
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



美しいけど青くないドナウ 

妹尾河馬（菱田克己） 

 サイクルーズツアーって、何？  

 それは、サイクリングとクルーズを掛け合わせた、京都サイクリング協会（以下「ＫＣＡ」）と

ヒシダスポーツ観光株式会社（以下「ＨＳＴ」）が考えた造語である。 
 川や運河を航行するクルーズ船に寝泊まりし、次の街から街へとサイクリングを楽しみながら

移動すると言う効率の良い旅の事である。 
 クルーズ船をホテル代わりに利用するので、自室のキャビン（船室）に荷物は置きっぱなし。

その日のサイクリングに必要なもの（雨具やランチ等）だけを携え、サイクリングに出発。予定

の次の街でクルーズ船と合流し、シャワーを浴びて着替えてさっぱり。クルーの心づくしのディ

ナーを堪能した後は自室のキャビンで翌日に備えて就寝する。 
 そんな旅も、既にオランダでは６回。ドイツにおいては２回、開催されている。今回は、ヨハ

ンシュトラウスの「美しく青きドナウ」の調べに引き寄せられ「ドナウ川サイクルーズツアー」

の開催となった。 

さあ、出発！  

 ２０１２年６月１５日０７：４０関西空港ターミナルビル４階国際線搭乗受付の中央案内所付

近集合。 
 参加者は、Ｎ原夫妻・Ｋ下夫妻・Ｋ谷夫妻・Ｉ腰氏・Ｎ井さん・Ｎさん・Ｍ渕さん・Ｍ見氏・

Ｓ川さん・Ｏ浦さん、そして今回初参加のＴ田氏にＨ本氏の１５名と河馬の１６名と言ったメン

バー。初参加のＴ田氏とＨ本氏以外は、今までにもオランダやドイツのサイクルーズのいずれか

か、又はその両方にご参加頂いたサイクルーズツアー体験者である。 
 先ずは、ご挨拶と簡単なご紹介を済ませたあと、Ｂカウンターのルフトハンザ航空受付へ移動。

２時間前にも拘わらず、チェックインの大半が済まされており、Ｓ川さんとＯ浦さんとの３人で

チェックインするも３人ともバラバラでその内通路側は一席のみ。いきなり３人の壮絶なジャン

ケンバトルが始まる。主催者の立場も忘れ、真剣勝負！結果、一番無難なＳ川さんがＧＥＴ！ 
 免税品（煙草）の買い物を済ませ、ゲートに向かう。窓の外に見えるのは…、Ｂ７４７ダッシ

ュ４００。まだ、ジャンボかよ。搭乗してみると内装はすっかり改装されており、エコノミーで

もパーソナルモニターが付いている。でも、座席は…狭っ！。ジャンボってこんなに狭かったっ

け？一列の３席Ｘ４席Ｘ３席は変わらないがとに

かく狭い。そんな列の真ん中の真ん中に搭乗券は

指定されていた。 
 手荷物から必要 小限の文庫本とおつまみにテ

ィッシュを取り出し着席。もとから小さめの前の

グローブボックスは必要 小限の荷物と入り口で

取った新聞でパンパン。両脇はオッサン二人。色

気もくそもない。これで１１時間か…。 
 ０９：４０の定刻に出発。機内食のあと、モニ



ターで映画を物色。先ずはディズニーの「ジョンカーター」かな。狭いのを我慢しながらストー

リーが佳境に入ってくると…、画面がいきなりフリーズ。右隣も映画は違うがフリーズしている

よう。二人してキャビンアテンデントに文句を付けるも結局直ることはなかった。こうなれば酒

を飲み尽くすのも良いが、過度の飲み過ぎは真ん中席にとって後ほど痛い目にあうので控える。

仕方なく残りの９時間を文庫本で過ごす。両隣はおもむろにパソコンを取り出し、カタカタやり

出した。当方は機内で使用することはないだろうとたかを括っていたので邪魔にならぬよう機内

預けにしてしまったのだ。 
 定刻より１５分早く現地時間の１４：２０にＬＨ（ルフトハンザ航空）７４１便はフランクフ

ルトに到着。１６：１５発のミュンヘン行きのＬＨ１１４便に乗り継ぐには搭乗時間も含めて２

時間もない。この空港はとてつもなく広い。しかもこのＢターミナルからＣターミナルへ移動し

なければならない。Ｖ字型のターミナルの根本まで歩き、階段を下りて地下通路を移動し、今度

はエレベーターをあがり、Ｃターミナルの端まで歩いて乗り継ぐのであった。 
 疲れてはいたが、搭乗ゲートの近くには無料のコーヒーメーカーがあり、ココアで糖分補給。

やがて搭乗開始となり、機内で軽食代わりのチョコバーを受け取り着席。今度は窓側だったが、

真ん中席よりよっぽどまし。しかも先ほどより結構広く快適にも拘わらず１時間程の１７：１０

ミュンヘンに到着した。 

着いたど～！  

 入国手続きはフランクフルトで済んでいるので、ここでは荷物を取り出して出て行くだけ。バ

ゲッジラウンジのターンテーブル前で、今回の現地手配を依頼したＫＵＯＮＩから係員の女性が

待機してくれていた。そこから、ホテルまでアシストしてくれる別の係員に引き継がれバスに向

かうが、この日は夕食が付いてないので空港内のスーパーでお買い物。 
 皆さん、サンドイッチや飲み物を購入。中には到着早々「お土産」を買い込み出す人もおられ

たっけ。飲み物の価格は二重表示されている。上は本来の価格で下は容器代を含んだ金額である。

購入の際は容器代を含んだ価格を支払い、空いた容器を何処の店舗でも良いから返却すれば０，

５～１Ｅが返却される。昨年来たときはこんな制度は体験しなかった。今年から？それとも自治

体による制度なんかな？いずれにしてもＥＣＯには良いよな。 
 奥にオレンジの詰まった大層な器械を発見。オレンジはバッティングマシーンのボールのよう

に針金の筒内に並んでおり、その先の下側にハンドルが付いている。脇には空のペットボトルが

置いてあり、３００ＣＣの大きさのボトルは１，５Ｅで５００ＣＣは２，５Ｅと明記。解った！

これは、件のハンドルを回すと自動的にオレンジが搾られ、好みのサイズのボトルに自身で詰め

込み蓋をしてレジで精算すると言ったシステム

だ。もちろんオレンジ１００％。日本では絶対に

無い器械だ。 
 やがてバスに乗り込み、小一時間でミュンヘン

の街はずれの「ホリデイインホテル」に到着。 
 ドイツと言う国は、やたらと緑が多い国である。

ミュンヘンも市内の中心を少し外れると森や林

が目立ち、このホテルも幹線道路に面した入り口

以外は木立に囲まれている静かな佇まいだ。 



 早々にチェックインを済ませ入室。シャワーを浴びてさっぱりしたあとフロントロビーのパソ

コンコーナーでメールチェック。ここにはパソコンが２台あり自由に使えるが、持参のパソコン

を持ち込んでＡｉｒＣｈｅｃｋするも、ドイツのプロバイダー画面が出てきて接続料金の案内。

もったいないので、持参のＬＡＮケーブルをルーターに接続すると…、やったあ！新着メールが

続々と表示されてきた。しかし、その後のメールチェックは 終日再び戻る迄出来なかった。 
 メールチェック完了後、中二階のラウンジに行くと、Ｉ腰氏・Ｔ田氏・Ｍ見氏がカウンターで

早速のドイツビールで盛り上がっていた。躊躇いなく加わり初めての夜は更ける。 
 

ミュンヘン観光 

 時差の影響もあまり無く、気持ちよく目覚められた。少々早いので、先に荷物を梱包。一泊分

の着替えに拘わらずギュウギュウに詰まっていたバッグは一から詰め直しとなっていた。 
 ０７：００から朝食に行くが、０７：３０がバッゲージダウンなので、ドアの前にバッグを置

き去りにして朝食会場へ向かう。 
 朝食は、そこそこの内容だが結構パンの種類も多く美味しい。この後１０日近くパン食が続く

にも拘わらず、思わず頬張ってしまう。他にはトマトにチーズを載せて焼いたのがお気に入りに

なった。 
 今日は、クルーズの起点となるパッサウに向かうのだが、バスの迎

えは１４：００なので、それまでの間は自由行動。それを利用してみ

んなでミュンヘン観光と洒落込む。 
 フロントで身近の地下鉄駅を聞き、ぶらぶら歩くこと１５分。静か

なのか静か過ぎるのか、駅までの間人と殆ど出会うことは無かった。 
 駅名はアラベラパーク。地上は路線バスとトラムの駅で、地下は地

下鉄のＵバーン駅となっている。地階におりると早速券売機。昨日、

ＫＵＯＮＩのアシストに切符の購入方法は聞いておいた。 
 なんと日本語案内まであった。通常チケットは１ゾーン片道２，５Ｅだが、お薦めは１日乗り

放題で５，６Ｅのチケット。人数分を押していけば自動的に加算計算され、金額が表示される。

硬貨はもちろん紙幣もクレジットも使用できるので、慣れれば非常に便利。おっと、乗る前に打

刻が必要。打刻した時から６時間が乗り放題となる。目的のカイゼルプラッツ駅へはＵ２ライン

で乗り換えなしで行ける。アラベラパークは始発駅なので迷うこともなく安心。 
 ７つ目の駅がカイゼルプラッツ駅だ。地上に

上がると陽も上がっており、日差しが厳しい。

カイゼルプラッツ（＝広場）から旧市庁舎のあ

るマリオンプラッツは車が入れないらしく、ホ

コ天状態。土曜日のせいかやたら人が多い。し

かも所々に露天商もでている。特に旬なのかや

たらベリー類を売る果物商が目立つ。 
 喉が渇いていたので、１パック２，５Ｅの苺

を購入。日本のように粒は揃ってはいないが大

きめで真っ赤な色はいかにも美味しそう。 



 皆さんに差し出すと、皆さんも喉が渇いていたらしく次から次へと手が伸びてくる。一口頬張

ると…美味しい。瑞々しいってこういう事？ 
 それにしても人が多い。旧市庁舎に辿り着く

と人混みは 高潮に達している。広場ではバン

ドが曲を流し、露天のビヤガーデンも設置され

ている。イベントなんだろうが、いったい何の

イベントかが解らない。まあ、いいか。早速Ｉ

腰氏とＭ見氏の３人でビールタイム！テント

の特設のコーナーで注文。値段表には大ジョッ

キ３Ｅと書かれているが、実際は５Ｅ取られた。

そして、ビールと共にプラスチックの白いチッ

プを渡される。つまり、飲み終わってジョッキを返せば２Ｅ返却してくれる。要はジョッキが無

事に返却されるようにするための手段なのだ。程なく、Ｓ川さんとＯ浦さんも加わってきた。 
 １１：００。一旦集合して、マルクト（＝マーケット＝マルシェ＝市場）に移動して、またま

た自由行動。凄く活気がある。朝食をしっかり食べ過ぎて、昼食時間にも拘わらず食欲がわかず、

またＩ腰氏と２人でビール。 
 マルクトでは色んなものが売られている。スパイス専門店でスパイスミックスが売られていた。

袋入りもあるが、目に付いたのはそれらのミックスを「ミル」に詰めたもの。胡椒や岩塩が詰ま

っているのはお馴染みだが、気に入ったのはカレー用のスパイスミックスが詰められていたもの

である。今回の初めてのお土産として購入。３Ｅだったかな？ 
 みんなでまた、カイゼルプラッツ駅に戻り、

残り僅かの時間を使って大きなスポーツショ

ップでお買い物。私は今時分になってお腹が空

いてきたので、この隙に屋台でバーガーを購入。

と言ってもドイツでは何も言わなければ、ソー

ゼージやお総菜は大抵パンに挟んで渡される。 
 屋台に立つと先客がステーキ肉の様なのを

パンに挟んでもらっている。同じものを注文。

バーガーにしてもらうも、この肉の大きさで３，

５Ｅは安いやろう！ところでこれって豚か

な？牛かな？焼けた玉葱も加わって美味～！ 
 駅の近くになんと「１Ｅショップ」があった。Ｎさん・Ｎ井さん・Ｍ渕さんはそこでもお土産

を物色。本当に目聡い皆さんだ。＊実際は１Ｅ物は少なく２Ｅ３Ｅの価格帯が主だった。 
 １４：００にホテルからバスで出発するため、１３：３０を目指してホテルに向かうも１０分

以上遅れて帰宿。トラムにトライして個々で戻られたＴ田氏とＨ氏は既に戻られていた。 
 定刻にバスがやってきて、荷物をトランクに積み込み無事出発。いよいよパッサウへ…。 

パッサウ（Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ｕ ） 

 運転手は日本語は勿論英語も話せなさそう。運転席のナビを時折確認しながらバスを進める。

ドイツの田舎の風景を眺めながらおよそ２時間の行程。のどかな風景の中を時折地元の人たちが



ＭＳ ＴｈｅｏｄｏｒＫｅｒｎａｒ 

進水年：1965 改築：1998 建造：ドイツ  
長さ：約 87 メートル 幅：17 メートル  
ドラフト：1,70ｍ 速度：毎時 25 キロ  
電気：220 V 受け入れ人員 135 人/ベッド 
乗組員：38 ボード言語：英語、ドイツ語  
 

自転車で走るのを見かける。昔見た映画で「大脱走」という映画があり、ジェイムズコバーンが

扮する脱走兵が、盗んだ自転車でのんびり田舎道を走って逃げるシーンを思い出す。この風景は

そのシーンを彷彿させる。そうそう、それを見てヨーロッパを自転車で走る自分の姿を思い浮か

べたものである。 
 そろそろ、パッサウに近づいてきたようだ。すると、運転手もそわそわし出してきた。まさか

…。念のため、前日に受け取っていたクルーズ船の案内要項の停泊地図のページを引きちぎり、

運転手に渡してみると、やはり道を見失っていたらしく、慌ててＵターン。だいぶ近づいたよう

だが、その時クルーズ船側から携

帯に電話が入る。相手は「クルー

ズディレクター」のＭｒ．ヤンと

名乗り、「今、何処？」と問うてい

る。時間はチェックイン予定の１

７：００前。場所の説明のしよう

がないので、携帯電話をそのまま

運転手に渡し、場所の確認と返答

を促す。 
 結局、バスの駐車場に入りはし

たが、バスはこれ以上先へは進め

ない。仕方なく荷物を降ろしヤンが駆けつけるというので暫し待機。目の前の１１番桟橋には大

型船が停泊しており、およそ３～４００人位の男女がドレスアップして乗船しようと騒々しく待

っている。どう見ても高校生らしい。どうやら、高校卒業のお祝いのようで、これから船上パー

ティーかな？英語も話せない運転手は何の役にも立たないのでチップを渡して帰す。 
 やがて、ヤンがやって来た。短髪細身の４０代の男性で、簡単に挨拶を交わし現状を解決すべ

く相談。ここは１１番桟橋でＭＳケルナーは２番桟橋に停泊しており、その距離は約６００ｍ。

道は石畳というスーツケースには未舗装に次ぐ悪路。仕方なくタクシーを３台呼び、他の皆さん

にはＭ見氏の引率で徒歩にて向かってもらうことになった。 

Ｍ Ｓ セオドールケルナー（Ｍ Ｓ  Ｔ ｈ ｅ ｏ ｄ ｏ ｒ Ｋ ｅ ｒ ｎ ａ ｒ ） 

 １０分程した頃、タクシーが到着。３台に荷物を振り

分けそれぞれに私とＯ浦さんとＩ腰氏に同乗してもら

い２番桟橋へ移動。漸く到着するとクルー達が降ろされ

た荷物を船内に運び込んでくれる。なかなか、クルー達

の愛想は良さそうだ。 
 徒歩の皆さんは既に入室を済ませ、ロビーに荷物を取

りに来られた。本来の名簿とバウチャーをフロントで交

わす。フロントの担当はマルティナという２０代の女性。

夜間はガブリエルという背の高い丸坊主の青年だ。 
 １７：３０から、いきなりヤンによるブリーフィング

が始まり、私とＭ見氏が代表して聴講。ブリーフィング

は英語と１８：００からのドイツ語に別れており、勿論

セオドールケルナー接岸地点 

バス駐車場 



我々は英語組。荷物を部屋に放り込みラウン

ジへ。英語組は我々２人に同じく２人のロシ

ア娘。アメリカのテキサスから来た３組６名

の夫婦。他、イタリア人の５人。 
 内容は、船内の案内から過ごし方、オプシ

ョナルツアーの解説や明日のレンタルサイ

クルの引き渡し方法と管理方法等々である。 
 オプショナルツアーとしては、明日のリン

ツでの市内観光とウィーン市内観光及びウ

ィーンでのコンサート鑑賞の３つで、それぞ

れの組み合わせでバリュー価格となってい

る。市内観光は当然英語とドイツ語の案内な

ので日本人チームには無理。コンサートに関してはそんなつもりでは来ていないのでパス。と言

うことになった。 
 １８：３０からは、ダイニングでマネージャーのブロンド美人ルチアからクルーの紹介とウェ

ルカムドリンクの乾杯に続き、１９：００よりそのままディナーとなった。 
 ウェルカムドリンクで乾杯は終わったが、これからは自分の好きな飲み物をオーダーに掛かる。

担当がやって来た。２０才位

のイケメンで名前はルーカス。

初に一人の注文を取っては

他の担当のテーブルへ行こう

とする。どうやら、 初の注

文が我々日本人全テーブルの

オーダーとでも思っているの

だろうか？いつまで経っても

埒があかないので、業を煮や

したＭ見氏が立ち上がって近

くを通ったチーフらしきアレ

キサンドリア（女性）を捕ま

えてオーダーを取るよう促す。

そして、各個人に注文を聞き各個人で精算する旨をするからと言う説明で漸く理解できたらしく、

今一度注文を取りに回り出した。でも、ルーカスはまだ新人で不慣れなのか、それともアホなの

か（多分両方）、なかなか理解できずに右往左往していた。 
 １５分近く掛かって漸く我々のテーブルに飲み物が揃った。今回の飲み物の精算方法は、ライ

ン＆ネッカーサイクルーズのような飲み物カードを予め購入して、オーダーの度にその金額分を

消し込んでいくというやり方ではなく、普通のホテル滞在のようにオーダーごとに部屋番号の確

認とサインを求められ、 終日に纏めて精算すると言うものである。これはこれで自分が一週間

の滞在の中でどれだけ飲んだか判らず少々怖い気がする。しかしながら、ビールがジョッキ（５

００ｍｌ）で３，５Ｅ、グラスワインも２，５Ｅ程度なので、日本で飲むより圧倒的に安く付く。

ワインもボトルで９，９Ｅ（～２９Ｅ）程度で手頃である。このワインだが、ドナウ銘柄の手頃

階上デッキ 

メインデッキ 

階下デッキ 

ララライイイブブブラララリリリーーー   
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なワインは人気があるらしく常に冷やされて保存されているのだろうが、少々高めのものは注文

も少ないらしくＯ浦さんが折角注文したにも拘わらず、冷えた状態でストックされていないよう

でぬるくてがっかりしたようである。 
 さて、料理はと言うとサラダと前菜から始まり、

本日のメインディッシュは何の肉か解らないが

脂身も筋もないけど…堅い。牛でも豚でも鶏でも

なさそうだ。ソースにはマーマレードのようなジ

ャムも混ざり、欧米人の味覚ってこんな物と思っ

ていればそうでもないが、概ね日本人には不評。

その上付け合わせのマッシュポテトも呆けた味。

初日でこれではこの先に暗雲が立ちこめる。 
 ラウンジでは、小柄で長髪の今時珍しい成りの

男性がキーボードで弾き語りをしている。彼だけ名前を覚えきれなかったので、いつも彼のこと

をミュージシャンと呼んでいたっけ。彼の下手くそな“ＳｅｘｙＥｙｅ”を聞いていると眠くな

ってきた。 
 部屋に戻ると、ベッドが整えられており、小さなキャンディーを添えて１枚の用紙。翌日のデ

ィナーのメインディッシュのオーダー表の様だ。 
 メインディッシュを「肉」か「魚」か、若しくは「ベジタリアン」かの３種から選び、翌朝の

出掛ける際に鍵の返却と共に提出するというものである。気が利いてるね！ 

ケルナーで朝食を… 

 朝食は、０７：００丁度からで、気の早い日本人はいつも並んで待っている。ビュッフェテー

ブルは一カ所なんで、もたもたしてるとあっという間に長蛇の列。 
 メニューは温めた数種のパンに卵料理（スクランブルやゆで卵）２～３種のソーセージに数種

のハムとチーズ。トマトやキュウリのサラダ類に勿論シリアルもある。飲み物もオレンジにリン

ゴとミルク。給湯器の横にはティーバッグとティーポット。コーヒーは各テーブルに置かれてい

る。 
 朝食が終わりかけると、各自“ランチパック”

の制作に掛かり始める。ランチ用の弁当は自身

で作るのだ。パンにナイフで切れ目を入れ、バ

ターを塗ってハムを思いっきり詰める。ただ、

こちらのハム＆ソーセージは日本のに比べると

結構“塩辛く”本来は“保存食”であることを

実感する。だから、贅沢に見える何枚ものハム

を重ねたハムサンドなんて結局はあまり食べら

れたものではない。自家製のサンドウィッチを

持って厨房入り口付近に設けられたテーブルに持って行くと係員（大抵ガブリエル）が一つずつ

ラップにくるんでくれ、それにチョコバーとフルーツを添えて袋にいれれば“ランチパック”の

出来上がりである。サイクリングに出掛ける際は毎日部屋に差し入れられている「水」と共にバ

ッグに詰めて携行するのである。 



 ところで、こちらでは「水」は３種類あると言うことを初めて知った。「（炭酸）ガス入り」と

「ガス無し」は知っていたが、その間の「マイルド」があったとは…。船内で「ノンガス」を注

文すると、このマイルドが出てくるのである。アホのルーカスには何度説明しても、マイルドを

ノンガスと言って聞かない。しかも船には本当のノンガスは積み込まれていない。仕方なくサイ

クリング中に立ち寄った店で購入するのだが、３日目にして漸くノンガスの探し方が判明。ノン

ガスは「オウネ（ＯＨＮＥ）」と呼ぶそうだ。皆さん、船では手に入らないので、まさかサイクリ

ングに２０００ｍｌ入りのペットボトルをバッグに詰め込んで走ることになろうとは…。 
 朝食後、船外に出るとクルーチームが自転車を引き出している。１２０～１３０台は出ている。

そんな中で自分のサイズに合ったのを探す。どれも同じサイズばかりのようだ。事前に身長を知

らせていたのは何だったんだろうと疑問に思う。自転車は概ね２８インチ。シマノの内装７段変

速で前後Ｖブレーキにコースターブレーキ迄が付いていて、慣れなきゃ扱い憎くいったりゃあり

ゃしない。ただ、慣れるとコースターブレーキはうまく使えば威力を発揮する。 
 クルーチームは、本来は船の運航（閘門の通過時や離岸・接岸時）の際にロープを投げたりも

やったりの作業を行うが、そうで無いときは自転車の管理を行っている。年配のミハエルを長に

ロバートにイワンそしてイケメンのカミュ。みんな英語が話せないので接客には付かない。でも、

身振り手振りで自転車を調整してくれる。 
 そんな自転車を先ず自身で選び、試乗

して不具合があれば彼らに調整してもら

う。自転車はどんどん決まっていくので

出遅れると勿論選ぶ範囲が狭まる。そし

て、自転車が決まればチェックインの際

にもらった部屋番号が書かれた赤いタッグを付ける。そのタッグが 終日まで自身の自転車の目

印となる。 
 自転車が決まったら、今度は階上のライブラリーに行き、ヤンからサイドバッグと修理工具、

数人かに１セットの鍵を受け取る。このとき、トリップメーターが必要なら１０Ｅの保証金を預

けて借り受けることが出来る。 

さあ、サイクリングだ！  

 自転車のセッティングで少々遅れたが、みんなで体操を済ませた後０９：００頃出発。さあ、

ドナウ川サイクリングのスタートだ。先ずは、昨日目にした橋でドナウを渡り、もう一つの川「イ

ルツ（Ｉｌｚ）川」（パッサウという街はドナウ川にイ

ン（Ｉｎｎ）川とイルツ川が注ぎ込む所である）も越え、ド

ナウ川を下流に向かって左岸を走行する。昨年の

ネッカー川のハイデルベルグからのルートに似て

いる。川沿いってこんな物かな。時折ドナウ川が

見え隠れするが、大概自動車道に沿っているので、

面白さに欠ける。 
 一時間程走ると、Obernzell と言う街に入る。

ここまでで１７～８ｋｍだから非常に良いペース

で、丁度ここらが休みどころかな？…と、その時一軒の店が目に入った。丁度女性が店前にテー



ブルと椅子を設えている。聞けば今開けたばかりだそうだ。と言うことで…休～憩！ 
 休憩と言えばやっぱりビールでしょう！半数以上の皆さんがビールを所望。昨日の後味の悪い

船のビールより美味しいと好評だ。昨夜は飲んだ後苦みが舌に残り皆さん不味く感じられたそう

だが、舌もドイツのビールの種類も千差万別。その内美味しく感じるようになりますよ。 
 ところで、店主に話を聞くとこの辺りは未だドイツ。それはわかる。でも、ドナウ川を挟んだ

対岸はオーストリアだそうで、川自体が国境線になっているそうだ。 
 ダラダラしている内に３０分も休んでしまった。で

も、今日の走行距離は約５０ｋｍでオーバーミュール

の街に１５：００頃までに付けば良いので、余裕～。 
 そこから僅か７ｋｍで、Jochenstein に到着。ここ

にはダムと閘門があり、上を伝って対岸に渡ることも

出来る。階段には勿論自転車を運び上げるためのレー

ルも付けられている。 
 さっき休んだばかりなのにも拘わらず、丁度やって

来た貨物船（左）と小型ボート（右）の閘門通過をの

んびり見学。 

越境だ！ 

また、走り出したがそろそろドイツとオースト

リアとの国境があるはずだ。地図から言えば、や

がて小さな川が現れるはずでその辺りが国境だ。

…と、小さな川が現れた。じゃあ、国境は…えっ、

何、この看板。これが国境？国境って映画でよく

見るような「遮断機」があり、国境警備員がパス

ポートをチェックしながら…、なんて想像してた

けど。この看板一枚が国境の印なんて。 
 Niederranna の村に丁度教会からの１２時の鐘が鳴り出したところで到着。素晴らしいペース

配分！…と自画自賛。レストランはあったが、何も注文しないので少々離れたところでランチパ

ックを開く。飲んべえはレストランでワインを注文しつつも、遠慮がちにランチパックを開く。

いずれにしても店内はサイクリストばかりで賑わっており、お店としては自転車様様である。勿

論トイレも自由に利用させてくれる。 
 ところで、店外で食事をした人達が手に何かを携えて戻ってきた。サクランボだ！食事をした

辺りの頭上になっていたそうで、食べてみると少々黄色いながらも充分甘い。と言うことで、我々

にお裾分けで持ってきて下さったのだ。でも…勝手に取って良いのかな？まあ、ドイツでは昨年、

その辺に成っていたリンゴを、また一昨年は畑に入ってまでベビーコーンを食べていたっけ。 
 再び走り始めたが、暫くすると”Ａｕ”に到着。ここは本紙の表紙に載っている「ベンド」と

呼ばれるドナウで一番の景勝地である。左岸に立っていてもわからないので、ここから２，５Ｅ

の渡船に乗って対岸へ渡る事にする。渡船は行ったり来たりしているがせいぜい１５人と自転車

１５台程度しか乗れないので二組に分かれて渡河。渡河後Ｍ見氏の引率で SchiogenerBlick へ登

りＡｕのベンドの眺めを見学に行く。 



 見学路の入り口には５００ｍと書いてあった

そうだが、地図で見ると５００ｍとは標高の事

のようで、我々のいる所の標高は約３００ｍ。

標高差２００ｍを上がれってか？じゃあ、登り

の距離は５００ｍでは済まないよな。私は自転

車の番をすると言うことで皆さんを見送る事に

する。他にもＮ原夫妻・Ｋ下夫妻・Ｋ谷夫妻が

残られた。自転車を置いた所には頭上にはまた、

サクランボがたわわに実っている。先程よりも赤く口に含んでみると…甘～い！でも、残念なが

ら手の届く高さは採り尽くされているようだ。 
 やがて登山組が戻って来られたが、誰もがＮさんのタ

フさに舌を巻かれていた。でも、上から眺めたＡｕのベ

ンドの景観は素晴らしいの一言で、まさしくパンフレッ

トの写真通りだったそうだ。誰か写真撮られたかなあ？ 
 近くのレストランでトイレを済ませたあと、今度はそ

のまま右岸側を走行。ドナウ川は両岸が南北に別れてい

るので、日差しが厳しいときは右岸（南側）の走行は木

立で日差しが遮られるので涼しい中を走行できる。 
 川の中程を貨物船がゆったり同じ方向へ航行している。時速２０ｋｍ近くで走行していると、

貨物船と抜きつ抜かれつ状態だ。後方からは「多分、先導者が船と張り合ってるんだろう」と思

えるぐらいの走行だったそうだ。 
 渡船場が見えてきた。ここを渡っておけば、ＭＳケルナーには直接たどり着ける。ところが渡

船場には渡船の気配が無い。２人の欧米人のサイクリストが待っていたので聞くと、あと３０分

以上先でないと船は来ないそうだ。要は、ここの渡船は先程のＡｕからここの渡船場を経由して

対岸に向かう長距離渡船なんだそうで、彼らは我々と逆の方向に向かうために、その折り返し便

を待っているところだそうだ。こんなところで３０分以上も費やすわけにはいかないので、船が

待っているはずの場所（対岸）をやり過ごした先にも渡船場がある筈。このまま先へ進みその渡

船で対岸に渡ることにする。 

オーバーミュール（Obermuhl） 

 しばらく後、前方左手対岸にＭＳケルナーが見えてきた。そして、我々の進行方向先に渡船場

を発見。ＭＳケルナーの同乗者も数人先に待っていた。同じタイプの自転車にオレンジ色のサイ

ドバッグが目印で、同乗者と直ぐ判る。早速、渡船に乗り込み対岸へ移動。船上では飲み物も販

売されており、思わずＩ腰氏とビールを買って一気飲み！ 
 １５：００過ぎにオーバーミュールの街に上陸。２００ｍも行かないうちにＭＳケルナーに到

着。１６：００には離岸するので、クルー達は到着者から自転車を預かり随時積み込んで行く。 
 無事到着した乗客を乗せきったＭＳケルナーは、定刻に離岸。一路、今宵の停泊地「リンツ（Ｌ

ｉｎｚ）」に向かう。 
 自室でシャワーを浴び、着替えてサッパリ。今日のディナーは１８：００からだ。毎日の時間

割は前日の夕食後から、ラウンジ入り口横の掲示板に張り出される。通常、夕食は１８：３０か



らだが、今夜はリンツ到着後シ

ティーエクスプレスによる市

内観光のオプショナルツアー

があるからだ。 
 本日のディナーのメインデ

ィッシュは鶏肉の蒸しパン添

え又は白身魚のパスタ添えの何れか。魚好きの私は、当然後者。でも、食の細い女性陣からお肉

も廻ってくる。お肉は…やっぱり硬い。魚のチョイスは（私なりに）正解だった。 

リンツ（Ｌ ｉ ｎ ｚ ） 

 １７：４５。船はリンツに到着。リンツはオーストリア第３の都市で、この美しい街は多くの

音楽家を魅了させてきた。モーツァルトは交響曲「リンツ」を書き、ベートーベンも交響曲「第

８番」を作曲したほどの美しい街である。 
 船外に出ると、ＳＬ型のシティーエクスプレスが

待機し、ＭＳケルナーの同乗者を乗せ込んで行き、

やがて３０分程度の市内観光に出発していった。そ

れを見送りながらその先の橋の上に目をやると、Ｓ

川さんとＯ浦さんがこちらに手を振ってくれてい

る。徒歩で橋の上へ上がり二人に合流。そのまま徒

歩での市内観光に向かった。…歩いていると、前方

に馴染みのある体型が二つ…。Ｍ見氏とＩ腰氏だっ

た。なんの申し合わせもなくいつの間にか５人で観

光している。 
 日の暮れは２１：３０頃だから１時間程の市内観

光。店舗や拝観出来るところは殆ど閉まっているが、

レストラン等飲食店は日曜日の終わりを惜しむ様

に賑わっている。時折、例のシティーエクスプレス

が我々の前や横を通り過ぎていく。船で見知った顔

ばかりで、手を振れば大きく振り返してくれる。路

上では盲目のミュージシャンがキーボードで弾き

語っている。歩行者も立ち止まって聞き惚れているようだ。オーストリアってやっぱり音楽の国

なんだな。 

今日は一番距離が長いし暑そう！  

 今日（６／１８）は、朝の内にリンツを観光する予定だったが、昨夜の内に皆さん済まされた

ようなので、さっさとグレインに向かって出発する。他の欧米人チームは殆ど出払った。 
 本日の走行予定距離は約６０ｋｍ。長いと言ってもアベ１５ｋｍで４時間程だが、どうやら今

日も気温は３０度を超えそうだ。 
 昨夜に上がった橋を上がり対岸へ。対岸を下流に向かって左岸を走行。朝の河川敷の木立に囲

まれた清々しい公園を抜けていきます。今時分は涼しくって気持ちも良いが、今日は北岸沿いを



走るので暑くなるだろうなあ…。 
 木立も無くなり、向かい風気味の中を走行。もう、１７～８ｋｍにもなるので、そろそろトイ

レ休憩かな？ルートは左折して河川敷を離れ St.Georgen の街へ向かう。途中、自動車道を潜っ

たところにレストランがあった。Abiwinden と言う村だが、高校生らしき団体が先生の引率でサ

イクリングをしているらしく、開店前にも拘わらず休憩している。我々はトイレを拝借。その内

売店が開店したので出した分を補給にかかる。と、その時人数が足らないのに気づいた。慌てて

左折したところにまで戻ると…、いた！よかった～。そこにおられた理由は、どうやら我々が左

折したのはその先のトイレに向かったものと判断され、そこで待っていたら戻ってくるだろうと

思いこまれていたそうだ。直ぐさま先導して合流。その際、予備のトランシーバーをＮ原氏にも

携帯して頂くことになった。 
 St.Georgen の街へは３ｋｍ程の道程だが、途中には路地裏のような細い道もあり、まさかこん

なとこ…と、やり過ごすとやっぱり間違っていた。我々のあとに追いてきていた欧米人達も巻き

込んでのＵターン。街の中心部に入るとスーパーのＳＰＡがあった。自転車を置いてお買い物。

Ｓ川さんは日焼け止めを探しに…、他の皆さんはとにかく炭酸の入っていない水を探索。Ｎさん

Ｎ井さんＭ渕さんはその他にお土産も。中に入ろうとすると、見知った男性が「カツミ」と声を

掛けてきた。クルーズディレクターのヤンだ。今日は彼も走っているんだ。「俺のエネルギー源

だ！」と言いながら手に、バームの缶とコーラを抱えながら出て行った。 
 皆さん一頻り買い物が終わったらしい。２０００ｍｌの水をサイドバッグに詰めている。あれ

を積んで走るんかい？ 
 ところで駐車場の脇の道沿いに祠があった。こ

ちらに来てそれぞれの街や村でよく見かける。中

はイエスキリストが祀られている。日本で言えば

「道祖神」か「お地蔵さん」と言ったところだろ

うか。Ｈ本氏が休憩の合間に旅の無事を祈って手

を合わせておられたようだ。 
 この辺りは郊外の街らしく住宅街が多く、ちょ

っとしたＵＰ＆ＤＯＷＮを繰り返しながらやが

て、またドナウの川沿いの街にでた。 
 街の名前は Mauthausen。木陰を見つけて休憩。ここはかつてオーストリアがナチスドイツに

併合されていた際、ナチスに抵抗した政治犯を捕らえて収容する強制収容所があったところだ。 
 地図を見ればここから坂を上がったところに見晴らしの良いビューポイントがあるらしい。見

たい人を募って坂道にトライ！しかし、迷路のよう

な上り坂を行けども行けども辿り着けない…。大汗

をかいたにも拘わらず実り無く…皆さん申し訳あり

ません。でも、下りはコースターブレーキの威力を

試せたんじゃ無いですか？ 
 先程の木陰で残った皆さんと合流し再スタート。

昼近くなってきたせいか、太陽が真上辺りから直接

光と熱を降り注ぐ。やがて、自転車道はキャンプ場

とヨットハーバーの地区 Au a.d.Donau に入ってき



た。 

Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ Ｅ Ｓ Ｅ  Ｔ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ  

レストラン発見。サイクリストの自転車も数台停まっている。店の店長らしき人物に弁当を食べ

て良いか？を確認。すると快く了承してくれた。 
 今日の私のお昼のメニューは…、ジャ～ン！「お粥」のパックにカップ麺の「きつねうどん」！

先月のオランダでの体験から、保温水筒に熱湯を

詰めて持ち出せばカップ麺もＯＫ。それにご飯の

パックは温め直しが必要だが、白粥なら冷たいま

までも問題なく食べられる。あ～美味しい…。明

日からのランチでは、もうサンドウィッチには戻

れそうにない…。 
 ところで店長は、我々が日本人だと判るとより

一層愛想良くなり、ご婦人方達との記念写真もご

覧の通り。 
 日本食で気力も充実。さあ、出発。しかし、暑い…。今日も３０度越え。ここから、１２～３

ｋｍは土手の上の走行が続く。途中で小休止をと思うものの、木陰が全く現れない。後方からは

トランシーバーで休憩を促されるが、休むに休まれない。もうすぐ、ダムが現れる筈でその先に

休憩所がある。 
 何とか滑り込むように辿り着くが、後方から連絡がはいりＫ下さんの奥さんの体調が思わしく

なく少し休んでから追いつくとのこと。でも、Ｎ原さんの奥さんとＯ浦さんが付いている。二人

は元看護師だから、心強いんだが…ちょっと心配。でも、ちょっと休めば大丈夫との言づてでち

ょっと安心。でも、ヤンへの連絡先は用意しておこう。 
 ここの休憩所は、レストランではなくサイクリング

の為のインフォメーションセンターのようだ。食べ物

は置いてないがジェラートや飲み物は置いている。勿

論、案内所なんで観光地図等や資料は揃っているので

助かる。 
 敷地内には湧き水があり、サイクリスト達はボトル

に詰め込んでいる。中には、街からやって来て何本も

の１０Ｌは入るポリタンクに詰めている輩までいる。コーヒーショップの経営者らしい。さすが

に一度入れ出すと時間が掛かるので非常に遠慮がちな青年だった。 
 そうこうするうちに、Ｋ下さん達が追い付かれた。日陰でゆっくり休んでもらい回復に努めて

もらう。 
 十分に休んでもらったところで、再出発。ここからは又一旦川筋を離れ鉄器時代のケルト人の

村 Mitterkirchen にはいる。街の隅をかすめ右折すると道路工事中。ブルドーザーの作業の横を

抜け通過。ここから先１ｋｍ地点で左折だ。先は、トウモロコシなんかの畑に囲まれ暑いけどの

～んびりまっすぐ…、あれ？しまったあ、左折するの忘れてたあ。後方に気づかれないようにし

ながら地図を確認すると、前方のカーブと地図のカーブが一致。そこを起点に何度かの右左折を

繰り返し、本来のルートにのり、Mettensdorf を通過。村の出口あたりの木陰でまた休憩。この



村はかつてのドナウの氾濫で水没した歴史があると村外れの掲示板に記されている。 
 Pitzing の集落を抜けるとやがてまた川沿いにでた。木立に囲まれたルートで、日差しから逃

れられて気分良く走行。 
 休憩から５ｋｍ程度しか走っていなかったが、

後方よりトランシーバーで休憩の要請。あと２

～３ｋｍでレストランがあるんだが、まあ、今

日はＭＳケルナーもグレイン（Grein）で停泊。

だから１７：００迄に付けば良いから十分に時

間もあるしいいか！と言うことで休憩。 
 水分は自身で管理しているが、我々が休憩す

るとなると途端にカメラのシャッター音と「飴

ちゃんいらんか？」の声が飛び交う。 
 案の定、再スタートしても２ｋｍも走らないうちに Dornach のレストランに到着。あと、６ｋ

ｍ程でグレインに着けるんだが、 後のトイレ休憩。…と言いながら又ビール。だって、こちら

では、下手に水やソフトドリンクを買うよりビールの方が安いんやから。 
さあ、１６：００だ。ここからなら３０分も掛からないで辿り着けるだろう。 

グレイン（Ｇ ｒ ｅ ｉ ｎ ） 

 木立を抜けたところで遠目に我が家の船が見えてきた。手前手前で写真を撮りながらグレイン

の停泊地に到着。この街はオーストリア 古の劇場のある街として知られている。あっ遊んでい

る内に１６：３０を越えてしまった。１６：００～１６：３０のティータイムが終わってしまっ

た。ケーキもない。ごめんなさい皆さん。 
 今夜は停泊なんで、自転車は積み込まれず桟橋に並べられしっかり施錠される。 
 夕食は１９：００からだが、明日のためのブリーフ

ィングが１８：００からある。それまで一時間近くあ

るので街にでる。停泊地の傍ではＨ本氏がこの街をモ

チーフにして水彩画を描かれている。 
 電器店を発

見。Ｋ谷氏が

カメラのメモ

リーカードを

探しておられ

たので、中に入ると…あった。直ぐに携帯をお持ちのＮ原

氏にＴＥＬするも出られなかったので、夕食時にお知らせ

することにする。 
 ディナーの本日の私のチョイスは、またもや魚。サーモ

ンのカルボナーラ。もう 高！この味好き！肉をチョイス

された方には見向きもしない。 
 食後はまた散歩に出掛ける。ぶらぶらきょろきょろして

いると、オープンエアの店内から誰かが手を振っている。



Ｏ浦さんだ。入っていくと店内には他にＭ見氏にＩ腰氏Ｓ川さんがおられた。ここは、かつてＭ

見氏が一人旅をされていたときに入ったお店だそうで、この直ぐ裏のガストホフ(Gasthof＝ゲス

トハウス)で過ごされたそうだ。 
 結構、他の皆さんも散策を楽しんでおられる。ＮさんとＮ井さんがお土産の入った袋を下げて

坂を上って行かれる。外からはあまり店内は見えないみたい。それに日も暮れてきたし…。 

わーい！ 今日は南岸（右岸）走行だ！  

 今日（６／１９）は、メルク（Ｍｅｌｋ）迄の約５１ｋｍ。本来なら、昨日通ってきたグレイ

ンの街の入り口に当たる橋まで戻り、対岸に渡って右岸を走行するのだが、近くに渡船があるの

でそれを利用して対岸へ渡ることに。 
 渡船は、我々の目の前で乗船客が満員となり、次便を

待つことになった。待つこと１５分位かな？こんなに待

つんなら橋を渡って走ったら良かったのに…、なんて意

見もおありでしょうが、まあ良いじゃないですか。私渡

船が大好きなんですから。 
 渡船で渡った先からは、南岸（右岸）を走行。うれし

いねえ！なぜかって？だって、南からの日差しが森の木

立に遮られて比較的涼しく走れるからだ。 
 今日は本当に快調。 初の２０ｋｍもあまり休憩を取ることもなく、あっという間にイッブス

（Ｙｂｂｓ）に到着。街の中心らしき噴水広場で自転車

を置いて自由散策。もっと他に自転車を停めても良さそ

うなもんだが、めぼしい所は他のサイクリンググループ

に先に陣取られている。この、パッサウ～ウィーン間の

サイクリングツアーは非常に人気があるらしく、我々の

ＭＳケルナーのツアーの他にも２～３隻の似たような企

画があるらしく、沢山のサイクリストと並走していた。

船によって、サイドバッグの色が違うので、似たような

年代やグループだが、直ぐに見分けられる。でも、出会うとみんな気さくに笑顔で挨拶を交わす。

勿論、すれ違うサイクリストには”ハロー”や”モルゲン（＝おはよう）”と声を掛け合う。やっ

ぱり、良いもんだよね、国を超えたサイクリングって…。 
 このイッブスって街、サイクリストにも優しい街。公

衆トイレもあるし、噴水の脇には水飲み場もある。別に

サイクリストに限った訳じゃないけど…。 
 イッブスの街を抜け、再びドナウの川沿いを走る。

Wallenbach の 村 か ら 一 旦 線 路 に 沿 い 、

Krummnusbaum の街の入り口でレストランを発見。

ＭＳケルナーの同乗者や他船のサイクリスト達等、結構

沢山の先客がいるが、ぼちぼち出発する人や、船で一緒

のテキサスチームが席を詰めてくれたりしてくれたの

で、直ぐに席の確保は出来た。ところでテキサスと言えばテキサスレンジャース。そう、あのダ



ルビッシュのいるチームだ。だから、彼らに声を掛けるときは「テキサスレンジャース」って言

うと、にっこり返してくれる。今、丁度彼らの前に注文の一皿が届いた。Ｇｕｌｙａｓ（グーラ

シュ）という牛肉のシチューで、ドイツでも定番らしい。美味しそうだが、今日の私のランチは

「カップ焼きそば」なんで、シチューは次の機会に…。カップ麺の蓋を開けサーモスから湯を注

ぐ。「ひじき煮豆」（こんなんまで持ってきてたん

かい！）を肴にビールを飲み、麺のほぐれるのを

待つ。おもむろに湯切りをし、ソースを振り掛け

ると辺り一帯にヨーロッパにはあり得ないエス

ニックとも言えない匂いが立ちこめた。 
 ランチも終わり、自転車に戻るとそばに又サク

ランボの木立が立っていた。またまたサクランボ

摘みが始まった。しかもここのは一昨日のに比べ

るとより赤く甘かった。 
 ところで、スタート前にミーティング。と言う

のも明日の昼頃にはウィーンに到着するが、その翌日には丸一日のフリータイムがある。そのフ

リータイムを利用して、ウィーンから国際列車に乗りハンガリーのブダペストへ日帰り観光に行

くかどうかの説明と参加者の人員確認である。Ｔ田氏・Ｈ本氏・Ｏ浦さんはのウィーン市内観光

組を除く全員がブダペスト行きを希望された。 
 ここからメルク迄はあと１５ｋｍ程。小休止を入れても一時間程度だろう。よそのサイクリス

ト達とのんびりながら抜きつ抜かれつ。今までもそうだが、途中でよく上半身裸で走っている欧

米人の男性とすれ違った。確かに暑いがあんなに肌を日差しに晒して大丈夫なんかいな？ 

メルク（Ｍ Ｅ Ｌ Ｋ ）到着 

 メルクの手前３ｋｍの Neuwinden の閘門と発電所の脇の木陰で 後の休憩。そこへ高校生の

一団が先生の引率で駆け抜けていく。勿論お互い声を掛け合いながら。先頭の連中は元気よく通

過。ところが徐々に通過者のトーンが落ちていく。 後の方になるとやる気無さ気にうつむき加

減で走り去っていく。俺は嫌々走ってるんだと言わんばかりに…。何処の国の高校生も一緒やな。 
 我々がまた走り始めると、彼らはまた同じように休憩していた。今度は我々が励まされる。そ

こから、若干の登りが続いていた。すると後方からその高校生達が追い付き一気に抜きに掛かっ

てきた。中程の高校生に射程を捉えスピードを上げて競り合う。登

り切った所から一気にダウンヒル！あ～気持ちいい。そこからは、

速度を落として後方

の追い付くのを待つ。

っという間にＭＳケ

ルナーが見えてきた。 
 イワン達クルーが待ち構えてくれている。しか

し、船の前を彼らに「あとで～！」と叫びながら

そのままメルクの街へ向かう。 
 桟橋から離れ、市街地へ。メルク川を渡る小さ

な鉄橋を渡ると、いきなり大修道院が目の前にそ



びえている。「メルク修道院」だ。 
 修道院は丘の上にあり、周りの麓は住宅街。RATHOUS（市庁舎）前広場に自転車を纏めて停

め、自由に見学に行ってもらう。私はまた自転車番。自転車に目が届く範囲内のカフェテリアで

ビールを飲みながら待機。この店はレストランではなく、店内はお総菜屋さんのよう。そんな中

でビールを注文。自転車の見える範囲と日陰との両立の位置は難しい。 
 「メルク修道院」は１１世紀にベネディクト派の修道院として建立された。１８世紀に改築さ

れ、オーストリアバロックの至宝とまで言われるほどの華麗な姿になった。 
 やがて、皆さんが自転車のもとに帰ってこられた。ここからは船の位置も判っているのでこの

場で解散。思い思いに過ごしてもらう。 
 例の如く私が飲んでいる店先にＭ見氏とＩ腰氏Ｓ川さんにＯ浦さんが加わり、乾～杯！Ｔ田氏

とＨ氏も加わったところで、テキサスレンジャースの内の男性二人が通りがかった。Ｔ田氏の声

掛けで二人も加わりだいぶ賑やかになった。二人の内年配の方の男性は親が軍隊関係で仕事をし

ていたらしく彼は若い頃は日本に暫く滞在した経験があったそうで、話は弾んでいる。 
 やがて、二人の奥さん達が観光を終えて戻ってきたので、お開きとなり船に戻る。 
 

ヴァッハウ渓谷(Wachau) 

 船に戻ると、イワン達が待ちきれない様子で待ちかまえていた。と言うのも、今宵は１８：０

０にこのメルクを離岸出港して、ドナウで も美しいと言われるヴァッハウ（Wachau）渓谷を

クルージングするからだ。特にこのメルク～クレムス間のおよそ１時間半の航行は絶景である。

階上の露天デッキではスタッフ達がテーブルを設え

ワインを販売。乗客は思い思いにデッキチェアでく

つろぎ、ドイツ語と英語のルチアの解説に耳を傾け

ながら、右の古城に…左の街にと徐に首を向ける。

日本語の解説は無いので、日本人は外人の首を向け

た方向に向かって遅れて首を向ける。 
 グラスワインを注文するとバーテンダーチーフの

ボグダン(Bogdan=ルーマニア人)が伝票にサインを

求めてくる。わざと「Bogdan」とサインをして、隣

のアレキサンドリアに渡すと、彼女はすかさず「ワ

オ！じゃあ、ボトル一本にしよう！」と言いだし大騒ぎ。 
ワインを片手に川風に当たりながらの至福のひ

ととき。右の山上にシェービュール城やアックシ

ュタイン城が…、左の岸辺にはシュピッツやデュ

ルンシュタインの街が近づいては流れていく。 
本日の夕食は１９：３０からで、夕食に備え一

旦部屋に戻り服を着替えていると、船内中に響き

渡るようにスピーカーから恐ろしげな怒鳴り声が

流れてくる。意味は判らないが恐ろしげな演出な

んだろう。でも、聞き覚えがある。 



ダイニングに向かうと、入り口でスタッフが海賊に扮して待ちかまえていた。そして、乗客の

片っ端から模造のナイフなんかで斬りつけている。思い出した！スピーカーから流れていたのは、

映画「パイレーツオブカリビアン」のワンシーンだ。 
ダイニングに入ると、各テーブルが海賊に荒らされた（様な演出）状態。ボグダンやピーター

はすっかり海賊気分で、ボロボロに裂いたシャツや傷

だらけのメイクで乗船客をナイフで斬りつけては暴れ

回っている。 
そんな中で海賊達に料理がサーブされ、ディナーが

始まった。あちこちのテーブルで乾杯の声が聞こえる

中、一人の男の子が海賊達の餌食となった。イタリア

チームの一番若い未成年の男の子だ。特に彼は、この

日が誕生日らしくお祝いのケーキをサーブされると同

時に拉致され、海賊達の奴隷として、各テーブルを引

き回されると言った演出だった。 
船のスタッフ達は、得てして単調になりがちな船旅を盛り上げるため、色々なパフォーマンス

を提供してくれる。 
 
 
 
 
 
 
 
食事中、用事を思い出し部屋に戻ろうとすると、ピーターが「部屋に帰ったら驚くぞ！」と耳

打ちしてきた。なんの事か理解できずに部屋に戻ってみると…、やられた！…。部屋は別の海賊

達の手によって荒らされていた。と言っても、少々荷物がひっくり返され至る所にトイレットペ

ーパーがほどいて散らかされていた。…ハハハ…。みんなには内緒にしておこう。 
ダイニングに戻ると、ピーターがウィンクで目配せしてきた。 
やがて、大騒ぎのディナーもお開きとなったが、客室の方に向かうと

あちらこちらから、先ず驚きの声と、続いて笑い声が聞こえてきた。 
２２：００。ＭＳセオドールケルナーはトゥルン(Tulln)に到着。 
 

トゥルン（Ｔｕｌｌｎ） 

今朝（６／２０）、目覚めると船外には移動遊園地があっ

た。昨日メルクで乗船したんだがヴァッハウ渓谷を通って、

夜の内にトゥルンに着いたんだから風景が違って当たり前

なんだが、昨日の日暮れ前の風景と目覚めて気が付く風景

が違うという体験は、クルーズの旅ならではのものだろう。 

本本日日ののメメイインンデディィッッシシュュ。。左左かからら「「肉肉」」「「魚魚」」「「ベベジジタタリリアアンン」」のの三三種種  



今日はいよいよウィーン(Wien)に突入だ！ 
出発して直ぐの市庁舎前で写真を撮り、右岸の土手を快調にとばす…、と言いたいところだが、

ユスリ蚊（？）が道路沿いに群れ漂っており、口も開けていられない。シャツにも絡み付くわで

仕方なく土手と下の道路を行ったり来たり…。挙げ句、下の道が行き止まり、土手に自転車を押

し上げる羽目になった。 
やがて、太陽が牙を剥き出すと蚊は収まってきたが、その分暑さが襲ってきた。時間が早いせ

いか、途中の２カ所の休憩場所もまだ開いていない。 
途中から Greifenstein に向かう閑静な住宅が並ぶ内湖の様な岸辺を走行。この内湖、結構「青

い」。「青きドナウ」ってこの事かな？なんて思いながら砂漠を彷徨う思いで走る。 
トゥルンを出て２５ｋｍ位かな？いつのまにか Kritzendorf の駅前を通過。するとそこにスタ

ンドのレストランを発見。トイレもあるので漸く落ち着いて休憩となる。 
早速皆さんトイレに直行！その間にＩ腰氏とビールで乾杯。そう言えば、今回はしっかり汗を

かいているせいか、あまり尿意をもよおさな

い。 
その内に、見慣れたサイクラー達が追いつ

くように辿り着いてきた。ピーターや船のク

ルー達だ。フロントのマルティナまでいる。

なんとミュージシャンも。今日はウィーンま

で約３５ｋｍと短くまた、彼らは朝食を片づ

けたら夕刻まで仕事が無くフリーとなるので、

こんな時は彼らもサイクリングを楽しんでい

るようだ。 
ところでこの休憩場所の目の前に雑然とし

たモルタルの建物がある。入り口の外には埃を被った訳の分からない雑貨の様なものが置かれて

いる。念のために入ってみると…、訳の分からない雑貨が所狭しと置かれている。「なんじゃあ こ

りゃあ！」と言うような商品（？）ばかり。安売り王の「ドンキホーテ」が１０年もほったらか

しにされたらこんな状態になるんじゃないか？と思えるような店舗。 
でも、そんな状態の店内からめぼしい掘り出し物を探さ

れる皆さんの眼力は敬服に値する。 
休憩も買い物も一頻り終え出発。およそ４ｋｍ足らずで、

クロイスターノイブルグ(Klosterneuburg)に到着。この街

は「サウンドオブミュージック」のトラップ一家がザルツ

ブルグに移るまで住んでいた街である。ここには、ハプス

ブルグ家以前にこの地を支配していたバーベンベルク辺境

伯レオポルド３世が１１３３年に設立したこの街の名前を

冠した修道院が有名。 
先ず自転車道を離れ、街に入っていくが線路を潜り交通

量の多い幹線を渡らなければならない。何とか渡り終える

と、急な坂が立ちはだかっている。地図を見ても標識を見

ても目的地はこの坂の上に間違い無さそうだ。仕方ない、



観念してＴＲＹしよう。勾配はおよそ８％以上で１Ｋｍ位続いたかな？今回のツアー一番の登り

となった。辿り着いたところは、小さな街を形成していてその隅に修道院の入り口があった。車

止めがあるので車は入れないが自転車は奥まで入り、適当な場所にかためて駐輪。自転車番をし

ながら修道院見学者を見送る。 
広大な庭では、庭師のおじさんがホースで水撒きの 中。あまりの暑さに耐えかねた私は、お

じさんに交渉して、頭から水を掛けてくれと頼むと、大笑いしながらたっぷりと掛けてくれた。 

アクシデントは突然に… 

再び自転車道に戻りウィーンに向かうも…お腹が空いた…！もう１２：００過ぎだ！地図に示

されたレストランは満席か閉まっているかだった。 
そんな時に、Ｎ原氏のタイヤがパ～ンク！そこに追い打ちを掛けるように、腹痛を訴える方が

現れトイレも探さなければならなくなった。仕方なくトイレの方はＭ見氏に任せ、自転車の修理

に取りかかる。持参の工具の規格があわず、皆さんが船から持ち出したありったけの工具の中か

ら合うのを見つけ出し、修理にかかる。本来ならチューブごと交換したいところだが、生憎変速

機が内装のため、この場で外すのは困難なので、パッチ修理とした。後輪の制動機がＶブレーキ

だったのが救いだ。どうやら、とがった石を踏んだのが原因らしく、パンク穴は一カ所で済んで

くれた。その内にトイレ組も帰ってきたが、近くの屋敷では断られ、ミュージアムの受付が気持

ちよく受け入れてくれたそうだ。 
再スタートするも、船の停泊先手前４ｋｍの地点

で漸くレストランを発見。どうやらヨットクラブら

しく、その建物の２階がレストランとなっている。

結構混み合っていたが、丁度テキサスレンジャーズ

の連中が食事を終えるところらしく、入れ替わるよ

うに席に着けた。 
弁当のサンドウィッチがあるので各人スープ程度

を注文。勿論ビールは忘れない。そんな中でＨ本氏

は「本日の定食」をオーダー。Ｈ本氏は決して大柄

な体格ではない。むしろ日本人でも小柄な方だが本当に良く食べられる。確かにしっかり食事を

摂るのは健康の源だ。Ｈ本氏を見ていてそう思う。 
我々の注文したスープは、定番らしくメニューの一番 初に載っており船中でも一度出てきた

かな？スープの名は「バックエルブセンズッペ(Backerbsensuppe)」と呼ばれ、コンソメスープ

に日本の揚げ玉に似たクルトンがたっぷりと入ったもので、日本人の舌に馴染む味である。 
１３：３０頃、ランチを終え再びウィーンを目指す。と言っても１０分も走らないうちにＭＳ

ケルナーが見えてきた。待機しているイワン達に「ウィーンに行ってくる」と告げながら通過。 
ここから先は、ドナウ川から支流（運河）沿いに走る。支流はウィーンの市街を横断し、やが

て本流に戻る。そしてこの自動車の通れない川沿いの道は自転車道も兼ねていてウィーンのリン

ク内の大抵の所に行ける。 
 

ウィーン(Wien)彷徨 



目指すのは「シェーンブルン宮殿」。その前に、翌

日行くブダペストへ行くための手段の確認にいく。ク

ルーズディレクターのヤン曰く、ウィーンからドナウ

川沿いにブダペスト行きの高速艇が発着していて片

道１時間程だというのだ。そこで、その船着き場がこ

の道沿いにあるという事なので、探し求めて来たんだ

が…。あったあった、漸く見つけたものの何処にもブ

ダペスト行きの事は掲示されていない。スロバキアの

ブラチスラバ行きはあるが…。受付に聞くと、ブダペ

スト行きはあるにはあるが、週３便程度でしかも片道３～４時間程掛かるらしい。話が違うやな

いかい！と言うことでさっさと諦めて、列車にすべく「シェーンブルン宮殿」の手前にある国際

列車の始発駅「西駅(West Bahnhof)」に立ち寄って列車を確認の上、宮殿に向かうことにする。 
だが、ここからが大変。運河から外れると駅に向かっては上り坂に石畳で狭く一方通行が多い

四重苦。いつの間にか後方がはぐれてしまった。自分自身も方向は合っているはずだが道順が合

っているかは定かではない。その内後方のＭ見氏から連絡が入り、この２組の状態で西駅を別々

に目指そうと言う事になった。 
途中ＳＰＡ（こちらではメジャーなコンビニ）に立ち寄り水分補給（ここでも土産物購入）し、

右往左往しながら漸く西駅に辿り着く。Ｍ見氏組とほぼ同時に着いたようだ。 
入り口で皆さんを待たせて、代表して「緑の窓口（？）」へ確認に行く。時間は０６：５４発で

ブダペストには０９：４９着の約３時間。料金は２等で往復＠７０ユーロ。時間と料金は判った。

それでは、いざ「シェーンブルン宮殿」へ。駅から

はおよそ２０分で行き着けた。入り口横の駐輪柵に

自転車を纏めて停めるが、残念ながら鍵が足らず全

部を施錠することが出来ず、またもや私が自転車番

となり、皆さんに１時間ほど自由見学に行ってもら

う。 
入り口の外側脇にジェラートの屋台。早速購入す

るも少々ゆるい。ゆるいだけあってアっという間に

食べ尽くし、余計に喉が渇いてきた。入り口の内側

には売店があった。覗いてみると土産物の他にアイ

スバーや飲み物が売られている。…助かった… 
 

ウィーンはデンジャラスシティー 

一頻り見学を終えて再集合し、船が待つヌーズドルフ(Nusdorf)に向かうのだが、先ず一旦西駅

前に戻りそこから地下鉄Ｕ６沿い（途中から高架になっている）に沿って行くことになる。高架

沿いには歩道の他に自転車道も存在していた。ただ、オランダのように歩行者が立ち入らないよ

うな事はなく、平気で歩行者は横切ってくる。信号も多く多人数で走るには非常に辛い。また、

高架は途中で曲がり自転車道も別方向へ延びていた。 
とりあえず、ここからは坂を下って運河に向かおう。紆余曲折の後漸く運河に辿り着く。そこ 
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からはペースを上げて、ＭＳケルナーまでもう一息。 
当初翌日の予定では、西駅まで自転車で移動し列車に自転車も載せ込んでブダペストを自転車

で観光…なんて計画だったが、西駅へはタクシー移動に決定した。 
夕べ、ヤンから当初の計画で相談に乗ってもらったが、その際ヤンからは「市内を団体で自転

車で走るなんてデンジャラスだ」って言われた意味が漸く理解できた。 
ＭＳケルナーに帰船出来たのは、１７：３０。

今夜の夕食はなぜか１９：３０と言う遅め。シャ

ワーを浴びサッパリしてから夕食に向かうが、乗

船客は３分の２程度しかいない。と言うのも、ウ

ィーン停泊なので市街のレストランで自由食する

人や、オプションのコンサートツアーに行く人達

がいたみたいだ。それで夕食時間も変則的になっ

ているようだ。 
そんな中で、見慣れぬ顔が目に付いた。人の良

さそうな年配者で、歳の頃なら７０前。クルーや

スタッフ達は結構恭しく接している。このウィーンから乗船してきたよう

だ。 
非常に愛想が良く、話しかけて

みると…なんと彼はこの船のオー

ナーだそうだ。特にオランダやド

イツで結構な数のクルーズ船に乗

ったことを話すと、この船に関する

意見を求められた。しかし数多く乗ったとはいえ大した

船には乗ってないことを告げると満足してくれたよう

で、しきりにワインを勧めてくれる。 
とりあえず名刺を交換する事が出来た。名前は Herman Kranenberg。名刺の肩書きは

ManajingDirecter（専務取締役）となっている。本職は公認会計士らしくオーナーと言っても共

同オーナーの様だ。 
ディナー後も、彼はラウンジのバーカウンターに陣取り、我々を見かけては奢りまくってくれ

る。私にＭ見氏やＩ腰氏は彼にたかるようにご相伴に預かっていた。バーテンのボグダンやピー

ターも調子に乗って、私がワインをオーダーすると、ニタニタ笑いながらジョッキにワインをな

みなみと注いでいる。馬鹿野郎！ビールやないんやぞ！嬉しいけど… 
 

ブダペスト 

６／２１ ０５：４５。早朝出発の我々のために、ダイニングが開けられた。今日のランチ用

に私がみんなの分のランチパックの制作に掛かる。その内皆さんが集まって来られ、日本人だけ

の朝食が始まった。と言っても、０６：１５にはタクシーが来るので大忙しである。 
慌ただしく朝食を済ませ、１３名は３台のタクシーに分乗して西駅に向かう。ところが３台同

時に出発したはずなのに、タクシーはそれぞれ全く別のルートで誰が一番早く着くか競争の様に

船のオーナーだそうだ 



市中を飛ばして駅を目指す。その内に私に日本から連絡が入り、船での待機を余儀なくなってし

まった。仕方なく、Ｍ見氏に引率をお願いして西駅で皆さんを見送ることになった。 
西駅に到着すると、三々五々他の２台も到着していた。皆さんに私が行けなくなったことを告

げＭ見氏とＩ腰氏との３人で「みどりの窓口（？）」でブダペスト迄の往復のチケットを購入し、

プラットホームで皆さんをお見送り。残念ながらブダペストの模様は実況出来ないので、Ｍ渕さ

んのサイトのブダペスト編をご覧下さい。 
http://flightcycling.web.fc2.com/dona6.html 

皆さんを見送ったあと、公共交通機関を使ってＭＳケルナーに戻るべく１回券（１，５Ｅ）を

自販機で購入。この西駅からは、地下からは地下鉄のＵバーンが発着している。でも、駅前から

はトラムが目の前を行き来している。あれに乗ろう！あれに乗ればウィーンの人になったような

気がする。 
左（北）に向かうトラムに乗ればＭＳケルナーのいるヌーズドルフに戻れる（かな？）。 
やって来たトラムに意気揚々と乗り込んだが、トラムは僅か２駅で終点。そこからはＵターン

して停車。えっ…、運転手にヌーズドルフ迄行かないのか聞くと、「ここからはＵバーンに乗れ！」

と告げられる。結局は地下鉄かい。と言ってもここからはＵバーンは地上に出ている。地下鉄を

乗るのに階段を上がる…。 
結局ガイドブックを読み直し、もう一回の乗り換えの後にヌーズドルフに到着。そこから徒歩

１０分でＭＳケルナーに無事帰船出来た。 
船内は朝食の真っ 中で、出会ったＯ浦さんには驚かれるわ、ヤンやルチアからは呆れられる

わでさんざん。 
待機していた仕事も１０分程で終わってしまい、さあ

今日はこれから一日どうして過ごそうか？Ｏ浦さんは

既にフリーの市内観光に出ていった。 
では、一人で市内観光に出掛けようか？目的地を先ず

決める。ウィーンなら先ずは映画「第三の男」に出てき

た「観覧車」。掘り出し物があるかもしれない「蚤の市」。

そして、外せないのがホテルザッハーの「ザッハートル

テ」でしょう。 
 

ウィーン市内観光 

目的地が決まれば、いざ出発！また、ヌーズドルフ

の電停のに戻り、先ず近くのたばこ屋で２４時間乗車

券（５，７Ｅ）を購入。やがてトラムがやって来たの

で乗り込み、 初に行わねばならないのが、車内に据

えられている刻印機で乗車券に日時を打刻しなけれ

ば無賃乗車扱いとなる。 
２駅先の Heiligenstadt で地下鉄のＵ４路線に乗り

継ぎ、Schottenring でＵ２に乗り換えプラーター

(Prater)に到着。 

観覧車乗り物券 

蒸気飛行機搭乗券 

地下鉄１回券 

渡船乗船券 一日乗車券 



第三の男 

プラーターは小さな遊園地。ゲート脇には売店があり、店先

には「オリジナル絵はがき製作マシン（仮称）」があった。この

機械の前に立ち、カメラのレンズに向かう。すると、画面にそ

の人物が映し出され、３Ｅ（少々高い）を投入して決定を押す

とその顔が撮影される。次に一部分の空いた絵はがきの絵柄（勿

論オーストリアの風景）が数種類現れ、気に入ったのをチョイ

スするとその空いた部分にその人物の顔が刷り込まれ絵はがき

となって出てくるのである。 
勿論、我が家の愛娘に送るために撮影＆購入。また、呆れら

れるやろうなあ… 
他の乗り物には興味は無いので、まっすぐ件の観覧車へ向か

う。乗車賃はなんと９Ｅ！高っ！観覧車は想像していたゴンド

ラ状のものではなく、細長いコンテナハウスみたい。貸し切って食事を持ち込みパ

ーティーを開くことも可能だそうだ。 
同乗者は紳士然とした英国人の二人だけ。こちらが日本人だと判ると「コンニチハ」と挨拶を

してくれる。時折片言で会話しながら約１０分の遊覧を楽しむ。 
「第三の男」のテーマ曲を鼻歌で口ずさむとすかさず”Ｙｅｓ ｔｈｉｓ ｍｅｌｌｏｄｙ！”

と頷いてくれる。 
観覧車を降りてゲートに向かうと「ウィーンスカイトラベル社」の看板。一体どんな旅行社？ 
中に入ると直ぐにチケット売り場。料金は５Ｅで約５分のウィーン遊覧。乗り物は天才博士が

作った「蒸気飛行機」らしい。まあ、たった５Ｅでウィーンを遊覧飛行出来るなら安いもんだ。

土産物コーナーを通り過ぎ、ゲートでチケットを渡し薄暗い通路に進む。要は東京ディズニーラ

ンドのアトラクション「スターツアーズ」の様なもので、前方の画面がのんびりウィーンの上空

を遊覧しているかと思うと、エマージェンシーコールのけたたましい音と共にジェットコースタ

ーのように急降下し、あわや…という瞬間に反転急上昇。それに合わせて、乗客の居場所も動く

もんだから気分が悪いったらありゃしない。もうあと２分程続いていたなら、きっとウィーンの

空からもんじゃ焼きが撒かれていたことだろう。 
 

蚤の市って… 

プラーターをあとにして、Ｕ１に乗り Karlsplatz で

Ｕ４の乗り換え一駅で「蚤の市」のある地域だ。「骨董」

なんかがあるのかな？お値打ち品は見つかるかな？な

んて考えながら、露天の市に入っていく。ところが、

「蚤の市」とは名ばかりで「骨董」なんて何処にもな

い。あるのはチープな衣料品や香辛料・ドライフルー

ツなんかの屋台。売り手もアラブやスラブ系の人種ば

かりでどう見ても、「食い詰めた移民」って感じ。気を



取り直して、昼食を摂るべくその辺りの屋台のレストランをあたるも、「シシカバブ」なんかのア

ラブ系の屋台ばかり。もう、がっかり。 
 

ザッハートルテ 

気を取り直してＵバーンに乗り込み、「オペラ座」

を目指す。そこからはケルントナーKarntner 通りと

いう、店舗が建ち並ぶ「歩行者天国」のショッピン

グストリートが現れる。 
国立オペラ座の北向かいに…「ホテルザッハ

ー」があった。Ｄ-パックを背負ったバックパ

ッカー風の小汚いおっさんの旅行者にはかな

り敷居が高そうだ。 
「ザッハートルテ」は無理かな？なんて思いなが

ら通りを進むと、ホテルザッハーの建物の並びの角にカフェがあった。「カフェザッハー

CafeSacher」だ。てっきりホテル内にカフェがあり気軽には入れないだろうと思っていたが、カ

フェは別店舗で営業されていたんだ。 
店舗の外はカフェテラス。壁面の一部はショウウィンドウとなっている。店内に入ると、真正

面のレジを境に右側がケーキ等の持ち帰り用のショウケース。左側が喫茶スペースとなっている。

女性の案内を待ち、勧められたテーブルに着席。椅子もテーブルも異様に高さがあり、着座する

のに一苦労。やがて、注文を取りに来た男性にザッハートルテとエスプレッソをダブルで注文。

ザッハートルテは＠４，９Ｅで、エスプレッソは＠２，２５Ｅのダブルで締めて９，４Ｅとなっ

た。味と格式と有名度を考えれば結構安いんじゃない？ 
フォークを突き立てると、外のチョココーティング部分は、柔らかい砂糖菓子の様。スポンジ

はジャムが挟まれているのかな？コーティング部分とスポンジを一緒に口に含みかみ合わせると、

渾然と混ざり合って…う～ん美味！少々甘いかな？と感じるが、付け合わせのホイップクリーム

が打ち消してくれ絶妙のバランス。 
ウィーンの甘味を堪能したのち、ケルントナー通りを北上。暑い…、にも関わらず観光客の多

いこと多いこと。お昼も廻ったことだし、昼食も考えなければならない。そろそろ、日本食特に

「お寿司」が食べたい。 
寿司屋を見つけたが、メニューを確認すると寿司の他に中華料理まで掲

示されている。あかん…、多分中国人の経営だろう。 
やがて、カフェテリヤ方式のレストランが現れた。

ショウケースの中にはパックに入った寿司もあっ

たが、なんと１４Ｅと馬鹿高い。結局は寿司を諦め

てカフェテリヤで料理を注文。経営者はここでも中

国人らしく、横柄な客のあしらいにイラっとするが、

美味しければ良いか…と言う事で、小海老のマヨネ

ーズ和えにフライドライス（焼きめし）、それに生

ビールを一杯。なんとこれだけで２０Ｅにもなって



しまった。しかも味はゲロまず！小海老はいかにも冷凍物らしく、旨味はなく妙に水っぽい。フ

ライドライスは、ただ混ぜただけの様な味。ビールはあまり冷えて無い。冷えて無いビールほど

不味いものは無い。その上、自身のテーブルの周りは落ち

着きのないインド系のいかにも移民の家族と言った雰囲気

で、ウィーンに似つかわしくなく料理の不味さを一層引き

立ててくれている。 
食 後 、 シ ュ テ フ ァ ン 寺 院

Stephansdom を通り過ぎ、やがてド

ナウ運河のほとりのシュヴェーデンプ

ラッツ Schwedenplatz に辿り着いた。

ここの運河の河川敷は昨日立ち寄った高速艇の船着き場「ウィーンシティー船着き場」だ。 
この広場（プラッツ＝広場）からは、四方にトラムが発着している。広場のベンチに腰を下ろ

し、家族宛に絵はがきをしたためる。 
絵はがきを書いたはいいが、さて郵便局は何処にあるんだろう。近くの人に聞いても判らない

らしい。もう一組初老の夫婦に聞くと１００ｍも行かない奥まった所にそれはあった。切手を購

入するのも一苦労である。 
家族への土産も買えた事だし、そろそろ船に戻ることにする。冒険の気持ちでガイドブックに

頼らず、目の前に来たトラムに飛び乗る。トラムは自分の思っている方向に走り始めたが、次に

現れた運河に架かる橋をいきなり右折して渡橋。二駅ほど走った後、降車しついでに付近の店舗

を物色後、今度は反対行きのトラムに乗り込み、元のシュヴェーデンプラッツに戻った。今度は

シティーマップの路線図を研究する。 
トラムはＤバーンと呼ばれ、路線図ではＤで表示され

る。そして、私が乗りたいのはＤ２だが、ウィーンのリ

ング内ではＤ２は一方通行となっている。そのためここ

からは反対方向のＤ２トラムに乗車し、シュッテントー

ア Schottentor 大学前で乗り換えれば目的地のヌーズド

ルフにトラムだけで戻る事が出来る。 
各電停には次にやってくるトラムの路線番号に行き

先と到着残り時間が表示されるので、自分が待っている

のがあっているかどうかの確認も出来るので、不安は除かれる。 
研究して乗車した甲斐あって無事ヌーズドルフに到着。１０分程歩いてＭＳケルナーに１７：

００頃に帰船。シャワーを浴びて着替えてサッパリ。 
１８：３０。ブダペスト組がタクシーで帰船してきた。皆さん疲れているにも拘わらず「綺麗

だった～！」なんて言葉が次から次からついて出てくる。 
慌ただしいけど今夜

は 
１９：００からディナ

ーです。今日の前菜は

こんなに可愛いトマト

の金魚(実際は一人一



個です)、とデザート。 
 いつの間にかＭＳケルナーはウィーンの岸辺を離岸しクレムス Krems に向かって静かに遡上

している。 
 食後はラウンジに又Ｍ見氏とＩ腰氏それに私の３人はたむろし、船のオーナーにたかり賑やか

に夜は更けていく。 
 

クレムス(Krems) 

 ６／２２ ０６：００。ＭＳケルナーはクレムスに到着。この街はバッハウ渓谷の東端にあた

り、今日はバッハウ渓谷沿いを遡上しながらエマースドルフ Emmersdorf に至る約３６ｋｍの

後のサイクリングの行程。 
 朝食を終え、いつものようにランチパックを作り船外に出て自分の自転車を探し出す。この所

作も今日で 後…。いつものように軽くストレッチをこなし、さあ 後のＲＵＮ！ 
 クレムスの街はいずれにしてもこの時間は何処も開いていないので、見学をせずにサイクリン

グに出発する。 
 しばらくは、左側の車道に沿いながら木陰に庇われながら走行。Unterloiben という小さな街

で車道からそれると、いきなり眼前に葡萄畑とアプリコットの畑が広がった。 
 思わず停車して、しばし写真タイム！揃って記念写真

を撮ろうと言うときに丁度テキサスレンジャーズの女

性達が通りかかったので、シャッターを押してもらうこ

とになった。 
 さあ、並んでこれからと言うときに我も我もと彼女に

カメラを託し出す。あっという間に彼女の手元には７～

８台のカメラが集まった。 
 彼女は呆れながらも快く全てのシャッターを押しき

って、颯爽と先へ進んでいった。 
  

デュルンシュタイン(Durnstein) 

 やがて、デュルンシュタインの街に到着。この人口僅か８８０人というごく小さな街を有名に

しているのは、１１９２年に十字軍遠征の帰途にあったイギリスのリチャード獅子心王がここに

あったケーンリンガー城に幽閉されていたという物語があるからだ。 
 この街のメインストリートは「ハウプト Haupt 通

り」。進行方向に向かうと上り坂になる通りで幅は５

ｍ程度。石畳で両脇は白い壁の建物が続いている。殆

どの建物の一階はワインや特産品を売る土産物店と

なっている。特にこの日は観光客が多く人出でごった

返している。勿論自転車は乗っては通れないので押し

ていくことになるが、折角の街だからしばし自由見学。 
 この街にはケーリンガー城跡の他にも、１６３０年



に建てられた５星のシュロスホテルデュルシュタインもあれば、１５世紀創立の聖堂参事会修道

院教会もある由緒ある街である。 
 

国際交流は積極的に… 

 ハウプト通りを抜けきったところが坂の頂点となっていて、ここで再集合。他の同乗者チーム

も眺めの良いこの場所で記念写真を撮っている。 
 私から５ｍ程離れたあたりにイタリア人チームが記念写真に写るべく固まっている。道路の反

対側からチームの一人がカメラを構えている。この距離なら多分私もそのフレームの中に収まっ

てるんだろう…なら、ポーズをとってやれ。ボディービルダーやキャイーンのポーズを彼に向か

って続けていると、漸く気づいたらしくカメラを構えながら思わず吹き出し、大笑いしながら近

づいてきた。そして、チームの連中に私を連れて行き

「面白い奴なんだ！」と言うような意味（多分）のこ

とを言って私を紹介している。 
 彼との２ショットのあと、みんなにキャイーンのポ

ーズを教え、みんなで記念写真まで撮ったっけ。この

時以来、彼らとは一層の挨拶を交わすようになった。 
 ここから坂を下り約５ｋｍ程でワイゼンキルヒェ

ン Weisenkirchen に到着。早速トイレを探すもなか

なか見つからない。古い継ぎ接ぎだらけのような教会

前の小さな広場で自転車を置き、教会内のトイレを探

しに行ってもらう。無かった場合に備えて、その先までを探索に行く。アイスクリーム屋にカフ

ェレストランも発見。ここならトイレもあるだろう。 
 教会前に引き返し皆さんを引き連れてくる。カフェレストランは正にオープンしたばかり。そ

れぞれにワインやビールを注文。ワインはリースリングの地ワインですっきりしていて…美味し

い。下戸の人はアイスクリーム店に向かう。 
 このカフェレストランからは、道路を挟んでドナウ川が眺められる。そんな時一隻の見慣れた

クルーズ船が川を遡上していく。 
 我々の我が家ＭＳセオドールケルナーだ！みんなで思いっきり手を

振るが見えたかな？今日は体調のすぐれないＫ下夫妻が、クルーズ移

動をされたが後でお聞きすると、我々がちゃんと見えていたそうだ。 
 ワイゼンキルヒェンから次の街スピッツ Spitz 迄はおよそ６ｋｍ。コ

ンビニ並の大きさのスーパーに入るも残念ながらトイレは無かった。皆

さんに買い物をしてもらっている間にトイレ探し。観光案内所があったので聞くと直ぐそばの船

着き場にあるとのことで、確認すると立派なのがあった。皆さんを呼びに行こうとしたその時、

また目の前をＭＳケルナーが通っていく。しかも丁度他のクルーズ船に抜かれて行くところだっ

た。思わず「しっかりしろよ！」なんて叫んでしまった。 
 トイレを済ませ再出発。お昼になったが、ランチを摂るになかなか良い場所が現れない。 
 走っていると丁度１２時になったらしく、あちらこちらの街の教会から鐘の音が聞こえてきた。

Schwalenbach の村では真横で鐘が鳴り出しビックリ。 

キャイーン！ 



 １２：３０頃に漸く食事の摂れそうな場所

Grojsbach に到着。芝生のベンチでは、先程仲良

くなったイタリアチームが陽気に手を振ってく

れる。軽食レストランに入ると他船のサイクラ

ーが大挙してランチを摂っている。我々も挨拶

を交わしながらそれに混じり食事を始める。売

店で勿論ビールをＧＥＴ！今日の私のメニュー

はパックの「おでん」に「カップラーメン」。 
 その内に川では４隻くらいのクルーズ船が通

り過ぎようとしていた。すると他船のサイクラー達が岸辺に並び、大声や指笛なんかで自分たち

の船を応援している。 
 我々も負けじとＭＳケルナーを応援しようとするが…遅い。どんどん他船に追い抜かれている。 
 １３：１５再出発。あと、１３ｋｍ程でゴールのエマースドルフ Emmersdorf に着いてしまう。

このままでは４～５０分で着いてしまう。いや、サイクリングが終わってしまう。 
 

エマースドルフ(Emmersdorf) 

 走り惜しみするような気持ちでペダルを踏む。そしてとうとうエマースドルフの街に着いてし

まった。もう１～２ｋｍでゴールとなる。 
 途中に、カフェレストランがあった。ウエイターチームのトーマス達が我々を見かけたらしく

手を振ってくれている。 
 とうとう、船に着いてしまった。順次船に自転車を載せ込んで行く。本当にこれで終わってし

まうの？まだ、１４：００前やで？・・・・・・・。 
 「エマースドルフの街に行ってみません？」と思わず声を掛けると、皆さん自転車をもう一度

引っ張り出し船外に出てこられた。クルーズ移動で休んでおられたＫ下氏まで誰のか判らない手

近の自転車を引っ張り出して出てこられた。やっぱり、皆さんの思いも同じらしくこのままで終

えたくは無さそうだった。 
 ところで走り出したはいいが、一体街の何処へ行こう？やはり買い物好きの皆さんにはスーパ

ーかな？でも、結局見つからなかった。後で気づいたことだが、この街の対岸は３日前に来た街

メルクだった。しかも橋一つで繋がっている。そうだ、向こうへ行くと言う手もあったんだ。 
 しかし、このときは他に考えつかず、仕方なく街中で解散。そのまま風景地を探しに行かれる

方達や船に戻られる方と別れた。 
 

ゲシュプリツター 

 私を含めた数人は、先程のカフェレストランに行ってみ

ることになった。その店の屋外は大きな木の木陰にテーブ

ルが設えてあって、涼しそう…！ 
 皆さん思い思いに飲み物を注文。私はオーストリア人が

夏に好んで飲むと言われるゲシュプリツターGespritzter



に挑戦。これは、よく冷えたワインと炭酸水を１：１で割ったもので、ワインに炭酸水を入れた

と考えれば水くさく思えるが、炭酸水にワインを入れたと思えば味が付いて飲みやすいかも…。

これは気に入った。炭酸水だけでは美味しく思えないがこれならガブガブ飲めるし、酔っぱらっ

て悪酔いすることも無さそうだ。しかも帰国しても楽しめそうだ。 
 １５：３０には船に戻り自転車を返却して船に乗り込んだ。ここにドナウ川のサイクリングが

終わった。暑かったけど…楽しかったな。また、来たいな。 
 

フェアウェルパーティー  

 ＭＳケルナーは１７：００に離岸し、出発地点のパッサウを目指す。 
 荷物をある程度纏め、１９：００からのディナーに備える。 後の夜はディナーもフェアウェ

ルパーティーだから、ちょっとフォーマルに…。 
 と言っても、ジャケットやネクタイなんか持ってきていないんで大した格好は出来ないが…、

そこで、ちょっと洒落て「蝶ネクタイ」なんかをあしらってみよう。 
 早速、３分足らずの超早いスピードで「蝶ネクタイ」を作製（？）。シャツの襟に取り付けて食

堂に向かう。 
 入り口で並んでいると、見知った外人やクルー達が私の大きめの「蝶ネクタイ」姿をみて微笑

んでくれる。そして、しげしげと蝶ネクタイを見直し、みんな思わず吹き出して笑う。 
 いつもの席に着座する。我々のテーブルではＴ田氏とＨ本氏がジャケット＆ネクタイで決めて

おられる。さすがだね。 
 やがて、クルーズディレクターのヤンがマイクを持って司会進行を始める。彼もジャケット＆

ネクタイだ。神妙な面持ちの彼も私のフォーマルなネクタ

イを見て、一瞬吹き出した。 
 でも、この特製蝶ネクタイは非常に弱く、ミシン目でち

ぎれてしまい直ぐに落っこちてしまう。そこで隣のＮ井さ

んに「セロテープかなんか持ってません？」って物は試し

で聞くと…、手持ちの鞄からごそごそされる内に…出てき

ました。Ｎ井さんってひょっとして「ドラえもん」？ 
 えっ？蝶ネクタイの素材？トイレットペーパーです

よ！ご安心下さい。勿論、未使用です。 
 食後は、みんな階上のラウンジに集まり、クルー達の

心づくしのアトラクションが始まった。男性クルー達の

「白鳥の湖 六羽の白鳥の踊り」や女性クルーを交えて

の寸劇など。言葉は判らないが伝えようとしている事は

理解できるので笑える。 
 フロントのマルティナも寸劇に加わり主演を張って

いる。彼女はＭ見氏とＩ腰氏のアイドルだ。 
 ボルテージが 高潮に達する頃にはダンスが始まり、

踊れる人はともかく踊れない人も身体をスイングさせ

ながら弾けている。「ＹＭＣＡ」の曲が流れ出すと、全員が一列になりラウンジ内を練り歩き、バ



ーテンのピーターは私がプレゼントした百均で買った扇子を広げて、先頭で音頭を取っている。 
 賑やかな夜はいつまでも続くような気がする。弾ければ弾けるほど明日の下船の別れが辛くな

る。そう、「祭りの後の寂しさ」に襲われそうだ。 
 そんな一人一人の思いを乗せてＭＳセオドールケルナーは、下船地のパッサウを目指し夜を徹

して、我々を運ぶ。 
 

チェックアウト（精算） 

 ６／２３。いつもの様に船上で目覚め、いつもの様に朝食を摂る。

メニューは相変わらずなので、特別な感情は湧かなかったが、ラン

チパックを作らないことに 後の食事であることを感じる。 
 船室に戻ると、枕元に請求（精算）書が置かれていた。今までの

船中での飲み代だ。締めて６５Ｅだった。思っていたより安くつい

たかな？それもその筈、後半（食堂以外では）オーナーにたかった

り、バーテンのボグダンやピーターからは“目配せ”だけで済ませ

てくれたからだ。 
 早速、自室前のフロントに向かい精算してもらう。クレジットも

使えると言うことだが、パソコンも使えないこのアナログ船内でど

うやって取り扱うんだろう。むかしながらのガチャガチ

ャスリップを使うんだろうか？ 
 担当のガブリエルに請求書とカードを差し出すと、つ

いて来いと言う。連れて行かれた場所は階上の露天デッ

キ。ガブリエルはクレジットカード用モバイルに数字を

打ち込み、カードを差し込んでそれを天空に掲げてエア

チェックし、コンプリートキーを押す。するとカード会

社と交信できたらしく、モバイル機からレシートが出て

きた。これでカード決済が完了したようだ。その後もず

っとガブリエルは、この作業を一人一人に行っていた。 
 パッサウには１２：００頃に到着予定。クルーズの 後の行程を過ごす。 
 おじさん達のアイドルであるマルティナと記念写真。バーテンダーチームのピーターとボグダ

ンからは、彼らの母国「ルーマニア」の国旗を取り出し、船名と彼らの名前を寄せ書きして記念

に持たせてくれた。ヤンからは、Boat&Bike のＴシャツを進呈され、お返しに私の「め組」のＴ

シャツをプレゼント。 

マ
ル
テ
ィ
ナ 

ピーター   ボグダン 



 我々の迎えのバスは、事前に連絡があり１４：００頃に到着するという事だった。じゃあ、パ

ッサウでは少々時間があるので、由緒ある街を探訪する機会が出来たとして、皆さんフロント横

のパンフレット立てからパッサウの案内を抜き取り、時間を有効に使うべく研究し出す。 
 
 最後になったけど、ここでマイ船室（キャビン）を紹介。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 部屋は基本的に二人部屋です。ベッド下やテレビ台の下に荷物を押し込みます。この部屋は２

段ベッドですが、ベッドが横並びのツインルームもあります。 

 ０７：００頃、荷物を廊下に出しておくとクルーが運び去り、ラウンジにグループごとに纏め

て置かれた。０９：００にはルームキーを返却して退室。同時にハウスキーパーチームがシーツ

なんかを回収しに各部屋を回る。こんな時は、ミュージシャンもこの作業にかり出されていた。 
 行き場を失った乗客は、露天デッキに出て近づいては流れ去る風景を眺めるしか為す術がない。

これは、結構センチメンタルな気分に襲われてしまいそうだ。 
 ヤンが「バスに連絡しておいてやるから連絡先を教えろ」と言うことで彼に任す。 
 やがてパッサウが前方に見えてきた。ゆっくりゆっくりと初日に渡った橋に近付いていく。 
 １２：００頃、予定通りにＭＳセオドールケルナーはパッサウに到着＆接岸。先ずは、荷物の

スーツケースが船外へ運び出されていく。私は、

我々の荷物確認のため一旦船外へ出る。 
 やがて、乗客の下船が始まった。それぞれのお

国の言葉で別れを告げる。イタリアチームも出て

きた。彼らの挨拶は「チャオ！」だったっけ。 
 ヤンから声を掛けられ、指さされた方を見ると

運転手風のドイツ人が立っていた。えっ？もう迎

えに来たの？１４：００じゃなかったの？相変わ

らずいい加減なバス手配だ。 

収納式上段ベッド 



 慌てて、船内に戻りパッサウのランチと観光に行く気満々の皆さんを宥め賺して、出発準備に

掛かってもらう。救いはヤンの指示のお陰で、バスは１００ｍ先の橋の袂まで来てくれている事

だった。 
 皆さん、残念な気分とスーツケースを運ぶ移動距離が短く済んだことに相殺され、何とも不思

議な気分。でも、慌ただしさは別れの感傷的な気分を打ち消してくれるという効能もあった。 
 

ミュンヘン再訪 

 復路のバス車内はいたって静か。皆さん、クルーズ中の出来事を思い出しているんでしょう。

でも、ミュンヘンが近づいてくると、「今晩、何食べる？」「何処行こうか？」なんて会話が活発

になってきた。 
 １４：３０頃、一番 初に泊まったホテル「ホリデイイン」に到着。勝手知ったるホテルで、

チェックインを済ませた後、明朝出発の０９：３０迄自由行動を宣言し解散。 
 一旦入室して、着替え再びロビーへ。ＮさんＭ渕さん達は、ドイツ在住のＮ井さんのお友達と

連絡が付き、お友達の案内で観光に向かわれた。Ｔ田氏とＨ本氏は二人で出掛けられる。Ｎ原夫

妻にＫ下夫妻・Ｋ谷夫妻の６人は、有名なビアホール「ホフブロイハウス」に行かれるとのこと。

Ｍ見氏・Ｉ腰氏・Ｓ川さんにＯ浦さんと私の５人も「ホフブロイハウス」に行くこととなった。

図らずも同じ方向となり、１１人は 寄りのＵバーンの駅「アラベラパーク」に向かって歩き出

す。また、なんだかんだと言いながら自販機で一日乗車券を購入し地下鉄Ｕ４に乗車。オデオン

プラッツで乗り換え、一駅先のマーリエンプラッツで下車。地上に出てみるとそこは、初日にカ

ールスプラッツから歩いてきた所だった。そこからは件のビアホールまで直ぐ。 
 到着してみると本当に大きなホールである。時間のせいもあるがかなり混み合っている。この

店では、店員は空いた席を探して案内してくれるなんて事は全く無い。自分で空いた席を見つけ

て着座し、その付近担当の店員にオーダーするというのがここのルールらしい。 
なかなか１１名も座れるテーブルが無い。あるにはあったが、そこには店員がついておらずい

つまで立っても注文を取りに来ない。仕方なく二組に分かれそれぞれで席を見つける事となった。 
中庭に向かうと６人分位の席が空いていた。ただ、その席は１９：００からの予約が入ってお

り、只今の時間は１８：３０。３０分もあれば充分！と言うことで着席し担当の女性にメニュー

を持ってきてもらう。 
注文は、先ずはビールでしょう。そしてこの店の自慢の「白ソーセージ」。テーブルの合間を「プ

リッツェル」売りが回っている。かなり大きなプリッツェルで、どうやらチャリティーの寄付金

も入っているらしく、メニ

ューの金額に比べ結構高

い。どうやらお店とは関係

のない販売らしい。 
やがて、担当の女性がジ

ョッキを１０杯くらい抱え、その内の５杯を我々

のテーブルに置いていった。先ずは、乾～杯！ン

グング…プハア～！旨い（んかな？）、あまり冷え

てないのでこんな物か。でも、本場の有名店で飲



めたのは感動ものだ。「白ソーセージ」がやって来

た。茹でてあるので殊の外あっさりしていて美味

しい。Ｉ腰氏はソーセージを切り分けるのに、弾

力のある皮に阻まれ切り身を跳ばしてしまう。奥

のテーブルに座っていた若い二人の女の子が「フ

ライングソーセージだ！」と声を掛けてくる。ま

さに空飛ぶソーセージだ。 
彼女らはオーストラリアから観光で来たそうで、

我々日本人にも臆することなく話しかけてきた。

会話は弾み、 後に「いつ帰るのか？」と聞かれ、明日帰ることを告げると「それは残念ね！」

なんて言うもんだから、すかさず「You don’t cry!」と指をさして叫ぶと、彼女らは指を目

尻に当て泣き真似をする。横ではＯ浦さんはゲラゲラ大笑い。 
あっという間に３０分が過ぎてしまい、彼女たちに別れを告げて席を立ちホフブロイハウスを

後にする。 
店を出たが、これからどうしよう…。まだ、飲み食べ足りないし…と言うことでとりあえず、

初日に訪れ買い物をした露天市の広場へ行ってみよう。 
ところが到着してみると、露天市は時間的に全

部無くなっていたが、その広くなった広場にテー

ブルにベンチが隙間無く設置され、「にわかビアガ

ーデン」状態。今日は土曜日なんで、ウィークエ

ンドにはこうしてみんな屋外でビールを楽しんで

いるようだ。 
料理や飲み物は、その周りで営業しているレス

トラン等から買ってきてそこで飲食をするという、

いわゆる「フードコート」システムだ。 
さっそく席を確保し、交代で飲食物を購入に行

く。直ぐそばに「Nord see(北海)」というシーフ

ードの店があり、白身魚のフライを購入。一旦席

に戻り、次はビール…。あった！壁のない「東屋」

の様な店内に大きなビヤ樽を据え、次から次へと

ジョッキに注いでは２，５Ｅの現金を引き換えに

流れ作業のように販売している。 
「ホフブロイハウス」も話のネタには良かった

が、やはり、地元民が普段着で楽しむこういった

場所の方が居心地が良い。 
今回の旅の締めくくりとしては良かったなあ！また、来たくなってしまう。 
しこたま飲んで食って、ぼちぼちホテルに帰ろう。もと来た道を辿って、マー

リエンプラッツの駅に向かう。途中で、家族への土産にドイツパンを購入。今ま

であちこちのパンを食べてきたが、このドイツパンが一番気に入った。特にカイ

ザーゼンメル(Kaisersemmel)は非常にポピュラーでそれだけに飽きが来ないシ

Kaisersemmel 



ンプル＆素朴な味わいのお気に入り。 
マーリエンプラッツの駅からＵバーンに乗り、次のオデオンプラッツ駅でＵ４に乗り換えの為

待っていると…なかなか、アラベラパーク行きの列車が来ない…。 
おかしいと思いながら、壁面の時刻表を何気なく確

認すると…、なんとアラベラパーク行きの項目には２

０：１０以降の時間が記入されていない。つまり２

０：１０が 終だったのだ。その列車は既に２０分前

に発車していたのだ。 
結局、仕方なく地上に出て、タクシーを拾いホテル

に戻った。しかも、残念な事にタクシーの運転手には

わざと遠回りをされたようだった。 
途中、Ｎ原氏グループに既に終電の無い旨を知らせ

るべく連絡を入れようとしたら、連絡はつかなかった。でも、後ほどＮ原氏に確認すると、それ

までに無事に帰られていたそうだ。 
 

帰国の途 

６／２４。同室（トリプル）のＭ見氏とＩ腰氏と私の３人は、０７：３０のバッゲージダウン

に備えて、荷物をまとめ通路に放り出し、朝食会場の０７：００のオープンと同時に食事にあり

つく。毎日が健康的なサイクリングの毎日だっただけに食欲は旺盛。 
おっと、ランチパックを作りかけてしまう所だった。笑 
０８：２０頃にロビーに出ると、目の前に我々のバスがやって来た。相変わらず人数の割に大

きな車体である。この国って、手頃なサイズの車種ってないのかな？ 
早速、荷物を積み込み０８：３０予定通り空港に向け出発。 
０９：２５。ミュンヘン空港に到着。早めの搭乗手続きにも関わらず残念ながら通路側はＧＥ

Ｔ出来なさそう。それよりも荷物が心配。Ｎさんのスーツケースは私が持ってもかなり重く感じ

る。案の定、カウンターのベルト（重量計にもなっている）に乗せると…３０ｋｇオーバー。フ

ァーストクラス並だった。係員は重量オーバーを告げ、他の係員に確認を取った後あっさりと１

００Ｅの追加料金を宣言。 
エコノミークラスの機内預け荷物の規定重量は２０ｋｇだが、大抵２４ｋｇ迄は大目に見てく

れるんだが、いきなり１０ｋｇオーバーでは逃れようがない。Ｎさんは観念して１００Ｅ支払い。 
続いて、Ｍ渕さんだがＮさんより少々軽いかな？乗せてみるとなんと２６ｋｇ。これもオーバ

ーで１００Ｅを支払わされた。 
先の二人を見て、私は慌てて機内預けの大きなバッグから、重そうな荷物を手荷物に入れ替え

たりして、抵抗を試みる。祈るような気持ちでベルトに乗せると…２１ｋｇ！どうなるんだろう

と不安顔でいると「ＯＫ！」との色よい返事。「２４ｋｇ迄神話」は実在したんだ。しまった、こ

の重さなら荷物を入れ替える必要は無かった、と思っても後の祭りだった。 
結局、手荷物は重くなるわ、通路側はＧＥＴ出来ないわで往復とも残念な空の旅となった。た

だ、フランクフルト～関空間は窓側が確保出来たのが救いだった。 
ミュンヘン～フランクフルト間は国内線なので出国手続きはなく時間的に余裕が出来る。 

終終終電電電ががが無無無くくくなななりりり笑笑笑うううしししかかかななないいいメメメンンンバババーーー   



１１：２５。ＬＨ１１１便は予定通り飛び立ち、１２：２５にフランクフルト空港に到着。 
次は１４：００出発のＬＨ７４０便に乗り継ぐだけだ。例の空港内の階段を上がったり下がっ

たり、長―い通路を進み、途中のＰＣ（パスポートコントロール）で出国のスタンプを押しても

らい、予定のゲートに行き着くが…、搭乗の案内がなかなか放送されない。日本への帰国便のせ

いか日本人がやたら多い。 
そんな内に、機材変更の為に搭乗口が変更になった

旨の放送があった。どうやら、予定の機材に故障かな

んかの不具合が発生したようで、先程ニューヨークか

ら到着したばかりの機材を代替え機として、大至

急準備に掛かっているそうだ。 
また、新たなゲートはこの空港の外れのよう

で、「多民族の大移動」が始まった。 
新しいゲートは普段では使ってないのか、

売店すら無い！おまけに搭乗が始まっても、

ボーディングブリッジが使えるような所ではなく、数台のバスに分乗して駐機場に案内された。

私の海外渡航歴はおよそ１００回に及ぶ。たまにタラップを利用する乗降の体験をしてきたが、

その都度結構ワクワクしている自分がいる。何てったってタラップを使って飛行機に乗るなんて

「空の旅」らしいじゃないですか？ 
予定より２時間遅れの１６：００にＬＨ７４０便は無事出発。 
機内では、往路で見損ねた映画を５～６本見たかな？ 
ルフトハンザ航空は「スターアライアンス」グ

ループの中心企業。スターアライアンスのマイル

が結構溜まっているはずだ。機内誌の免税販売か

ら、家内への土産品を物色。手頃なマイル数でカ

ルダンのイヤリング＆ペンダントセットを注文。 
家族への土産も全て買えたので満ち足りた気持

ちで帰路のシートに身を委ねる。 
窓のシールドを上げ、窓外を眺めると翼の先か

ら朝日が昇ってきた。にも関わらず眠気が襲って

きた。映画と映画の合間にちょっと一眠り…。 
 
眠っているような、そうでないような、脱力感の中で旅行中の出来事が浮かんでは流れ去る。

そんな旅の出来事が浮かびあがるたびに、ひとり想い出し笑い…。 
 
 
この企画は、２０１２年６月１５日から２５日に掛けて、京都サイクリング協会とヒシダスポ

ーツ観光株式会社とで共同で催行された旅の記録です。 

文中、ご参加頂いた皆様には、失礼で横柄な表現もあったかも知れませんが、どうか思い出と

してご容赦頂けますようお願い申し上げます。     ２０１２年８月吉日 

      ヒシダスポーツ観光株式会社   妹尾河馬（菱田克己） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
オレンジのバッグはＭＳケルナーの同乗者                岸壁の桟橋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＭＳケルナーのラウンジのバー            ラウンジ ここで毎日ブリーフィング 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
閘門の通過を後方のデッキから眺める 

 
 
 
 
 
 
 
 

毎
夕
食
後
に
翌
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
ラ
ウ
ン
ジ
前
に
掲
示
さ
れ
る 

テ
キ
サ
ス
レ
ン
ジ
ャ
ー
ス
の
女
性
チ
ー
ム 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


