四日目 晴れ 

 今日は一日かけてモンブラン観光で、ツェルマットに戻り連泊する。 

 

美しいマッターホルンを見て出発 

  

ホテル「クリスティアニア」は四ツ星の宿で、われわれは別館のため本館

との間にあるプール横を通り部屋へ行く。朝食に行く時このプール横からは



マッターホルンがきれいに見えた。そこで、食事を終えて表にでてみると目

の前には、雲ひとつないマッターホルンが美しい姿を見せていた。気温は 5℃

で少し肌寒い。日の出は 5.42”、サンセットは 21.12”というが、あえて見

ようとは思わなかった。尖がった山を見ると昨日の余韻がよみがえるようだ。 

 

   

ホテル前にて                テーシュへ向かう列車内 

 

ここツェルマットからは、われわれが登った①スネガ展望台(2300m )②ゴ

ルナーグラート展望台(3130m )③クライン．マッターホルン展望台(3883m、

ヨーロッパで一番高い展望台)がある。何故かこの三か所へ行く乗り物はそ

れぞれ違う。①は地下式ケーブルカー②は登山鉄道③はロープウェーを乗り

継ぐのだ。このあと歩いてツェルマット駅に向かう、途中で初めて普通のト

ラックを見た。工事用に特に許可された車両のみが街に入ることができるの

だ。そして、ゴルナーグラード鉄道の駅が見えてきたら、１両だけの電車が

走って行くのにであった。その線路わきでは町の清掃職員がゴミ拾いをして

いる、見るとタバコの吸い殻を拾い上げていた。こんな美しい場所でも吸い

殻を捨てる輩はいるのかと残念な気持ちになる。8.20”の電車に乗りテーシ

ュまで行き、テーシュを 8.45"に出発した。 

 

葡萄畑とローマ時代の遺跡を眺めてフランスへ 

  



バスはフィスプへ出てここから来た道を戻る、シエールから高速に入りシ

オンを過ぎてマルティニで高速を降りる。このマルティニはワインの産地で

幹線道路が分岐するところ。右へ曲がればモントルーの街レマン湖畔だ、わ

れわれは峠越えするために広大な葡萄畑を走り抜けて、どんどん高度を上げ

ていく。これまでもそうだったが斜面はすべて石組みで補強されている、も

ちろんコンクリートが使われているのだろうが、表面は石で覆われているの

だ。これも自然との調和を大切にしているからだろうが、いい加減でない取

り組みがうらやましい。そのうちマルティニの街がはるか下に現れてくると、

ローマ時代の円形劇場も見える。街並みの外れで山のふもとに位置している、

おそらく斜面を利用して造られているはずなのでこの場所にあるのだろう。

ローヌ氷河から流れ出すローヌ川を渡り、葡萄畑を見ながら走りフオルティ

ラ峠を越えてフランスへ入る。国境は名前だけでバスはストップしないで、

徐行して通り過ぎていく。 

 

  
葡萄畑が広がる               マルティニの街 

 

そして、鉄道の踏切を越えるとシャモニーのロープウェー乗り場に 11.20"

到着した。ロープウェー乗り場まで少し歩いたが途中にお墓がある、ここに

はマッターホルンの初登頂に成功したエドワード．ウインパーが眠っている

という。飯田さんがチケットを買いに走ったおかげで、タイミングよく 11.30”

のロープウェーに乗ることができた。でも飯田さんの説明では第一ロープウ

ェーより、乗り継ぐ第二ロープウェーの収容人員は 6名少ないので、乗り継

ぎでうろうろしていると置いてけぼりを食うという。そのためみんな順番に

くっついて並んだ。 



エレベーターと間違うほど垂直に上るロープウエー 

 

 5 年前は実現しなかったモンブランのエギーユ．デュ．ミディ展望台へ向

かってスタートした。動き出すと直にシャモニーの街全体が見えてくる、フ

ランス国鉄のシャモニー駅と赤い列車も小さく見える。狭い谷が細長く続く

中に街があるのがよく分かる。第一ロープウエーを降りると、そこは 2317m

周りは白い世界に変わっている、そこから第二ロープウエーを見てもどこへ

向かってロープウエーのワイヤーが延びているのかはっきりしない。 

 

  

乗り継ぎ地点からはどこへ上るのか見えない    シャモニーテラス 

 

遠くて見えないのだ。心配された乗りこぼれもなくメンバー全員が第二ロー

プウエーに乗り込み、いよいよ展望台へ向かう。宙づり状態でしばらく進む

と、まるで真上に目的地となるロープウエーの終着駅が見える。丁度、ロー

プで吊りあげられるような状態である、これでは風が吹いたらすぐ運航停止

になるだろうと思った。無事に終着駅に到着するがここで終わりではない、

エギーユ．デュ．ミディ展望台は 2つの峰にまたがって造られており、ロー

プウエーが到着するのは北峰。ここにはシャモニーの町が見下ろせるシャモ

ニーテラスがある。ここから橋を渡って中央峰に、ここからエレベーターに

乗り、さらに上がると山頂テラスにでるここがメインのテラスで標高は

3842m、富士山よりも高いのだ。 

 



圧倒される大パノラマ 

 

エレベーターを降りるとまぶしい太陽と、白い世界が飛び込んでくる、モ

ンブランとは白い山という意味で 4807m、その頂は丸くて優しい感じがする

ヨーロッパの最高峰。でも周りの山は鋭く尖がった山が多い、モン．モディ

ー4466ｍ、モンブラン．デュ．タキュル 4248m、ダン．デュ．ジェアン 4013m、

グランド．ジョラス 4208mなど 4000M級の山々がまじかに迫り、大パノラマ

が楽しめる。シヤモニーの街は気温 20℃だったが、ここはマイナス 6℃。 

 

  

モンブランを背に 

 

セーターを着てその上からウインドブレーカーを着てきたので寒くはない

が、太陽の当たる所は温かいものの日陰になった所は風も通りとても寒いの

だ。だからお客はみな日当たりの良いところに集まってしまう。モンブラン

の白い山頂をまじかに見て、尖がった鋸の歯みたいなグンド．ジョラスとダ

ン．デュ．ジェアンの雪が吹き飛ばされた地肌を見ると、とても対照的でそ

の違いに驚く。 

 



 

遥かに続く峰々 

                                                       

荒々しい雰囲気の山が続く中に、その頂に雪の積もったモンブランだけは

何か特別の山として見られていたのだろう。エギーユ．デュ．ミディ展望台

には 2系統のロープウエーがあって、フランス側からとイタリア側から登る

ことができる。登ってきたロープウエーとは別の、イタリア側のエルブロン

ネル展望台へ行く 3 両連結のロープウエーが降りて行くのが見える。こちら

のロープウエーに乗ると白い谷と、巨人の氷河という 2つの大氷河の上を渡

っていく。われわれはイタリア側へは行かずに登りと同じコースで降りる、

予定の時間になりエレベーターで降りて第二ロープウエー乗り場へ向かう

時、少し気分が悪くなった。飯田さんに言われたようにあわてずに、ゆっく

り深呼吸を 2.3 回繰り返し行うと落ち着いた。 

 

日本食は旨い!! 

 



 

グランド．ジョラスなど 4000m 級の山々 

 

 13.05"展望台から降りて、ランチのためにシャモニーの街の中心まで歩い

た。ロープウエー駅からまっすぐ進み、アルヴ川を渡り鉄道を越えると大通

りで美しい街並みが続く。レストランもありヨーロッパ特有の、店の外にテ

ーブルの並ぶ店があちこちに現れる。しばらく歩くと郵便局前を通りバルマ

ー広場に着く、落ち着いた雰囲気の街で、ここには 1786 年にモンブラン初

登頂に成功した水晶採り師 J．バルマーと、その支援者で地質学者のＨ．Ｂ

ソシュールの銅像が建っている。バルマーが指差している先がモンブランの

山頂だという。 

みんなが記念写真を撮り、その先の時計塔から右にしばらく行くと日本料理

の「さつき」に到着した。13.30”日本人のスタッフに迎えられ、久しぶり

の日本食はとてもおいしかった。シャケとジャガイモそれに漬物とみそ汁は、

豪華な料理とは言えないがわれわれの口にあっているのだ。しいて言えば味

噌汁が白味噌だったことくらいで、お米もおいしかった、聞けば日本からの

輸入品とか。それにご飯はおかわり OKというので、5人組は持ってきた梅干

しでおにぎりを作っていた。これはグッドアイディアーだが、その場で食べ



るのが基本なのに彼らは持ちかえっていたようだ。これはちょっといただけ

ない、14.00”には食事も終わりシヤモニーを離れて帰路についた。 

 

  

シャモニーの街並み             指差すバルマーとソシュール 

 

なかなか揚がらないミートフォンデュ 

  

17.15”ツェルマット駅着、夕食までは時間があるのでお店を回りお土産

を探すことにした。高級品の店は避けて娘たちと孫へのお土産を探すも、な

かなか適当なものは見つからない。それでも何とか調達して帰ろうとした時、

そういえば５年前のホテルはどこだったかな? と思い付きうろうろ探しな

がら歩いた。バーンホフ通りから入って３軒目くらいだったのと、中国料理

の店が隣にあったこと、それに部屋のベランダ前にテッペイ石を乗せた屋根

の小屋があったのを覚えている。 

そして、２回目に入った路地でこの条件を満たすホテルを見つけた。建物

には四ツ星のマークがついて、間違いなく５年前に泊ったホテルだと確信し

た。今度は大通りから外れて小道を歩いた、いずれも５階建ての家が立ち並

び庭もきれいになっている。スイスの持ち家率は 30％位とのことで、これら

の家はみな集合住宅ということだ。その時観光馬車がやってきた、乗ってい

たのは何と５人組だった。彼らはそのままホテル前まで御帰還した。 

今日の夕食はホテルのレストランでミートフォンデュ、19.00”から食事に

なった。サラダ、マカロニ、ポテトチップスの皿とミートフォンデュ。コン



ロに火が入り牛肉を串に刺して入れるが、なかなか揚がる気配がない。隣の

テーブルではジュウジュウと音がしているが、こちらは音がしないのだ。油

の温度が一向に上がらないので、コンロを取り替えてもらう。さらに一台増

やして４人で２台のコンロにしたら何とかジュウジュウと音がするように

なった。お肉がなかなか揚がらなくて食べられず、ほかに食べるものと言っ

ても特にはないのでイライラする食事であった。20.30”に食事を終えてか

ら、部屋で友とワインを少し飲んで、おしゃべりをしてから 22.00”に床に

ついた。 

 

６月 2 日 五日目 曇り時々雤 

 今日の予定はアンデルマットへ出て、ファドーツ、マイエンフェルトを訪

れる。その後サンモリッツまで移動するので 350kmほど走る。 

 

マッターホルンの街ともお別れ 

  

ツェルマットの駅を 8.00"出発予定のため、駅に 7.45"集合となる。6.50”

にスーツケースを預けてから食事を済ませる。少し高台にあるホテルを出て、

マッターホルンを眺めながら歩く道もこれでお別れとなる。ホテルから駅ま

では歩いて 10 分とかからない、駅ではゼラニュームの花を飾る作業が行わ

れていた。全員が定刻に集まりカード式の切符を受け取り、もう慣れた自動

検札機を通りホームにでる。テーシェ駅に着いた時出口に近い前の車両に乗

る場所で列車を待った。しかし、入線した赤い列車は意に反して我々の待っ

ている所より手前に止まり、あわてて後ろへ戻り先頭車両に乗り込んだ。こ

のツェルマットとテーシェを結ぶ列車は、旅行客のスーツケースなどが置け

るように、フラットで座席のないスペースが半分ほど占める。観光を第一に

掲げるだけに施策は徹底していると感じた。 

 

初めて乗る「カートレイン」 

 



8.20”テーシェを出発する、幹線道路が走るフィスプまでマッター谷を行

く、途中スタルデンの町から右折して戻るように走ると、日本のサッカーチ

ームが合宿したサース．フェーの町がある。実はツェルマットから山一つ越

えた隣になるそうで、ここはフェー氷河が町のぎりぎりまで迫っている。町

内は車乗り入れ禁止となっており、どこも歩行者天国だという。 

そして、途中建物の保存地区になっている古い街並みを抜けて、フルカトン

ネルの手前オーバーワルトに 9.50"到着した。予定より早く到着し 9.59”の

列車に乗ることができた。 

 

  
カートレインに乗ったバスからの眺め     レアルプの駅に到着する 

 

バスは列車の後ろ(前後)から乗り込むのかと思っていたが、ホームに停車

している貨車に斜めにバックでゆっくり乗り込み、所定の位置に見事一発で

決めた。プロとはいえすばらしいテクニックに感心してしまう。バスに乗っ

たままで列車に乗るのはもちろん初めて、席が前から 3列目でよかった。広

いフロントガラス越しに見ていると、バスの前で係員がなにやらしている。

おそらくバスを固定する作業だろう。そのうちに係員もいなくなると、前方

の貨車に数台の車が乗り込んでいくのが見える。あれなら私も運転できると

思った。列車はオーバーワルト駅を発車すると直にトンネルへ入ってしまう、

だから観光気分にはならず暗闇の中に 14～15 分おかれたままになる。とい

うのも 16 分でレアルプの駅に到着してしまうのだ。トンネルがなければロ

ーヌ氷河が見られるのだが、氷河を見るには車で峠越えをするか、フルカ峠

越えの旧線を走る観光用の蒸気機関車に乗らなくてはいけない。 



もちろん今の時季は車での峠越えはできない、レアルプの駅に到着するとト

イレ休憩となる。すっきりして駅に戻ると、オーバーワルトへ向かうカート

レインに車が乗り込むところだった。係員の指示で乗用車は簡単に乗りこん

でいくのが見えた。日常的にカートレインが使われるのは、山国のスイスら

しい乗り物と言えそうだ。 

 

アルプスの十字路アンデルマットでランチ 

 

 レアルプの駅から３０分も走るとアンデルマットに到着する、ここは小さ

な町だが鉄道と道路の東西と南北の幹線が交わる交通の要所。氷河特急の停

車駅であり、５年前にはここから氷河特急に乗りツェルマットまで行った。

駅のホームからはオーバーアルプ峠を下る氷河特急が、山をぐるぐると回り

ながら降りてくるのが見えたのを覚えている。 

 

  

アンデルマットの街            アンデルマット駅構内 

 

駅横の踏切を渡り大通りを少し行った通りの、ホテル兼レストランのバド

スに落ち着いた。少し早いが準備 OKというので10.50”からランチとなった、

街の眺められる窓際の席に陣取り、出されたのは魚料理でマス？のムニエル

がとてもおいしかった。スイスの料理とは思えないくらいで、日本食を除く

とこれまでで一番おいしかった。デザートはアイスクリームでこれもまずま

ずであった。スイスの食事に満足して、食後にほんの少しの時間を使って駅



前の踏切まで行ってみた。通りはスイスの国旗、州の旗などが立ち並びそれ

自体が美しい景色のひとつになっている。日本で街の通りに国旗が並びはた

めいているところがあるだろうか?? ここにも国柄の違いの一つがあるよ

うだ。駅舎の下半分は石造りで上は木で造られており、コンクリートでない

のが周りにマッチしていた。構内には列車が止まって、それに貨車も止まっ

ていた。 

バスは 12.00”に出発してファドーツへ向かう、オーバーアルプ峠を越え

て１９号線を行くとばかり思っていたら、案に相違して北のチューリッヒに

向かって２号線へ進んだ。 

 

三カ国目はリヒテンシュタインの首都「ファドーツ」 

 

 地図を見るとまるで大周りのように見えるコースをとり、チューリッヒ湖

まで北上してから３号線で東へ向かいワーレン湖の畔を走る。聞けば高速道

路を走るのでこちらのコースを行くらしい、九十九折りの道を下り３０分も

行くと湖畔の道を走り抜ける。さらに、緑の牧草に黄色の花が敶き詰められ

たように咲き、立派な教会が見える街を走り抜ける。 

そして、ワーレンゼでトイレ休憩となったが、このワーレンゼの街がどこな

のか地図で探せずにはっきり分からなかった。おそらくワーレン湖の東端に

位置する街と思う。そして、14.19”ライン川を渡り道路わきの国旗を眺め

てリヒテンシュタイン公国に入国した。リヒテンシュタインはオーストリア

貴族リヒテンシュタイン家が、領土を買い足して造った国で１８６８年正式

に独立した。外交や国防、通貨や交通をスイスに委任し、事実上スイスの保

護国。法人税を安くしたため、多国籍企業が節税対策で籍を置き、法人税で

国家収入の 40％を賄う。そんな小国を見物しようと、首都ファドーツには多

くの観光客が訪れる。人口は 35000 人、小豆島位の大きさで 11 の地方自治

体に分かれているという。世界の小国は①バチカン市国②モナコ③サン.マ

リノ、次がリヒテンシュタインである。この国への入国は自由で、入国審査

は何もない、しかし、記念に入国スタンプがほしいという旅行者のために、

ファドーツ観光局では 3CHF でパスポートに入国記念スタンプを押す商売を

している。 



  

ファドーツの中心街             ファドーツ城 

 

ちなみにわれわれのメンバーも全員がスタンプを押している。こんな楽でう

まい商売も少ないと思う、それとこの国は切手の販売もよく知られている。

そこで小雤降る街をぶらぶら回り、切手博物館ではこの国の郵便の歴史を見

学した。郵便屋さんのモデルなどと一緒に、たくさんの切手が引き出し式の

額の両面に収納されていたが、その数は半端ではなかった。 

メインストリートのシュテットレ通りはお土産屋さんと、官庁が立ち並ぶき

れいな街である。かなたの丘の上にはファドーツ城が見える、リヒテンシュ

タイン大公、ハンス．アダム２世のご一家が暮らしている。街の北側には大

公家の葡萄畑が広がっており、この葡萄から大公家のワインが造られるとい

う。街を歩いていてもスイスとは別の国と言う感じはしない、１時間３０分

ほどの見学を終えて、次はマイエンフェルトへ向かう。 

 

アルプスの少女「ハイジ」の里 

 

３０分も走り 16.00”にアルブスの少女「ハイジ」の里に到着する、何が

あるわけでもない小さな村だが、1880 年に発表され世界 50 カ国以上で出版

されたスイス人女流作家ヨハンナ．シュピリの名作「ハイジ」の架空舞台と

して有名。彼女は隣村のイエニンスに滞在しながら、この周辺を散策してハ

イジの構想を練ったという。 



マイエンフェルトの街に入ると、バスは屋根にこすりそうになりながら狭い

道を進む。でも所々に立派な大きな家が目につくし、広場には噴水もある。

聞けば 13世紀に造られたブランデス城はレストランに変身しているそうだ。

田舎でも立派な文化遺産があるのが素晴らしい。そして、葡萄畑を通りぬけ

てハイジの泉を素通りして駐車場に着く。 

 

  

ハイジ博物館「ハイジ冬の家」         事務所前の噴水 

 

ここから少し歩いてハイジの冬の家を見学する、お土産物屋兼事務所でチ

ケットを買う。その前の広場には大きな木が枝を広げ、ここにも噴水がある。

そこからはマイエンフェルトの村が一望できる。隣にある古ぼけた民家がハ

イジの冬の家を模したハイジ博物館で、キッチン、食事の間、干し草のベッ

ド、作業場などが再現してある。建物はそれなりのものだが、中は山小屋と

いう言葉がぴったりする造りだ。 

ひととおり見学してお土産コーナーをのぞくと、世界各国で出版されたハ

イジの作品の中に日本アニメの「アルプスの少女ハイジ」も並んでいる。世

界中でアニメや映画になったが、最も有名なのは日本アニメと言われる。ス

イス初めヨーロッパ諸国でも放映され、若い世代はハイジと聞くと「アルプ

スの少女ハイジ」を思い浮かべる。アニメのワンシーンにはそれぞれモデル

となった風景がある、ハイジがデーテおばさんと一緒におじいさんの家へ向

かったデルフリ村へ続く道(マランスの教会へ続く道)、おじいさんはチーズ

を作り、山を降りてふもとの町の中心へ売りに行った(市庁舎広場 )、ペー

ターが山羊を連れてやってくる山小屋（ハイジの夏の家）など………… 



      

 

博物館の一番きれいな部屋  世界で発行されたアニメ 

 

帰るときにハイジの泉に立ち寄ったが、何というかハイジのイメージに合

わない造りでがっかりした。その近くにトイレと kiosk＋○○と書かれた小

さな売店があり、飲み物などが並んでいたが店を閉めるところだった。ここ

を 17.00”に出発して今日の宿は、125km 先のサンモリッツをめざす。 

 

ユリヤ峠では雪がちらつく 

  

美しい渓谷沿いの道や鉄道に並行した道、石造りの橋などがとても美しい

景色を見ながら走る。そして、建物の間をくねくねとせまい道が続く村を通



り過ぎて 30 分も走ると、18.45”あちこちに白い雪が残るユリヤ峠(2284m)

に到着する。ここで写真タイムの小休止となりみんなバスを降りる、すると

何ということか雪が舞いだしたではないか!! 今日は小雤に降られている

が、雪まで降るとは思わなかった。山の天気は変わりやすいが、もしも雪が

積もるようなことになると、この峠は凍結して通行止めもありうる。 

 

    

ユリヤ峠               シルヴァプラナ湖とシルヴァプラナの町 

 

そんな事態になるとわれわれの日程にも影響がでかねないのだ。でも幸いそ

んなには降らず出発すると直にやんだのでヤレヤレ、峠道を 15 分も走ると

下の方に美しい湖が見えてきた。友が用意してきた地図で確認するとシルヴ

ァプラナ湖とシルヴァプラナの町で、雪で白くなった峰々が続く麓は緑に包

まれた集落と湖がとても美しい。まるで絵を見ているようだ。峠道をくねく

ね走るバスの中からたまらずシャッターを押した、でも一瞬のうちに通り過

ぎていくので思ったような写真はなかなか撮れない。 

19.15”サンモリッツの町に到着する、湖から少し離れた大通り沿いのホ

テル「レフラー」に落ち着く。でもこのホテルは阪急も初めて使うことと、

なんでもつい最近破産してオーナーが変わったばかりとか。準備態勢もいま

いちで私は 309、友は 310 の部屋になり鍵を開けて部屋に入ろうとしたら、

なんとびっくり先客がいたのだ。そのため友は 305に変更になった、でもこ

んなことってあるの!! ちょっと先が思いやられる。 



６月 3 日 六日目 晴れ 

今日は四大名峰の一つピッツ．ベルニナ観光と、セガンティーニ美術館に立

ち寄る。スイス一周の旅の最終日である。 

 

スイス伝統地区の中心「サン．モリッツ」 

 

 スイスの東南部、イタリアとオーストリアに囲まれるようなグラウビュン

デン州は、スイス最大の面積を持つカントン。ほとんどの地域でロマンシュ

語が話され、独自の文化と風習が今も息づいている。古くからこの地に住ん

でいたのは、レトロマン人と呼ばれる民族で、近代にはいってもドイツ語に

屈することなく、自分たちの言語であるロマンシュ語を守り続けた。そのロ

マンシュ語が、スイス第四の国語として公認されたのは１９３８年。それ以

降は特にロマンシュ語と独自の文化や風習が大切にされている。州の中では

サン．モリッツをはじめとするエンガディン地方が観光の中心地。 

グラウビュンデン州にはドナウ川の源流であるイン川が流れる、イン川沿

いに広がる地方は４０００m 近いベルニナアルプスを擁し、どこからも大自

然が堪能できる。州内には交通の要所のクール、国際会議で知られるダヴォ

スなどなど拠点となるリゾートがいくつかあるが、観光の拠点はサン.モリ

ッツである。このサン．モリッツは人口６０００人、傾斜地に広がる繁華街

のドルフ地区と、湖畔の温泉保養地のバート地区に分かれている。現在では

冬はスキー、夏はハイキングが楽しめるリゾートとしてヨーロッパ諸国の

人々に人気が高い。日本人に人気がある氷河特急やベルニナ特急の発着地で

もある、サン．モリッツは世界的に有名なスキーリゾートで、１９２８年と

１９４８年の２回にわたり冬季オリンピックが開催された。 

 

列車で 43 分ディアヴォレッツァへ 

 

 今日の出発は 9.15”にサン．モリッツ駅へ集合することから始まる。7.00”

に食事を済ませて身支度を整え、8.15”にホテルを出てサン．モリッツ湖畔 



の道を歩いて駅へ向かう。のんびり散歩しながら美しい景色を眺めるつもり

である。大通りから一本湖畔寄りの道へ行くと、緑の芝が敶き詰められベー

ジュや白い家が建ち、背後には雪の残る山が迫っている。 

 

  

ホテルから見た山側とサン．モリッツ湖 

 

これだけでも美しいと思うが、タンポポの花が一面に咲いている湖畔の遊歩

道は、朝陽を受けて輝いていた。草むらにはピンクの花もみえるし、水辺に

は名も知らぬ黄色の花も咲いている。その先にはヨットハーバーもあり白い

ヨットが浮かんでいた、こんな景色の中で一度はヨットに乗ってみた

い･･･・・と思うのも私だけではあるまい。草花の写真を撮り、湖と山並み

の写真、湖と街並みの写真を撮り、さらにツーショットの記念写真も撮って、

40分の散策を楽しみサン．モリッツの駅に到着した。 

駅舎には駅名が書かれていないのが特徴で、そのうえ日本と違いホームに

は直接でられる。1 番ホームに停車していたのは客席の部分は白に、洗面な

どのスペース部分が赤く塗られた、グレーシャーエキスプレスだった。 

さっそくみんなが車両をバックに記念撮影、車内のお客さんたちもにこやか

に手を振ってくれた。この人たちはツェルマットまで行くのかな?ダイヤを

確認すると私たちの列車は 9.45”に 6番ホームからの発車だ、まもなくして

グレーシャーエキスプレスが静かに発車して行った。そのしばらく後にはグ

レーシャーエキスプレスに隠れて見えなかった、ベルニナ特急が発車して行 



      

 

湖畔の散歩道 

 

った。静かになった 1 番ホームから地下道を通って 6 番ホームへ移動する、

これから乗る列車はイタリアのティラーノまで行くベルニナ特急の走る路

線である。ホームに出るとすでに列車が停車していた、どの車両に乗るのか

飯田さんが車掌さんに確認する。予約してあるので車両が指定になっている

というのだ、指示された車両は半分が 2 等車で、半分は革張りシートの 1等

車になっていた。2 等車両はわれわれの貸し切りで、周りの人を気にするこ

ともなくわいわいがやがやと、おしゃべりを楽しみながらのスタートになっ

た。座席には路線図があり、ベルニナ．ディアヴォレッツは 7つ目の駅であ

ることが分かった。発車すると緑の中に教会や街、そして緑の草はらには黄

色の花が一面に咲くなど、いくら眺めても飽きない美しい景色が続く。 



  

出発前のグレーシャーエキスプレスと駅構内 

 

最初に停車した小さな駅では車掌さんがホームに降りて、何か機器を操作

していた。単線なので日本ではタブレットがあるように、次の駅間の列車進

入許可のための操作だろう。車両の窓は上から下へ降りるタイプで、窓から

顔を出して後ろを見ると、われわれの列車は最後尾にタンク車を 3両連結し

ていた。日本ではあまり見かけないが、ムダのない運行だと思った。また次

の駅では材木を積んだ貨物列車とすれ違った、それと大きな駅では日本の駅

のようにプラットホームがあるが、大半の駅は日本のようなホームはない。 

30分もすると緑の景色よりも白い山並みが目立つようになる、そして、白い

山が正面にそびえる高原に出ると、駅舎はないがディアヴォレッツ駅に

10.28”到着した。 

 

ベルニナの山を覆う雲がいつのまにか….. 

 

 ホームから目と鼻の先の建物がロープウェーの駅で、到着列車に合わせて

ダイヤが組んであるようだ。10.35”発のロープウェーに乗り込み、2984mの

ディアボレッツァ展望台へ向かう。列車を降りたころは青い空があったのだ

が、ロープウェーを降りると残念なことに雲が一面に立ち込め山の姿は見え

ない。目に入ったのは雪上車で、足元は雪が深く積もっており危険で歩きま

わることもできない。山頂の気温は５℃だが、風が吹かなければ寒くはない、

この雲をなんとか吹き飛ばしてほしいのだが・・・・何ともいたし方ない、



積雪が危険で付近を散歩することもできず、レストランにいるしかほかない

とあきらめて、コーヒータイムにすることにした。 

 

   

ディアヴォレッツ駅に到着する 

 

窓際の席へ着こうとするとウエィターに「○○○?、ドリンク?」と聞かれ

た、ドリンクと答えるとテーブルに準備されていたナイフとフォークがかた

ずけられた。コーヒーを飲みながら雲が移動してくれるのを祈っておしゃべ

りタイムになった。今日のランチはこのレストランで食べるので、それまで

粘るしかないがここでの時間は３時間１５分もある。でも 11.50”ころにな

るとあちこちで雲が切れて山並みがちらちらと見えるようになった、そして、

12.00”ころにはベルニナの峰もほぼ見ることができた。その時、外の窓際

で中国人らしいアベックが写真を撮っていた。若いうちはいいよな! なんて

思っていたがいつまでも写真を撮り続けているので、何をしているのかいい

かげんにしろよと、半分は呆れて、半分はうらやましく思っていた。それに

しても時間に余裕があったことでチャンスが転がり込んできたのだ、訪れた

スイスの四大名峰を一回の旅行ですべて見ることができるなんて、とても幸

運を感じる。12.00”からのランチはサラダと牛肉の煮込み、ライス、デザ



ートはアイスクリームで、ビーフは柔らかくて味も良かった。米はそんなに

旨くないものの、タレをつけるとこれがなかなかおいしかった。この時には

窓越しにベルニナの山も見えて、最高の食事となった。 

 

  

雲に覆われ山並みは見えず….        雲の切れ間がのぞく 

 

  

ベルニナの雄姿を見ながら乾杯 

 

食事も終わり外に出てみて驚いた、何と雲の切れたベルニナの山並みが、

レストランのカーブした窓ガラスにきれいに映っていたのだ。それであのカ

ップルもアングルを変えて何枚も写真を撮っていたのだと分かった。もちろ

んわれわれも急ぎシャッターを押したことは言うまでもない。そして、遠く

山すそに目をやると雪原を歩く４人のパーティーが米粒のように見えてい

た、彼らはどの峰まで登るのだろう? 



14.00”のロープウェーで下山して 14.32”の列車でサン．モリッツへ戻った、

次は最後の予定である「セガンティーニ美術館」を見学する。 

 

鳩山総理辞任を知る 

 

 サン．モリッツ駅から美術館までは歩いて行く、案内してくれるのはガイ

ドの高橋さん。小柄な女性で彼女は現在ダヴォスにすんでいるという、「国

際会議などで知られる街ですね」と聞くと、会議のある時は警護体制が大変

だという。途中でいろいろ聞いてみるとスキーが好きでこちらに来たことが

発端でスイスに住みついたという。故郷は新潟で、今は兄夫婦のみとか。で

も豊橋に姉夫婦がいるというので、名古屋辺りは行く機会も多いのかと尋ね

ると、意外にも姉とはウマが合わないので行かないのだとか。そんな彼女の

口から聞いた日本のニュースは「鳩山総理が辞任した」ということ、スイス

に来てから日本のニュースはまるで分からず驚いた。帰国した時にはどのよ

うな動きになっていることやら、スーパーマンでもいない限り政治とは難し

いものだと思う。 

でも、今の我が国の政治には明らかに欠けているものがあると思う。それ

は国づくりを目指した明治維新の時のような「目標と情熱」ではないだろう

か!! 小異を捨て大同につくという考えがあれば乗り越えられなくはない

はず･･･・その時欠かせないのがニューリーダーなのだろう。 

 

スイスを代表する画家「セガンティーニ」 

 

上り坂の続くセルラス通りを進むと高級時計店やブランド店も軒を連ね 

る、建物は重厚感の漂う通りになっている。坂を登りきると街並みから外れ

て、緑の濃い自然豊かな地域で、遠くに雪をかぶった山とサン．モリッツ湖

が眺められる。15.45”美術館に到着する、円筒形の建物に丸屋根と丸窓の

付いた建物で、この建物は彼が生前に展望用の家として考案していたデザイ

ンを基にして１９０８年に建てられたという。そもそも今回の旅のテーマに

はない美術館巡りが、なぜ旅の最後にあるのかと思うが、たぶんほかに見る



べきものがないからだろう。別に何かを見学しなくてものんびりする時間を

設けてもよいのに……特にスイスの様な自然豊かな国へ来たのだから。でも

旅の企画者としては、テーマによりふさわしいものとしてコースに入れたの

だろう。このセガンティーニはイタリア生まれで、２８歳のときにエンガデ

ィン地方にやってきた。そしてエンガディンの谷の奥へ奥へと移り住み、四

季折々に晴れの日や雤の日、日の出や夕暮れ時など様々な表情を見せる山々

を独特のタッチと色彩で描き、高い評価を受けてスイスを代表する画家とな

った。 

 

  
上り坂の続くセルラス通り          美術館からの眺め 

 

１階の展示室には最も有名と言われる「生」「死」「自然」の三部作が並

ぶ、それもとても大きなサイズで一瞬驚く、でも私はその絵からは感銘を受

けなかった。見る目がないのだろうが、それに２階の作品は貧しい農民を描

いた作品が中心なのだが、いずれも暗い感じのものだった。そんなわけでセ

ガンティーニの作品の良さは分からなかった。 

16.15”美術館を後にしてホテルへ戻る、かなりの高台なので下り坂から

はサン．モリッツ湖が眺められる。坂の途中では石造りの教会があった、次

にはコープがあったので立ち寄ってから帰った。 

夕食は 18.00”にホテルから少し歩いた店でポーク料理、黒ビール 4.5CHFを

いただき、スイスでのすべての予定を終わった。 

 

６月 4 日 七日目 晴れ 



今朝は 6.30”にホテルを出発してチューリッヒ国際空港へ向かう、12.00”

の SA－345 便でシンガポールへ飛ぶ。そして、朝の 6.00"頃到着し、ホテル

で昼まで休憩。午後にシンガポールの半日観光をして帰国となる。 

 

ぬけるような青空のサン．モリッツとお別れ 

  

昨夜のうちに荷物の整理をした、特にスーツケースはセントレアまで直行

してしまうので、シンガポールに着いても荷物の出し入れはできない。ショ

ルダーバックの荷物もなるべく少なくしたいので、着ていくものも考えてお

く必要がある。何しろシンガポールは 35℃くらいの気温だ。 

 

  
 スグラフィット装飾の家             ユリア峠の景色 

 

5.45”から食事をして 6.30”には出発となる、ホテル前の壁面装飾をした

ビルも見おさめとなる。忘れていたがこの装飾はスグラフィットと呼ばれ、

白い石灰乳を塗ってからその表面をノミで削り落すもの。サン．モリッツで

はここしか見なかったが、ここから 1時間程のところにあるシュクオルの街

では幾何学模様や花の模様が描かれた家々がずらりと並んでいるという。こ

の家を見ていてふと思い出したのだが、サン．モリッツもその他の街でも学

校や病院らしいものを見なかったのが不思議だ。ともあれ、朝日に湖と山が

きらきらと輝いてすばらしい景色だ!!  

街を離れてユリア峠も快晴、でも峠を越えると雲の中を走っていく。まる

で天気が違う、しばらく行くと雲の下になり景色が見えてきた。 



有料トイレの領収書でお買いもの 

 

 出発して 2時間ほどした8.30”ころに高速道路のパーキングでトイレ休憩

をとった。事前に飯田さんから説明があったのは、トイレは有料で 1CHF コ

インを入れると領収書がでてくる。この領収書はお店の買い物に 1CHF とし

て使えるという。私がコインを入れて領収書を受け取り入ろうとしていると、

隣で友の細君が領収書も出ないし、バーが開かないと言う。やむを得ないの

でバーをくぐって入るように言った。でも後で友と細君が話しているのを聞

くと、本当は細君が 1CHFではなく 20セントコインを入れたのだ。というの

も持っていたはずの 1CHF と２０セントコインのうち、1CHF コインが手元に

残っていたのだった。やれやれ勘違いはだれにもあることで、これもいたし

かたなかろう。そのあと私はコーヒーが飲みたくて自販機の前まで行ったの

だが、どのようにしていいのか分からず困ってしまった。 

 

  
チューリッヒ空港に到着          屋上は花盛り 

 

すると、そばにいた青年が何やら声をかけてくれた。「何を飲みますか?」

と言ってくれたようなので「コーヒー」と答えると、今度はサイズの違うカ

ップを指差してくれる。なるほどと分かり、「スモール」と言うと小さいカ

ップを自販機の下に置きコーヒーを注いでくれた。「サンキュー.ありがと

う」とお礼を述べてカップを手にしたが、頼んだわけではなく自然に声をか

けてくれた親切がとても嬉しかった。そして、レジに行き 3.5CHF の代金を

領収書と 2.5CHF で支払った。 



この仕組みは日本でも取り入れてはどうだろう!! 十分検討に値すると

思うが。そして予定通り出発の 2時間前 9.45”空港に到着した、ついにスイ

スともお別れだ。来た時は分からなかったが、ターミナルの屋上には草花が

一面に植えられて黄色い花が咲いていた。緑化対策が着実に進められている

ようで感心する、こうした取り組みは外国の人に対して良い印象を与えるだ

ろう、このこと一つをとってもスイスの国力(政策実行力)を内外に示すこと

になるだろう。国は小さくて民族は多種であれ国としての結束はすばらしい

と感じる、反面日本はどうか? 他国の良い点は貪欲に吸収すべきではない

だろうか!! これが今回のスイス旅行での感想だ。 

 

おまけのシンガポール半日観光 

 

 チューリッヒ発 12.00”の SQ－345 便は今回もエアバス A-380 で、席は 1

階の 56G と 56F。およそ 12 時間の飛行の後、朝 6.00”過ぎにシンガポール

に到着した。ターミナルを一歩出るとむしむしする、スイスのさわやかな気

候から様変わりだ。さっそくホテルへ向かい、7.30”「パークロイヤルオン

キッチナーロードホテル」1017号室に落ち着いた。なかなかきれいな部屋で、

洗面スペースも広いしバスタブも大きくて Goo。さっそくお湯を一杯にして

お風呂に入る、とても気持ちがいい。当然のことながら飛行機では眠れなか

ったので、すぐにベッドにもぐりこみ気持ちよく眠りについた。 

そして、「11.30分だよ」の妻の声で目を覚ました、12.00”チェックアウ

トなのでグッドタイミングである。3 時間半ぐっすり眠ることができたので

少しはシャンとした。身支度を整えてホテルを出て食事処を探す、すぐ近く

に中華料理の店があったのでのぞいてみる。ラーメンやギョウザが食べたか

ったのと、ラーメンは 2.9ドル、ギョウザは４ドルと庶民的な値段で安心し

た。ビルの１階が店舗になっている普通の店、でもそこは国際都市シンガポ

ールで、メニュウーは大きな絵でしかも番号がつけてある。だから番号で注

文すればよいのだ。味はそれほどでもなかったが、とにもかくにも暑かった

こと汗びっしょりになってしまい、あわててホテルのロビーに駆け込んだ。 

このあと 13.00”からミニバンに乗り込んで半日観光に出かける、ガイドの

説明ではシンガポールの人口は４５０万人、平均月収は１２万円、車はカロ



ーラクラスで３５０万円する。トヨタは良いが韓国のヒュンダイは３年もす

るとトラブルが多い。電気製品は日本製が多いという。 

 

 

マーライオンを背にして 

 

まずは高層ビルを背景に、海辺で噴水のように水を飛ばしているマーライ

オン。小雤が降っていたが多くの観光客でにぎわっていた。次は植物園、こ

こは昔きたことがある、ランの花がたくさん見られるが、一度みれば何回も

見たくなる所でもない。その後セントーサ島観光へ、でもここは子供の遊園

地みたいな所で見学するところもなければ、休憩するベンチもない、ただ暑

いだけでうんざり。そんな場所でしっかり時間がとってある、要は見学する

場所がないのだ。夕食の時間まであきらめて待つしかなかった。 

でも 18.30”からの夕食はなかなか良かった、バイキングなのだがとても広

いスペースに寿司、麺類、焼き肉、中華、果物などがあり好きなものを食べ

られる。いろいろつまんだが結局寿司、麺類が主であとは中華もの、中でも

フカヒレスープをいただき満足した。 



そして、20.30”に食事も終わり空港へ。深夜の 01.00”発 SQ-672 便に乗

り込みスケジュールはすべて終えた、しかし、今回のツアーで一つだけ理解

できなかったことがある。それは何故タイトルに「スイス花物語９日間」と

したのかということだ。確かに花も見たがそれよりも感銘を受けたのは、ス

イスアルプスで、私ならこぐ普通に「四大名峰をめぐるスイスの旅」とする

ところだ。 

そんな思いを胸にセントレアに 6日の朝 8.45”に着陸し、今回の旅も無事

に幕を閉じた。 

 

 


