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京都サイクリング協会 
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～～～再再再びびびににに………オオオララランンンダダダサササイイイクククルルルーーーズズズ紀紀紀行行行～～～   

I 原理事長 

「サイクルーズツアー」って…？ 
京都サイクリング協会とヒシダスポーツ観光（株）が考えた造語で、サイクリングと
クルーズを掛け合わせた言葉です。ヨーロッパでは運河や河川も交通網の一翼を
担っていますが、そんな運河や河川を航行する客船を利用してサイクリングを楽し
む企画です。 
 客船には個室にシャワーやトイレ・食堂等が備わり、さしずめ「動くホテル」と言っ
た所でしょうか。朝、自室で目覚めたら食堂で朝食を摂り、次の街までサイクリング。
夕刻、次の街で先回りした客船が出迎えてくれます。朝、出た時のままの自室でシャ
ワーを浴びたり着替えてさっぱりしたら、シェフのディナーで舌鼓！非常に効率の
良いツアーです。なんと言っても荷物を一々詰めたり解いたりの手間もないのがお
気楽です。しかも、疲れた日にはのんびり船旅（クルージング）も楽しめます。 



ダッチ気分で…ワッハッハ！  

～再びに…オランダサイクルーズ紀行～ 

                               妹尾河馬（菱田克己） 

いざ！  

 ２０１２年。昨年来の意向を受け、第６回目となる「オランダ サイクルーズツアー」を企画。 
 今回は、昨年の「アンコールワット」「四万十川」にご参加頂いたＡ部さんのご意向で、成田発

着を設定。お陰で成田からは、件のＡ部さんご夫妻にお友達の井坂さん・富澤さんご夫妻とＫ田

さんの７名様が参加。 
 関西からは、ごく 近に結婚なされたＭ田さんご夫妻（HoneyMoon としてご参加）、これまた

Ａ部さんの奥さんのお友達のＩ田さん。昨年、四万十川や安曇野にご参加頂き、自転車の魅力に

とりつかれたＴ村さんにＹ口さん。昨年残念ながら募集人員に達せず中止になった本企画にリベ

ンジされた、Ｍ橋氏にＭ田氏のお友達のＭ倉氏。当社お馴染みのＯ堀さんにＳ田さん。そして、

栄えある京都サイクリング協会理事長であらせらるＩ原理事長。Ｉ原理事長は２００３年の第１

回目の参加者でもあり、今回はスタッフとしてご参加頂きました。 
 関空組は、１６：０５定刻に集合し１８：０５に無事出発。成田からはＥチケットで各個人で

チェックインしてもらい１８：２０に出発…されたはず。実は成田からは添乗が付けられなかっ

たからだ。まあ、何かあれば関空組出発までに連絡があるだろう。 
 

香港ディレイ（遅延） 

 今回利用したキャセイパシフィック航空は、もちろん香港を拠点としているので香港で乗り継

ぎだ。機内はゴールデンウィーク中にも拘わらず空いていて、覚悟していただけに少々拍子抜け

…。 
 香港には定刻より１５分位早く到着。しかし、先ほどから稲光が窓から遠望出来る。いやな予

感が…。先ずは、雷の影響で機内から１５分位降ろしてもらえずイライラするも、これはこれか

ら始まる苦行の予兆に他ならなかった。 
 広～い空港内のトランスファールームを目指して彷徨いながら４８番ゲートに到着。程なく、

成田組も到着して合流し、感動の再会。 
 外では、相変わらず稲光が走っている…。まもなく２３：４０の搭乗開始の案内が流れるはず。

…流れない…。その内に雷の影響で搭乗開始が遅れる旨の案内があった。 
 定刻の００：１０を過ぎても案内が流れないので問い合わせに行くと、搭乗ゲートが変更にな

るとのことで、新しい搭乗ゲイトが判明次第案内されるとのことであったが、０１：１５になっ

て漸く４番ゲートから０２：００出発との発表。一斉に「多民族の大移動」が始まる。しかし、

この香港の空港の馬鹿っ広い事に辟易させられる。本当に馬鹿みたいに広い馬鹿な造りの空港で

ある。４８番から４番なんて１㎞以上あるんじゃないかな。全く不便この上ない迷惑な無駄に広

い空港である。 
 およそ２０分も掛けて移動をするも、実際に出発出来たのは０２：３０を優に回っていた。そ



れもあの香港であるにも拘わらず、空調の殆ど効いてい

ない不快指数の高いロビーで待たされてはたまったもん

ではない。 
 何はともあれ、定刻より２時間半も遅れてボーイング

７４７型機（いまだにジャンボかよ！）は出発。かつて

は好きだった香港なのに…。 
 機内は満席。座席は依頼したとおりの通路側だったが、

隣は大柄なオランダ人夫婦。旦那の肘が越境してくる。

でも、話してみると気さくで、インドネシアのバリ島でバカンスを楽しんできたらしい。お陰で

少々退屈しのぎにはなったかな？ 
 

やっとオランダ  

 定刻を３時間も遅れて、アムステルダムスキポール空港に０９：３０到着。あ～くたびれた。

頼んでおいた空港アシストも待ちくたびれただろう。 
 オランダの空港って、観光バスの駐車場が離れているのでどうしてもアシスタントが必要にな

る。（３時間も遅れて到着しておいて到着早々、待ちぼうけのバスを呼び寄せられるほど私しゃ英

語が堪能ではない。ましてやオランダ語なんて…） 
 入国手続きを済ませ、荷物を引き出し、税関をフリーで通過。ロビーに出ると…居た居た…オ

ランダ人らしくジャイアント馬場のような大柄な５０絡みのおばちゃん。 
 かなりくたびれた様子で「オランダ サイクリングクルーズツアー」と日本語で書かれたプレ

ートを力無く掲げて待っていてくれた。 
 

「ゼロゼロワンダフル」っていつの話？  

 バスと直ぐに連絡を取るも、およそ３０分程掛かるとのこと。その間、皆さんにはトイレに買

い物にと…一時解散。その間にＴ田氏やＭ橋氏達と携帯の海外通話の為の番号交換。 初の番号

は「００ワンダフル」だから００１＋８１（日本の国際番号）か…。ＴＲＹ！…繋がらない…。

０１だったかな？…繋がらない…。その内にやって来たバスに乗り込むが、色々ＴＲＹしている

うちに、Ｍ橋氏で漸く繋がる。確認してみると「１」がいらず、「００」だけで良かったのだ。「０

０ワンダフル」って、そういえばａｕの前身のＫＤＤＩの時代の話だっけ。でも、それ以降聞い

たことも無かったからなあ。ところで去年までどうしていたんだろう…。 
 バスは、中二階建てで５０人乗りぐらいのか

なりの大型車輌。乗り込んでみると僅か２０名

足らずでは、皆さん何処に座っておられるのか

見渡せない。 
 アシスタントのおばさんの見送りを受けて、

バスが走り出す。 
 目指すは、我々がこれから一週間お世話にな

るハウスボート（ホテルバージ）「Tijdgeest（タ



イヘースト：時代精神）」が籍を置いている埠頭「VeemKade（フェームカーデ）」。初代の東京

駅がモデルとしたアムステルダム駅の東方向にある埠頭だ。 
 バスの運転手にとって、こんな所に送らされたのは初めてらしく（そりゃ、こんな企画で団体

で利用するなんて無かっただろう）、寄せ場を見つけられず辺りを少々彷徨った挙げ句に到着。車

輪止めがあるため、近くに寄れず Tijdgeest へ応援を呼びに行く。スタッフ２名を従えバスに戻

り、降ろし出された荷物を転がしながら、皆さんを Tijdgeest に案内。 
 １１時にしてようやく、ハウスボートに乗り込むことが出来た。本来なら、１３時以降のチェ

ックインとなるが、クルー（スタッフ）の計らいで、順次キャビン（船室）に入室出来ていった。

昼過ぎには一部を残して食堂兼ラウンジから荷物を移し終えることが出来た。 
 

市内観光 

 簡単に着替えを済ませ、早速自転車を借り市内観光に出発。 
 ルートは、アムステルダム駅を経由して「アンネフランクの家」「国立美術館」「マヘレの跳ね

橋」「旧計量所」を巡ります。 
 先ずは、駅前の VVV(フェフェフェ)と呼ばれるオランダの観光案内所に立ち寄り。ここでは、

ちょっとした土産物も販売しながら、観光のチケット販売や相談に乗ってくれる。また、各地区

の地図も販売されており、参加者に購入して頂ければ毎日の走破状況がビジュアルで確認できる

ので、お奨めである。今回は、「オランダパス」と呼ばれるカードの購入に関して立ち寄った。 
 「オランダパス」とは購入金額によって数カ所の観光施設の入場券や割引券及びトラムやカナ

ルクルーズの乗車船券がついてかなりお得なカードというふれこみの企画パスである。ＷＥＢで

事前に購入（予約）すれば５％の割引もあると言うことだが果たして…。ＶＶＶで聞くと駅構内

の「ＧＭS」で販売しているとのこと。駅構内ではすぐに見つけられた。カウンターで件の案内

書をもらいみんなで検討会。個人の観光にはお得かも知れないが、我々の様に自前の移動手段（勿

論、自転車）を持つ旅行者にはあまりお得感は無さそう…。でも、ものは試しで数人の方が購入。 
 駅前の「カナルクルーズ」乗り場付近で、一旦集まり

自転車をおいて先ずは腹ごしらえ。横には小さなコンビ

ニや立ち食いの軽食店が並んでいる。あったあった…、

オランダの国民食「クロケット」。日本のコロッケの原

型で味のバリエーションが結構ある。そしてそこにはそ

のクロケットの自販機が並んでいた。値段は１個１～２

ユーロ。お釣りは出ないので事前に側の両替機で崩して

おく必要がある。コインを投入しガラス扉を開けて取り

出すのだが、結構な熱々で…美味しい。備え付けのマス

タードを塗れば尚一層風味が増した。 
 さて、再度自転車に跨り観光の再開。駅前から西に向かい突き当たりのカナル沿いを左に進め

ば、「アンネフランクの家」が現れた。自転車を停め並び出すも、入館までに３０分以上掛かりそ

う。オランダパスは混んだ施設では、提示すれば「Ｆ ａ ｓ ｔ Ｐ ａ ｓ ｓ 」できると言うふれこみだ

ったが、実際にＴＲＹしてみると事前に予約が必要とのことで…あまりお得感無し。結局、並ぶ

ほど興味が皆さん湧かないようで、折角の拝観時間を有効に使うべく、手前で賑やかに開いてい

コロッケの自販機 



た「マルクト（マーケット：露天市）」に、隣の「西塔」を見学にと思い思いに過ごされた。 
 次に向かったのが「ミュージアム広場」。この辺りにはレンブラントが収蔵されている「国立美

術館」に「ゴッホ美術館」。向こう側には「コンセルトヘボー（コンサートホール）」が建ってい

る。変わったところでは「ハイネケン博物館」もあり、個人的にはこちらの方が興味がある。何

れにしても本日は時間が足らないので、場所だけの確認。 
 「マヘレの跳ね橋」に近くなると、

大音響で音楽が近づいてきた。そう

言えば空港のアシスタントが「今日

はミュージックフェスティバルが

あって市内は賑やかで混んでるよ」

なんて、言ってたっけ。 
凄～い！件の橋の手前対岸で大掛かりなステージと巨大モニターが設置され大音響でクラシッ

クが演奏されている。暫し聞き惚れていた。マヘレの跳ね橋からも見物人が立ち尽くしている。

その間を通り抜け、今度は「旧計量所」を目指す。「旧計量所」と言っても建物がポツンと残って

いるだけなので今回は単なるランドマーク。

本来の目的は…その付近の脇の小路を自転車

を押しながら縫うように進むと…、両側に大

きな窓がずらりと並び、肌も露わなお姉さん

達が立っている。そう、ここはオランダで有

名な「飾り窓」のアダルトな界隈。ここでは

自身の好みに合った女性がいれば、ドアのよ

うな窓を開け値段交渉。カーテンが閉まって

いる窓があれば、そこは交渉の結果成立した

契約が履行されている 中なのである。そん

な界隈を彷徨ったあげく１６時過ぎに Tijdgeest に帰船。各自の船室にすっかり収まりシャワー

を浴びて、さっぱりした後１８：３０よりオランダで初めてのディナー。内容は前菜から始まり、

メインは「シチュー」にハッシュポテトと茹でたカリフラワー。デザートはベリー類の甘(過ぎる)
～い練乳浸し。 
船内での飲み物は生ビールにワイン（ボトル or グラス）・ジュネバ（ジン）・スコッチと揃って

おり、クルーに注文しその都度勘定書にチェックされ、 終日の前日に纏めて個人で精算。その

際にチップを載せて支払うのが習わしである。持ち込みに関しては、オランダで手に入らないよ

うな日本酒や焼酎は問題ないが、近所界隈で買ってきたようなワインやビールの持ち込みはやん

わりと断られた。＊持ち込みが断られたのは初めてだった。 
ここでの日の暮れは２１：３０頃。１８：３０から始まった夕食もあまりの賑やかさに気がつ

けば丁度日が暮れだした頃となっていた。 

Tijdgeest 

 Tijdgeest は長さ約４３ｍ。幅６.４ｍ。船室は２～４名部屋全１４室で 大３４名受容可能の 
オランダのハウスボートではかなり大型のクラス。しかも珍しくも全室にシャワー＆トイレが備

わっている比較的豪華なボートである。約１００年程前に運搬船として進水したが、近年運送手

ミュージックフェスタのステージ 



段の発達により「運搬船」としての需要

が減ったため、徹底的に改装されハウス

ボートとして生まれ変わり、２０１０年

にも改装の手が加わり現在に至ってい

る。 
 実は、２００６年の第３回目のツアーの際に初めて利用したことがあり、設備の良さは判って

いたが、クルーはその時とは変わっていた。 
 現在のクルーは Captain のへリッツ（５

２）。坊主頭の料理担当セバスチャン（２

８）。ボーイのクォーン（１９）。それに犬

のシュニッツェル（？）。ん…、シュニッ

ツェル？って、欧米の料理名で「カツレツ」

って意味じゃなかったっけ。 
 そんな３人と１匹が、Tijdgeest を切り

盛りし我々をもてなしてくれるのである。 
 ハウスボートの船室は殆どが段ベッドで、他船の

様にシャワーやトイレが室外でシェアするタイプで

あっても、各部屋には小さいながらもクロゼットに

洗面台は備わっている。部屋の壁にはフックが多く

備わり、室内の居住空間を有効に使える様になって

いる。また、ベッド下にはスーツケースが収まるよ

う少々高めに設えられている。 
 船室は一週間に一度、クルーが清掃してくれる。

清掃を希望する場合は、部屋の鍵を鍵穴に刺したま

ま離室。それを目印に船室は清掃される。不要の場

合は鍵を掛けておけば清掃されない。タオル類も同

日にラウンジのテーブルに積まれるので、古いタオ

ル類と交換に自室へ持ち帰る。洗面具は無いので持

参しなければならない。 
 船内のネット環境もＷｉｆｉが備わり、持ち込ん

だパソコンも設定をしておけば自室でもアクセスでき、携帯以外の日本との連絡方が確保できた

のが助かった。 
 船での毎日は、朝食が０７：３０からで、数種のパン＆シリアルとハムやチーズが並べられオ

レンジジュースにミルク。それに、トマトやグリーンサラダに茹で卵がついたりつかなかったり。

朝夕にはコーヒーとティーセットが用意されており、代わり映えのしない朝食内容に飽きたら、

ティー用のお湯を利用して、日本から持ち込んだ即席みそ汁やカップ麺で自身の日本人の根っこ

を確かめる。 
 そして、この朝食時に自身でお弁当(ランチパック)を作る。日本では考えられない位の枚数の

ハムとチーズを挟んで自家製サンドイッチ。そればかりでは飽きるので、ジャムサンドなんかも

作り、紙ナプキンに包んでビニール袋に入れ、昼食用に用意してくれた果物（リンゴ又はバナナ

Ｔ ｉ ｊ ｄ

ｇ ｅ ｅ ｓ

セバスチャン・クォーン・へリッツ 

 部屋には段ベッドとトイレ＆ シャワー 



等）と紙パックジュースにチョコバーを纏めて紙袋に

詰め込めばランチパックの出来上がり。 
 ０８：３０～０９：００の間に準備が出来次第サイ

クリングに出発。１７：００頃、次の街で船と落ち合

い帰船。自転車を船に乗せ込み（自転車は盗難に遭い

易いので必ずデッキに上げてしっかりと施錠）ラウン

ジに入るとお茶の用意とクッキーが用意されているの

でホッと一息。 
 自室に入ると、朝の出発時のままの部屋が移動していなかった如くそのままで迎えてくれる。

自室でシャワーを浴び着替えてさっぱりしたら、ラウンジに戻りビールかワインをちびちびやり

ながら１８：３０からのディナーを待つと言った毎日である。 
 

閘門（ロック） 

 自作のお弁当を携え、Tijdgeest を離船。各自転車の荷台には取り外し可能な赤いＢａｇが取

り付けられる。それにはお弁当ともしかの場合の雨具をいれていざ出発。 
 先ずは、埠頭沿いをアムステルダム駅の裏側（北側）に向かう。そこは対岸へのフェリーが随

時運行されている。結構な川幅なので橋がないためフェリーは道路扱いで無料となっている。車

は乗れないが、自転車扱いのスクーターまでなら同乗出来る。 
 乗船時間は僅か３分程度。直ぐに対岸に到着。３００ｍと走らないうちに閘門（ロック）があ

った。閘門とは水位の違う川を船が行き来出来るようにする設備で、２つの水門で水位の違う川

（運河：カナル）を仕切り、例えば水位の低い方から水位の高い方へ船が向かう場合、先ずは低

い方の水門が開けられ、そこへ船が進入していく。そこでおもむろに低い方の水門も閉じられる

と、水位の高い方の注水弁から注水が徐々に行われる。やがて、水門と水門の間の水位が高い方

と同じになると、今度は高い方の水門が開けられ、船は高い水位の方の川に向かえるのだ。逆に

高い方から低い方に向かうのは、全く逆の手順で行われる。 
 ちょうど、一艘の短艇がやって来たので、皆さん走るのも忘れて一部始終を見学させてもらい

ました。 
 

最初の行方不明 

 そこからは、しばらくその運河沿いを遡上。

そこは自動車の全く入れない自転車＆遊歩道で、

森の木に覆われた川沿いは、もしこの世に自転

車の天国があるのならこういう処なんだろうな

あ（ちょっと言い過ぎ？）と思わせるちょっと

神秘な世界。 
 やがて、自転車道の標識の指示通り左折して

川沿いを離れると、ポルダー（湿地帯）が現れ

る。道幅は半分くらいの１.５m と狭くなるが、



他に道はないのであまり迷いそうにないが、分岐点では注意が必要だ。ポルダーは見渡す限り、

真っ平坦で目が良ければかなり見渡せる（筈）。 
 地図のルートを追っていくとルートはジグザグにポルダーを縫うように北西方向に向かってい

る。 初の分岐を曲がり斜め前方からの向かい風に抗いながら走行。列が伸びきったので、壊れ

た飛行機のプロペラがモニュメントになっているポイントで休憩。ここは第二次大戦中に軍の輸

送機が墜落した場所でそれを祈念して、飾られているところである。 
 水分補給をしながら皆さんが追い付くのを待っていたが…一人足りない。誰や！ 後尾の筈の

Ｉ原理事長は…いる。調べて見るとＭ倉氏がいない。Ｉ原理事長が捜索に引き返していった。そ

して、その間トランシーバーの交信を試みる。今回、１８名という大所帯のためトランシーバー

を数台持参、先頭と 後尾はもちろん２～３名の男性参加者にも、走行中携行してもらい情報を

共有出来るようにしておいた。Ｍ倉氏はその一人でもあった。 
 この機種は、日本国内では使用禁止の強めの通信力でおよそ１ｋｍ以上は交信出来るはずだ。

その内に、途切れ途切れにＭ倉氏の声が飛び込んできた。多分Ｍ倉氏は分岐を直進したと思われ

るので、もと来た道を戻るよう指示。その内、レシーバーからの声がしっかり聞こえる様になっ

てきた。もっとＭ倉氏と近づいているＩ原理事長はかなりやりとりが出来るようになっているよ

うで、Ｉ原理事長から目星がついた旨の連絡が入った。こちらも徐々に道を引き返しながらレシ

ーバーで交信。交信がはっきりしてくる中で前方２００ｍ位先から、二人がやって来るのが確認

出来た。やがて、無事皆さんと合流。向かい風に抗う走行が再開された。 
 今回の原因は 後尾の二人がそれぞれ思い思いの場所で写真撮影を行った為、先に走り出した

Ｉ原理事長の分岐点通過を見落としてしまった為に起こった様である。いずれにしても、トラン

シーバーは必需品となった。 
 この後、３０分も経たない内にＭ倉氏は再度迷子になられ、それ以降は皆さんの意見で先導者

の直ぐ後方を指定席とされた。 
 

風車の街 ザーンセンスカン 

 オランダのサイクリングルートには全てにルート番号

とポイント番号が付けられている。そして、Ｖ Ｖ Ｖ で販売

されているようなサイクリングマップ(50000/1)にはその

ルートが濃緑の点線で描かれ、ルート番号とポイント番号

が記載されている。これなら道を間違うはずがない…と思

われるのだが、なかなか現実は厳しく時々ミスリードする。

小さいミスなら黙って誤魔化せるが、かなり走ってミスっ

たと悟ると、本当に凹んでしまう。 
 この先も、地図上では高速道路の橋を潜って行くように

見えたので、先に偵察に行ってみるとどう見ても、行ける

はずがない。要は不安に思っても標識が出てくるまで、反

対方向に向かうように見えても進むべきなのである。案の

定、大回りながらちゃんとルートに沿うようになっている

のであった。 

お薦め自転車道 

ルート番号 

ポイント番号 



 やがて、観光バスが沢山停車している駐車

場を過ぎると川沿いに４～５基の風車が見

えてきた。 
風車の街「ザーンセンスカン」だ。風致地区

らしく、地元の車以外は入れないようで、歩

いている人が殆ど。その間を縫うように我々

のような自転車で旅を楽しむサイクラーが

誇らしげに颯爽と走り抜けていく。以前は殆

ど見かけることは無かった欧米の団体サイ

クラーによく出会った。 
 入り口近くの広場で昼食と観光を兼ねて一時間程の自由行動。一番降雨量の少ない爽やかな季

節と呼ばれる頃の恩恵を受けながらのランチは格別ですね。 
 この辺りで、トイレと言えば風車群の中程にあり、入り口はコインを投入し回転バーを押し開

けて入ると言ったもので、０,５ユーロが必要となる。小銭がなければ、入り口脇で椅子に座って

いる係員らしき女性が両替（その為だけに待機している）してくれる。 
 ザーンセンスカンの風車は、現在も現役で可動している。後日に見学予定のキンデルダイクの

風車群が「灌漑」用であるのに対して、こちらの風車は「粉挽き」に使われている。小麦粉や染

料なんかを粉末にするため石臼を廻しているのだ。風車下も周りにも土産物屋の建物が結構沢山

店を構えてはいるが、辺りに人が済んでいる様には感じず、生活感は無い。 
 入り口付近の土産物店では、O 堀さんがお孫さんの為の「ミッフィー」の小物をしきりに探し

ておられる。ミッフィーか…。懐かしいな…。子供が小さかった頃、自宅には「ミッフィーのお

風呂絵本」なんかまで、あったっけ。あれから１７～８年経つけど、いまだに幼子へ読み継がれ

ているんだ。 
 

ハーレム Haarlem 

 午後、ザーンセンスカンをあとに、今宵の停泊地の「ハーレム」の街へ向かって出発。ここか

らは南西の方角に向かうので、午前とはうってかわって楽に走行。 
 途中、小さなヨットハーバーのある Nauerna を通過。この道路沿いにカフェがあり、例年ビ

ールを飲みながらトイレを拝借していたんだが…閉まっている。

トイレ（ビールも）のあてがはずれてしまった。まあ、あと２km
程でフェリー乗り場だから、そこにはトイレも売店もあるんで皆

さんにはそこまで我慢して頂きましょう。 
 フェリー乗り場に到着すると、丁度対岸からのフェリーが接岸

するところだった。ただ、それに乗るには慌ただし過ぎるので、

一便やり過ごして休憩。トイレにアイスクリームやコーヒーで一

息。爽やかな風が時間と共にのんびりと通り過ぎていく。 
 やがて、対岸に渡っていた先程のフェリーが、こちらに向かっ

て離岸するのが見えた。川の半分位に到達した頃に、声を掛けて

乗船に備える。渡船料は自転車及び徒歩は無料。エンジン付きの

ザーンセンスカン 



車やバイクは乗船した途端に徴収されていた。 
 ３分程で対岸に接岸。ゲートが降りて、弱者の自転車は車両の邪魔にならぬよう、自転車を押

しながら小走りに上陸。まるでノルマンディーの上陸作戦の歩兵の気分。 
 ここから、ハーレム迄はあと１５km 足らず。先程の大きな川の支流の運河の川沿いをのんび

り６km 程進み、そこからは街中を突っ切っていく。目的地から約１km 手前のハーレム駅を通過

すると、人や車が今までの何十倍にも増殖して溢れかえっている。そう感じるほど郊外は人も少

なく静かだったのに。 
 Tijdgeest との合流地点までは５００m も無い地点で時刻は１５：４５。例年お世話になって

いるスーパーの「HEMA」前で、お買い物のために１時間程自由行動。 
 あまり大きくはない街なので、HEMA の規模もたいしたものではないが、船内でお茶請けに頂

いたお菓子が評判良く、また、値段も非常にリーズナブルな為、結構購入されている。私は、寝

酒のワインを買うべく物色。凄い…、ワインがペットボトルで売られている。これなら、お土産

に持ち帰るも軽く、割れなくて済む。しかも一本＠４ユーロって結構お手頃。T 澤氏がロゼ。私

が白をそれぞれ購入。 
 １７時前に再集合の後、Tijdgeest には１７時丁度に到着。クォーンが「１７：００。予定通

りだ！」と言って、驚きながら自転車の載せ込みを手伝ってくれた。 
 船内に入ると、お茶とお菓子が準備されている。しかし…それよりも…ビール！一気にビール

を飲み干し、自室に戻りシャワーを浴びてさっぱり。ラウンジ（食堂）に戻りパソコンでメール

の確認。他の人たちは、近くの跳ね橋

などの写真撮影や本日の走行ルート

確認などディナーまでの間を思い思

いに過ごされる。 
さてさて、今宵のディナーは…、オ

ードブルに「エクルビス（ザリガニ）」、

メインは「ボイルドビーフにポテトと

隠元豆添え」。「デザートは「クリーム

（アイスではない！）のバナナ添え」。

と言った具合だ。 
毎日の料理にはボリュームが先ず

第一の様だ。毎日自転車で移動をしていることを考えれば仕方ないかな（味は概ね大味）。 
ディナーに関しては、たまに「魚料理」の日もあるが、大抵はビーフ・ポーク・チキンのロー

テーション。調理法は異なるので辟易すると言う

ことはないが、やはり朝食にはもう少し変化が欲

しいな。しかもランチも同じ食材で作るので、せ

めてのランチは自身の工夫が必要である。 
夕食は大いに盛り上がっている。特にＩ原理事

長・Ｍ倉氏・Ｍ田夫妻のテーブルは日本から持ち

込んだ「焼酎」が効いているせいか、かなり賑や

かでＩ原理事長の「ワッハッハ…！」というとんで

もない大きな笑い声が弾んでいる。あれは笑い声

２ 日目のディナーの内容 



に聞こえるが、どうも単なる「相づち」の様だ。 
そんなこんなで夜は更ける…。 後にスモーキング仲間となったＴ澤氏・Ｔ村さん達と就寝前

の一服を楽しんで就寝。 
 

デューン（砂丘） 

本日（４日目）は、城郭都市「ライデン」までの約５０km。自作のランチパックを携行して、

ハーレムを出発。昨日と違うルートからハーレム駅前を通過し、幹線道路 N200 を西に海岸線に

向かって進む。オランダで海岸線に向かうと言うことは上り坂を意味する。今回唯一の上り坂か

な…？何れにしても、急峻ではないのでホッとする。３回目にして始めてスムーズに来れた。 
やがて視界が開け「北海」が現れた。  

海の色は鈍色と言うのか黒く波立って

いる。そこから ZandFort（砂上の砦？）

迄の５km 程を海岸線沿いに進む。砂浜

には沢山のビーチハウスが軒を連ね、合

間にはレストラン（浜茶屋？）が立ち並

んではいるが、バカンスの時期ではない

ので、散歩する人以外人っ子一人見あた

らない。 
ZandFort の街で VVV を探し出し、トイレと件のサイクリング地図を買い求めに立ち寄る。今

回のルートの記載された地図は３地区分必要だが、一斉に注文するもんだからあっという間に品

切れとなった。買いそびれた人は又別の街でお願いします。トイレは VVV にはなく、係員に問

うているとトランシーバーから I 原

理事長の声。トイレがあったとのこ

と。すぐ近くにゲームセンターがあ

り、そこのトイレが自由に使えると

のこと。良い情報だ。今後のために

Input。 
 さて、この先からいよいよデュ

ーンが始まる。すなわち「砂丘」で

はあるが、日本の鳥取砂丘の様な「砂

漠然」としたものではなく、海岸線から約２km の幅で海岸線に沿って続き、草がしっかりと根

付いている。荒涼とした草原と言った感じか。そんな中に只一本の舗装路が敷かれている。自転

車道兼遊歩道だ。車両は保全の為の工事車両しか通れないようだ。観光バスや一般の車両は入れ

ない。と言うことは道路地図には勿論掲載されていない。と言うことは観光客、特に日本人なん

てこんなとこ知らんやろうなあ。と言うことは今まで当社が案内した３０名（他の回では違うル

ートを走行）程度しか知らないんだ。 
右に北海を隔てる丘陵、左は荒涼とした草原その間を緩い UP&DOWN を繰り返しながら自転

車道は続く。勿論火星になんか行ったことはないが、ひょっとしたらこんな感じかな…？とにか

く不思議な感覚の世界。 

デューンの自転車道 

北海とビーチハウス 



ハーリング 

１０km 程走ったところで駐車場と飲食店が現れた。ここ

で小休憩。ここにはファーストフードの売店が２軒並んで

おり、どちらも０，５ユーロでトイレが利用できる。買い

物をすれば無料でも利用させてくれた。ところで、メニュ

ーの中にハーリングを発見。ハーリングは鰊の酢漬けで、

本来は６月が漁の 盛となり結構盛り上がるそうだが、い

まは５月なので騒がれはしないが、酢漬けなんでいつでも

食べられる。早速Ｉ坂さんがＴＲＹ！タマネギのみじん切

りをたっぷりとまぶして、尻尾をつまみあげ、おもむろに

顔の上の方に持って行き、天に向かって大きく口を開けゆ

っくりとハーリングを降ろしていく。ちょうど一口分が口

中に入ったところで…噛む！なかなか噛み切れないが、噛

み締めながら尻尾を強引に揺すり上げれば漸く噛み切れる。

…少々生臭い…日本料理の魚の酢締めの技術の素晴らしさを再発見出来る味わいである。 
３０分程休憩したのち出発。ここからは一旦デューンを離れ Lise のキューケンホフ公園に向か

う。途中、お花畑を沢山見かけるが、

殆ど刈り取りが終わっているようだ。

でも何人かは作業しており、こちら

が走りながら手を振れば、仕事の手

を止めて答えてくれる。でも、そん

な中でも花の残っている花畑が現れ

た。さすがはオランダですね。ただ、自転車で巡っているだけでもこうしてこんなにオランダら

しい場面に出会えるんですから。特に普通の観光旅行なら、こんな出会い方なんかしないよね。 
ここからあと３km 程でキューケンホフ公園だ。 

キューケンホフ公園 Keukenhof 

公園に近づくにつれ、車両が増えてきた。入り口手

前の駐車場なんか、かなり離れているのに満杯状態。

そんな中、我々自転車部隊は入り口真っ正面となるゾ

ーンに入っていき、駐輪場らしき所に駐輪（無料）。 
キューケンホフ公園とは、毎年３月中旬から５月中

旬の僅か２ヶ月間にのみ公開される、世界一の植物公

園である。特にそのオランダたる所以であるそのチュ

ーリップの種類の多さには目を見張るものがある。 
入り口で各自＠１４ユーロ（少々高い）の入場料を支払い入場。先ずは、食事が出来るピクニ

ックゾーンに皆さんを案内して、食事時間も含めて充分な見学時間を取って解散。それぞれ自作

の弁当を取り出して昼食。隣の売店ではビールやワインも販売しているので助かる。 
なんと O 堀さんと S 田さんは、バッグからおもむろにカップ麺を取り出す。お湯は…？小型の

Ｉ 坂さんのハーリング一気食い 



魔法瓶（テルモス）に朝食時に熱湯も詰めてこ

られたらしく、注ぐと程なく日本風のお出しの

香りが漂う。そうか、こういう手もあったか。

次回からはこの手も使わせて頂こう。 
サンドウィッチだけでは物足りなかったの

で、売店を覗くと売っているのはスイーツだけ。

諦めて散策しているとスープの屋台を発見。

熱々のシャンピニオン（きのこ）スープ＠２ユ

ーロにありつく。売り子は女学生らしく、気さ

くに「どこから来た？」と聞いてくる。「ヤー

パン（日本）」って応えると、行ってみたいと言う。 近は訳の分からないチャイニーズが多く辟

易していたそうだ。 
１３：３０。出口で再集合し（この時Ｙ口さんとＴ村さんが広い園内で迷子になられ少々遅れ

る）、キューケンホフ公園をあとに残り２５km 先の今宵の停泊地ライデンを目指して出発。

Leidsvaart の線路と川沿いの道を進む。地図上では辺りに

チューリップのマークが記載されているので 盛期にはチ

ューリップだらけなんだろうなあ…と思われる広大な畑地

を眺めながら走行。 
 

           ライデン Leiden 

ライデンに近づけば近づく程、人と車は多くなる。駅前

を左折し旧市街へ進入していく。カナル

を渡って直ぐの風車の下の左側を回り

込むとそこは、城郭都市の城壁の内側。

Lange Gracht 通りを東進。１５：３０。

途中に現れたスーパーでお買い物。ここ

は街も大きいのでスーパーの規模もそ

こそこ大きく、酒販コーナーやお総菜コ

ーナーはかなり充実している。M 田旦那

は入り口の花屋で「日本まで生花を送る

ことは出来るか？」なんて交渉している。

その内店員が飛び出してきた。酒販コー

ナーで人がワイン瓶を巻き込んで倒れたのを、我々のメンバーの数名が見かけたそうだ。店員は

救急車を呼んだらしく、進入路確保のために人を整理し出した。程なく救急車が到着しスーパー

の駐車場に入っていった。混み合いそうに思えたので、早々にその場を離れるべくそそくさと出

発する。ここからはあと２km 程で Tijdｇeest と出会える筈だ。 
城郭の内側から Zijl-Poort と呼ばれる出入り口から外側に出ると、そこはザイルシンゲル

ZijlSingel という、城郭の「お堀」。似たようなハウスボートが数隻並んでいる。一番手前は

AveMaria で４０人収容可能な大型船。積み込んである自転車にはカナダの小旗が飾られている。

キューケンホフのスープ売り 

ザイルポート 

ザイルシンゲル 



どうやらカナダからの団体が利用してい

るんだろう。この先、ハーグでも拝観地で

何度か出くわす事になる。 
その先の３隻目に Tijdgeest は停泊し

ていた。この日も買い物をしたうえで１

７：００に辿り着けた。５～６０ｋｍ程度

の距離はちょうど観光しながらの良い距

離だ。 
到着後、お茶やコーヒーを尻目にビール

を飲み干すと、船での生活が再び始まる。 
今夜の夕食のメインは…魚だ！鯖の様

な切り身を小麦粉にまぶし、油（オリーブオイル？）で焼いたムニエル。やっぱり日本人だ。こ

んなに魚が美味しく感じるなんて…。 
 

再びデューン 

今朝（５／８）は、夜来の雨が降っている。今日はハーグを経由してデルフトに致る約４０ｋ

ｍ。距離は大したことない。昨日まであんなに良い天気だったのに…。そんな気持ちを抑え込ん

でしゅっぱ～つ！ 
また、海岸線に向かって緩い坂道を上る。どうやらライデンの街を出るときに道を誤ったらし

い。列が途切れてトランシーバーのお世話になったり、道を彷徨った挙げ句漸く海岸線に到着。

自分にご褒美で以前にも立ち寄ったコーヒーショッ

プでティータイム。数人は外で待っておられたが、他

の１０人位が店内に入るや、口々に「ココア…ココア

…コーヒー…」なんて宣うものだから、店長は呆れて

「先ず座りなさい！一人ずつ聞くから」と言いながら

飲み物を提供していくが、全員に行き渡るまで「座っ

てくれ！」を何回口にしたことか。 
店長はマラソンをしているそうで、立派な体格が自慢らしい。

みんな一様に「凄～い凄～い！」と褒めていると０，５ユーロ

のトイレはいつの間にか無料になっていた。 
休憩後、いよいよデューンに入っていくが、昨日のような荒

涼としたものではなく、立派な木立に囲まれた変化のある全く

雰囲気の違った世界。道は三種類並んでおり、右手は遊歩道。

左手は馬道。そして一番道幅のある真ん中は煉瓦が敷き詰めら

れた自転車道となっている。もちろん車は一切入ってこない。

ここまでとは言わないが日本の行政も付け焼き刃の様な自転

車対策よりもオランダのコンセプトを見習って欲しいもので

ある。 
左手前方に旧給水塔が見えてきた。ランドマークだ。そこを



右手に折れて３ｋｍ程進めば「北海桟橋ピア（Pia)」に行き着く。 
ピアは北海航路の桟橋でもあるが、その周り

の海岸線はバカンスの保養地として有名な場

所である。もちろん「カジノ」もある。周辺の

建物の部屋はそれぞれ画一でバルコニーはす

べて海に向いている。バカンスシーズンではな

いのでどの建物にも人の気配はない。桟橋の先

には高さ３０ｍ程のタワーが立っており、上部

に「BUNGY」なんて書かれている。

えっ～！あそこからバンジー？ 
桟橋の向こう側の海岸線は「スヘフェニンヘ

ン」と呼ばれる。英語読みすると「スケベニンゲン」とジョークのネタになるが、現実でもシー

ズンになるとドイツ人達が大挙してやってきて、「ヌーディストビーチ」となることで有名である。 
１１：４０。桟橋を出発して、トラム沿いに坂を４km 程下ると、右手に「マドローダム」。こ

こはいわゆる「小人国」でオランダ縁の建物

や乗り物を２５分の１に縮小して展示して

いる広場である。触れられるくらいまで近ず

けるので、オランダらしく「ガリバー」の気

分になれる。ここはカフェテリア方式のレス

トランも併設されており、外側のテーブル席

では雨天の場合、大きな傘が張り渡され、煙

草も吸えるし持ち込み弁当も飲食出来る。だ

から雨が降っていようが降っていまいが、こ

この拝観を昼頃にあわせておけば安心して

喫食出来る。 
 

真珠の耳飾りの少女 

 マドローダムは Den Haag の街にある。次はフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を拝観

に行くのだが、本来収蔵されている「マウリッツハウス美術館」は改修のの為、現在は「ハーグ

市営美術館」に収蔵されている。マドローダムからは自転車で１０分の距離だった。 
着いて見ると、ここでも表にカナダの小旗をあしらった団体の自転車が停められている。館内

は比較的スムーズに入館。１時間の見学時間を宣言するも、折角の美術館なのでプラス３０分の

希望の声は挙がる。結局以降の行程を考慮して１時間１５分の折中案で合意。 
係員に入館券を提示するも、荷物を奥のコインロッカーに預けろとの指示。コインは戻っては

くるが、とりあえずは１ユーロコインが必要となるので、今後は美術館を訪れる際は小銭を用意

しておこう。 
さあ、目指すは「真珠の耳飾りの少女」。学芸員に「フェルメール」だの、「パールイヤリング」

だの、「ブルーターバン（件の作品は「青いターバンの少女」とも呼ばれる）」等、勝手に英語名

を付けて何処に展示されているかを聞き出す。学芸員も心得たもので、いい加減な英語の言葉端

バンジータワー 



だけで展示されているフロアを教えてくれる。多分、そ

んな見学者が多いんだろうなあ。 
件の絵は３階にあった。しかも、触れられるほど近く

まで寄れるので、作者の筆使い迄が見て取れるようだ。

その上、写真撮影も OK。フラッシュは禁止されている

が、接写も可能。そこでこんな間近で撮って見ました。

(撮っても良いって事はここに掲載しても良いってこと

やね。)Ｔ澤さんは本当に熱心に見て廻られている。 
ところが、絵心の無い自身にとって、目的のこの絵を

見てしまったあとは、時間を持て余してしまった。マウ

リッツハウス美術館に比べてやはり有名な収蔵品が少

ない（他には抽象的な現代アートばかりだった）せいか

少々飽きてしまった。 
 

パノラマメスダフ 

入り口で再集合し出発。目指すは私の一押しのお奨め美術館「パノラマメスダフ」。ここから、

またもや１０分程度の距離にあった。美術館の割にこんな普通の建物？なんて思えるほど普通の

市街地。入り口前の狭い歩道には自転車が強引に纏められて停まっている。しかもカナダの小旗

付き。 
入り口で入館料を払う。手荷物置きのロッカーは無料で提供してくれた。「中国人か？」の問い

かけに「日本人だ！」と応えながら奥へ進む。暗くて長い廊下の先に螺旋階段が現れた。パノラ

マはやぐら状になっていて、螺旋階段を昇ると、展望台風にしつらえられた所に出た。 

そこには、今朝通ってきた「北海桟橋ピア」付近の小高い丘から眺めたおよそ１３０年前の風

景が３６０度まさにパノラマで広がっていて、絵のような本物のような不思議な空間。北東と思

われる方角には我々がランドマークとして通過してきた「給水塔」も遠望できる。 

 足下の展望台の外には砂浜（のジオラマ）が広がっていて、その１０メートルぐらい先にぐる

りと円筒形にくるまれたキャンバスにスヘフェニンヘンの海岸風景が描かれている。上下１４メ

ートルほどのキャンバスだが、その上下の境界線も見えない様にしてあり、（やぐらの上には屋根

をつけてあり、足下の柵の周りには砂を敷き詰めてある。）しばらくいると絵なのか本物なのか、

本当に錯覚してしまう。他の皆さんも言葉を無くすくらい見入っておられる。光も自然光を取り

入れているので、その日によって絵の表情も変わるとのこと。こんな作品は他に見た事が無かっ

たし、これは美術に興味のない人が見ても絶対に楽しめると思う。ずっといても全然飽きないし、

我々の他には中国人・カナダ人（？）・ドイツ人の先客がおり、順次その国の言葉で解説が流され

ており、日本語の解説が始まるまで３０分位待たされたが、あまり長いとも感じなかったほど見

入っていた。場内は撮影禁止の張り紙があったので残念ながらここに載せることは出来ないが、

興味があるなら是非実物を見て欲しい。しかし、中国人達は遠慮無くバシャバシャしてるし…。 

パノラマメスダフをあとにして、デルフト焼きの街 Delft に向かう。マウリッツハウス美術館

を左手に見ながらハーグＨａａｇの街を駆け抜ける。自転車道は確保されているが列が長いので

どうしても途切れがちなる。Ｉ原理事からは頻りに信号待ちの連絡が届く。ペースはあがらない



がまとまって安全には走行できる。やがて、デルフトに

いたる川沿いの右岸に入る。もうしばらく走れば対岸に

渡るミニフェリーが現れるはずだ。対岸に渡っても意味

のないルートだが、渡船賃はたった０，０２ユーロ程。

川幅約２０ｍを渡してくれる１０人乗り（自転車込みな

ら７～８人）程度の小さな渡船で、そんな渡船で渡って

みるのも一興かと思っていた。…が、無かった…。結局

そのことには一切触れず通過。 

 

デルフト Delft 

漸くデルフトの駅前付近を通過するが、自転車道＆歩道は生憎改修中で危なっかしいのも甚だ

しい。危惧したとおり、Ｔ澤氏が転倒。しかし左手の改修中の穴の方ではなく右手の金網側に倒

れられて大事には至らなかったのは不幸中の幸いであった。 

Tijdgeest の停泊先が見えてきた。Tijdgeest は右舷を

岸に付けて停泊している。左舷越しにはライデンで見かけ

たカナダチームのハウスボート Ave Maria が舷を並べて

停泊している。停泊地が狭いところでは良くあることで、

時には３隻位が舷を並べて停泊していることもある。今回

の場合カナダのチームは Tijdgeest の右舷から自転車を

持って乗り込み、デッキを横切り左舷越しに Ave Maria

に乗り込まなければならない。 

さて、到着時間は１７：００を超えてしまった。走行距

離は短かった割には遅くなってしまった。美術館や見学先

で少々時間を費やし過ぎたかな？残念ながら、ここから自

転車で走って５分程度の場所にある「デルフト焼きの工房」

見学には行けなくなってしまった。どうも申し訳ありませ

ん。ただ、購入するだけならアムステルダム市内でも販売

店はありますんでご容赦下さい。 

参加者の皆さんから質問がありました。フェルメールの

「デルフトの夕景」の場所は何処ですか？って。…ここです。

この停泊地がモデルの場所です。皆さん、手持ちのガイドブ

ックの絵と背景のよく似た場所を探し、そこに立って比べて

みると、４００年近く前

の風景と何処かしら面

影の残る情景に感動を覚えられる。目印は今も残る一対の尖

塔と中心の水路かな…？ 

今宵のディナーのメニューは、野菜のグラタンにポークス

テーキ。付け合わせは、ボケた味の水っぽいマッシュポテト。 

こんな可愛いフェリーだったけど… 

AveMaria 

４ ０ ０ 年前 

現在 



クルージング 

今日（５／９）は、このデルフト Delft からゴーダ Gouda に向かうのだが、ロッテルダム

Rotterdam に世界遺産のキンデルダイク KindelDijk を経由してのルートだ。そして、ロッテル

ダム迄の１５ｋｍは Tijdgeest でのんびりクルージングを楽しみな

がら移動。お陰でサイクリングの出発はロッテルダム到着後になる

ので、ゆ～っくり朝食を摂りランチパックを作りながらのクルージ

ング。 

目的地までのカナルの航路には種々様々な跳ね橋を通過しなけれ

ばならないが、船を通過させるためには、橋を通行している交通を

遮断して跳ね上げねばならない。ただ、朝夕のラッシュ時には渋滞

を招きかねないので、朝の７時から９時までは跳ね橋を上げての船

の通行は規制されている。その為、Tijdgeest は９時前に離岸する

も、 初の橋の手前で待機。既に数隻が並んで待機している。 

やがて９時になり、交通が遮断される。そして、おもむろに橋が

上がり始めると、橋脚に備えられた船用の信号機が「青」

になり、順次船が航過しだした。もちろん皆さんには初

めての体験のため、カメラ片手に舳先のデッキに出て興

奮もＭＡＸ！航過の際、遮断されて船の通過を待ってい

る歩行者の対照的な無表情が印象深かった。 

でもさすがの橋の航過も、４つも過ぎた頃にはすっか

り飽きたようで、サイクリングに備えて着替えのために

自室に戻る方や、のんびり川風に当たりながら移りゆく風景を眺めている方など、思い思いに過

ごされる。 

カナルを時速１０ｋｍでしか航行出来ない

Tijdgeest はロッテルダムに１０：３０に到着。早速自

転車を降ろし上陸。 

資源や大きくない国土のオランダにとって、交易は古

くからの国家産業だった。ロッテルダムはそんな中で、

世界一の港湾都市となっているのである。 

 

キンデルダイク 

それまで、自転車で走り抜けてきた街々に比 

べると、かなり近代的な建物で構成されている

街である。そんな中を抜けて本日目指すのは今回

の旅のハイライト、１９基の風車が整然と並ぶ風

致地区、世界遺産の「キンデルダイク」だ。 

近代的な街並みが徐々に郊外の風景に移り変わ

り、やがてフェリー乗り場が現れた。ここの渡船

気気気分分分はははタタタイイイタタタニニニッッッククク！！！   



も約１５０ｍの川幅を随時行ったり来たりしている。渡船料は０，４ユーロ。我々は１８名いる

し往復で利用することを考え、４ユーロで１１人分ある回数券を２枚購入。我々の他には車輌も

結構沢山乗船しているが、およそ３分程度の乗船時間の間に徴収仕切るのは至難の業に思えたが、

徴収係のダッチマンはしっかりと徴収し終えた。 

下船上陸から３分程でキンデルダイクの

入り口に到着。そばには、昔の風車に取って

代わった電気を動力とする灌漑用の大きな

設備が音をたてて作動している。 

入り口には軽食も摂れる小さな売店が一

店あるだけ。そしてその先からは乗用車は乗

り込めない。バスなんかで来た観光客は徒歩

での見学となる。一番奥まで見学に行くには

１ｋｍ以上歩かねばならないし、戻るにはも

ちろん同じ距離を歩く事になる。しかし、自

転車は通行可能なので、自転車にとって１～２ｋｍの距離なんて何でもない。徒歩の観光客を尻

目に自転車でキンデルダイクを颯爽と駆け抜ける。 

キンデルダイクの風車は全部で１９基。一本のカナルを挟んで両岸に建っている。全ての風車

は可動可能だが、通常可動しているのは内部見学の出来る１基のみである。ただ、夏季の土曜日

だけは１９基一斉に風車が回されるそうだ。 

その見学出来る風車に拝観料を支払い見学。風車横にはトイレ（要０，５ユーロ）もある。風

車に近づくと風車が「ブンブン」音を立てながら回転している。結構な迫力だ。内部を拝見。か

つては風車毎に「風車守」の家族が住んでいた。風車の中はそんな家族の生活を再現していたが、

部屋や寝室はかなり狭い。もともとオランダ人は世界でも身体の大きな事で有名であるが、そん

な彼らがこんな狭い居住空間で生活していたなんて驚きである。ひとしきり見学を終えて、風車

を風除けに「ランチタイム」。 

サイクリングでオランダを巡っていると、サイクリングにはサイクリングのペースがあり、何

処でタイミング良く、街やレストランに出会えるとは限らない。街やレストランに出会えたとし

ても、それがお昼になるなんて都合の良いようにはならない。でも、ランチパックを携行してい

ればいつでも何処でも昼食を摂ることが出来る。そこで入り口にあったような軽食の店があれば

スープも期待できる。 

そう言えば、徒歩での観光客はあまり見かけられない。やたら、自転車に乗った我々とは別の

例の団体が行き来している。…そうか、今は昼時なんでレストラン設備の無い（入り口の軽食店

は除く）キンデルダイクでツアー客がいる訳無いよね。

と、考えている内に１３時を回り出した頃、観光バスが

着々と入り口に入ってきた。売店横の有料（０，５ユー

ロ）のトイレでしっかりと用を済ませて頂き、１３：３

０にツアー客と入れ替わるように出発。 

再びフェリーに乗り込み対岸へ。渡船料は往路の回数

券の残りともう一枚の回数券及び個札を３枚買い足し

で賄えた。 



対岸に上陸後今度はゴーダ Gouda をめざ

す。ゴーダへは暫く、幹線道路から外れたポ

ルダーの牧場の直線路を１０数ｋｍ走行。本

当にのどかなルートで、右に左に牛や山羊の

放牧が見られる。特にこの春に生まれた子山

羊たちも間近に多くみられ、シャッターチャ

ンスだったらしかったが、絵心の無い私は眺

めながら通り過ぎるだけで、皆さんの絶好の

機会を何度か逃させてしまったようである。 

オランダの家屋って… 

でも、言い訳にはなるがこの風景は是非目に焼き付

けて頂きたいものである。道の左右にカナルが流れ、

その向こうは広大なポルダー。カナルの右に左に農家

の立派な家屋が通り過ぎていく。家の前はカナルに向

かって芝生の庭が非常に手入れ良く広がっている。オ

ランダの住居は大概、通りから見える方に店舗かと思

えるほど窓が大きく切ってある、しかも透明のガラス

だから丸見えである。かつて、オランダは１８１０年

からフランス帝国の崩壊（１８１３年）迄の間、フランスに併合されていた事があった。その際、

フランスの官憲が各家庭をパトロールする際に家屋内を見えやすく出来るよう窓を大きくさせた

のが始まりと言われている。 

窓が大きく見られやすいと言うことは屋内を常に綺麗に整えたり飾り付けたりしておかなけれ

ばならない。現代では、逆にそれが快感となったのか、「見てくれ！」精神が培われたようだ。だ

から、通行中に屋内の様子や飾り付けを覗くことは失礼ではない。むしろ見て欲しいのだ。ただ、

一つの暗黙のルールは、家人と目を合わさないようにすることである。 

因みに屋内を綺麗に保つと言うことは、オランダ

の料理観にも影響を与えている。屋内を汚す可能性

のある料理は「揚げ物」である。だから、オランダ

の家庭料理には「揚げ物」は見られない。「揚げ物」

は外食で食するものなのである。あの「コロッケ」

も自販機で食べるものなんだろう。いずれにしても

質実なオランダ人は食に関しては無頓着な方で、料

理に費やす時間があるならもっと他に時間を有効

に使えるだろうと言う考えである。 

庭も「見せる」一つで、オブジェやフィギュアを飾り付けて綺麗に整えられているが、こうな

ると庭としての実用性なんて無いに等しいほど見てくれを大事にしている。 

やがて、ポルダーの道も途切れ幹線 N210 に入る。前回の時はこの幹線沿いの自転車道は改修

中で、あまり広くない荒れた道を行き交う車輌の風圧の中を進んだものだったが、今回は車道と

すっかり分離され、しかも５ｍ以上もあろうかと思われる道幅で安心して走ることが出来た。 

オランダ語ワンポイント講座 
ゴーダは英語読みでオランダでは「ハウ

ダ」と発音される。だから、オランダ人に「ゴ
ーダ」の道を尋ねても通じない。「ハウダ」で
初めて理解してもらえる。オランダ語って文章
自体はドイツ語と非常に良く似ている。ただ、
発音が違っており「Ｇ 」の発音部分が「Ｈ 」
の発音となる。例えば、ドイツ語で「おはよう」
は「グーテンモルゲン」であるがオランダ語
の場合「フーテンモルヘン」となる、と言った
具合だ。 



ゴーダ迄残り１３ｋｍの街 Bergambacht のはずれのガソリンスタンドで休憩。ここのスタン

ドは過去５回の催行の中で、２回目の北西コースを覗いて毎回立ち寄ってきた。小さなコンビニ

も併設しているので、水分補給のお買い物がてらトイレが拝借出来る。確か、２００３年に初め

て立ち寄った際、丁度日本の東北地方で大きな地震被害(2003 年 5 月 26 日「三陸南地震」)が

あったことを知らされたのもここの係員からだった。 

さあ、ここからは幹線 N207 を北に針路を取り、一時間も走ればゴーダに到着できるだろう。

２つの小さな街を通り抜け、予想通りの１５：４０にゴーダに到着。旧市街に向かうところで雨

が降り出し、信号待ちの間に雨足は 高潮に達してきた。途中で見かけたカナダチームも右往左

往していたっけ。そして仕方なく雨具を装着。しかし、毎度の事ながら雨具を身に付ければ雨は

止むと言うジンクス（そんなジンクスあったっけ？）通り、旧市街に辿り着いたところで雨は止

んだ。 

ゴーダの街で先ず案内するのは、７２枚ものステンドガラス

で有名な「ヤンスキー教会」。かなり大きな教会であるにも拘

わらず、拝観用の出入り口は非常に小さくしかもかなりひっそ

りとした処にある。ひょっとして、ここは「勝手口」では無か

ろうか？要は本来の大きな出入り口を利用するのは特別な時

に限り、普段の拝観などは勝手口程度の方が管理し易いのであ

ろう。木戸を潜ると直ぐに８畳程度の小部屋。売店も兼ねた拝

観受付で、１，５ユーロの拝観料を支払うと日本語の案内を渡

され、係員の男性から拝観の仕方や見所を英語の解説で受けた。

その後、直ぐ横の扉を開いて中に入ると、なんとそこは…見事

な広～い「大伽藍」。縦１５０ｍ、幅４０ｍくらいはあるんで

は無かろうか。ステンドグラスの細かい絵柄を見せるために数

カ所に望遠鏡が設置されている。 

入り口付近の自転車置き場で１７：００の再集合ま

で自由行動の為、一頻り教会を見学した方を旧市庁舎

前のマルクト広場に案内。マルクトとは＝マーケット

（英語）＝マルシェ（仏語）で、つまりは「市場」の

事である。明朝、お天気が良ければ「市」が立つので、

出発時間を遅らせてショッピングに立ち寄るんだが、

今日はその下見（？）。今は露天市こそは立っていない

が、周りはホテルやスーパー・ファーストフード店・

カフェテリアなんかが広場を囲むように並んでいる。ちょっと小腹が空いていたので、揚げ物の

店に入り「フレンチフライ（フライドポテトは日本だけの呼び方らしい）」を注文。オランダ式に

マヨネーズ（アメリカでは考えられないらしい）を掛けてもらい外に出ると、Ｙ口さんとＴ村さ

んを発見。一緒に摘んでもらいながら世間話。熱々のポテトはス

ープに劣らず冷えた身体を温めてくれる。 

再集合地点で集合写真を撮影し、Tijdgeest に向かうも１０分

程度で合流。街はずれの辺鄙な停泊地で、辺りには何も無さそう

なので、余力のある人は街に買い物の続きに向かわれた。 

ゴ
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ヤンスキー教会の勝手口(？)前で… 

 

こここののの日日日ののの夕夕夕食食食メメメニニニュュューーー→→→   



最後のラン 

今朝（５／１０）は、雨がしょぼしょぼ降っている。折角予定していたマルクト広場での露天

市の計画も没となり、ならばさっさと以降の計画に移ることにしよう。 

今日は、Tijdgeest で１５ｋｍ先のアルフェン AlPhen までクルージングで移動し、そこから

アウトホルン Uithoorn を通過しアムステル川沿いを下る約６０ｋｍのサイクリング。 

キャプテンのへリッツは距離があるので気を付けろと言うのと、Tijdgeest も距離がアムステ

ルダム迄の距離があるのと、アムステルダム近郊の閘門や跳ね橋は１７時～１９時の間は市内の

交通がラッシュアワーとなるので、何かの都合で遅れた場合は市内に進入出来なくなり、待機し

なければならなくなる。その場合は携帯に連絡するのでこの場所の水路に到着するように…と、

地図で示しながら確認。 

Tijdgeest は９時前に離岸。雨は今も蕭々と降り続いている。そんな中、今日もサイクリング

を楽しむ人は…と確認すると、殆どの方が諦められて、結局Ｍ田夫妻・Ｍ倉氏・Ｏ堀さんにＳ田

さん。それにＩ原理事長と私の僅か７名となった。他の皆さんは Tijdgeest でさっさとアムステ

ルダム市内に着いて、市内観光を楽しまれる算段のようだ。 

１０：３０頃、アルフェンに到着。ここでの停泊許可

は取っていないので我々サイクリング組は慌ただしく

下船。市内観光組の見送りを受けながらペダルを踏み込

んで出発。 

今日は人数の少ないのを良いことに、今まで走ったこ

とのないルートを走ったりすることが出来た。雨は小や

みにはなってきたが降り続いている。でも、この新しい

ルートも非常に楽しいコースであった。途中にはごく小

さな閘門も有り、道路工事で道を塞がれた時間を利用し

て、休憩がてら小さなボートの閘門通過を眺めたりし

ていた。 

やがて、アウトホルン Uithoorn の郊外に到着。そ

こには今回で３回目の立ち寄りとなる自転車屋があ

った。表側はショップ店舗で奥は修理工房となってい

る。その間に自転車を停めて店内を物色。トイレは工

房の奥にあるが、サイクラーには気軽に貸してくれる。 

店内では、Ｍ田さんがサングラスを購入。レンズカ

ラーが３色取り替えられるスポーツグラスを購入さ

れたが、なんと２０ユーロ程度。Ｓ田さんはメッセン

ジャーバッグにもなる荷台に取り付けられるサイド

バッグを購入。それに触発されてＯ堀さんも色違いを

購入。いずれも５０ユーロ程で皆さん本当に良い買い

物をされたようだ。バッグは荷物になるので早速荷台

に取り付けられた。以前も見かけた女性マネージャー

がいたが、前にも寄ったよ…って言いながら以前ここ

河
馬 



でもらったオリジナルのストラップを見せると、思い出した様子で微笑んでくれた。 

店舗をあとに出発するも、かなりの向かい風。おかしい、この季節にこんな向かい風に抗いな

がら進むなんてルート作りはしていない筈…おかしい。３ｋｍ程走った交差点辺りで留まってい

た車に近づき確認。やっぱり道を間違っていたようだ。もとの自転車店まで戻る事になったがそ

こまでは強烈な追い風が後押ししてくれたお陰でロスをしたと言う気持ちが少々軽く感じられた。 

アルフェンからここまでは北東に向かって進んできた。ここからは北に向かって進まなければ

ならない所を真逆の南に進んでしまったのだ。 

心機巻き返しで今度は北に向かうも、川沿いの西側を通らなければならない所、地図上では行

けそうだったので東側を通行。雨も上がり非常に心地よくサイクリング。ところが徐々に道幅が

狭くなってきた。とうとう支流に出くわしたが、支流沿いに現れるであろう橋を渡れば行けるだ

ろうと安易な気持ちで行くも…橋が現れない。結局、３ｋｍ先の幹線にでて北上し、アムステル

ダム川に合流するのが上策と判明。 

幹線に入って北上を開始したが、時間は１２：４５

とお昼を優に回っていたので、途中にあった小さな橋

を袂にそれて、橋の下近辺でランチ休憩。カナルに向

かってベンチもあった。 

皆さん思い思いの場所に座り込んで昼食。Ｍ田夫妻

は仲睦まじく並んで摂られている。サンドウィッチの

他に容器に入った料理も食されている。あんな容器も

持ち込まれ…、あれってよく見たら往路の機内食で料

理が載っていた容器やないか。まさしくその通りだった。 

再びサイクリング再開。やがてアムステル川沿いに合流。途中で渡船(ミニフェリー)が現れた。

この川沿いは右岸左岸のどちらでも通行できるが左岸を通行してきたので、渡船にも乗ってみた

く乗船。対岸に渡って支流沿いを走りポイント①番に向かう橋を渡れば右岸沿いに出られるはず

…。程なく橋は出てきたが、跳ね上がったままになっている。行き過ぎたがどう見てもこの橋の

ようだ。その内船がやって来たので、これが通れば橋は下がるのかな？…下がらない！諦めて渡

船に戻り、船長の苦笑いを受けながら元の左岸へ渡河。と言う事なんで渡船料はまけてくれるの

かな？と思いきやしっかり徴収された。 

左岸を追い風気味に快調に走る。ここまで来れば

アムステルダム迄はあと一息。途中にあったカフェ

でトイレがてら休憩。トイレを借りるも例によって

男性用の朝顔は日本人にとって本当に「屈辱的な高

さ」だった。かなり背伸びをしたが…危なかった。 

充分に休んだ後、再スタート。やがて、左手に銅

像が現れた。オランダの誇る画家「レンブラント」

だ。目線は川の対岸の彼方を眺めながら、その風景

を写生している場面だそうである。今、その後ろに立ち同じ目線で彼方を見ても木立が邪魔をし

てその先は見えない。どこかにその絵があるそうだが何処にどのように描かれているのか私には

分からないし、碑文の文字も読めるわけは無い。 

その前の川岸には、またもやミニフェリーがあった。渡船料は１ユーロ。船長は愛想良く応対



してくれる。乗船して渡河中にいきなり携帯電

話が鳴った。キャプテンのヘリッツの電話番号

が表示されている。下船を控えて鳴ったものだ

から半パニック状態。電話を耳に当てながら自

転車をもう片方の手で半分引きずるような状態

で下船。電話からはＩ田さんの良く通る声。船

長の代弁（Ｉ田さんは英語が堪能で、良く私の

代わりに船長からのメッセージを皆さんに解説

頂きました）で連絡事項を伝えて下さってます。

要は予定通り順調にアムステルダム市内の元の停泊地に向かっていたが、 後に航過すべき橋が

故障であがらず、そこで停泊する事になると言う事で新たな合流ポイントのお知らせ連絡だった。 

当初、ラッシュアワーに引っかかれば、出発時に指示された水路のポイントで落ち合う筈だっ

たが、そこよりまだ先になるという事である。分からなければその水路沿いを辿れば落ち合う事

は出来るが、Ｉ田さんはよりピンポイントで伝えようとして下さっている。 

ただ、オランダ語の地名はＩ田さんにとっても難しいのでヘリッツと交代。こちらも地図を開

いて予定のポイントから辿るが、スペルが理解できない。そこへ、ぬうっと巨体が横に割り込ん

で来た。渡船の船長だ。まさに「渡りに船」とはよく言ったもので、彼に携帯電話を差し出し地

図を指し示しながら、話せ！と促す。途端にオランダ語の会話が始まり、 後はここだ！とペン

で印を付けてくれた。やはり当初のポイントから２km 程辿ったところだった。 

そのあと I 田さんと打ち合わせを行う。I 田さん達はこれから駅前の「カナルクルーズ」に行

くので、初日に立ち寄った駅前の「クロケット」の自販機の付近で落ち合いましょう、と言う事

になった。ここからなら３０分程で行けるだろう。渡船の船長に礼を言い出発。 

右岸を走行。途中市内入り口の立体交差を渡るが、今までに見たこともない風景。これはどう

やら道を誤った様だ。皆さんに再びお詫びを言いつつ引き返す。そう、この立体交差を降りたと

ころで左に向かうところを右に向かってしまったのだ。後々、皆さんには冗談めいて「 初の一

歩目の踏み出し方向を誤ると、何キロも真逆に行ってしまうんですよね」…って。まさにその通

りである。 

人数は少なく結構走れる方達ばかりだったのを

良いことに、スピードアップ！しかし、約束の時

間より２０分程遅れて到着。皆さん遅くなって申

しわけありません。 

その内、クルージング組も集まって来られて、

「さて、どちらへご案内しましょう！」と宣うと

一斉に「買い物出来るところ」という返事。なら

ば「シンゲルの花市へご案内します。そこならス

ーパーのＨＥＭＡもあります。」と告げるとＨＥＭ

Ａはすっかり馴染まれたらしく終始一決した。ダムラックの大通りを長い列をなして南下。かな

り人はごった返していたが、さすがはオランダ。自転車道を歩いている奴なんて一人もおらずし

っかり確保されている。ただ、自転車も多かった。信号に停まり停まりしながら「シンゲルの花

市」界隈に到着。「ムントの塔」の横に自転車を停め、私は一人自転車番。オランダでは本当に自



転車の盗難が多く、施錠をしていても盗まれるおそれがあ

るので見張り番は欠かせない。皆さんは、「シンゲルの花

市」やＨＥＭＡにお買い物。近くにはチーズ専門店もあっ

たらしく、試食食べ放題を堪能されていた様だ。 

私が待っていた「ムントの塔」の真下に「デルフト焼き」

の店舗があった。一人で待っていると店内から警備員らし

き男性が出てきて話しかけてくる。「どこから来た？」「こ

の自転車は？」なんて事を。自転車はレンタルだと言うと、

クスッと笑いながら「この黄色の自転車は子供用だ。」って。

「そんな事は分かっている。日本人は小柄なんだ！」って言

い返す。 

やがて、ひとしきり買い物を終えて自転車に戻って来られ

たが、デルフト焼きで 後のお買い物。店員は余程のんびり

しているのか、なかなか出て来られず時間だけが経過。 

少々遅れ気味で出発。デルフト焼きも購入されたＯ堀さんは、荷物が多くなりすぎＡ部さんの

お言葉に甘えて、デルフト焼きを背負ってもらわれていた。 

また、駅前の「カナルクルーズ」乗り場に引き返し、「オランダパス」に付いていたクーポンを

利用して「カナルクルーズ」を楽しんでおられた他の皆さんと合流し、橋で足止めを食っている

Tijdgeest に向かって揃って走行。 

 

カナルダイブ 

地図に従い、駅前を線路沿いに西へ向かい、突き当たりを左折して南下。トラムのロータリー

のある交差を右折すると、カナルが見えてきた。橋まで来ると…見えた。あるのは分かっている

が、やはり一日走り終えた頃に Tijdgeest を見つけるとホッとする。 

クルー達が、我々を見つけて出迎えてくれる。到着した人から順次自転車を降りて並べていく。

と、その時「きゃあ…」とも付かぬ声に気づいて振り向くと、自転車を停めて足を出そうとした

時にバランスを失われたようで、Ａ部さんがスローモーションのようにカナルの Tijdgeest と岸

壁の僅か１ｍ程の間に自転車ごと落ちて行かれた。しかし、ご主人のＡ部氏はなんの躊躇もせず、

すぐさまカナルに飛び込まれ奥さんを助け出された。 

意外にもカナルの水深はあまり深くなく、大人なら立てる程度であったがこの季節決して水が

温かろう筈もない。そんな中本当に大事に至らずよかったです。 

特に、今回の件で躊躇無く飛び込まれたご主人の愛情の深さには脱帽です。 

 

橋が上がらない 

Tijdgeest は当初、順調にアムステルダムに進入していたそうである。そして、Tijdgeest の

常泊地VeemKadeには、市内の西のこの場所の先の 後の橋を通れば行き着ける予定であった。

だが、いつまで経っても橋が上がらず、この場で待機。皆さんも気長に待って頂いたようだが、

２時間経っても状況が変わらず、そこで橋の機械装置が故障していたことが判明。そこでこの場



での待機停泊となった。 

前述の通り、１７～１９時の間は、何れ

にしても橋は上がらない。結局１９時以降

になっても上がる気配は無かったので今宵

はここで完全に停泊となった。 

今夜は Tijdgeest で過ごす 後の夜。デ

ィナーは野菜のグリルに串焼き肉、フレン

チフライ添え。 

夕食後は今までの溜まりに溜まった飲み

代のツケを精算しておかなけりゃならない。 

ヘリッツは一人ずつ順番に受け付けていく。支払いは、彼らがノートに付けていた本数に代金

を掛けて合算した金額を告げられる。そしてそれにチップを加算して支払うのだが、飲み物に関

しては、飲み物代金の１０％位が相場かな。でも、この際に今まで一週間世話になったクルー達

への感謝を込めた分も支払いたいものである。 

おもむろにヘリッツが、雑書きノートと言うものを持ち出してきた。これに想いを書いていけ

と言う。見ると、ドイツ語や英語が羅列されている。皆さん思い思いに書き込んで行かれるが、

多分後にも先にも日本語で埋められたページは初めてだろう。 

 

さあ、帰ろう！ でも、もう少し… 

さあ、オランダでの 終日（５／１１）。１２時には迎えのバスで空港へ向かうが、それまでに

はまだ４時間もあるということで、自転車に跨

り昨日カナルクルーズに行き損ねたＭ橋さんを

除いて、ミュージアム広場へ。昨日のトラムの

ロータリーの交差からトラム沿いに走れば、一

本道で広場に行き着ける。先ずは見学のために

「ゴッホ美術館」の裏に自転車を停め解散。開

館は１０時からとなるが、既に沢山の拝観者が

入り口前で開館を待っている。殆どの方はゴッ

ホだが、Ｔ澤夫妻とＩ坂夫妻はレンブラントを

見学に「国立美術館」へ向かわれた。残念なが

ら時間が足りないのでどちらかのみの見学となった。再集合時間は１１：１５！ 

私は買い物の方に興味のある、Ｋ田さんとＩ田さんの３人で「シンゲルの花市」を目指す。昨

日は終始自転車番で過ごしたけど３台位ならありったけの鍵を施錠しておけば大丈夫だろうと言

う事で、私もお買い物。土産物屋でＫ田さんのアドバイスを聞きながら次女へのメッセンジャー

バッグを購入。ＨＥＭＡでは、ペットボトル入りのワインを３本とワッフル。チーズ専門店では

買いもせずに全種試食を完遂。慌ただしいながらも余裕を持って再集合場所へ。ところが余裕の

筈がまた、道を間違え少々彷徨った。辿り着いたのはＪｕｓｔＯｎＴｉｍｅ！危なかった…。 

Tijdgeest には、予定通り１１：３０に帰着。自転車を並べて、バスに積み込むべく荷物を引

き出す。ヘリッツが声を掛けてきて「自転車が一台足りない！」なんて宣う。いや、そんなはず

市内の自転車道。広いでしょう！  



はない皆さん帰ってきているはずだ。数えてみると確かに一台足りない…。そうだ、Ｍ橋氏だ！

携帯電話で連絡を取るも応答無し。今は待つしか無いのか…。 

１１：４０。バスの乗車まであと２０分しかない。 

１１：４５。自転車を借り直してロータリー辺りまで探しに行こうか…。その矢先に、Ｍ橋氏

から漸く連絡が入った。いま、ロータリー手前の橋まで戻って来られたそうだ。良かった～！伺

うと、駅前から戻って来られる際に迷われたそうだ。Ｍ橋さんは確か昨日からこの道筋は２回ほ

ど通られた筈なんだけど…。と思われがちだが、実際は私もオランダは６回目ともなるのに、相

変わらずミスリードしてるんですから。 

元々の停泊場所では無いので、夕べの

内にバスに連絡を取っておきこの辺りの

近くへ配車するよう依頼済みだ。 

クォーンが「今度いつ来る？」と聞い

てくる。「多分、再来年かな…じゃあ、そ

の時も宜しく！」。 

１２時丁度に船外に集合。Tijdgeest

とクルー達。そしてシュニッツェルに別

れを告げる。 

荷揚げ用の台車にスーツケースを積め

るだけ積み、クルー達に見送られながら、Ａ部氏他男性陣の力を借りて、件の上がらなかった橋

の上に押し上げていく。 

バスが見えた。相変わらずの大型。ドライバーを手伝ってトランクに荷物を積み込む。やがて、

積み終えると、 後まで見送ってくれたヘリッツと握手を交わして別れを告げる。 

ヘリッツはバスが走り出すまで見送ってくれた。 

 

クォーンに応えた言葉を思い出した「…再来年と言わず、来年も企画しようかな…」なんてね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この企画は、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の共同企画として、２ ０ １ ２
年５ 月４ 日～１ ２ 日に催行されたものです。記録の意味合いを強くした紀行文として、出来事を出来
るだけ忠実に纏めてみました。今後、旅をされる際の一助になればと存じます。 

また、文中参加者の皆さんには失礼な表現や言い回しが出てきたかとは存じますが、どうかご容赦
下さいませ。                 
                 ２０１２年６月吉日 妹尾河馬（菱田克己） 

http://www.hs-tours.co.jp  webmaster@hs-tours.co.jp 

 



 

 

 


