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いざオランダへ・・・ 
2003 年 5 月 23 日。7 時 40 分の集合に対し、関空駅に on time に着いてしまった。予め携帯でＫＣ

Ａ（京都サイクリング協会）の井原氏に連絡し、少々遅れる旨参加者に伝えてもらう。関空駅到着後、

同じ特急はるかに乗っていた中村さんを待たずに集合場所へ急ぐ。ほどなく全員が揃い参加者一人一人

を紹介。参加者は、宇治市内から中原夫妻／城陽の木下夫妻／走り屋の多河夫妻に一人参加の中村さん

／ペンギンサイクリングクラブからお越しの松見さん・池田さん・浦瀬さん・そして今年で 75 歳にな

られる、今回の 高齢者村木さん。高槻から来られた中川さんとそのお友達の伊原さん。それにＫＣＡ

の井原氏と私、菱田の計 15 名のグループである。今回、伊原さんと井原氏と言う二人のＩＨＡＲＡさ

んがおられ、区別できるよう「伊賀忍者」の伊原さんと「井戸端会議」の井原さんとに分けて紹介。空

気が和んだところで航空券を一人ずつに手渡し、いざ「Ｈ」カウンターへ。 
 機内預け荷物の検査を済ませ、搭乗手続きとなるが 15 名の内７名さんが自転車持参のため、予め告

げられていたとおり、別のカウンターにて受付を行う。自転車１台約 17ｋｇ。ほかにもスーツケースも

結構な量と重さである。しかし、前もって交渉してので手続きはスムーズに行われた。もちろん自転車

には、「取扱注意」のタグも一応添えてくれたので、少し安心。搭乗券もアムステルダム（以下アムス）までの２

枚が手渡された。関空でのゲートは「48」。９時に搭乗が始まり、ルフトハンザ 741 便は定刻９時 40 分に出発。

機内は空いていると聞いていたのに後部に割り当てられた箇所は満席状態。航空会社の情報なんて所詮あて

にならないものである。 
 今回はなぜ、直行便の「ＫＬＭオランダ航空」ではないのか?当方としても正直言ってＫＬＭを使いたかったの

だが、残念ながらＫＬＭの団体の受付が「40 日前」からということだったので、取れなかった場合のことを考慮し

て、仕方なく乗換え便となった次第である。その辺はもう少し融通を利かしてくれても良さそうなものなんだけ

ど・・・・。 
  ＬＨ 741 便は、水平飛行になると、すぐに食事のサービスが始まった。魚か肉かということで、魚を選ぶもご

飯の上に野菜の餡かけがごったになって、でも見た目は悪いが味はまあまあ・・・。飲み物としてはビールは勿

論ドイツビール。それも缶じゃなく「瓶」で出てくるところがうれしい。ビールと食事を楽しんだ後は、スパークリン

グワインとホック（ドイツの白ワイン）を交互に流しこんでいき、調子に乗った私は、スパークリングワインの小瓶を

瓶ごと渡され Ｆinish！と宣告される。 
  その後は 12 時間の飛行中、軽食にお握りかサンドイッチのいずれかを選択、到着前の夕食には、「鳥の炊

き込みご飯」を選び、日本食にしばしの別れを告げる。機内の上映映画は「タキシード」。ジャッキーチェンの

新作で、まだ日本では未公開だったかな?もう一本は「チェンジレーン」で、帰国後何かの雑誌で近々公開され

るという記事を見たが、日本で未公開の映画が見れるなんて、国際線ならではのものだ。 

俺はＳＡＲＳじゃない！ 
アルコールが入って、じっとしていると持病の鼻炎が頭をもたげて来る。くしゃみと鼻水だ。長時間の飛行移

動の際はポケットティッシュを３つ位用意しているのだが、到着までに使い切ってしまった程である。ところで、

先程から私のすぐ前の座席の年配の女性（日本人）は、私がくしゃみをするたびに、迷惑そうに後ろを振り返る。

やがてその女性はおもむろにマスクを取り出し口にはめる。「ふざけるな!俺はＳＡＲＳなんかじゃない！」と言っ

てやりたかった。 
時計の針を現地時間（夏時間）に合わせる為、７時間戻した 14 時 55 分にフランクフルトに到着。降機後、日

本人スタッフに乗り継ぎ搭乗券に記載されているゲート「Ｂ‐５」を確認し向かう。途中パスポートコントロール（Ｐ

Ｃ）で、ヨーロッパ入国スタンプを旅券に押されるが、アムスのスキポール空港では、何の審査もなかったことを
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考えると、フランクフルトが入国場所？つまりＥＵ統合により、いったんヨーロッパに入ってしまうと、そこから先は

ヨーロッパ国内扱いとなったのである。 
  乗り継ぎの間に両替された方が居られたが、残念ながら関空のほうが手数料は低かったようだ。 

いい加減にしてくれ！ 
Ｂ－５に到着したが、その付近のモニターはぶっ壊れているので、側にいた係員に間違いないか確認する。

間違いないとのことで、いったん解散し、喫煙や空港見物と洒落込む。時間も迫ってきたので、係員にもう一度

確認すると、今度は念のため端末で調べ、一言「Ａ‐２」に変わったとのこと。エッ！である。それからが大変。わ

ずか１5 分で移動しなければならない。大きな荷物が無いとはいえ、「Ｂ‐５」から「Ａ‐２」は空港の端から端であ

る。参加者に許しを乞うて、先にＡ‐２に向かう。Ｂからは階段を降り、Ａに移動して又階上へ上がり、ムービング

ウオークをいくつも利用して、走ったにもかかわらず１０分近くかかった。係員にゲートを閉めずに待ってくれる

様頼み込み後続を待つこと約５分。ようやく全員が無事搭乗したが、その後、欧米人が何人も汗を流しながら息

を切らしてやって来ていた。 
  機内で、サンドイッチの軽食を食べながらの約一時間後、１７時１５分にアムステルダム・スキポール空港に

無事到着。 

自転車は特別なものではなかった 
入国手続きはフランクフルトで済んでいるので、国内線気分でラゲッジホールへ向かう。モニターでラインを

確認するが、ひとつのラインで２～３便が利用しているため、人は多い。すぐ横に大型荷物のラインがあるので、

自転車の類はここから出るものと予想。やがて通常ラインから我々の荷物が出始めるが、なんと自転車も出てく

るではないか。結局大型ラインから出てきたのは僅か２台。後の５台は、スーツケースと同様に掃きだされるよう

にラインに落ちてくる。「取扱注意」の目印がある以上、もう少し気を使われても良いのではないか？ 
  ところが、後日に気付いたのだが、オランダは勿論自転車の国。しかし、自転車はこの国では特別扱いされ

るものではないのだ。ここでは、普段の生活の足なのだ。この国の人にとっては、自転車は空港ではスーツケ

ースと同様、普通の荷物なのだ。逆に、フランスやドイツはスポーツサイクルとして自転車が発展している国で

あるから、取り扱いには気を配るであろうが、オランダでは生活の足であるがゆえに取り扱いも普通なのだ。普

及台数も多く、いたるところに自転車道も発達しており、国民からの理解も十分あるのである。事実我々１５名が

列になって５日間走行していた日々の中で、たった一度のクラクションも聞かなかったのは事実である。だが

我々が抱いていた「オランダ」＝「自転車王国」＝「自転車は特別扱い」と言う概念は根底から覆された。＝「普

段の欠かせない生活の足」だったのである。このことに気付いたのはＡＭＳでの帰りの搭乗手続きの際、自

転車を預けるときである。だから変な妄想を抱いていた我々にとって、到着時の受け取りの際の扱いへ

の落胆度はかなりのものであった。 
 荷物の損傷などのチェックも出来ないままではあるが、何はともあれ「オランダ」に入国を果たした。

空港到着ロビーはかなり混んでいる。それを縫うように進み、広くなったところで一旦待機。「案内所」

を探すのだが、まず中央は閉まっている。別の案内所を探し当てたが、窓口は一箇所しかなくしかも３

組ほど先客がいる。待つしかない。ようやく順番が回ってきて、ホテルシャトルバスの乗り場を聞く。

今夜の泊まりは「Ibis Airport Hotel」。ホテル名を告げると地図をくれ、９番で待てとのこと。急いで

全員で乗り場に向かう。乗り場は色んなホテルの送迎バスを待つため、かなりの人がたむろっている。

我々15 名と 20 個の荷物は一度に乗れるのかな？松見さんが気を使い、「15 分毎のバスなら我々は後発

便でいいよ！」とおっしゃってくれたが、やがてやってきたバスは我々のほかは 10 人足らずで、余裕

で乗車でき、中川さんや伊原さんたちの協力と連係プレーで無事全員乗り込み、約 10 分程でホテルに

到着。 

ホテルにチェックイン 
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早速チェックインの手続きを行うが、外国に有り勝ちな係員のマイペースな仕事振りに苛立ちが募る。

その上漸く順番が回ってきたのに「グループ」と告げると、別のカウンターに来てくれという。仕方な

く移動し差し出された予約リストを読むと、インドからのグループと間違われている。宿泊券を再度示

し日本人である旨をアピールすると、又カウンターを移動してくれと言う。そこで思わず日本語で「あ

っちこっちウロウロさせるな！」と大声で怒鳴ってしまった。こちらの怒りが伝わったのか、急に対応

が変わった。腹が立ったら素直に怒ってみるものだ。それからはスムーズに部屋も配室され、喫煙の有

無迄聞いてくれる。これ幸いに、翌日のタクシー手配まで依頼する。担当の Jamail は、人数と荷物の

量をサッと見て、ＯＫ！何台が必要かとも聞かなかった。まあここは彼に任せよう。 
 Ibis ホテルはチェーン店で、アムス市内にも２箇所あり、アメリカナイズされた使い良さが売り物で

あるが、それを知るのは 終日であった。部屋にすべての参加

者が納まったは、19 時頃。ようやく松見氏が先に入っている

1117 号室に入室したが、着替えもせずに喉の渇きに追われて、

フロント横の自販機に２ユーロコインを投入するが、何の反応

もなし。よく見ると［OUT of ORDER］の張り紙。ガビーン！

部屋に戻りシャワーを浴び、松見氏を誘い２階で見つけたスナ

ックコーナーへ行き、生ビールで乾杯。そのうち中村さんと井

原氏がやってきて、改めて乾杯！やっと人心地がついた。しか

し、まだ外は明るく、日没は 21 時 30 分頃とのことである。程

よく飲んだところで部屋に戻り、明日からの輪行に備え眠る。

ところで、多河夫妻は暇にあかせて、無料のホテルバスを利用

し、空港へ遊びに行かれたそうである。自転車も旅行も本当にタフなご夫妻である。 

２日目 埠頭へ向かう 
頼んでおいた７時のＭＣ（モーニングコール）で目覚め、４階へ朝食を摂りに行く。Ｉbis はエアポ

ートホテルらしく、５時から朝食が摂れる。さすがにブュッフェの品数も結構多い。これから先はハム

とチーズとパンとコーヒーという簡単な内容の朝食の続くのが想像出来るので今のうちに堪能しておこ

う。 
 朝食後荷造りをして、集合場所のロビーに行

くと半分位の人が揃っていた。集合時間には全

員が揃い後はタクシーを待つだけである。しか

し予定の８時 30 分になってもタクシーがやっ

てくる気配が無い。気を揉みだして、来そうな

彼方を眺めていると「あれや！」と言う多河氏

のだみ声。確かに２台の大き目のバンが、遅れ

を言い訳するように猛スピードで近付いて来る。

２～３分は遅れたが手配通りに、後部に広めの

貨物室を持つ、12 名は乗れるスライドドアのバンが到着。目的地の埠頭の地図を見せると直ぐに理解し

てくれたようである。全員が乗り込み、ホテルを後に出発するが運転手の飛ばすこと飛ばすこと。おか

げで 20 分少々で、目的地に到着。料金は２台で 85 ユーロ。TIP を含めて 90 ユーロ渡すと納得してく

れた。 
 埠頭は、アムス駅の東側。美術館や海洋博物館の傍にある。２番桟橋には、今回我々が利用する

「AVANTI」が横付けしている。桟橋の入り口に「AVANTI」の名前が提示されているところを見ると、

ここが彼女の母港のようだ。桟橋には給水・給電の設備もあり、仕事の無いときはここで補給をしてい

IBS エアポートホテル 

34 人収容｢アヴァンティ｣ 
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るようだ。多分行く先々の停泊地にもこういった設備があるんだろう。 
 荷物をバンから降ろし、自転車持込み組が組立を開始する。その間に船に乗り込み船長に挨拶。船長

は実年齢２２歳に見えない大柄の金髪巻き毛（少々額が広くなっている）の大男で、アメフトならディ

フェンスラインでもセイフティガード無しで構えられそうな体格である。名前はエリップ（Ｅrip）。我々

はキャプテンと呼んでいたが、自分の心の中では、映画「ブルースブラザース」のジョンベルーシーに

因んで、その役名「Jake（ジェイク）」と呼ぶことにした。船内は掃除中のため、ジェイクの指示で荷

物は階上のリビング兼ダイニングにまとめておく。 

オランダの自転車って・・・ 
甲板に用意されたレンタル自転車を受け取り、各自の体格に合わせて、サドルやハンドルを調整して

いく。レンタル自転車は、なんと「プジョー」であるが、形は所謂「ママチャリ」である。しかし、男

性用は 28 インチ（日本は通常 26 インチ）もあり、サドルを一番下に下げてもなお少々高い。女性用で

も 27 インチ位あり、いずれも形に比例して少々

重い。でも、変速機は日本で見ることの無い「内

装７段変速」で、着衣や足元を巻き込んだり汚し

たりしない、いかにも実用車らしい機能である。

ブレーキは前後輪ともハンドレバー式で、予め聞

かされていたペダルを逆回転させる「コースター

ブレーキ」でなくほっとする。性能の方は、「プジ

ョー」の名に恥じない（？）物で、特にその転が

り性能の良さに多河夫人は絶賛で、真剣に買って

帰ろうと考えていた位であった。 
松見氏は、持ち込んだ自転車の前輪の軸が、空港での扱いで曲がってしまい、やむなくタクシーで近

くの自転車屋に飛び込むが、１５分と経たぬうちにその自転車に跨り揚々と戻ってこられた。中原氏は

トリップメーターの取り付けマウントが損壊してしまっており、テープで張ったりもしたが、機能は回

復しなかった。こういったところに機内預けの難しさが露呈するのであった。やはり、完璧な自転車用

スーツケースが必要なのかなあ。 

サイクリングの始まり始まり 
さて、準備も整い「オランダサイクリング」の始まりだ。松見氏を先頭にしんがりを井原氏が務める。

私はビデオ記録係りとして、前に後ろにとの体制で、まずは出発の雄姿からビデオに収める。 初に埠

頭から直ぐの所にある、東京駅のモデルにもなったアムス駅に向かう。駅前にある観光案内所「ＶＶＶ

（フェフェフェ）」で、地図を買い求めるためであったが、

あまりの人の多さに断念。結局手持ちの地図で初日の完

走を目指す。 
アスベストの関係で、見学点数を制限された「レンブ

ラント美術館」を通り抜け、「ゴッホ美術館」を左に見た

先の交差点でもう 11 時 20 分。広場でのパフォーマンス

などの見所が行く先々にあるため、見とれて停まるうち

に時間はどんどん過ぎていく。 
早めの昼食を摂るため、一旦ここで解散。カフェテリ

アに入る人、屋台のサンドイッチ屋に向かう人と、それ

ぞれに別れる。食後、再集合をするも、屋台利用者には

プジョーのレンタサイクル 
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トイレが利用できなかったので、付近を捜し、公園脇の有料トイレで 50 セントを支払わされて用を足

す。この先、休憩はトイレのあるところを考えておかねばならないと肝に命ずる。かなり予定時間に遅

れをとった。雲行きも怪しくなってきたので、いよいよ真面目に走り出すことにする。 
先ずはアールスメール（Aalsmeer）を経由して、本日の目的地ライデン（LEIDEN）を目指す。オ

ランダでは、ほとんどの沿道に自転車道が備わっている。車への標識は「青色」で表示される。自転車

へは白地に赤文字の標識で表示され、自転車道での分かれ道では、それぞれの進行方向の先にある街の

名前とそこまでの距離がｋｍで表示されている。自転車道はたまに自動車道に阻まれることもあるが、

必ず迂回路が設けられており、それを見落とさず、素直に指示通りの方向へ進めば決して迷ったりしな

い筈なのである。しかし、今回の全行程中何度と無く迷走してしまった。殆どが迂回路を見落としたの

が原因であった。しかし大事なことは目的地の方角を常に把握しておくことである。間違ったと気付い

ても、その方角に近い道を進めば、遠からず目的地に着けるのである。 
ようやくアムス市街を離れ、郊外の漕艇場に到着。今日はこれから、学校対抗のレガッタがあるよう

で、応援がやたらにぎやかである。その漕艇場の左岸側をゴールからスタート地点に向かって走行。と

ころが漕艇がこちらに向かって来るのと平行して応援団も騒ぎ立てながら向かってくる。本来なら右岸

を走行しなければならなかったのだ。どう見ても我々は邪魔者以外の何者でもない。挙句に左岸端では、

鉄門が閉ざされていた。右岸なら通過できそうだが・・・戻るか？丁度そのとき、門の向こうに管理人

らしき人物が現れ、恨めしそうに扉を眺めている 15 人の日本人を見て哀れに思ったのか、快く開錠し

門を開けて通してくれたのである。めでたしめでたしである。 

雨とサイクラー 
さて走行はまだまだこれからで、アールスメールを目指す

も、迷わないはずが迷ってしまった。そして、迷ったままい

つの間にか、ちゃんとアールスメール郊外に入り通過できて

いたのだ。ようやく地図で現在地が把握できる地点に来られ

た。もう間もなく湖が見えてくるはずである。湖の名前は

「Westeinder」。今日はその北岸を走行する。この湖の北岸

側は、干拓がなされた様で水路の向こうに整然と且つゆとり

を持って住宅などが建っている。それぞれはボートによって

行き来できるようになっており、その美しい瀟洒な佇まいに

息を呑むが、とうとう雨が降り出してきたため、それどころ

ではなくなってきた。途中、一軒のバーラウンジを発見。覗

いてみると休んでいる模様。庇のある軒下をこれ幸いにお借

りして、雨具を着込む。さすがに全員雨対策は万全。みんな

口には出さないが、雨への完全装備を施せば、雨がやんでし

まうことがよくある話で、雨中走行が嫌な反面、せっかく着

込んだ雨具が無駄にならないでほしいと言う裏腹な気持ちを

抱きながら、走行再開。 
 左に水路や湖。右手に牧場や住居を眺めながら走行。雨中

にも関わらず「今、自分はオランダを、こんな素晴らしい景

色と自転車環境の中を走っているんだ！」と言う思いが、ふ

つふつと沸いて来て、知らぬ間に顔をほころばせている自分

に気付く。昨年の「能登半島ツアー」に参加された谷さんの

「こんな素晴らしいところを走っていると、何も可笑しくな
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いのに笑えて来るんですよ！」と言っていた言葉に頷ける。 
 時折、ヤギが「メ～！」と啼く。すると直ぐ後方の中川さんもすかさず「メ～！」と応える。雨中と

はいえのどかな走行である。途中、「Burgerveen」と言う町で、スナックらしき店舗を発見。休憩を取

ろうと飛び込んでみると、そこは乾物屋だった。本当に紛らわしい店構えである。まあこちらも、地名

から思い込んでいたところもあったのだが・・・・。 
 程なく湖を抜け、「Oude Wetering」という町に入る。スナック店を見つけたので、ようやく休憩。

初間違って隣の店に入るとそこは「プールバー」で、地元の人が酒を喰らいながらビリヤードに興じて

いて、ちょっとやばい雰囲気であった。しかし、スナック店の親父は、突然の団体客に上機嫌で愛敬を

振りまいてくれる。あまりの居心地のよさに 30 分以上休んでしまう。 
 もう間もなくで本日の目的地「LEIDEN」だ。一級幹線の「Ａ4」を横切り「Ｎ445」の道路に進入し

ていく。左右の広大な湿地帯のど真ん中の一本道。ところが我々は「Ｎ445」を走っていたつもりが、

いつかしら脇道を走行していたようで、「Rijpwetering」という町に入ってしまっていたらしい。そこか

らでもライデンまで８Kｍと表示されていたから不安は無かったが、その小さな街のカナル沿いに建つ、

庭を前に配した住居の佇まいのあまりの美しさに目を奪われてしまい、右折を見落とししばし迷走。皆

さんごめんなさい。 

オランダの住居と歴史 
オランダの住居の窓は、かなり大きく、リ

ビングなんかは丸見えである。かつて、フラ

ンスに占領されていた頃、フランスの官憲が

各家庭を点検し易い様に、窓を大きくさせた

のである。それが現代では、庭を綺麗にしつ

らえ家の中も外も美しく保ち、人に見せるの

が楽しみとなっているのだそうだ。要はオラ

ンダ人は見せたがりで、窓の外からリビング

を覗かれても、なんとも無いのである。ただ

し、目と目を合わせぬようにするのがルール

だそうだ。そんな訳で、この国には「窓ガラスを曇らす妻は悪妻である！」という格言まである程であ

る。ところで家を美しく保つということが、料理にまで関わってくる。というのも普段の家庭料理には、

焼く・煮込む・茹でる位で、揚げる・炒めるなんてものがあまり無いのである。つまり、油ものが少な

いのである。確かに油ものは家屋を汚す原因の一つだが、油もの大好きな私にとっては少々物足りない

気がする。それと住居の建築材料としては「煉瓦」が主に使われている。かつてはオランダも殆どが木

造家屋だったのだが、度重なる火事で焼失していき、その代わりに台頭してきたのが「煉瓦」だった。

その上「煉瓦」は運河の底に沈殿している「泥」を利用するのでいくらでも出来るし、又地震の無いこ

の国ではうってつけの建築材料となったのである。 
 そのうちに、何とかライデン市街に入ったが、待ち合わせ場所の「Zijlsingel(ザイルシンゲル)」が判

らない。「Zijl(ザイル)」という川のライデンに入って直ぐの橋を越えたところにＧＳ（ガソリンスタン

ド）があった。ＧＳには必ず売店も併設しているので、トイレ休憩がてら、立ち寄り、地図を購入。確

認するとザイルシンゲルは後 15～20 分程度の所にあるのが判った。ところで、このＧＳ。勿論我々自

転車組には、ガソリン自体は不要だが、売店を併設していると言うのが嬉しい。この日から 終日まで、

休憩場所として利用することになるが、ツアーを企画する場合、トイレ休憩を必ず想定しておかなけれ

ばならない。特に女性を含む場合はなおさらである。そこでＧＳなら、運動に欠かせない水分補給のた

めの商品の購入や行く先々の地図の購入・確認。そしてトイレの利用。それらの全てが賄えるのである。 

郊外に建つごく普通の住居 
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アクシデント発生 
さて、いよいよ、予定の停泊地「ザイルシンゲル」への本日 後の走行を開始するが、あと少しとい

う市街地を走行中にアクシデントが発生した。対向１車線ずつの自転車道を１列になって走行中、後方

左側から１台の自転車が猛スピードで追い抜いていった。驚きながらも前方を見ると、中村さんが少々

列からはみ出て気付かずに走行。声をかける間もなく、左後方から突っかけられ、バランスを失った中

村さんは膝から転倒。相手は停まるかなと思ったが、馬鹿にしたような手振りを見せただけで、振り返

りもせず逃げ去ってしまった。先頭付近を走っていた多河さんの奥さんが後方からの呼びかけに気付い

て、後を追いかけたが逃げ切られてしまった。オランダでも悪い奴は居るものだ。 
 中村さんの状態は、骨などに異常はなさそうだが、膝を少々擦りむかれている。私も一応救急用品は

常に携帯しているが、大きめの絆創膏は無い。参加者の一人である中原さんの奥さんが看護師さんで、

そういった場合の絆創膏もお持ちで、さすがの手際で処置を施していただいた。（明朝に痛みが残ってい

るかどうかで状態がわかるが。翌朝の中村さんの様子では、骨には異常はなさそうで、一安心。）しかし、

自転車の左ハンドブレーキレバーが折損。早急に修理をするべく、私の自転車と取り替える。しかし、

ほとんど起伏の無いこの国では、ブレーキは一つでも全然不自由なく、結局 終日までそのままで過ご

せたのであった。 

船長が自転車に乗って現れた 
走行が再開され、程なく 17 時 30 分頃にザイルシンゲルに到着したが、約束の時間にはまだ 30 分ほ

どある。しかしこのカナルは 800ｍ程あり、どこに停泊するか判らない。そこで、この水路の入り口と

思われる「Zijl port（ザイルポート）」で、待ち構えることにする。ライデンの中心部は「城塞都市」の

様で、ザイルポートのその門構えはその入口に当たる様な所であることを窺わせる。 
 約束の 18 時になった。しかし「AVANTI」が入ってくる気配は感じられない。そろそろキャプテンに

電話を入れようと思ったとき、跳ね橋の向こうに、自転車に跨った見覚えのある顔。キャプテンである。

キャプテンの話では、跳ね橋の通過にも門限があり、それに間に合わず、仕方なく街の手前で停泊して

いるのだという。といっても判らないだろうから、迎えに来てくれたのだそうだ。AVANTI は、積み込

みの都合で１４時にアムスを出港したそうで、やはり４時間では到着はかなり厳しかったようである。

何はともあれ、キャプテンを先頭に近道

を 15 分程走行。我が家となる AVANTI
が見えた。そこはなんと、我々が地図を

購入したＧＳの手前のザイル川の橋のた

もとであった。場所は「Zijl Dijk(ザイル

ダイク)」。ザイルとは勿論川の名前で、

Dijk(ダイク)とは「堤防」という意味で

ある。明後日に訪れる予定の「キンデル

ダイク」とは、つまり子供(キンデル)と
いう干拓された土地名の堤防という意味

である。ちなみにアムステルダムのダム

は日本でも言われるダムそのものである。

ただしオランダのダムは、高低差がほと

んど無いので、日本で考えられる壮大な

ものではなく、むしろ「水を堰き止めた」

といった程度の意味のダムのことである。 
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船内の生活 
AVANTI に到着し、手分けして自転車を船に積

み込みしっかりと施錠する。オランダでは、日本

に比べ自転車が比較的高価なため、盗難が多いの

でみんな、大型オートバイに使うような、大きな

チェーンに南京錠を付けたり、Ｕ字ロックを携帯

している。自転車の重量から考えると馬鹿に出来

ない重さの筈である。 
 船内に入り階上にあった荷物を階下に下ろし、

部屋割りどおり入室。予想はしていたが、部屋は

非常に狭い！の一言。全てが二人用の部屋は畳２

枚分で半分は、日本のＪＲのかっての２等Ｂ寝台

の幅の２段ベッドが占めており、残りスペースに洗面台と作り付けの約 50ｃｍ幅のクローゼットが備わ

っている。スーツケースを開ける場合は、ドアを開けて廊下にはみ出さねばならない。AVANTI のキャ

ビン(船室)は全部で 16 室。フルで 32 名の定員であるが、今回は 10 室の使用だが、ほか２～３室はキ

ャプテンのお母さんが居室に使用したり、資材置きに使用しているので、残り２室をスーツケースなど

の大きな荷物置場として使用する。 
部屋には鍵は付いているが、施錠はされないので貴重品はスーツケースに入れて完璧にロックするか

持ち歩くしかない。SAFETYBOX など気の利いたものは無い！トイレは階下に４つ、階上２つの計６

箇所。すべて水洗である。シャワールームは４箇所あるが、湯量に気を付けねばならない。古い欧米ス

タイルのため、湯沸し式ではなく、一旦タンクに水を貯め、それを温めて使う方式である。簡単に言え

ば、水洗トイレのタンクに溜まった水をタンク内で温めて使用するようなものである。だから、溜まっ

たお湯をタンクから出し切ると、その先は蛇口が開きっぱなしなら、タンクに溜まってお湯になること

もなく水のままで出てくることになるのである。その洗礼を 初に受けられたのが中原旦那である。そ

れもタイミングが悪く、身体が石鹸で泡だらけになったところで、お湯が無くなったのである。また期

間中、たまに４箇所のうち２箇所がお湯になっていなかったりして、結構悩まされたものである。対策

としては時間をずらして使用するしかない。 
 シャワーと荷解きのため、初日の夕食は 20 時からとして貰った。船内での飲み物はビール 500ｍｌ

とグラスワインが各２ユーロ、ワインフルボトル 10 ユーロ、ソフトドリンクは１ユーロという事で、

カウンターに名前を書いたノートが置かれ、自分が飲んだ分だけ記帳し、 終日に各自まとめて支払う

ということになった。 
 さてこの日の夕食は茸のスープにメインディッシュは、チキン（小ぶり）のスパイシーロースト。付

け合せは茹でたさやインゲン豆とフライドポテト。パンは頼めば持ってきてくれたがどうやらポテト系

が主食らしい。チキンは一人一羽ずつ出た。スパイシーな皮がパリパリして、肉は肉汁もたっぷり。か

なりの食べでではあったが、少々塩辛かったかな？デザートにはアイスクリームのクレープ包みまで出

てボリュームは満点。酒はすすみ会話も弾んで、夕食はこの日より２時間以上が当たり前となった。

後に本日の走行距離が井原氏より発表された。約 55ｋｍとの事で、松見氏も確認。 

３日目 今日もまた雨・・・ 
5 月 25 日 ３日目。時差の影響で３時頃目覚める。寝ておかなければという思いから寝ようとするが、

眠れない。５時３０分頃、無駄な抵抗はやめてベッドから起き出し、階上のリビングに行こうとするが、

気が付けば電灯が消えている。明け方は節電しているのかと思っていたら、単に発電機が停止していた

シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム 

キ
ャ
ビ
ン
内
部 
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だけであった。 
 朝食は、早立ちを希望された松見氏のグループで、池田さん・浦瀬さん・村木さん一行が７時からを

希望。それに合わせて全員が７時からとなった。夕べ、何も知らずに朝食は７時 30 分からにしてくれ

とキャプテンに告げると、彼は大喜びで握手を求めてきた。その後、直ぐに松見氏から「さっき、早立

ちするから７時にお願いした」とのことで、あわてて訂正に行く。その時の彼の悔しがる様は見物であ

った。しかし道理で残念がるはずだ。 

ランチは自分で作れ！ 
朝食のメニューは、ハム・チーズ・２種類

のパン・ミルク・ジュース・コーヒー、そし

てたまにゆで卵といったところで、これから

毎朝、このパターンが続くことになる。とこ

ろで、本日の昼食はどこで落ち合うという打

ち合わせもなく、キャプテンの若妻ヴィムが、

ランチ用に今あるもので、サンドイッチを作

ってこれに入れろといって、紙袋を提示する。 
 ほかにワッフルとジュースと果物が添えら

れた。日本での出発前の打ち合わせでは、デ

ンハーグで落ち合い、船内で昼食を摂ることになっていたのに、「DEN HAAG (デンハーグ)」には、水

路が無く行けないとのこと。日本での打ち合わせは何だったのか？参加者は逆に日本で初めての「サイ

クル＆クルーズツアー」であり、すべてがうまくいくはずが無いと理解されており、また、船内の昼食

なんて、所詮、朝食と同じようなものしか出ないだろうと判っているので、外で中華料理など適当に違

うものが食べられる可能性（勿論自費）もあり、その上、時間に縛られずに楽しむことが出来るのでむ

しろ歓迎気味。今回の参加者は旅慣れた方たちばかりなので、トラブルを楽しむ余裕さえ見られるが、

今まで綿密に打ち合わせてきた当方としては、情けないやら、申し訳ないやら、腹立たしいやら、何と

もやり切れない気持ちになる。 
要は日本とは旅行の根本的概念が違うのだ。例えば、当方は街から街へ自転車で移動し、ボートをホ

テルの代わりとして利用するが、こちらでは、大筋の移動はボートで行い停泊地では、付近を自転車で

観光するだけのようだ。だから、こちらが全行程を自転車で走破すると言ったら「エキサイティング」

と感服というか、呆れたとでもとれるような言葉が返ってきていたのだ。 
 まあとにかく「Pier(ピア)で北海を眺めながら中華を食べよう！」

という中村さんの提案が、すでに別ルートで走行されているペンギ

ンの皆さんを除く、全員の賛同を得て一路「北海」を目指して 8 時

30 分に出発。ペンギンの皆さんは、リーダーの松見氏のご友人がハ

ーグに居られるそうで、本日は昼食を共にされると言うことで早々

に出発された。 
 霧のような小雨の中、ライデン駅前を通過し街並みを抜け、幹線

の「Ａ44」から「Ｎ44」沿いの自転車道を走る。このＮ４４沿いの

住宅は非常に閑静な雰囲気の中にあり、今まで見てきた住宅より一

回りも二回りも大きく立派な庭を持った建物ばかりである。いよい

よハーグに突入。ピアに向かうハーグの環状線とＮ44 の交差点を右

折し、北上。途中ＧＳでトイレ休憩をしたが、その地域の住宅街の

雰囲気はまた趣を変えており、「萱葺きの家」まであった。 

食堂で朝食を待つひととき 
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北海桟橋 Pier 
自転車道は、その付近から幹線を跨ぎ越え、

幹線沿いを離れて北上していく。付近に馬場が

あるらしく、馬用の道も並行したりする。前方

は徐々に登りとなっていく。そう、オランダは

大地が海より低いので、海が近づけば登りとな

るのである。たいした坂ではないが、登りきっ

た所の交差点を突っ切りその先の路地を抜ける

と、いきなり、北海桟橋 Pier(ピア)が現れた。

北海の真っ黒な海面に突き出ている桟橋はなか

なかの迫力である。この付近の海岸は、ビーチ

リゾートとして北海一の保養地で知られている

が、また、別にヌーディストビーチとしても有

名である。海水は水温が低く泳げないので、も

っぱら日光浴としてのビーチである。我々は１台 0.7 ユーロの駐輪代を支払い、海岸線を散策。日曜日

のせいか人出は徐々に増えているようだ。時間は 11 時 40 分。中華料理店を探し当て入ってみると、店

内は薄暗く掃除機まで稼動している。まだ開店準備中と判断したので、出直そうとすると、店員がすか

さず「Open Now!」と叫ぶ。さすが華僑。商売上手である。早速海の見える窓際を指定して着席するや、

まずはビールのオーダー！さて、料理は・・・・？殆どの方が麺類。一斉に「ヌードル」「ヌードル！」

と勢い良く声が上がる。皆さん本当に麺類を御所望なのだ。皆さん、本当にラーメンが食べたいのだ。

店員は何入りにするか尋ねる。何でもいい。ヌードルなのだ。ということで海老入りヌードルに決定。

何か一つ言うことを忘れている。店員は「黄麺」にするか「白麺」にするかと尋ねる。黄色麺は中華麺

と判るが、白い麺て何？まさかうどんではないし・・すると、店員は「ライスヌードル」とのたまう。

うっかり「白は、米の麺やそう・・ん？」そら「ビーフンやろ！」と口に出てしまった。それを聞いて

店員は「Yes,Yes.ミーフン！ミーフン！」と相槌を打つ。それならそうと早よ言えっちゅうねん！でも

何か足らない。私と多河夫妻はフーヨウーハイ（かに玉）と白ご飯を注文。当然蟹入りと思いきや、中

身に何を入れてくるかと聞いてくる。普通、蟹ちゃうんかい！結局マッシュルーム入りにしたが、これ

はこれで正解！だった。値段は 12 ユーロ。やがて賑やかにヌードルが運ばれてきた。一人前ずつ皿に

載せられて・・・ん？、皿？そう来たのは炒麺。つまり焼きそば。云い足りなかった言葉が判った。「ス

ープ」だった。「スープヌードル」と言うべきだった。しかし、和食や中華に飢えた舌にはなんともいえ

ぬご馳走となった。ところで、炒麺は 18 ユーロ。ビールと含めて 23 ユーロ。オランダでは中華料理は

やはり高いのかな？。 
食後、いつの間にかすっかり雨も上がり陽もさし始めた海岸を、しばしの散策。中原さんのご主人は

国際交流に余念が無い。今も、子供連れの家族に話しかけて笑顔を誘っている。ひとしきり海風を楽し

み出発するべく駐輪場に向かうと、どう言うわけか井原氏の自転車だけ、大きな鎖でガッチリと施錠さ

れている。管理人に話を聞くと、駐輪代が一人分足りなかったそうである。こちらは払ったつもりでい

るし、今頃そんなこと言われてもどうしようもない。しかし、ダッチ（オランダ人の別称）じいさんは、

頑固者でしきりに請求してくる。中原さんからそんなの絶対に払うべきではない！と、助言される。お

っしゃるとおりです。絶対に払うべきではない。ところが、井原氏は KCA の人間で、私と同様スタッ

フの一員。参加者ならともかくスタッフがツアーの進行を遅らせる訳にはいかないので、仕方なく、井

原氏は納得できないまま一人分支払う。みんな少々嫌な気分で、ピアを後にする。 
 少しの下りを楽しみ、デンハーグ市内に入っていく。この街の観光名所の一つ「Madurodam(マドロ

北海桟橋｢ピア｣をバックに･･･ 
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ーダム)」を訪問。ここは約２万㎡の敷地に、オランダ各地の名所を 25 分の１に縮尺して再現している

所謂「ミニチュアタウン」なのである。ここをまねたのが台湾の「小人国」だ。入場料は 10 ユーロ。

60 歳以上は９ユーロとなるので、我々の参加者の何人かはその恩恵に預かったようだ。ここを 15 時ま

でのんびりと見学。ミニチュアの建物などは遠めで見ると本物に思えるほど見事に再現されており、間

近で見ると結構な迫力を感じさせる。各アトラクションは色んな企業が協賛して賄われている。 

アヴァンティと落ち合えない 
マドローダムの外に出ると、ペンギングループの４人が前を通過されるのが見えた。我々も後を追う

ように、デンハーグの中心部に突入していく。僅か３ｋｍ足らずで「ランゲフォールハウト広場」を通

過。左手に「Hofvijver(ホフファイファ)」の池のほとりを、右手に「監獄博物館」を見て、その先をト

ラムの通りから外れて左に曲がれば、「レンブラント」や「フェルメール」の収蔵で有名な

「Mauritshuis(マウリッツハイス)美術館」である。地図を確認しようと停まった丁度その時、携帯が突

然鳴り出した。何事かと思い聞いてみるとキャプテンで、早口でよく聞き取れないがどうやらまたトラ

ブル。要は、本日の落ち合い先の「Delft(デルフト)」迄行き着けないと言う様なことを言っている。し

かしそれ以上のことは、私の英語力では理解できない。とりあえず、美術館に入館し皆さんに見学して

貰っている間に連絡を取って確認しようと思う。しかし、入口では誰も中に入ろうとせず、状況の把握

がてら冗談を飛ばしている。内心は心配でありながらおくびにもそんな心情を表さない余裕を皆さんは

お持ちであった。 
 先ずは、手配先の現地の旅行社に TEL を入れるも日曜のため休み。そこでロンドンオフィスに連絡

を取り、キャプテンにTEL して、詳細を聞き、取り次ぐよう依頼する。しばらくして、折り返しのTEL
が入ったが、その取り次いだ女性の話の内容はそっけないもので「橋のトラブルでLine Schie のカナル

に居て、今日はそれ以上行けないので、そこまで来てほしいといっています。」その上「これ以上のこと

は何も出来ないので、地図でも見て行って下さい。」とのたまうのであった。文句を言い返す場合ではな

い。そのうち、美術館の窓からみんなが見えたからと出てこられた松見氏グループと合流。事情を説明

し手持ちの地図を確認するも、良く判らない。 
そこでハーグ中央駅が近いので、駅前の VVV へ行って詳細な地図を手に入れることに決定。雨もポ

ツポツ振り出した中、全員でハーグ駅に向かう。ところが VVV は日曜のためお休み。観光相談所が日

曜に休んでどないすんねん！するとタイミング良く、例の手配会社の別の男性から連絡が入った。彼は

キャプテンと連絡を取り、ちょうど今我々がいる駅前の VVV に迎えに来るからということを取り次い

でくれたのだ。AVANTI はここから、デルフト寄り３km の地点に停泊しているとの事である。デルフ

トまで残り７ｋｍの地点だ。しばらくすると、また自転車に乗ったキャプテンが雨の中から現れた。

AVANTI まで全員でキャプテンの後についていく。AVANTI には結局かなり早い時間に到着。着いた頃

には雨も上がり、陽もさしてきた。本日の走行はこれ迄。 
まだまだ陽も高く、遠めに遊園地らしきものも見え、その手前には公園もあるようだ。食事までの間、

散策したり、シャワーを浴びたり、近くを走りに行ったりと、思い思いに、この思わぬくつろぎの時間

を過ごす。中には、トラムに乗って「Derft（デルフト）」まで行き、フェルメールの「デルフトの眺望」

が見られる地点を訪れたりされた方もおられたようだ。夕食は７時からでメインはラザニア。他に生ハ

ムのスパイシーソース掛けにトマトサラダ。デザートにはシナモンアップルパイで、９時半頃まで賑わ

う。本日の走行 34ｋｍ。 

４日目 朝食はクルージングで召し上がれ 
５月 26 日。朝４時に目覚める。目覚めが 初より１時間づつ遅くなっている。時差ぼけが１日１時

間づつ解消されているようである。リビングとデッキでくつろいでいると、７時頃寝坊スケの筈のキャ
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プテン（朝食の支度はいつも奥さんの仕事）が起きて

来た。何事かと思いきや、出港の準備に取り掛かる。

みんなが朝食を摂っている間に、昨日の本来の落ち合

い場所に移動するためだ。キャプテンが舫を解き、奥

さんが操船する。離岸するとおもむろにキャプテンが

操舵を代わる。操舵室に見た顔が代わる代わる現れる。

中原旦那や中川さんだ。やがてAVANTI に舵速（舵が

効き始める速度）が付きはじめると、周りの風景も流

れ始める。初めて動いているAVANTI に乗っているの

である。やがて前方に跳ね橋が見えてきた。我々の乗っている船が通るために、交通が遮断され、重そ

うな橋が上っていくということに感動を覚えながら通過を眺める。勿論初めての体験である。しかし、

３つくらい過ぎると、すっかり飽きてしまったみんなは、早々にダイニングに戻り朝食を摂り始める。

朝日の差し込むダイニングで摂る朝食はそれはそれで、今までに経験のないことで新鮮な感じである。

旅慣れているはずの参加者たちも初めてのことのようだ。 
 やがてデルフトに到着。身支度を整え、松見さん以下ペンギングループは出発。我々は、昨日訪れ損

ねた「Koninklijike Porceleyne Flies(ポーセリンフレス社)」に寄り、デルフト焼きを鑑賞。停泊地から

自転車で約３分くらいのところにあった。入館料は 2.5 ユーロと書いてあったが、どう言うわけか、創

業３５０年を記念してか 3.5 ユーロを取られた。店内の工房では、絵付けの実演も見られ、デルフト焼

きの歴史なんかも理解できるように展示されている。即売コーナーに入ると（ここは入館料を払わなく

ても入れる）、陳列台にディスカウントの商品も並んでいる。日本語の説明もあったが、通常「キズ物」

と書かれるところに「二級品」と書かれている。ちょっとニュアンスが違うね。ところで、二級品とか

かれているにも関わらず手が出ないのは私だけ？まあ、欲しい物が無かったということにしておこう。 
 一旦 AVANTI に戻り、キャプテンと昼食の落ち合い場所を再確認して、ロッテルダムに向け出発。

「Rijn Schiekanaal(ラインスキーカナル)」を下流に沿って向かう。思い出したが、昨日ロンドンの手

配会社の女性に教えられたカナル（運河）名は間違いであった。あまりのいい加減さにあきれるも、ア

ムスの男性のサポートに改めて感謝する。 

本日の内容は濃いぞ！ 
目指すは「Rotterdam(ロッテルダム)」。しばらく川沿いを走行し、やがて広い野っ原道に入る。少々

マニアックだが、かつて映画「大脱走」でジェームズ・コバーンがこんな自転車で、ヨーロッパの田舎

道を悠然と逃走したシーンの風景とダブリ、感動を覚える。でも、考えていたルートとは少し違ってい

るようだ。しかしここで慌てると、皆さんに不安を抱かせる。多分遠回りにはなるが、目的地に近づい

てはいるので、そのまま進行することにする。やがて、広い交差点に出たので、道を尋ねる。予定のル

ートより少々西寄りに走っているようだ。ここで、どじな私は左に向かうところを右に向かってしまう。

要は、ロッテルダム市街の「Schiedam(スキーダム)」という地域の環状線のような幹線の左右を間違っ

ただけで、目的地までの走行距離は変わらないのだが、やはりみんなには黙っておくことにする。後は

地図に合致しているので、楽勝だ。予定の 11 時 30 分少々前に落ち合いポイントの「Cool haven」と言

う同じような船ばかりが停泊している船溜まりに到着。 
ここまでの走行距離20.63ｋｍ。まだAVANTIの姿が見えないので、自由行動のため一旦解散したが、

直ぐに多河夫妻が近ずいて来るAVANTI を見つけ、戻ってきた。船首には、午前中をクルーズと洒落込

んだ中村さんと中川さんが手を振っている。ほぼ時間通りに接岸。船上で昼食となる。メニューは予想

通りの朝食と同じ内容。それにミネストローネのような野菜スープが付いた。少々塩辛かったがやはり

温かいスープはうれしい。今頃、松見さん以下ペンギンさんはどうしているだろう。今日はお天気もい

進入 
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いから先ずは安心だが・・・。 

国際交流は「オランダ坂に雨が降る～」 
食後から出発までの間、中原旦那の国際交流が始まった。キャプテンのお母さんにオランダに因んだ

歌として「オランダ坂に雨が降る～」なんて、私の世代では知らないような歌を口ずさみ、一生懸命覚

えさせようとしている。もちろん、周りは大爆笑！13 時。クールハヴンを出発。オランダ第二の都市で

あり、斬新な建築群が目を引く世界 大級の港湾都市であるロッテルダムを後にし、 もオランダらし

い風景でもあり、今回の旅行のハイライトでもある「Kinderdijk(キンデルダイク)」を目指す。 
 ところが、方角は合っているのだが、キンデルダイクと言う標識は中々現れない。つまり町ではない

から出て来ないのだ。地図では、その手前の「Krimpen a/d Lek」と言う地域と行き先が合致するので、

それを目指すことにする。途中行先を見失ったが、地元の人の説明どおり走行すると、確かにマニアッ

クともいえる白鳥も共存する静かな住宅街を通過。やたら年寄りが多いのは、この辺りは老後を過ごす

ための地域？街を抜けたところにいきなり「渡船場」が現れた。キンデルダイクへの渡船場に間違いな

い。 
 渡船は、絶えず往復している。片道は約４分。接岸と同時に乗客や車が順次降りてくる。それと引き

換えのように我々も一斉に乗り込んでいく。渡船料は自転車と人で片道 40 セント。10 回 3.6 ユーロの

回数券があり、11 名のグループとわかると回数券と一枚の個札を切って４ユーロとなった。渡船料はそ

の僅か４分の間に全員から徴収しなければならないので、徴収員も大変である。しかし渡船の雰囲気や

距離や徴収システムは、日本の「尾道～因島」の渡船とそっくりで、郷愁を覚える。 

世界遺産の「キンデルダイク」 
14 時。ようやくキンデルダイクに到

着。キンデルダイクとは「子供堤防」

と言う意味を持つ美しいポルダー（干

拓地）で、19 基もの風車のある風情は、

ユネスコの世界遺産に登録されている。

現在は機械にとって代わられているが、

1740 年代よりこれらの風車は排水用

として、 近まで上段の運河まで水を

汲み上げていたのである。入口から一

番手前（と言っても 200ｍ程ある）の

風車が、見学用に開放されている。入

場料は 2.5 ユーロ。中は４層に仕切られ、中心は勿論風車のギアの心棒が納まっている。一階が台所と

リビングで往時の生活用品も展示されている。中には調理用具も有りもちろん鍋もある。そう、正に「ダ

ッチオーブン」。ダッチとはオランダ人の通称で、近年アウトドアでもてはやされている「ダッチオーブ

ン」とは、元々アメリカの西部開拓時代に、オランダ人の入植者が使っていた便利な万能鍋がダッチオ

ーブンだったのだ。 
2 階と３階が居住区となっている。４階は何もなく、屈まなければならないほど低く、窓も小さい。

急な梯子のような階段を上り下りする苦労が窺える。ここは観光客は多いのだが、自転車を利用してい

る人は非常に少ない。徒歩では端まで見に行くのに苦労をするだろう。そこで、我々は「ダッチ気分」

で、誇らしげに颯爽とキンデルダイクを走り回る。 後に出口手前でみんなの走り抜ける雄姿をビデオ

に納めるため、先回りして撮影。みんな機嫌よく走り抜けるも、当方を待っていてやろうと言う奇特な

方は一人もおらず、慌てて全力で追いかけることになる。 

キンデルダイクの風車群 
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ゴーダはハウダ 
15 時 30 分頃に復路の渡船に乗船。後は本日の落合場所「Gouda(ゴーダ)」へ走行開始する。ゴーダ

はオランダ人の発音では「ハウダ」と聞こえ、以後道を訊ねる度に戸惑う。直ぐにゴーダへの標識が現

れ、安心して突き進む。途中広い通りに出たが、標識がないので素直に直進。大丈夫かな?と思っている

と突然、道が未舗装路になっている。まさか・・・・。近くの人に聞いてみると、確かにルートを間違

えているらしいが、ここまで来たからには、この未舗装路を走り抜けたほうが良いとの事。その言葉に

従い走り出すと、行けども行けども舗装路は現れず。延々１～２ｋｍは走ったんじゃないかな？とにか

くそれでお尻が一層痛くなった。やっと舗装路に入りしばらくすると、ゴーダに続く幹線「N207」と

交わった。途中、GS で休憩をするが、ここで店員より日本のどこかでマグニチュード 7.5 位の大きな

地震があったことを知らされる。しかしそれがどこか判らない。みんなも心配顔である。携帯電話で自

分の家に連絡をしようとしたが、現在 17 時。日本では夜中の午前０時で、案の定、小学生を抱える我

が家は寝静まっているらしく、いきなり FAX に切り替わってしまう。と言うことは、まあ京都は大丈

夫と言うことか。と安心する。 
 気を取り直して、再出発。残り 10ｋｍ程だ。幹線に沿ったり住宅街を抜けたりと紛らわしいルートで

ある。しかも向かい風。中村さんが当初から懸念されていた、自転車の大敵である。この季節は北から

の風が吹くため北上は大変苦しいものとなる。そこへ平均時速 20ｋｍ前後で走っていたため、女性の人

達には一層辛いものとなってしまった。自転車素人のわたしゃもっと辛い。ようやくN207 とN228 と

が交わるロータリーに到着。この先の橋を越えて左に曲がれば、AVANTI が見えてくるはずである。停

泊地の名前は「Hollandse Ijssel」18 時丁度に到着。ほんの少し前に松見氏以下ペンギンさん一行が着

かれていたそうだ。松見さんもルートを間違われたみたいで、80ｋｍ以上走られたそうだ。その距離で

この時間に着いたのなら、走りっぱなしだったんじゃないかと推察される。でもそれにしっかりと付い

て来られた７５歳の村木さんはたいした人である。 
夕食までにまだ間があるので、散歩に、シャワーに、街へひとっ走りに、デッキでくつろぐ人など思

い思いに過ごす。夕食にはまた２時間以上を費やして、日の暮れを楽しみながら過ごす。メニューはシ

ュニッツェル、所謂カツレツである。少々塩辛くせっかく持参したとんかつソース掛けるが余計に辛く

なってしまった。他に生ハムと珍しくグリーンサラダが出た。どうやらオランダでは生野菜は貴重なよ

うだ。デザートにはクリームパフェ。傘がさしてあるのでトロピカル風（？）。やっぱり主食はジャガイ

モでした。本日の走行は合計 68ｋｍ。 

５日目 先ずはゴーダを観光 
５月 27 日 午前５時に目覚める。ダイニングで時間を過

ごし、朝食を待つ。毎朝７時に頼んでおいた朝食時間はい

つも７時 15 分過ぎとなっている。欧米人はのんびり屋と

でも理解しているのか、誰も文句も言わずに待っている。

カリカリきているのは私だけか？ いつもの朝食メニュー

でお腹を満たし、９時に船を出発。ゴーダの旧市街を見学

に向かう。ここでは、「赤いライオンの風車」が有名なのだ

が、行って見てみると何も赤くない。どう言うこと？良く

観察してみると、風車の入口らしきところに家紋が掲げら

れている。そう、家紋には赤いライオンがあしらわれてい

る。そういうことなんです。 
 ６月から８月の毎木曜日、人気の「チーズ市」の開かれ

ゴーダの旧市庁舎前にて 
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るマルクト広場の中央に立つ「市庁舎」前にて全員で記念写真大会。やっぱり合図は「ハイ、チーズ」

かな？（くっさ～）その後、「Grote of St.Janskerk(聖ヤンス教会)」を訪問。うっかりすると見落とし

てしまいかねないほどの小さな入り口。1.9 ユーロの拝観料を寄進して中に入るとそれはもう荘厳な大

伽藍が静かに迎え入れてくれる。70 枚にも及ぶステンドグラスは必見である。所々細工を詳細に見せよ

うと望遠鏡が置かれている。パイプオルガンも鳴り出し重厚な雰囲気に拍車がかかる。出入口の売店で

は、教会にまつわる商品が販売されている。絵葉書にローソク、ワインまで売られている。この教会の

全景が描かれている「トートバッグ」もある。値段は 2.5 ユーロ。あまりの手頃さに購入するが、価格

なりのちゃちなつくりであった。教会を後にし、本日の目的地「Uithoorn」に向け出発する。先ほどの

マルクト広場を通りかかると、市庁舎の横壁のからくり時計が 10 時を告げている。 

運河（カナル）と閘門（ロック） 
この辺りは旧市街地に当り、狭い地域だがすっぽりとカナルに囲まれ、城塞都市を思わせる。そこか

ら広い市街地を抜け「Breevaart 運河」を目指す。途中、水面の高低差を是正するための「Reeuwijkse 
verlaat」と言う「閘門」があった。今正に 20 人程の観光客を乗せた船が閘門の中で注水を受けている。

[Reeuwijk]はこの先あたりの地名で、たぶん[verlaat]とは閘門を指す言葉であろう。因みに[~se]は[~の]
と言った間接語と思われる。 
 水路の高低差の是正のシステムは、低い所から高い所へ移る場合、二つの水門があり、高い方の水門

が閉ざされており、船はその際まで進み停止する。そして低い方の水門が閉ざされ、高い方側から注水

を受ける。やがて水門と水門の間の水面が、高い方と同じ水位になると高い方の水門が開かれ、船は高

い方の水面へと動き出せるのである。逆に高い方から低いほう方へ移るには、開かれた高い方の水門か

ら入り、閉ざされた低い方の水門の際で待つ。やがて、高い方の水門も閉じられ、水門と水門との間の

水は低い方の水路に排水され、低い水路と同じ水位になったとき、低い水路側の水門が開かれるのであ

る。しかし、これは別に珍しいものではなく、イギリスの湖水地方の運河では随所に見られるし、もっ

と大掛かりなものであれば、パナマ運河にも見られるシステムである。 

自転車屋の策略（？） 
程なく、左手に「Breevaart 運河」。右手に広大な「Reeuwijkse Plassen(湖)」を見渡せる自転車専用

道路の真っ直ぐな馬の背のような一本道が現れた。並木を擁するこの道の走行は爽快感溢れる気分の良

いものとなった。やがて、湖が途切れ右手に建物が現れた。当初から、サイクリングウエアの購入を希

望されていた中原・木下両旦那が「自転車屋」らしき店舗を見つけ全員で立ち寄る。ただ松見ペンギン

グループは、ここより別行動を取られ、先行される事になった。女性３名がおられるので、少しでも距

離を稼がれるためであろう。残念なことに「自

転車屋」らしき店は「船具店」であった。それ

でも我々には珍しい物で、店内をうろついて、

道草を食うことになる。 
しかし、この先直ぐのところで本物の「自転

車屋」を発見！とその時、木下さんの奥さんの

タイヤが釘を拾ってパンク！「自転車屋」を前

にして・・・少々出来すぎた話ではないかと冗

談交じりに笑いあう。パンクが修理されるまで

のひと時、店内をうろつく。ところで自転車の

修理は、天井から吊り下げた状態で行われてい

る。これなら、日本のように屈んだり、座り込

パンク修理風景 
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んだりせず、立ったままで効率のよい作業が出来る。そのことに中村さんの「欧米人という者は、楽を

するためには何でも考え付くものやなあ」と言われた言葉に頷く。中原・木下両旦那は念願のサイクリ

ングウエアを値切った末にペアで購入。ペアって、普通は奥さんとするものじゃないの・・・？伊原さ

んと私は慣れないサドルの痛みを軽減するべく「ジェルサドルカバー」を１９ユーロで購入。しかし、

痛みきったお尻には効果なく、むしろ厚みで高さが増した分余計に痛く感じられるようになってしまっ

た。「ジェル」は、痛む前に使用してこそ効果が発揮される物だったのだ。 
再出発前に、松見氏より「この先、道が判りにくくなっているので注意するように!」とのありがたい

電話連絡が入った。そのやりとりの 中にメモっていた地名を見て、店員がわざわざ地図を書いて、正

しいルートを教えてくれた。確かに間違えそうな地形ではあったが、松見氏と店員のおかげで何とか通

過できた。途中、自転車道の標識を確認するも、本日のルート上に出てくる「Leimuiden（ライムイデ

ン）」は出ていない。まだ先過ぎるのだ。その手前の「Alphen a/d Rijn」はあった。とりあえずそこを

目指す。「Bodegraven」と言う街で「N207」にぶち当たるが、自転車道が判らない。間違って自動車

専用道に入ろうとしてしまい、後ろから来た車に注意された。しかし、その後方に車が並んでも、クラ

クションを鳴らされることもない中で、運転手は正しい道を教えようとしてくれる。ただし、オランダ

語で・・・。 
少々、辺りを徘徊した後、橋を渡ったところに自転車道の入口を発見。ようやく軌道に乗る。右手に

幹線。左手に「Gouwe 川」を見ながら、間もなく「Alphen a/d Rijn」。松見氏より駅前に着いたとの連

絡が入った。線路を越え「N11」の交差点を左折して、市街地に突入。松見氏の連絡時より 15 分遅れ

で待ち合わせた駅前に到着。我々のために、松見氏が中華レストランを探しに行って下さっていたが、

開いていなかったようだ。いずれにしても 15 名が一度に入れるような店は望めないと言うことで、と

りあえず中心街へ行き、そこで食事のために 13 時まで自由行動にしようということになった。 

これこそオランダ料理だ！多分・・・ 
我々のグループは自転車を置いた直ぐそばの運河沿いのオー

プンテラスのレストランを利用することにした。レストランは

３軒並んでおり手前は中華の「香港城」。奥は見なかったが、真

ん中のイタリアンらしき店の表のテーブルに陣取る。相も変わ

らず先ずはビール。英語の通じにくい高校生位のアルバイトら

しき店員にメニューの料理を指し示す。本当に適当に選んだ。

メニュー内で理解できるのは材料で、チーズやハムや野菜そし

て調味料などである。しかしどのように調理されて出てくるの

か予測もつかない。出て来たのは、前述の材料がサラダ風に混

ぜ合わされ、パンの上に載せただけのようなものであった。ま

あ、これはこれで美味しかったけど・・・どう見ても手抜き。

いかにもオランダの家庭料理らしい内容だ。ところで隣の中原

／木下両夫妻は、オムレツと揚げ物が出された。正解だ。メニ

ューを良く見ればよかったと後悔する。特に中原旦那がオーダ

ーした揚げ物は、「「Kroket(クロケット)」。要はクリームコロッ

ケのことで、オランダで比較的ポピュラーな人気の料理である。

中原旦那は、その一口大の大きさのコロッケにオランダ国旗の

ついた爪楊枝を一本ずつ立てて、食べる前に記念写真。私もご

相伴に預かったが、なんと一つ一つが違う味付けで、クリーム

もあれば芋もあると言った内容であった。ほかで食事を終えた
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松見ペンギングループもお茶を飲みに合流。すぐ際の運河では、ひっきりなしに船が航行していく。こ

ちらから手を振れば，大概返してくれる。時間はゆっくりと流れる。 
13 時過ぎ。全員揃ってアルフェンを出発。「Ｎ207」沿いを北上しようとするが、またしても道を誤

る。素直に道なりに進めば良いものを西に向かってしまい、５分以上も走ってしまった。途中松見氏が

気付き、忠告して貰えなければ、またゴウダに戻っているところだった。慌てて引き返し再出発。14 時

15 分ライムイデンの街で西に向かい、初日に通った「Westeinder plassen」の今度は南岸を走行。次の

ポイント「Kudelstaart(クーデルスタッド)」を目指す。走行中、目指す地名を忘れないよう『食うで(寝)
る所に住む所、パーイポパイポ…』と呪文のように唱えている自分に気付き、一人笑い。クーデルスタ

ッドに到着して、記録を付けていた浦瀬さんにここの地名の覚え方を教えると、笑いを取ることが出来

た。 

鴨捕り権ん兵衛 
ちょうど湖から右折する地点が、ヨットハーバーを望める小さな公園のような所で、水際には沢山の

鴨が群れ泳いでいる。側にベンチもあったので、しばし休憩。14 時 40 分。中川さんが昼食時に、鴨の

餌付け用にと持ち出していたパン屑で餌付けをはじめる。餌で釣って岸辺に上がらそうとするが、なか

なか上がっては来ないものである。しかし横のベンチでは、中原さんの奥さんが、船から持ち出してい

たワッフルを撒くと、鴨は上がってきたのである。これはただ、パンと甘いワッフルとの違いだけだろ

うか？ 
15 時丁度、休憩を終え出発。少々迷いながらも予定のルートに乗ることが出来た。そのルートは大回

りながら、明日走行する「アムステル川」沿いを行くもので、「Uithoorn」へ直接向かう標識で表示さ

れた道から外れるルートである。標識を見て、違いに気付いた多河旦那が、大声で注意を促す。慌てて

説明に戻るが、すっかり信用を無くしてしまっている。クスン・・。 

とうとう最後の街 
「Uithoorn」までは川沿いを走るため、迷う所もなく快

適に走行。と後方を見ると 15 台の自転車の後ろには何台

かの車がついている。クラクションのクの字も鳴らないの

で、まったく気付かなかった。対向車が無くなると我々を

抜いていくが決して無理のない、我々に恐怖心を与えるこ

との無いやさしい抜き方であった。やがて「Uithoorn」の

街に到着。賑やかな通りを抜け、停泊予定地の

「Amstelhoek」に近づく。途中で、店舗前にハイネケン

のパラソルとテーブルをしつらえたパブを発見。後ほど立

ち寄るためにインプットしておこう。15 時 40 分。予定よ

り 20 分早く、停泊地に到着。AVANTI は既に我々を迎え

入れるように待っていてくれた。本日の総走行距離約 52
ｋｍ。 

AVANTI とも今宵が 後の夜となるのである。停泊地の

岸側は散歩道になっており、ベンチもあるので船内でくつ

ろぐより、外のほうが手足を伸ばしてくつろげそうである。 
夕食までの間、皆さん思い思いに散策に出かける。中原・

木下両夫妻は自転車で出かけ、他は徒歩で街を散策。この街は建物は新しく、小さいながらも近代的な

ショッピングモールもある。私もスーパーに出向き、お土産用の食料品などを買い込む。さすがにオラ
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ンダはインドネシアを植民地にしていただけに、ナシゴレン（焼き飯）やミーゴレン（焼きそば）など

のインドネシア料理もポピュラーな料理として、パックになって並んでいる。オランダの「インスタン

トラーメン」もあり、カップ麺も含めて買い込む。 

やっぱりビールは冷えてなきゃ・・・ 
ショッピングモールでは、多河夫妻と出会う。奥さんが「ほら、ほら!」とハイネケンの６缶パックを

見せてくれる。う～ん！キンキンに冷えている。今回の旅行中、こんなに冷えたビールに出会ったのは

初めてである。AVANTI では、冷蔵庫の容量が小さいのか、 初から４～５本で冷えたのは品切れとな

り、後は常温のビールとなる、冷えているほうでもワクワクするほどのものではない。行く先々で飲ん

だ生ビ-ルでさえもこれほどには冷えていない。喉が鳴る。奥さんが１本進呈してくれ、奥さんも１本そ

の場で缶を開け一気に飲みにかかる。エッ、いいの?こんな酒場でもない公共の場で酒を飲んじゃって・・・。

欧米じゃ捕まるんじゃないの？そんなことお構い無しに多河夫妻は冷えた喉越しを楽しみだす。えーい、

毒喰らわば皿まで・・!うまい!これこそハイネケン！中川さんも現れ、糖尿を病みながらも、冷えたビ

ールには勝てずご相伴に預かることになる。 
のんびり一人でのAVANTI までの帰途、到着時に目を付けておいたオープンエアのパブに差し掛かる。

中村さんと待ち合わせをしていたんだが、他に井原氏と松見さんもおられ楽しそうに談笑されている。

私も一旦建物の方の店内に入り、ミニスカートのセクシーなお姉さんに生ビールを注文。3.7 ユーロを

支払い、グラスを手に外のみんなのテーブルに向かう。その内中川さんも合流。話は多岐に渡ったが、

会話の情景をビデオに収めていると、少々H な話題も録画してしまった。編集のときカットするのは邪

魔臭いやろうなあ、と思いつつセクシーなウエイトレスをズームで追う。 

最後の晩餐 
午後７時より夕食。内容は、ロースとビーフにポテトグラタン、チキンのチーズ包みにサラダ。デザ

ートはアイスクリームであった。 後の晩餐である。そのせいか、普段より一段と長く賑やかな夕食に

なったような気がする。食後はキャプテンの家族も交え、 後の夜を楽しむ。国際交流は勿論、中原旦

那の領域だ。中原夫妻は、若妻ヴィムに梅干をチャレンジさせている。お母さんは何事も無げに味わっ

ているが、やはり若妻ヴィムは苦手のようだ。そのうち日本から持参したカップ麺までが出てきて、お

箸の使い方の指導まで始まった。 
キャプテンも加わり、今度は酒の飲み比べ。糖尿病みの伊原・中川組が持参した焼酎を勧めると、キ

ャプテンからはお返しにオランダの蒸留酒「ジュネバ」が出てきた。「ジュネバ」は、匂いにかなりクセ

のある強い酒である。又、キャプテンは「梅干」のお返しに、「一口春巻き」と言えるような揚げ物を持

ってきて、食べろと勧めてくれた。春巻きの中身は挽肉で、かなりの量の香辛料で味付けされており、

辛い物好きの私でさえ一声唸ってしまった程で、これまでの４日間の走行で痛めつけられた私のお尻は

これで決定的なダメージを被ったのである。 

６日目 別れの朝 
５月 28 日。とうとう、走行 後の日となった。多河旦那のから、キャプテンに感謝の気持ちを込め

てチップを集めたらと言う意見が出た。普段、何も意見めいたことを口にされない多河旦那だが、こう

いった場合の欧米のしきたりを良くご存知で、結構海外経験が多いんじゃないかと推察してしまう。何

はともあれ、皆さんに趣旨を説明すると、全員快く賛同してくださり、一人５ユーロ、合計７５ユーロ

が集まった。その際ついでに、滞在中の飲み物の清算した金額も徴収。朝食後にキャプテンに、先ず飲

み物の清算を済ませ、みんなからの気持ちとしてチップを進呈する。するとキャプテンは澄ました顔で

一言「Julia(ジュリア)へ」。みんなからは喝采が上がり、生後８ヶ月のジュリアのもとにみんなが集まる。
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ジュリアはキャプテンとヴィムの初めての赤ちゃんで、我々のアイドルだ。旅行中も中原・木下両夫妻

はお孫さんとダブるのか、ジュリアがダイニングにいる間は構いっ放しであった。 
いよいよ 後のサイクリング走行の出発である。キャプテンとは、初日に落ち合った桟橋に 11 時 30

分に落ち合うと言うことを約束して出発。中村さんはこの 後の行程をクルーズで洒落込むとのことで

残られる。 

まだまだ走りたい 
目的地までは、約 20ｋｍ。天気も良く晴れ晴れとした気持ちでペダルを踏み始めるが、もう、この旅

も終わりかと思うと、先へ行けば行く程ペダルが重く感じ出した。まだ、走っていたい。もっと走りた

い。もっとこの国の色々な所を走ってみたい。そんな気持ちがペダルを踏む気持ちに伝わり重くなるの

だ。確かに今日の走りはじめは平均 17ｋｍ位だったが、終わりに近づくと 14ｋｍ位に落ちていた。こ

の国でのサイクリングを終えるのが勿体無いような気がしているのだった。 
今日のルートは、すべてアムステル川沿いのため、道の間違えようは殆どない。先行した松見ペンギ

ングループに「リーカー風車」で追いつく。ここには、「レンブラント」の彫像があり、観光客も結構訪

れている。「リーカー風車」にも観光客は目を奪われているが、今までの道中やキンデルダイクでの風車

群を見てきた我々の目には、何でもない風景となってしまっている。普通のヨーロッパ旅行では、「リー

カー風車」はアムスの数少ない観光風車の一つであろう。しかし我々は違う！色んな風車を見てきたの

だ。それも自分の足で・・・・。ここにお座なりの旅行とは違う部分を発見する。これが今回のサイク

リングツアーの醍醐味だったのだ。 
次のポイントの「マヘレの跳ね橋」も何のことはない。跳ね橋自体、眺めるだけではなく、借り切っ

たAVANTI で朝食を摂りながら通過した初めての日本人となっていたので、跳ね橋自体は珍しくも何と

もないのである。走行中、色んな場面が脳裏によみがえってくる。特に家屋の綺麗な庭の草の匂いと水

路の水の匂い。風車のある壮大な風景とそこに流れる風の音と感触。勿論牧場に付き物の堆肥の匂い。

車の窓ガラスを透さないで見る実際の色彩。クルージングを楽しみながら摂った朝食の味。そう、人間

の身体の「五感」のすべてを堪能させてくれたのだ。これらのすべてが通常の旅行なんかでは味わえな

い自転車ならではの旅なのだ。やっぱりサイクリングっていいなあ。そんなことに気付いていくうちに

まだまだゴールしたくないと言う感情はますます募っていく。 
とうとうアムス市街でも賑やかな中心部に入ってきた。大きな通りでは自転車道も車と同じで左右に

分かれての一方通行となる。我々はそれに気付かず逆走してしまっている。もうどうしようもないが、

逆だと交差点を渡るにも自転車用の押しボタンがない。仕方なく左右関係のない歩行者用の信号に従う

ことになるのだが、大きな通りを渡る場合、途中で信号が変わることが多い、人に比べて嵩張る自転車

は注意しなければならない。しかし、肝心なことは一方通行を守ることである。 

走行終了 
10 時 45 分。桟橋に到着。走行距離約 22ｋｍ。予定よりかなり早く着いてしまった。AVANTI の到着

迄まだしばらく時間があるので、松見ペンギングループは近場を走りに行かれた。中原・木下両旦那は

自転車の解体を始める。私も、皆さんの許しを乞い、すぐ隣に見える海洋博物館を訪れる。そこには 1800
年代の軍艦（帆船）「アムステルダム号」が復元され展示されている。学生の頃から「海洋帆船小説」を

読みふけっており、是非一度原寸大の木造軍艦の外観と内部の情景を目にしたいと思っていたのだ。し

かし、あまり時間が無いので、10 分だけと心に決め、チケットカウンターに並ぶ。前は二組だけだった

が、先頭は学校団体の支払いをしているらしく、かなり時間を要した。すぐ前は３人の親子連れだった

が、家族割引の手続きをしだす。この時点でタイムオーバー。25 年間憧れていた思いを諦め桟橋に戻る。 

アヴァンティとの別れ 
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やがて手配しておいた観光バスが到着。大型にも関わらず、前進でこの埠頭の奥まで入ってきた。大

丈夫かな？ 出られるの？と思っているとガイドの女性が降りてきた。AVANTI がなかなか現れないの

でやきもきしたが、なんと 11 時 30 分丁度に姿が見えた。遠めに船首に立つ中村さんの姿が見える。ま

るで船長のようだ。程なくAVANTI は桟橋に接舷されたので、全員荷物を取り出しに乗船。レンタルの

自転車もこの時に返却。私の自転車のブレーキ

レバーは折れたままである。次の人に貸し出す

までには気付くだろうか？ 荷物を運び出し、

バスに積み込む。引き返してキャプテンに別れ

を告げる。来年も来るからと約束し、 後に彼

の愛犬のアリーに別れの挨拶。アリーは大柄の

シェパードで大変おとなしい賢い犬である。実

際この５日間、一度も彼の吠え声を聞いたこと

がなかった程である。頭を撫ぜ、喉を擦ってや

り「good bye」と一言だけ・・・。 
松見ペンギングループと井原氏は自前の自転車なので、荷物をバスに積み込んだ後は夕食まで観光走

行の予定だ。今夜は 後の夜なので、全員揃って夕食を摂ることになっており、19 時には戻っていただ

くよう確認しあって見送る。他の方は、バスに乗り込みホテルへ直行。バスはやはりＵターンできず、

バックでそろそろと出口に向かう羽目に陥っている。 
バス乗り込み組の宿泊先は「Minotel Terminus Hotel(ミノテル ターミナス ホテル)」で、場所は

あの有名な「飾り窓」地帯の目と鼻の先にある。アムスこのクラスのホテルは、入口は小さいながらも

中は迷路のように廊下が延び、部屋数が意外と多いのが特徴である。もともとは小さなホテルであった

のが、隣の建物を順次廊下で繋ぎ合わして行くうちに現在のような規模になっていったのである。アム

スの街は全体が日本で言う「風致地区」のようなもので、建物の外観は勝手に修理さえも出来ない。行

政の許可なしに工事を行おうものなら、修復させられる。その上罰金まで。つまり元々の工事費＋罰金

＋修復費の３重の経費が掛かるのである。そのためホテルは隣接した建物を購入しても外観を変えずに、

内側で建物の仕切りが取り払われて繋がっていくのである。 
ホテルのチェックインをガイドにアシストしてもらうが、フロントでは時間が早いので予約していた

５室の内まだ２室しか部屋に入れないと告げられる。後は 15 時以降とのこと。何？手配の時点では 13
時にホテル到着として依頼しているのだから、どうしてそのようになってないの？出来ないならどうし

て前もって言っといてくれないの？皆さんは仕方が無いと言うことで、２室に分かれて荷物を置きに行

って頂けた。後ほど徒歩で観光しようと言うことで 14 時にこのホテルのロビーで待ち合わせる。 

チップはせがむものじゃないだろ！ 
松見ペンギングループと私は「Avenue(アヴェニュー)hotel」。ここから徒歩で 10 分位の距離にあるホ

テルが宿舎である。どう言う訳かこの時期非常にホテルが混んでおり、僅か 15 名と言えど一つのホテ

ルにまとめることが出来なかった。バスでは僅か３分程度である。松見さんたちから託された荷物をガ

イドと運転手との３人で協力して運び込み、ラゲッジルーム（荷物預かり部屋）に預ける。そして残り

全員分のチェックインもせず、ガイドが少々早口で「私(「わたし」ではなく「わたくし」)どもはこう

いった仕事をした場合チップを頂くのが習慣となっております」と、堂々と言ってのけるのである。欧

米、特にヨーロッパでは料金とは別に何かに付けてチップを支払うのは常識であるし、それ位はわきま

えている。そもそもチップとはそれに値するサービスを受けて初めて発生するものである。先程のホテ

ルで３室も未だに入室できない状態のままで、チップに値するサービスを行ったと思っているんだろう

か？その上今回の契約には「Tip included」と明記されているので、その旨をはっきりと告げる。第一
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こんな程度のサービスにチップを２重に支払う気持ちは更々無い。契約書を確認した彼女はあっさりと

引き下がった。 
自分の荷物を部屋に運び込むが、待ち合わせの時間に間に合わないのでシャワーは諦め、サイクリン

グの服装から普通の服装に着替えるだけにして、ターミナスホテルへと急ぐ。走ったせいか、汗びっし

ょりになっていた。みんなで大きな通りに出て昼食を摂るためのレストランを物色。どうしても麺類が

食べたいと言うことで、イタリアンレストランに飛び込む。丁度 10 人分の席が空いたところだ。先ず

はビールを注文し、料理は４種類のパスタ料理と３種類のピザを注文し、みんなで取り分けて食べるこ

とにした。しばらくパンとポテトが続いていたので、一層美味しく感じられる。店主がやってきて宣伝

をしてくれと言わんばかりに名刺をいっぱい差し出してきた。と言うことで店の名前は「Ristorante 
Karales」で、賑やかなDamrak（ダムラック）通りに面している。 

トラム（路面電車）に乗ろう！ 
食後は、観光としてどこに行くか？オランダと言えば「ゴッホ」でしょう。と言うことで「ゴッホ美

術館」へ行くことに決定。松見さんから「トラム」の「Strippenkaart(ストリッペンカールト)」と呼ば

れる回数券をも貰っていたので、それを利用させて頂くことにする。地図を見ると、ダムラック通りよ

りもう一本西のNieuwezijds 通りの方がトラムも乗換えが無いので、そちらへ移動する。人に聞くとト

ラムの番号「５」「２」に乗ればいけるそうだ。乗り場へ向かう途中、レンタルサイクルの「イエローバ

イク」があったので立ち寄る。こちらが日本人と判ると日本語の説明書を見せてくれた。１台１日８ユ

ーロ。２時間なら５ユーロ。そして任意保険代として２ユーロ掛かる。勧められるが、散々乗ってきた

ので断る。 
トラムの回数券は 15 枚つづりであるが、１回の乗車に２枚必要（料金はゾーン制で、全部で５ゾー

ン迄あり、同じゾーン内なら２枚だが他のゾーンにまたがる場合は 3 枚となる。因みに市街の観光名所

は大概セントラルゾーン内である。）で、結局 1.4 ユーロの３名分を乗車時に運転士に支払うことになっ

た。車内は非常に混みあっているが、奥に詰めてやろうと言う奇特なオランダ人はおらず、なかなか乗

車しきれない。何とか奥へ押し詰めてようやく全員乗車。出発と相成った。地図を片手に通過点を確認。

間違いなさそうだ。程なくトラムは「ゴッホ美術館」前を少し過ぎたところで停車。我々がサイクリン

グ初日に昼食を摂った辺りだ。平日のせいか、入口は空いており待たずに入館できた。しかし、中は結

構たくさんの人が入っている。多河さんの奥さんは日本語用オーディオガイドフォンを借りて館内を見

て回っておられる。こんなところ１時間少々では全部を見て回ることは不可能だ。 
16 時 30 分。出口で再集合し、トラムを使って元の付近に戻る。実は、埠頭からホテルに向かうバス

の中で、「露天市」が見えていたので、そこにも行こうということになっていたのだ。ところが場所がわ

からない。散々歩いて地図で目星を付けておいた「計量所」近くの「Nieuwmarkt（ニーウマルクト）

広場」に行ってみると、開かれていない。３～４店舗程度の露天の食料品売りはいるが、バスから見え

た沢山の賑やかそうな雰囲気ではない。やはり違う。しかし、結構くたびれて来たので、一旦ホテルへ

戻ろうと言うことになった。ホテルまでの道すがら近道と思われる路地に入ってみると、大きな窓ガラ

スの向こうに水着姿の綺麗な女性が立っているではないか。そんな窓ガラスのある建物が何軒も並んで

いる。そう、有名な「飾り窓」地帯に足を踏み入れていたのだ。しかし、女性方もおられるので、探索

したい気持ちを抑え早足でホテルに戻る。夕食のための再集合を 19 時で再確認し解散。私もシャワー

を浴びにホテルに戻る。 
ホテルには、既に松見ペンギングループが入室を済まされており、ラゲッジルームの荷物もちゃんと

引き出されている。さすが松見さんだ。久し振りにたっぷりお湯を使ったシャワーを浴び、さっぱりし

た気分で服を選ぶ。ペンギンの池田さんがラグビーをされている息子さんに私が似ているので親近感が

沸くとおっしゃっておられたのを思い出し、それじゃあと言うことで、ラガーメン風のシャツを着てい
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くことにした。ところで私に似ていると言う息子さんのポジションは勿論「Ｎo.８」？。訊ねると「プ

ロップ」とのこと。やっぱり・・・・ 

日本人のいない日本食レストラン 
我々の泊まっている「アヴェニューホテル」の近くに日本食レストランがあったのをバスの中から見

つけていたので。皆さんをそこへ案内する。ところがなんと残念ながら満席。別れてなら入れるのだが、

せっかくの 後の夕食なんだから別れては味気ない。諦めて他の店をあたる事にする。ところでこの日

本食レストランには日本人はいなかった。東洋系のウエイトレスや板前らしき男性はどう見ても韓国人

であった。本物の日本人で特に我侭そうな我々が店内で、あれやこれやと勝手な注文をし出していたら、

多分彼らは困惑していただろう・・・。 
我々は日本食を諦め、中華料理店を目指すことにする。またまた「飾り窓」の界隈を通り中華街に入

る。15 名くらい入れる店はすぐに見つかった。２テーブルに別れはしたが勿論隣同士である。ビールは

残念ながら「生」が売り切れで、缶ビールでの乾杯となった。料理は中原・木下両旦那が今度は間違い

なく「スープヌードル」を注文。他は多種多彩な料理を注文。松見氏は「Denhaag」で体験した「酸棘

湯」なら村木さんも召し上がることが出来るということで注文したが、あまりにも辛かった為、結局は

井原氏の胃袋に収まることとなった。 
会話の話題は勿論旅行中のエピソード。いつ果てるともなく、 後の晩餐は賑やかに続く。 

「飾り窓」地帯を探検 
夕食後、ホテルまでの道すがら、私と中村さん・伊原さん・中川さん・井原氏・多河旦那の６名は、

遠回りをして「飾り窓」地帯を探索して帰ることにする。何とも云えぬ雰囲気だ。あちらこちらに等身

大の窓ガラスがあり、時折その窓が開いて男性と値段交渉をしている。所々カーテンで閉じられている

窓は交渉が成立して、今、正にその奥で成立した契約の履行がなされているのであろう。この街の所謂

「街娼」は歴史も古く政府公認ともなっている。ゆえに勿論彼女（中にはおかまもいる）たちは、衛生

面も保障された立派な（?）納税者でもある。ひとしきりその辺り一帯を探索してホテルに戻る。ホテル

近くの橋を通りかかると、中原旦那が佇んでいる。ちょうど傍にいた伊原さんと何事かと訊ねると奥さ

んと逸れてしまったとのこと。こりゃ大変だと思い、とりあえず３人で探しに行くため、居られそうな

場所を述べ合うがみんなこれと言ったところが思い当たらない。と、そこへ奥さんが木下さんの奥さん

と共にホテルの方角から現れた。結局お互いがお互いを探し合っていたようだ。でもめでたしめでた

し・・・。アムステルダムの夜は更ける。 

７日目 さらばオランダ 
５月 29 日。モーニングコールの６時前に目覚める。着替えを済ませ荷物をまとめる。朝食は７時か

らだが早めに階下に下げる。食堂と思しき所がない。しかし，丁度７時になったところでパーテーショ

ンが開けられ、その先に食堂が現れた。ホテルの朝食は、期待するほどのものではなく、AVANTI の朝

食にシリアルや卵料理が加わった程度のものであった。まあ、ヨーロッパの朝食内容はこんなものであ

ろう。８時にターミナス組がピックアップとなっていたので、私は早めに朝食を切り上げ、ターミナス

ホテルに向かう。ホテルの近くで既にバスは待機している。時間通りに全員がロビーに集まり、荷物を

引きずりながらガイドと共にバスまで移動。道路は車も少なく静かで、昨日の喧騒がうそのようだ。あ

まりにもギャップが大きすぎる。ガイドの話では、今日はキリストの「昇天祭（毎年日にちは変わる）」

と言う祭日で、昨日はその休日前だったのだ。休みの前の日に浮かれ騒ぐのはどうやら万国共通らしい。 
バスは予定通りに発車し、ホテルアヴェニューに向かう。やがて反対車線からホテルが見えその前で、

池田さんと浦瀬さんが記念写真を撮っている。バスはこの先のどこかでＵターンするのかなと思いきや、
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いきなり運転手はハンドルを大きく左に切る。トラムの線路どころか、安全地帯まで乗り越えて道路を

横断するではないか。挙句にバスは進行方向が逆のままホテル前に横付けされて停車した。みんなある

意味で感心する。 
便利な位置に停まってくれたバスにアヴェニュー組の荷物を積み込み再び発車。バスはまたしてもト

ラムの安全地帯と線路を乗り越え横断し、元の車線に戻り空港へ向かう。およそ30 分程で、「スキポー

ル空港」に到着。オランダは山が無く、むしろ海面より土地が低いことで有名である。そしてこの空港

こそがこの国で一番低い処にあり海抜マイナス７メートルなのである。 
手分けして荷物を降ろし、チェックインカウンターへ向かう。ここでもやはり団体と雖も「個人チェ

ックイン」となっている。以前のように、添乗員やガイドが代表して団体カウンターでチェックインを

するようなことは無くなっている。しかし、このカウンター辺りの混みようはひどいものだ。ＳＡＲＳ

問題が起こる前の「関西空港」よりもっとひどい。一組ずつ順番に搭乗手続きをおこなうが、多河夫妻

以外はみんな殆どが荷物の重量オーバーである。でも係員はこちらが心配する程あまり気にはしていな

い様子である。むしろ、自転車は重く嵩張るので「ベルトライン」に乗せられないため、別の係員を呼

んで別口から運ばせるのが手間なだけであった。しかし、思っていたとおり時間が掛かった。ここから

フランクフルトまでは国内線扱いのため、搭乗までの時間も少ないので、ここでガイドに別れを告げゲ

ートに向かう。 

トイレを考える 
空港のトイレで面白いことを発見。男性用のトイレだ。小便用の何の変哲も無い便器で、ただ高さが

我々日本人にとって「屈辱的な高さ」には違いないのだが・・・・。そこで用を足そうとすると、真ん

中チョイ左よりに「蠅」がとまっている。そこで男として自分の勢いを誇示すべく、狙いを定めて「発

射！」。見事命中!ところが蠅は流されない。良く見ると、その蠅は便器に 初から描かれていたものだ

ったのだ。他の便器を覗いてみてもすべて同じところに描かれている。ナイスアイデアだ。男性心理を

うまく捉えている。後ほど知ったことだが、男性用トイレがあまりにも汚れるので清掃費用も馬鹿にな

らず苦慮していた誰かが思いついたそうだ。今ではどこの国で始まったことかは判らないがヨーロッパ

では結構広まっているそうである。 
トイレで思い出したが、アムス市内で、よく男性用の公衆トイレを見かけたのだが、それは、ただ単

に膝から上で頭位までの高さを囲っただけのものであった。足元には小便が跳ね散らないように内側に

軽く湾曲させた 60ｃｍくらいの高さの板が立っているだけである。他には何も無い。そう、「排水溝」

さえも無いのだ。ただの「溝」や「くぼみ」もない。事実「垂れ流し」なのである。 初、その見慣れ

ぬ「囲い」の下から、チョロチョロと液体が流れているのに気付き、その先をおもむろに目で追ってい

くと、男性が用を足していたのであった。結構人目につくところにあったから、日本人が用を足そうと

すれば結構勇気がいることだろうなあ。こんなトイレが堂々と街中に置かれていながら、空港のトイレ

ではあまり汚されないよう便器を工夫する。どう言うわけかオランダと言う国がチョッピリ理解できた

ような気がする。 

正体不明の「怪しい東洋人」 
ルフトハンザドイツ航空にいよいよ乗り込む。ドイツ

人のスチュワーデスが搭乗口で、一人一人にその人の国

と思しき言葉で、出迎えてくれる。私の前の欧米人には

「Good morning!」。私にはもちろん「オハヨウゴザイマ

ス」。私の後ろの人には「アニョハセヨ!」・・・・ん？後

ろを振り返ると井原氏が立っていた。 
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10 時 35 分。ルフトハンザ航空 4435 便は無事スキポール空港を出発。機内でサンドイッチを頬張っ

ているうちに11時45分フランクフルト到着。搭乗開始はまだまだなのに早めにロビーに入らされ待機。

自宅に電話を入れると子供の声、思わず涙が出そうになった。こうなったら早く会いたい。予定の 13
時 50 分より 20 分遅れてＬＨ740 便は一路関空へと飛び立った。機内食は久々の日本食。和蕎麦に焼き

鳥葱ご飯。でもあまり美味しくない。隣の席には中国系のイギリス人の青年。これがまたやたらとくし

ゃみ鼻水を連発する。食事をした後は死んだように眠っている。大丈夫かな？こいつ。私もマスクが欲

しくなってきた。 
食後の機内の上映映画はリチャード・ギアの「シカゴ」。これも全然面白くない。旅の終わりが近づく

のに心が抵抗しているようだ。寝ているようなそうでないような空ろな気分で画面を見ている。旅行中

のエピソードが想いだされ、意味の無い映画のシーンとダブって、一人思い出し笑い・・・。 

８日目 さよならダッチ（オランダ人の通称）達 
往路と逆に時計の針を７時間進めた８時 20 分にＬＨ740 便は関西空港に到着。検疫官はマスクをし

ながらＳＡＲＳの注意文を配布している。さすが関西空港、ターンテーブルでは自転車は自転車。荷物

は荷物として別々に出してくれた。輪行バッグ内の状態はどのようになっているかは解らないが、少な

くとも関空内での扱いは良いようだ。税関はと言うと、私を除いた参加者の中で一番若い中川さんで５

０歳。 高齢は村木さんの７５歳で、他の参加者も観光地ではシルバー割引をされる方ばかりで、疑わ

れるようなことは微塵も無く通り抜けていかれる。そう、我々は も健全な旅行をやり遂げてきたので

あるから堂々としている。我々はダッチ（オランダ人の通称）のようにオランダを自転車で走ってきた

んだ。それもダッチのようにカナルの船に乗って・・・。 
出口で 後の挨拶を交わす。後日の再会を約束して・・・。さよならダッチ達。 

ダッチ気分で自転車に・・・ 
ところで、フランクフルトで乗り継ぎの際、ターミナルまでのバスの中で、年配の日本人のご家族と

一緒になった。ヨーロッパへの旅行経験が多いらしく、これから「ドレスデン」へコンサートを聴きに

行かれるそうだ。中には７０歳過ぎのお婆さんも居られ、ご家族にかなり気使われながらの旅をされて

いるようだ。我々も今回の旅行の目的と成果を説明させて頂いたが、勿論目を丸くして驚いておられた。

しかし、それ以上に驚かれたのは、そのお婆さんより年配であるはずの、村木さんが元気に完走された

ことであった。多分、村木さんもオランダツアーを完走されたことに満足はされているだろうけれど、

私もそんな村木さんが、そのご家族に対して失礼ながら自慢となっているのにその時初めて気付いた。

すっかり身内意識が根付いてしまっている。 
そう、サイクリングって年齢は関係ないんだ。むしろ自転車に乗っていればいるほど、若さを保って

いられるんだ。日本に帰ったら、この経験を活かしてまた企画を起し、オランダサイクリングツアーを

もっともっと広めよう。 
 
お勧めの言葉は「ダッチ気分で自転車に乗ってオランダを走ってみませんか？」と・・・。 
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