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 オランダで、ハウスボートを利用したサイクリングに味を占めたサイクラー達は、いず
こからとも無く、ドイツにも船で寝泊りしながらサイクリングが楽しめるプログラムの存
在を知り、早速接触を試みました。 
 調べれば、なんと「ライン川」を中心に、「モーゼル川」や「マイン川」等を行き来す
るクルーズ船を沢山見つけることが出来ました、しかしサイクリングプログラムを有して
いるのは「モーゼル川」や「ネッカー川」を巡るといったものに絞られました。 
 そんな船は、「モーゼル川」を下るコース。折り返して戻るコース。といった片道ごと
にプログラムされていました。 
 今回狙いを定めたプランは、9月に「ネッカー川」の上流から「ライン川」に下り、Koblenz
に至る下りルートでしたが、参加者を募りいざ問い合わせると、1月末にて既に満杯。仕
方なく、かろうじて要望分の席（部屋）が確保できる 8月末の逆の溯上ルートとなり、改
めてヨーロッパにおけるサイクリングツアーの人気の高さを知ることとなったのです。 
 船での生活は 7泊 8日で、乗船客は我々日本人１２名の他２４名が欧米人と言った内訳
です。プログラムとしては、日本人を受け入れたのは「サイクリング＆クルーズツアー」
の会社としては初めてとの事だそうで、そんな中で我々「日本チーム」がお行儀良く過ご
していけるかどうか？先ずは、ご笑覧下さいませ。 
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関空～仁川間 こんなもんかな？ 

 ８月２７日、07:20．関西空港ターミナルビル４F中央案内所付近到着。 

 知った顔、懐かしい顔･････お互いに挨拶。 

 程なく全員が揃い、先ずはご紹介と搭乗手続きの説明。 

 参加者は、2003 年のオランダ参加の中原夫妻と木下夫妻。そのご友人の北谷夫妻。2005

年参加の佐藤氏。2008 年参加の馬渕さん・須川さん・岩腰氏。そして 2011 年の参加を目

指す上田氏。それに私の合計１２名。 

 

 アシアナ航空（OZ)１１９便。今回はフランクフルトへ直接乗り入れているＯＺ５４１

便に接続できるので、欧州系航空会社よりスムーズに行けます。勿論ルフトハンザ航空に

は及びませんが、アシアナ航空は規定内なら自転車が持ち込めるのだ。ということで、私

と須川さんと佐藤氏が自転車を持ち込み。 

 搭乗手続きではやはり手こずる。規定では機内預けの

荷物の重量は一人２０ｋｇ程度（実際は２４ｋｇ程度迄

はＯＫかな？）だが、自転車は「輪行袋」に入れると１

５ｋｇ以上はある。残り５ｋｇ程度しか預けられないが、

今回は総勢１２名でその総計２４０ｋｇ程度迄が許容

される。だから、各自の荷物と３台位の自転車は全然問

題ありません。只只、傷められる事無くフランクフルト

で無事再会できるのを祈るのみ。 

 それに何といっても、アシアナ航空の機内食の評判が良いのも理由の一つかな。 

 出国手続きの後、０９:３０出発。期待のＯＺの機内食って、こんなもんかなあ？と考

えているうちにソウル仁川空港に到着。 

 Transit の→に従い進むと、イミグレーションの前に乗り継ぎの為の手荷物検査場が現

れた。乗り継ぎだけのせいか、ペットボトルも OK！で他国よりはるかに緩い。 

 フランクフルト行き OZ５４１便の搭乗口はＧ４３。この仁川空港ってかなり広い。関

空・成田なんて問題にならない。カナダやアメリカの空港並み。民主党の前原国交相大臣

殿、日本の空港をハブ空港にしたいなんていってるけど、世界の現状って見たことあるん

ですか？ 

 程なく、OZ５４１便に搭乗。１２：３０出発。機材はボーイング７７７。ビジネスクラ

スの配列を横目で見てきた後には残念だが、エコノミー席は３Ｘ３Ｘ３の９列。ところで、

関空での搭乗手続きの際、一人参加の皆さんから、「通路側はなんて言うの？」って聞か

れ「アイスルーサイド」って答えると、一斉に「アイスルーサイド プリーズ！」のコー

ルが始まり、結局機内では縦並びの配列になっていたっけ。 

 ＣＡ（キャビンアテンダント）は美人揃い。新人は特に綺麗。他客の難しい注文のアシ

ストをしてあげると、サービスが良くなった。 

 前のＰＭ（パーソナルモニター）の動画は結構多い。およそ３０チャンネルの内２０番

組位ある。その中でも日本語で視聴できるのも６～７本あり、そのうち５本位見貯めして

満足。 新の「特攻Ａチーム」や「カラテキッド」もあったが、どう見ても日本では公開

されないであろうと思われるような作品まで日本語で体験出来たのは収穫だ。 

 さて、本格的な話題の機内食。飲み物の注文に気をと

られ適当にシーフードを選んだが、中原氏が韓国食を注

文。なんと、プルコギらしくサンチュまで出てきて本格

的だ。私が選んだ料理も中々の味付けで、物足りなかっ

たらそこは韓国の航空会社、頼めばチューブ入りの「コ

チュジャン」がもらえる。 

初の機内食後、間食として熱々のワッフルとこって

りチーズ入りアイスクリーム。 

２回目の機内食は、魚か唐揚げのズッキーニ添え。さ
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すがに機内食で世界Ｎｏ１になっただけはある。 

しかし、１１時間は長いな。 

予定（１７時）より４０分遅れてＦＲＡ（フランクフルト）到着。ここも相変わらず広

いなあ。入国審査は非常にスムーズ。馬渕さんは２ヵ月後に旅券が切れるが、ユーロ圏で

はぎりぎりまで有効なのだが、やはり心配・・・・、無事通過。 

機内預けの荷物は通常通りのんびり出てくる。自転車はすぐ横の大型専用口から出てき

た。馬渕さんの荷物が遅い。去年のアムステルダム空港が思い出される。（詳しくは「ダ

ッチ気分で･････2009」をご参照下さい）･･･が、 後の一個として無事出てきた。 

出口を通過すると、女性ガイドのミズタニさんが出迎えてくれた。人数を確認してから、

今夜は夕食が付いてないので、軽食を調達しに空港内の売店を案内してもらう。 

皆さん適当に初めてのお買い物。でも、空港内は非常に物価が高い。なんと水が３Ｅ（ユ

ーロ）もする。水が３３０円。この先の買い物が思いやられる。 

再集合して、ミズタニさんの案内でバスの駐車場へ移動。ロビーを出て道路を渡った先

だった。道路を渡る際モタモタしたが、車は辛抱強く待ってくれている。ミズタニさん曰

く「ドイツでは歩行者次いで自転車は車より絶対優先です」って言ってたっけ。 

バスを見つけドライバーに荷物を任せて乗り込む。バスは超大型で中扉もある正座席５

０席で、そこに小柄な日本人の１２名が乗り込む。人員確認も何処にいるかわからない程。

バスのドアが閉じられたが、ミズタニさんは外から手を振っている。えっ！１００ｍも案

内してもらってないよ。仕事ってあれだけ････？。 

バスは１５分足らずで、森の中のホテル「ホリデイイン フランクフルト エアポート 

ノース」に到着。本当に周りは森しかない静かなホテル。 

チェックイン。ミズタニさんからバウチャー（宿泊券）はホテルに直接届いているが、

念のためにとコピーを渡されたが、それを提出したらスムーズに終了。 

部屋に入室後、部屋にノックがあり、ボーイがメール便を届けてくれた。中身は･････

既に届いている筈のバウチャーだった。 

 

８／２８。６時半から朝食は摂れるのだが、８時から皆で摂

ることになっているので、それまでの間、自転車を組み立て

ホテル前を試乗。馬渕さんと須川さんも出てこられ試乗会と

なった。 

朝食の内容は HotAmerican Meal。さて、この後出発の１４

時までどのように過ごすか？ 

佐藤氏が２時間のショートツアーを発見。２８,５E＋ホテル

迄の送迎５EＸ往復で一人３８,５Ｅ。佐藤氏と上田氏が申し

込んで出発された。 

我々はホテルから市内迄のタクシーが１台１５～２０Ｅ。と

いうことなので、早速３台のタクシーを手配して、荷物はホ

テルのラゲッジルームに預け市内に繰り出す。 

 ベンツに乗り込み指定した場所は、ゲーテプラッツ（ゲーテ

広場）。およそ１５分ほどで到着。途中で３台共が３方向に分

かれたが、同じくらいで合流

できた。タクシー代は１７，

９５Ｅ。３人で割り易い様に

申し訳ないがチップ払わず。 

 先ずはゲーテの銅像前で

記念撮影。その後カテリーナ

教会へ行くが外から眺める

だけ。ゲーテハウスも入館料



 5 

は５Ｅと高くは無いが、ドイツ詩なんて解らんので売店のみを見学。オリジナルのエコバ

ッグが２,５Ｅのお手頃価格なので、我々のグループに買い占められていく。 

 自転車屋とドラッグストアへの要望があり、隣にドラッグストアのあるSportsArenaへ。

その地階に自転車屋があった。自転車の数は少ないがウエアーが豊富で安い！皆さん一斉

に物色開始。私は古くバースト仕かけのＭＹバイクの後ろタイヤを買いに行く。その店に

は置いてないので、本店の所在を教えてもらい、彷徨いながら辿り着く。店舗は小さいが

部品の品数は豊富だ。 

 １８ⅹ１,５を探すも１,７５の太めしかなかった。まあ、いいか。１４,９５Ｅ。日本

と変わらない。ドイツの物価って日本と同じくらいのようだ。 

 リュックにタイヤをぶら下げて再び SportsArena へ戻ると未だに買い物の真っ 中。か

なり買い物をされたようでディスカウントも大きかったようだ。でも、店員の機嫌はあま

り良く無さそう････。 

 再集合の後、食事の為に賑やかな広場へ案内。マルク

ト（市場）の前で、立ち飲みの ShotBAR の屋台があった。

シャンペンやワインをグラス売りしているのだ。それも

また魅力的なドイツのお姉さんが売り子となったら注

文しない手は無い。種類も豊富で値段は１グラス２～７

E位。とは言え、残念ながら皆さんを待たせているので

今回は諦めて帰国前のフリーに再トライを誓う。 

 食事場所を探す。広場には椅子やテーブルを出し、屋

内店舗から注文をとったり、料理を運んだりと昼時も相

まって何処も忙しそうなテラスレストランがいっぱい。 

 そのひとつに惣菜屋らしき店があり、店先ではドイツ

姉ちゃんが数種類のソーセージを焼いている。 

 早速先陣を切って、指差しオーダー。マスタードかケ

チャップかを聞かれ、マスタードを選択。器に入れると

思いきや丸いパンを二つに切ってソーセージを挟み、マ

スタードを注ぐように入れて２,５E。まさにファースト

フードだ。店先に設えられたテーブルに置き、今度は店

内へ。デリカテッセンの愛想の良いおばちゃんに海老マ

ヨネーズをオーダー。手近のカップに詰め込んでくれるが、適当にストップを掛けなけれ

ば何処まで詰められるやら･････。それに勿論 後にビール。残念ながら「生」は無かっ

たが、１０種類位のボトルが並んでいた。その中でおばちゃんのお薦めの古い栓の付いた

タイプを購入。本場のビールとマスタードのたっぷり効いたソーセージ！ 高のシチュエ

ーションに岩腰氏が、「このまま日本へ真っ直ぐ帰っても思い残すことは無い！」と宣言。

今来たばっかりや！っちゅうねん！ 

 食後は皆で近くにあった「ゾーリンゲン」の店で爪切りなんかのお買い物。 

 その後、SportsArena 前にあったタクシー乗り場に向かい、往路のように３台に分乗の

予定だったが、一台目がプレーリー（我が家の前の車）やトヨタのウィッシュのような、

運転手を除いて６人乗れるタイプ。中原氏チームがすっぽり収まった。料金は少し高かっ

たそうだが、人数割りすれば断然割安だ。残り４名も一台に収まりホテルへ。 

 １３時１５分にホテルに戻る。まだ時間があるので今のうちにタイヤ交換。１５分程度

で完了。少し太目の真っ黒なタイヤが納まると、前よりも精悍に見える。これなら前輪の

分も買っときゃ良かった。 

 そろそろ、バスが来る頃なので各自バゲッジルームから荷物を引き出す。と、気が付く

と玄関前に超大型バスが停車。昨日と同じく中二階の入り口が２箇所。わずか１２名には

大きすぎるやろう。もっと人数に見合った大きさって無いの？日本じゃ小型から特大まで

色んな大きさがあるんやけどなあ。乗車後、車内を見渡すと、景色の見やすい前方に皆さ
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んが寄っている為後ろのほうはスカスカ。 

 定刻（１４時）にバスは KOBLENZ に向け出発。距離は約１２０Km。殆んど高速道を利用。

天気は走行中の１時間半の間に、晴れ･曇り･雨が各３回毎繰り返された。ドイツでは一年

のうちで一番降雨量の少ない時期なんだが･････。 

 ところで、ホテルの出発の際、付近では違法駐車の車列が多く、ブンデスリーガーの赤

黒のシャツを着た子供や大人が、ひとつの方向に向かって歩いていく。バスでその先付近

を通ると凄い人だかり。スタジアムの入り口だ。数軒の屋台が出ており、ビール片手に既

に気勢が上がっている。今日は土曜日、サッカーのナイトゲームなんだろう。まるで阪神

VS 巨人戦の甲子園前のようだ。 

 

  

 バスは、KOBLENZ 北を過ぎモーゼル川沿いに進入。大きな石造りの橋を潜ると大きな長

い船が停泊していた。船首には「MS FLUVIUS」。これだ。バスは少し行き過ぎてから停車。

FLUVIUS は全長が７０ｍ。幅５,４ｍでオランダのハウスボート（精々５０ｍ程度）に比べ

て非常に細長い。それにかなり大きい。 

 荷物を引きずりながらボートに辿り着くと、若いスタッフが我々に気が付いてにこやか

に出迎えてくれた。名前はミューラー。そして、彼が自転車のツアーガイドもするとの事

で、皆さんに紹介。後ほどの皆さんからの質問で「彼って、日本人の血が混じってる？」

「え、どうして？」「だって、彼の名前って三浦さんでしょ。」････。彼のフルネームはダ

ニエル・ミューラーで、米国籍のドイツ人だそうだ。 

 先ずは、乗船。早速ラダーを渡るとそこは露天デッキ。メインデッキへは足幅の狭い階

段を下りるが、スリッピーなので荷物はスタッフが降ろしてくれた。メインデッキからは

各自の部屋階のある階下まで自身で荷物を降ろす。 

 各部屋は、メイ

ンベッドと収納式

ベッドのツインで

２段ではない分、

上部空間が広く過

ごし易いかな？因

みに私と岩腰氏の

部屋は、階段下に

あり、一部の壁が

斜めになっている

為、ベッドは横並

びとなっている。 

 １８時より、説明会を開くとのことなので、それまでは自由行動。皆さん三々五々散策

に。私と岩腰氏も、旧市街やモーゼル川とライン川の合

流点を歩いたが、半袖半パンという舐めた格好のおかげ

で身体が冷えてしまい、お腹がい･･･痛い･･･。しっかり

報いを受けたようだ。気温は１７度？日本のあの暑さが

嘘のようだ。 

 トイレを済ませた後、まだ少々時間があるので、須川

さんの自転車の組み立てを手伝い、空気を入れる。復

活！ところが暫くすると、前輪の空気が抜けている。私

の入れ方が悪くバルブを壊したか･･･。翌日、須川さん

は自身でチューブ交換にチャレンジするそうだ。 

 露天デッキで、ミューラーに呼び止められた。曰く、彼の FirstName はダニエル。私の

FirstName も聞かれたので、カツミ（Katsumi）と応えると“カツミさん”で良いかと聞く

この部分を引くと 
ベッドが出てくる 
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ので、“カツミ”だけで良いと告げる。それからはお互いを FirstName で呼び合うことと

なる。彼は他にも日本語をメモにアルファベットで書いて、覚える為に教わろうとする。

挨拶は･････。自制心が働き「儲かりまっか？」「ボチボチでんな！」を教えるのは後々の

楽しみにしておこう。 

 ミーティング前にひとシャワーを浴び、ダイニングルームへ。１８時、我々日本人１２

名、スイス人４名、英国人４名、ドイツ人１６名で計３６名の船客。他にクルー達とダニ

エルの全員が揃う。 

WelcomeDrink にスパークリングワインかジュースが振舞われている。そして船長の音頭

で乾杯！その後、おもむろに歓迎の言葉と説明を始める。それをダニエルが英語でその都

度解説。また、それを私があやふやで不確かな日本語に直して説明していく。 

船のクルーは、好々爺そうな船長にテキパキとした奥さんのナーダ（ーの部分は馬渕さ

ん風に舌を回す）。眼鏡を掛けた背の高い青年がラムジー。いつも微笑んでいる温厚そう

なトーマス。女性で２０代のマルタ（ここのルも馬渕さん風に）。そして、料理長のなん

とシューマッハ、彼は若い頃外国航路の客船に乗っていた経験の持ち主で、神戸にも良く

きたそうで、アジアンフードにも詳しいようだった。以上がクルーで、ダニエルはツアー

会社から派遣されたそうで、普段はクオニーという旅行社に籍を置いているんだとか。 

ダニエルの説明が始まる。毎日のスケジュールの時間（別紙行程表参照）、サイクリン

グ時の昼食は、朝食の際に自身で作り、それに水とフルーツを添えて紙に包み袋に入れて

LunchPack として自身で携行する。トイレは船上という特殊事情のため水圧が低いので紙

は決して流さず汚物入れに捨てる。船内での飲み物は

額面５０E のドリンクカードを購入し、注文と引き換

えに相当額を消し込んで行き、呑みきれなかったら

終日に精算される。でも、まあ残りが２E 位ならチッ

プとして、クルーに置いていってもいいか。 

説明も終わり夕食に移っていくが、その前にラムジ

ーとトーマスが各テーブルを廻って、ドリンクカード

を売り込みに来るので５０E を事前に用意しておく必

要がある。 

ビールはジョッキで３E。ワインはお薦めがモーゼ

ルの白で、フルボトルで１２,５E。以前からの我がツアーのしきたりで、同席したもの同

士、日替わりで誰かが代表してボトルを購入して同席者へ振舞うというもので、初日とい

うことで私が 初にワインをオーダー。テイスティングの真似事をして、ラムジーから同

席者全員に注いでもらう。 

やっぱり、白のドライが美味しい。よく冷やされているので、キリっとしてそれでいて

フルーティ。近頃は赤ワインの効能に踊らされて白ワインの美味しさを忘れていた。 

 夕食は先ずはスープから。メインはチキンのトマトソ

ース掛け。付け合せはグリーンサラダにニョッキのよう

なボロボロのパスタ。隠元とグリーンピースと人参のグ

ラッセ。味付けは少々塩辛いかな？ある程度進むとラム

ジーとトーマスが付け合せのお替りを注いで廻る。その

後、シューマッハが「ど

うだ！旨いか？」と言

わんばかりに各テーブ

ルを愛想を振り撒きな

がら廻る。デザートはアイスクリーム。会話を楽しみな

がら、ゆっくりとはじめての食事を味わう。 

 食後は岩腰氏と二人で KOBLENZ 市街を散策。真っ直ぐ

行けるだけ行って左折。スーパーがあったが９時迄。あ
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と５分あったので見学。ベーコンが安い。５００ｇで１,９５Eだ。その後、路地を渡り歩

き少々迷う。夜の街は殆んどの店が閉まっている。ただ、飲食店は開いているので、その

辺りだけは人だかり。アイスクリーム店があった。覗いてみるとアイスクリーム達は、日

本のように深いタッパーには入ってはおらず、浅めのバットの上にうんこ盛りされている。

表現悪いかな？ 

 

 ８／２９。時差のせいで夜中に何度も目覚める。結構寒

いのでエアコンは既に切ってある（かなり音もうるさかっ

た）。６時半頃、部屋から出てデッキで過ごす。６時４５

分に船が動き出した。モーゼル川からライン川に向かう。

船首はモーゼル川の上流に向いているのでどのように反

転するか見たかったが、船長はただ

単純に後進していった。「ドイツの

角」と呼ばれる辺りからライン川の

下流方向に船の尻を振り入れ、遡上

する態勢となって前進を始めた。今日の午前中をかけてこのまま

Bingen 迄クルージング。７時半からの朝食は勿論、昼食までクルー

ジングで頂くことになるのだ。 

 この日のクルージングのハイライトは････、そう「ローレラ

イ」。この辺りは１３０ｍの断崖に挟まれ川幅も三分の一と狭

くなり、その分流れも速くなる。かつては川に身を投げた乙女

の歌声に聞きほれた船乗りが、おびき寄せられて難破したとい

う難所である。一説では、その乙女の名は「セイレーン」と呼

ばれる。因みにその名は「サイレン」の語源となった。確かに

その辺りだけ狭くカーブしている。レーダーは勿論、エンジン

も無い時代の船舶にとっては正に難所であろう。前方を行き交う貨物船がドリフトをする

ように横に流されながら向かって来る。左手の山肌に「LORELEY」と大きく書かれている。 

 ところで、この難所を通過する際、ローレライの曲が流れ聞こえてくると聞いていたが、

そんなものは全く聞こえなかった。ただ、ダニエルの話では船長が今夜キーボードでロー

レライを弾いてくれるそうだ。 

 間もなく、船上での昼食＆上陸に備え、サイクリングの服装と準備に掛かる。 

 昼食といっても、スープ・メインディっシュ・デザートと立派なものである。今日のメ

インは「揚げ春巻き」で、タイのスウィートチリが掛かっている。 

 １３時。BINGEN の対岸に到着。いよいよサイクリングの始まりだ。我々自転車持ち込み

組は、露天デッキより自身の自転車を降ろす。レンタルはデッキ後方の専用ラックの上に

２列に整然と積まれている。ラックはそのままウィンチで吊り上げられ岸壁に降ろされた。

早速自転車が配られた。 

ところでこの自転車って、事前にもらっていた写真の仕様と全く違う。写真では変速機

は外装で前３段・後７段の計２１段変速だった筈なのに、実際は内装の後７段だけ。しか

も、両輪ブレーキの他になんと「コースターブレーキ」

迄付いている。ペダルを逆回転させようとすると強烈

なブレーキが掛かってしまうという、日本人には全く

馴染みの無い機構。慣れれば使いようによって、便利

な機能ではあるのだが、厄介なのはスタートの際にペ

ダルをスタートの位置に持っていき難く、同行となっ

た英国人家族達もスタートに手こずっている。奥さん

のスーザン（我々は「イングランドママ」と呼んでい

た）なんかはいその都度、目を丸くしながら自転車に

「ドイツの角」 

カイザー ヴィルヘルム一世 
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向かって罵っている。 

レンタサイクルのサイズは、フロントフォークの黄色いのが小さいサイズとなっている。

しかし、この小さい方は大きい人も乗れるよう、シートポストの長いのがありサドルの下

がりきっていないものがある。これは小柄な日本の女性には由々しき問題だ。ダニエルに

言っても他の作業に追われ話にならない。仕方なくそれぞれのサドルを引っこ抜いて短い

のを探す･････ん？ひょっとして大きいサイズの自転車のポストは短いのがあるかも？急

いで余った自転車のポストを一台ずつ引き抜いて確認すると･････やった！短いのがあっ

たぞ！と言う事で２～３台分引っこ抜いて差し替え一件落着。というのも、小さいサイズ

の自転車でも大きいのが足りない時は間に合うよう、シートポストの長いのが付いていた

のだ。だから、その逆で大きいのには普通の長さのポストが付いていた。 

さて、いよいよ出発となるが、当初ダニエルは我々日本人１２名と英国人４名の合計１

６名を先導するので、私に 後尾からフォローしてくれと言っていたが、いざダニエルが

出発を宣言すると、他のドイツ人１６名・スイス人４名が追いて動き出し、結局総勢３７

名の多民族の大移動となってしまった。 

動き出して直ぐに全体が止まる。 後尾では何事か全

く判らない。前方へ確認に行くとフェリーの乗船待ちと

のこと。対岸に渡り BINGEN の街を見学するのだが、先

ずはフェリーでひと悶着。一人２Eを用意しておけと言

われていたが、渡航中に３７名分も集金しきれないと言

う事でダニエルが立替。 

下船後、BINGEN の街に入り、自転車を置いての３０

分のフリータイム。この街はワインの街としても有名で、

そこここに土産物屋と酒屋（ワイン）が立ち並び店先では、

いかにもといった風貌の親父が試飲を勧めてくれる。わくわ

くしながら白のドライを注文。ところがちょっとしか注いで

くれない。でも、美味しい。買わない後ろめたさを感じなが

ら店を出る。 

再集合して出発。ダニエルから 後尾を頼むとは言われた

が、こりゃ多過ぎやろう！これだけの人数で走り出すと先頭

から 後尾まで１５０ｍ位になる。面倒見切れんわ～！ 

さて、ドイツのサイクリングって･･･････、何じゃこりゃ！半分近くが未舗装とブロッ

ク。しかも前日までが雨模様だったらしく、あっという間に泥まみれ。ブロックもこれま

た振動が物凄い。そう言えば行き交う地元の自転車は大抵がＭＴＢだ。ＭＴＢがポピュラ

ーとは、自転車先進国のドイツの意外な一面を見た様だ。 

未舗装路に気を取られながらの走行は非常に疲れる。そのうち、ドイツ人女性ドーリー

のバイクがパンク。ダニエルが駆けつけ修理に掛かるが、チューブを取り出し川の水で穴

を探そうとしている。「予備のチューブがあるんやったら換えた方が良えで～」という助

言をあっさりと受け入れ、私と中原氏の手伝いで修理。作業が終わり“Thank you”とい

うダニエルに“OneBeer or TwoBeer”と意地悪く聞くと”Ok Ok!At Dinner time”と

にっこりうなずく。 

本日の走行予定距離は３７km。ようやく１５時半に

ELTIVILLE に到着。ここまでで約２０km。残りが１６～

７km だが、ここでダニエルが３０分の休憩を宣言。１６

時半からのティータイムはどうなるの？ 

ここにはトイレや売店が揃っている。トイレは３０C

で利用できるが、後にも先にもトイレでお金を払ったの

はここだけだった。焼きたてのソーセージをパンに挟ん

でもらい別の奥の売店でビールを注文。２,５E。 
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街をダニエルの案内で街並みを散策。 

１６時出発。１８時頃 Mainz に到着。自転車を桟橋に

寄せて停め、しっかりと施錠。 

多分食事時間は遅くなると思いきや、定刻の１８時半

からとのこと。慌ててシャワーを浴びて間に合う。 

部屋のシャワーは、勢い良く直ぐに熱いお湯が出てく

るので非常に助かる。仕切りも４～５枚の重ね引き戸に

なっており、カーテンのようにまとわり付かず、狭いな

がらも機能的に工夫されている。 

何とか夕食に間に合った。今夜のメインディッシュは

Beef。ステーキに見えたが、煮込み料理らしく、非常に柔らかく美味しかった。 

そのうちに船長がお約束の「ローレライ」の曲をオルガンで披露。日本の皆さんは、こ

の小学校で習った曲をそっと口ずさむ。２番目からドイツ人（１６名）が曲に合わせて歌

いだし、ドイツ語の大合唱。全体の拍手喝采の内に終わった。と、すかさず今度は私が立

ち上がり「日本の皆さん、行きますよ！」と音頭をとって、日本語で「ローレライ」の大

合唱をやりだした。ドイツ人達は、まさか日本人がこの曲を･････なんてものだろう。 

ダニエルは、私からビデオカメラを取り上げ撮影してくれた。ガイドとしてツアー客の

雰囲気を盛り上げねばならないダニエルにとって、我々のサプライズに嬉しそうであった。 

食後、スーザン（英国人家族のお母さん）から、「さっきの歌は、日本かドイツかどち

らの国の歌？」と興奮気味に聞かれ、「ドイツの古い歌で、歌詞は日本語に換えられたも

のだ。我々は小学生の頃にこの歌を習った。」と答えておいた。スーザンはしきりに「素

晴らしく美しい曲だ！」とべた褒めしてくれた。 

この一件で、我々日本人と他の乗客との間がかなり縮まったようだ。確かに「歌は世界

を繫ぐ！」を実感した出来事だった。 

先ほど、今日自転車のタイヤをパンクさせたドーリーから、修理を手伝ったお礼のビー

ルが私と中原氏に振舞われた。 

 

８／３０。今日は NIERSTEIN 迄の約２７km と言った午前中

だけの短めの走行。昼食も船上ということなので、LunchPack

は無し。 

予定通り９時に出発してライン川沿いを走行。途中から、

右手にブドウ畑が広がってくる。途中、前を行くドイツ人が

道端に落ちているコートを指す。落し物だが我々のものでは

ない。仕方なく手近かの大きな木の枝に引っ掛けるべく藪に

一歩踏み入れる……と、痛痛・・。何の棘か判らんが素足に

絡む。その上毒を持ってるらしく後で見たら、そこここに腫

れていた。手持ちの水でとりあえず流す。 

遅れまいと再スタートするが、皆Ｕターンしてきた。また

ダニエルが道を見失った？ 

少し戻って踏み切りを渡ると、ブドウ畑沿いの道が広がった。途中、所帯道具をリヤカ

ーに満載して自転車で引いている旅人を発見。先ほどのドイツ人の親父が声を掛けると、

荷物を検める。どうやらコートは彼が落としたようでお礼を言われた。 

右手にブドウ畑、左手にもブドウ畑と線路とライン川。そして１２時半に Nierstein に

到着。１３時より船上にて昼食となる。本日のメニューはチーズを豚肉で巻いたシュニッ

ツェル（所謂カツレツ）で、バターとレモンが添えられているが……少々塩っ辛い…。 

食後は夕刻までフリータイムということなので Nierstein の街を散策に出かける。スー

パーらしき店があったが、小さな街なりの規模だった。街は小さいが道は入り組み坂も多

い。あちこちでワイン工房が目に付く。Nierstein のワインは所謂「地ワイン」に分類さ
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れ、あまり出回ってはいないようで、今晩のディナー時のテイスティングが楽しみだ。 

夕刻、皆さんディナーという言葉に備え、少々ドレスアップして船外に三々五々集まり

だす。１６時１５分、ダニエルを先導にワイナリーへ向かうが、いきなり道を見失う。自

転車でもあれだけ間違えたのに、歩いても間違うってか？とは言え何とか辿り着く。 

ワイナリーでは３台のトラクターに連結された幌を被った荷台が待っていた。 

荷台には固定されたテーブルと長椅子が設えられていて、しかもテーブルにはグラスが

突っ込めるよう穴が開いている。我々のトラクターには、リーダー格のドーリーを筆頭に

ドイツ人女性４名、英国人夫婦のスーザンとリチャード。それに、馬渕さんと須川さんに

佐藤氏と岩腰氏に私の合計１１名。 

 出発前にグラスが配られ、テーブルの真ん中に

はボトルが６本（内２本はジュース）。トラクタ

ーが動き出すとドーリーの先導でボトルが開け

られ各グラスに注がれる。ドイツワインは白がメ

インで赤は殆んど無い。ワインにはドライの辛口

と甘口が用意されていたが、私には両方のミック

スが丁度いい塩梅で調子に乗ってガンガン頂く。 

 飲むほどに勿論テンションが上がり、ドーリー

の提案で歌を歌おうということになった。 

 ドイツ民謡やイ

ギリスの民謡にビ

ートルズからトムジョーンズまで、皆知っている歌を歌い尽

くす程で、我々の車両だけ大騒ぎになっている。それが、後

方の中原夫妻・木下夫妻・北谷夫妻に上田氏が乗っているト

ラクターに伝播したらしく、いつの間にか「炭坑節」が聞こ

え、やはり大騒ぎになっている。 

 そんな中をトラクターは整然と３０分以上も走り続けた。 

 とある高台の見晴らしの良い所で、我々はいきなりグラスを持って降ろされた。そこに

は木製のテーブルとベンチが５組ほど設えられ、ここでディナーだとダニエルが宣言！ 

 料理を配るからと言う事で並

ぶと……配られたのはパンの大

きな塊と直径６cm に長さ１５cm

位に切られたソーセージ一本。

全くのサプライズで、ダニエル

はその様子を楽しんでいる。

我々のメンバーも度肝を抜かれ

たようで、でも怒る人はいない。 

 ドーリーが我々のテーブルにやって来て、２５年前の日本旅行の体験談を話し出した。

まだ、若かりし頃日本に言った際、若気の至りでミニスカートに肌の露わな服装で、日本

の地下鉄に乗った際、結構触られたそうだ。いけませんねえ、全ての日本人がそうではな

いことを知っておいて欲しいですね。  

 辺りが薄暗くなり出した頃、またトラクターに乗せられ今度はワイン工房で降ろされた。

そこには長椅子と長テーブルが３列に用意され、二次会の始まりらしい。おつまみに上田

氏の好物のプリッツェルにクリームチーズが用意され、皆はごきげんだ。サプライズディ

ナーでお腹が膨れ手を付けられないが、ワインはふんだんにあるので機嫌よく飲む。 

 歌も歌う。クライマックスには全員が隣同士の腕を組んで身体を左右に揺らしながらの

大合唱。「ローレライ」の歌をそれぞれの母国語で歌ったまでは覚えているが、後は何を

歌ったか覚えていない。いつの間にかお開きになり、皆で船に戻る際、私はワインボトル

を片手に持ち、両脇をスイス人チームの女性たち４人組にかかえられ、いつの間にか船に

ディナー 
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辿り着いていたよう

である。翌朝、その様

子を彼女たちからデ

ジカメで見せられた

時は、ちょっと恥ずか

しかったかな…。 

 船に戻っても、風に

あたりたくなり、外に

出てベンチで寝そべ

っていると、少々眠ってしまったらしい。船室に戻るべく船の入り口の引き戸を開けよう

とするが・・・開かない・・・キャ～締め出された。 

 暫く途方にくれ辺りをうろうろ・・・。ふと気付くと、上室の一番 寄の部屋の窓のカ

ーテンが開き、こちらを伺う視線と目を合わす。スイス人女性だ！すかさず拝み倒して、

ジェスチャーで説明。笑いながら部屋から出てきて、錠を開けてくれたが帰りも助けられ、

今またお世話になって罰が悪いったらありゃしない。この船は停泊中は不審者が入らない

よう２３時以降は入り口を施錠される。その為に我々にはそれぞれの船室の鍵に船の入り

口の鍵も渡されるんだが、ただ、短時間風に当たるつもりだったので、そんなもの持って

るはずが無かった。 

 

 ８／３１。今日からは終日の本格的サイクリングだ。 

 朝食時に LunchPack を作成。岩腰氏はオランダでの経験を活かし、「辛子マヨネーズ」

を持参。「辛子マヨネーズ」は 終日まで大活躍することになった。 

 本日は WORMS（ヴォム）までの約４５km。先ずはライン川沿いを走行。ダートとブロッ

クが続く。尻が痛い。 

 緊急停車。今度は中原氏が１,５cm 程のビスを拾ってパンク。救いはクイックリリース

の付いた前タイヤだったということ。ダニエルと中原氏と私の３人の共同作業で１５分程

で復活。そこから暫くの走行後、今度は、フリーで走行するドイツ人親父がパンクして立

ち往生していた。手際のよくなった件の３人の協同作業も板についてきた。 

 ところで今日のライン川沿いは非常に道が悪い。泥道にブロックが続く。いい加減ウン

ザリしたところで川沿いを離れようやくアスファ

ルトへ。車道を越えた先に GUNTERBLUM の駅が現れ

た。ここでトイレ休憩。残念ながら駅の売店は閉

まっている。ガラス越しの向こう側の冷蔵ケース

には冷えてそうなビールが見えてるんだが…。 

 トイレ休憩が終わる頃、売店の女性がやってき

て鍵を開ける。と同時にダニエルが出発を宣言。

もう１０分早ければ……。 

 暫く線路沿いを走行して、OASTHOFEN の空き地で

ランチタイム。 

 そこからは１０km 位で WORMS。１３時半には到着できた。 

 WORMS は宗教改革で有名なマルティンルターの所縁の地らしく、そこここに彼の名前が

現れる。船が１５時にならないと到着しないので、大聖堂の前に自転車を置いて

WalkingTour となった。ルターの「運命の銅像」やルターが学んだ神学校。マルクト広場

には、「正義の泉」や市庁舎もあり人も多く大変賑やいでいる。 

 １５時に再集合して船に向かう。ドイツでは日本と走行レーンが逆なので、市街地では

左折が大変。車と同様、交差点手前では一旦左折レーンに入ってから、自転車も左折しな

くてはならない。小数ならさほどではないが、団体では非常に難しい。 

 まもなく桟橋という辺りで急に人が多く賑やかになった。 
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 どうやら、カーニバルの「移動遊園地」のようだ。移動といってもかなり規模は大きく、

かつての「桃山キャッスルランド」や「びわ湖タワー遊園地」（どちらも京都か滋賀の人

しか判らない）をはるかに凌いでいる。本当に子供たちも楽しそうだ。 

 このお祭りの名前は「フライド フィッシュ フェスティバル」。何が由来となってい

るのか全く想像できない。 

 さて、その先に我らが「MS FLUVIUS」が停泊していた。先ずは TeaTime を楽しみ自転

車でまた街に繰り出す。車も多く少々走り辛い。でも、街は賑やか。市庁舎の前に自転車

を置き、徒歩で散策。第一の目的で予備のチューブを自転車やで購入。そのまん前の店は

１７６３年創業のドイツで一番古い「薬局」。 

 今度はスーパーマーケットを探してお買い物。今まで立ち寄った街は小さくそれなりの

規模の店ばかりだったが、WORMS は比較的街が大きいのでスーパーもそこそこのおおきさ

だった。馬渕さんはお土産用にチョコレートを買い占めている。確かに後日空港で同じも

のの値段を確認するとなんと３～４倍していたっけ。街をその後も見て廻ると、小さなチ

ョコレート専門店が現れた。奥で変わりチョコを発見。「チリ＆トマト」や「粒胡椒」が

練り込まれている。しかも量り売りと言う事で必要な大きさに割って袋に入れ、カウンタ

ーで量って代金を支払うので、かなり合理的だった。 

 お味の方は、ん～…微妙。ビターの効いた苦めの

味に時折のぞく辛味がアクセントとなって結構いけ

るかも。 

 自転車に乗って、途中カーニバルを１０分だけ見

学して帰船。大慌てでシャワーを浴び夕食に食堂へ。

徒歩で街に向かわれていた中原氏グループも滑り込

みセーフ。 

 今夜のメニューは、やっぱりフライフィッシュの

タルタルソース掛け。 

 

 ９／１。今日は 長の５５km で、いよいよネッカー川に入っていく。暫くはライン川沿

いを走行。MANHIME の手前で川幅４０ｍ程の支流

に入り渡船に向かおうとするところで、中原氏の

今度は後ろタイヤがパンク。何の欠片も見つから

ないので多分尖った石でも踏んだようだ。その上、

良く見るとタイヤは結構磨り減っていて、所々も

もけている。こんな状態ならパンクもしやすいわ。

また、例の３人で修理に取り掛かる。ところでダ

ニエルの持っているタイヤレバーは軟らか過ぎ

て役に立たない。そこで、私が日本から持参した

タイヤレバーを使って何とか修理完了。ドイツの

道具より日本の百均グッズが優秀だった。 

 修理後５０Cの渡船に乗り込み対岸へ移動する。渡船は水底に張られたチェーンをエン

ジン動力で手繰りながら渡河するのだが、昔はもち

ろん人力で手繰ったそうである。 

 対岸にはレストランがあり、先に渡河した人はの

んびり休憩しているが、ついでにここで昼食となっ

た。時間は１１時であまりの早さに食欲も涌かない

がビールで流し込むことにする。 

 工業地帯を右に眺めながら左岸を走行。MANHIME

の大きな閘門を通過してネッカー川に入る。 

 地図を確認すると列車の鉄橋を潜ったので、次の
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橋で対岸へ渡らねばならないが、ダニエルにはなかなか渡る気配無し。ようやく大きな斜

張橋が現れそこを渡ることになるがその前に休憩。この辺りは高層のマンションが立ち並

んでいる。ずっとここまで古い町並みや自然の中の自転車道ばかりを走ってきたため、な

んか不思議な感じ。 

 休憩中、スーザンがストレッチをしていたので、それを見てダニエルに相撲ストレッチ

と称して、四股を踏むポーズをしてみせる。ダニエルは相撲を良く知っているらしく、塩

撒きから、立会いまでを再現して見せてくれた。 

 さて、その斜張橋だが渡ってみると自転車の降りる道が無い。戻っても仕方が無いので

自転車を担いで降りることになった。頼りない先導ガイドだが、先導経験者としては気持

ちは判る。 

 しばらく、路面電車沿いの道を走る。ところが何かの拍子に「ピキン！」という音と共

に後輪が横に流れ出した。パンク？慌てて停まって点検。しかしタイヤには異常は見当た

らず・・・・・良く見ると、折り畳み時に中心となる心棒が抜け掛かっている。いつから

緩んでいたんだろう。心棒を押し込みなおせば元に戻るはずだが、手では無理だ。そう言

えば、ここから２０ｍ程戻ったところに売店があったな。売店迄、何とか戻り店先にいた

ドイツ人親父に「ハンマーを貸してくれ！」と頼むと 初は怪訝そうな顔。自転車の故障

部分を指してトラブルを訴えると、理解してくれたらしくハンマーと手斧を貸してくれた。

親父も手伝ってくれ、手斧を台座にしてハンマーで心棒を叩き込む。何とか元に納まった

ようだ。ただし、かしめて固定させるには六角レンチが必要だがここにはないので、今日

のゴールの HIDELBERG まで無理をしない方が良いだろう。 

 とは言え、再走するも私は 後尾だったので、トラブって停止した時点で前方は気付か

ずに見えなくなっていたので、何処まで進んでるやら・・・・・。応急処置に要した時間

はおよそ７分位だった。道はほぼ一本道のような

ので、トラブル箇所に気使いながら飛ばしに飛ば

す。やがて、分岐点でダニエルが待っていてくれ

た、その先には皆が私を心配しながら待ってくれ

ていた。でも、やっぱり 後尾って置いてかれる

可能性もあって大変なポジションだね。 

 さて、揃ったところで再出発。程なく橋を渡り

右手にネッカー川を望むルートに入った。川幅も

ライン川の半分以下となりライン川とは全く異な

る情景に感動する。川向こうに牧草地が開け、周

りの山肌の上部にはそこここに古城が佇み、その

麓には赤瓦の街が臨める。川も流れを感じさせずゆったりとしている。 

 そんな情景がしばらくは続いていたが、やがて HIDELBERG の街の喧騒に飲み込まれてい

く。２０名（ドーリー達を除く他のドイツ人やスイス人は個別に走行）での市街地走行は

久しぶりに見た信号に数回に渡り分断され、走り難いったらありゃしない。 

 やがて、大きな橋の手前側を右折するとその先にカールセオドール橋が現れ、その手前

に３隻のクルーズ船が係留されている。その中でひときわ大きいのが FLUVIUS だ。歩道沿

いに係留されており、道行く人も多く狭いが船際の

鉄柵に自転車を立てかけしっかりと施錠して、本日

の走行を終了。１５時。今日は１５時半から、ドイ

ツ語組と英語組に分かれて専門ガイドについて

HIDELBERG の WalkingTour が行われるのだ。皆、急い

でナーダが用意してくれたお茶とケーキの TeaTime

に向かう。私は一人デッキで食べ切れなかった昼食

を平らげる。 

 結局、全員が予定の時間に間に合わず、２組とも
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１６時１５分に WalkingTour に出発となった。我々

のガイドは初老の男性で、ドイツ訛りの歯切れの良

い英語で丁寧に早めに解説。ヨーロッパの歴史はと

もかく宗教的な素養が無いので、殆んど理解できな

い。何とか佐藤氏の意を借りれば、HIDELBERG は世界

で も古い大学の街で、世界各国からの留学生を受

け容れていたとのこと。米国からも多くの留学生が

この地で学んだ。やがてその学生たちは政治や経済

を左右する要人ともなった。その彼らは自身が学ん

だこの地が破壊されるのを偲びず、お陰で第二次世

界大戦の爆撃の標的から免れたということである。 

 そんなこんなで、あっちの教会・こっちの通りを案内され、言葉の判らない解説に疲れ

きった頃、ようやく解散。といっても１５時１５分。

夕食までまだ一時間以上ある。 

この街のシンボルと言えば、勿論ハイデルベルグ

城。そこからはダニエルの案内で向う事となった。

ガイドブックではマルクト広場から１５分と書いて

あったが、５分と掛からずに到着。結構あてになら

ない。ケーブルの料金は往復とお城の拝観料込みで

５E。ところがケーブルのみの場合は６Eとなるそう

で、ダニエルが驚き笑いながら伝える。 

ダニエルの分も私が出すことにしてお城も案内し

てもらう。お城へは中間駅で下車。終点まで行って

る時間が無いのだ。先ずは外側から眺めて、それか

ら城内を見学。城内にはなんと世界一大きな木製の

ワイン樽が現存。 

お城から眺める外の景観はまるで絵葉書のよう。

教会の尖塔以外の近代的な高い建物は一切見られな

い。景観を守るというのはこういう事か。自分の知

っているヨーロッパの各国は、どこもそうだが近代

地区と風致地区を完全に切り離されて存在している。

今まで通ってきた街もそうだったが、観光地として

通ったところは大概が風致地区で確かに BINGEN なんかは人が住んでいるような生活感は

感じられなかった。多分、少々離れた川の反対側なんかに近代的な生活域があるようだっ

た。でも、HIDELBERG は違った。生活の匂いも感じられる。その上、近代的な建物は控え

られている。これこそが歴史遺産との共存というものではなかろうか。自然環境に敏感な

ドイツ人らしい。世界遺産に胡坐をかいている京都も見習うところもあるのでは…。 

ケーブルの麓駅で岩腰氏所望のエコバッグを発見。材質は不織布だったがなんと１枚０,

５E。安っ！ 

１８時頃帰船。露天デッキから下へ降りようとすると、道路の反対側から「こんにち

は！」という、明らかな日本の子供の声。振り返ると、赤ちゃんを抱いた日本人女性に手

を引かれた５歳くらいの男の子。我々のメンバーが声を掛け、道路越しにやり取りが始ま

ったが、直ぐに道路を渡ってもらって、皆と会話が弾みだした。 

彼女は神奈川県（多分「川崎」）出身で、結婚してこの街に住んでいるとのこと。たま

たま通り掛ったら日本人らしきグループが見えたので、試しに子供に声を掛けさせたそう

だ。同じ位の年代の娘さんやお孫さんを持つ我々のグループのメンバーには、この手の情

況は非常に弱い。 後には皆さん、彼女たちが日本食に不自由していると思い、持参の味

噌汁やカップ麺を進呈。確かに FRANKFULT のような大きな都市なら、日本食も手に入りや



 16 

すいだろうが、この街では難しいかも。船の食事が口にあっていた為、日本食への思い入

れはあまり涌かなかったお陰で、日本食は殆んど手付かずだった。その為、結構な量が彼

女への置き土産となった。子供はラーメン好きだそうで大喜び。その後お互いの健康と安

全を気使って別れた。 

 夕食まで時間が無い。慌ててシャワーを浴びるが私も岩腰氏も「からすの行水」で助か

る。今夜もまた、夕食は滑り込みだった。 

 ラムジーにビールをジョッキで注文。前菜は、白身魚とサーモンの燻製にグリーンサラ

ダ。なんとも言えず美味しい。インフォメーションには、本日のメニューの欄になまずの

絵が書かれていたが、まさか白身魚って・・・・。さて、メインディッシュは、チキンの

グリルにカレーソース掛けでライス（長粒米）添え。何のことは無い、一緒に食べればチ

キンカレーライスだ。うれしいね～！そろそろ、カレーが食べたかった頃だった。本当に

シューマッハは日本人にも口に合うというより、

日本人の好みそうな美味しい料理を提供してくれ

る。おまけにラムジーとトーマスがカレーソース

とライスのお替りを注いで廻ってくれる。 

 夕食後、なんと佐藤氏が趣味で続けられている

お得意のハーモニカを披露。我々の知っている唱

歌って、結構「ドイツ民謡」が多いんですよね。

だから同席のドイツ人達にも勿論共感を持って頂

けた。このような特技って国際交流なんかには威

力を発揮しますね。私も手品でも覚えようかな？ 

 

 ９／２。EBERBCH までの今日は約３８km のコー

ス。HIDELBERG の賑やかさと対比する、ネッカー川

のゆったりした流れに沿って、緩やかなアップダ

ウンが続く自転車道を走る。たまに現れる未舗装

路も木立の中で新鮮に写る。 

 閘門に差し掛かった。丁度、大きな船が今まさ

に閘門に入ろうとゆっくり近付いてくる。閘門に

入り船首が先端に到達すると後方の水に浸かった

水門が閉じられ、水を押し止めていた前方の水門

の前の水底から、水が湧き出すように吐き出され、

船の喫水線と水門前の水の高さが一致した時、お

もむろに水門が開き船が進みだした。この見物の為に２０分以上も費やされてしまった。 

 このネッカー川沿いも「古城街道」と呼ばれ、そちこちで散見できる。いくら走って移

動してても同じところを走っているような不思議な感覚。それでも飽かず眺むとは良く言

ったもので、何処も同じようでありながら何処も新鮮に写るのが不思議だ。 

 このルートの地図で赤地にワイングラスの形の白抜きで記されているのはレストラン

を兼ねた休憩所で、トイレ休憩がてらよく利用させ

てもらった。 

 NECKARSTEINACH の街では休憩に３０分。３０分

もあれば勿論ビールタイムでしょう。 

 街の真ん中のテラスレストランで、オーダーした

のが Heffewise というビール。ドーリーがわざわざ

我々のテーブルまで来てくれて、ビールの説明をし

てくれた。ビールは濁っている。初めて見るタイプ

だ。ドーリー曰く、ウィード……、そうか、これは

蕎麦から作られているようで、しっかりした飲み応
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えでこの地方の名物らしい。 

 ドイツでの生ビールの相場は５００ml で、２,５～３E と思いの外安い（円高の影響も

ある）。そして、テラスレストランでの精算も Check!と告げると、何処の店も大きめの似

たような財布を持って一人ずつでも精算してくれる。だから、割り勘なんか必要ない。 

 ところでダニエルの昼食宣言がまちまちで、今日もゆっくり午前中休んでいたにも関わ

らず、結構ハングリーな状態となっていた。要は先導者としては、せめてトイレのあると

ころ＆出来れば飲み物（ビール等）が買える場所を求めて、あと少しあと少しとなって、

機会が遅れるのである。でも、一度でも試走をしていれ

ば話は変わる筈なんだが。どうも、ダニエルにとっては

このルートは初めてのようだ。 

 お昼を過ぎてかなり経ってから、川沿いの公園で休憩

＆昼食。川風にあたりながらの眺めの良いところ（表紙

の場所）で昼食。 

 食後、対岸の街へトイレの利用がてら向う。街の小さ

なテラスレストランでトイレを拝借がてら、ドリンクタ

イム。やっぱりビールはこんなお姉さんのいるところで

飲まんとね。 

 右の女性の後ろに立つ塔の下に我々は自転車を停めて

いたが、そこに別の一団がやって来た。自転車には荷物

がしっかりと積み込まれ、後輪の変速機はかなりの登り

でも克服できそうなギア比となっている。なんと持ち主

は女性。しかも高齢だ。話を聞くと、彼女たちは７０～

７５歳の８名の女性グループで、サポートを付けずに自力でサイクリングを楽しんでいる

そうだ。感動ものだ。何か、彼女たちに勇気付けられたような気がする。 

 ここから EBERBACH は近いが、すれ違う人も多くなってきた。しかも街が近いせいか、

街着の人が多い。そこで、突然トウモロコシ畑で停まり休憩するという。なんか判らんが、

ダニエルが後方にやってきて、「さっき、親父とすれ違った！」と驚いた顔で報告。へ～、

ダニエルって生まれ＆育ちはこの辺りなんだ。 

 ところで、ダニエルはいきなりトウモロコシ畑に分け

入り、かなり小さいコーンになりかけのベビーコーンを

もぎり採る。そして、おもむろに皮を剥き「食べられま

す」といって齧り付いた。早速私もチャレンジ！出来る

だけ小さいのを採ろうとしたが、ドーリー達が「もっと

小さいのを・・・」と言いながら、自ら畑に近ずいてさ

っさと食べ頃を採ってくれた。食べてみると意外にも柔

らかいが、ちょっと青臭い感じ。やっぱり中華の「八宝

菜」に入っている位の味付けの方が良いね。中原氏は大

きくても結構いけると言いながらバリバリ食されている。 

 ダニエルの親父さんの話に戻るが、彼はドイツでも北の方の出身らしく、言葉も少々違

うそうだ。例えば「おはよう」は、通常「グーテンモルゲン」だが、北部ドイツでは「モ

イモイ」というそうだ。この話をドーリー達に確かめると、ちょっと小馬鹿にしたような

感じで「ほんの一部よ」という返事が印象に残った。ドイツでも地方によってプライドや

しがらみがあるんだろうなあ。 

 EBERBACH に近ずく程、先頭のペースが上がり、ドイツ女性二人が遅れ気味となる。その

為 後尾の５人の視界からは、前方組が消えた。でもまあ、殆んど一本道で地図もある。

地図によると街に入ったら対岸に渡る橋があり、渡れば船を見つけることが出来るだろう

と思っているとその通りだった。先ず、左手対岸に FLUVIUS が見え前方に橋が現れた。橋

げたを上がるとドーリーが心配して待ってくれていた。見掛けが派手な割りに良く気使っ
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てくれる人だ。 

 １５時１５分。無事 EBERBACH に到着。ナーダ

自家製のケーキ（今日は「アップルステュリュー

デル（？）」）で、TeaTime。 

 その後、この人口１万人程の小さな街を

WalkingTrip。上田氏・岩腰氏・馬渕さん・須川

さん、そして私の５人。 

 今までの街でも感心したんだが、建物は昔なが

らの風情を残すよう街つくりされている。子供の

頃に読んだ童話に出てくる、中世の世界が広がっ

ている。街角の辻々にあるテラスレストランなん

かは、昔「大脱走」という映画で見たシーンを思

い起こさせる。ジェームズコバーンが盗んだ自転車で田舎町を逃げ回り、ひと休みしたテ

ラスレストランでの情景を彷彿させる。 

 この街は、実は日本のちょっと昔ヒットしたコミック「エロイカより愛をこめて」の舞

台になったところだそうで、今でも往年のファンが訪れたりするそうだ。 

 EBERBACH の街中で、日本の「１００円ショップ」ならぬ、「１ユーロショップ」を発見。

当然日本ほどは進化してないので、バリエーションが狭いため２E コーナーも３E コーナ

ーもあるが、そんなところも 近の日本と変わらない。そこで見つけたフライキャッチャ

ー（蠅叩き？）が面白い。ピストル型の先が両手を合わせた形になっており、引き金を引

くとパチン！と挟み捕るのだ。勿論、１E で購入。でも袋に入れてもらうと支払いは２,

５Eになってしまった。 

 後は、須川さんと二人きりになり、ぶらぶら

しながら船に向って歩いていると、テラスレスト

ランの広場に出た。周りの４～５軒の店で共有し

ているようだ。その中でポツンと腰掛ける一人の

日本人。岩腰氏だ。 

 近ずくと、お店の２０才前後のかわいい女の娘

が丁度ビールを運んで来た所だった。その娘に声

を掛けて２杯の追加オーダー。 

 岩腰氏曰く、彼女と目が合いにっこりされたら、

いつの間にか座っていたそうだ。なんとわかり易

い人なんだろう。 

 向うの方でドーリー達４人組みがこちらを見つけて手を振ってくれている。 

 ひとつ飛ばした右手のテーブルで二人の欧米人がこちらをチラチラ見ている。スラブ系

の顔つきから東ヨーロッパ人のようだ。彼らのもとにビールを運んで来た店の娘に声を掛

けて、我々のことを聞けと言っているようだ。 

 直接こちらから「何だ！」と声を掛けると「何処から来た？」とやり取りが始まった。

「ドイツのビールは旨いか？」等。「旨い！」と応えると、「これも旨いぞ！」と言って自

身のグラスを掲げて見せる。と言う間に店の娘にさっさと注文して我々のテーブルに届け

させる。１００ml グラスに入った３杯の茶色い液体。「イェガー」と言っていたが、恐る

恐る口に運ぶと結構キツイ。でも、なぜか知らない味じゃない・・・・。３人の意見が一

致して「養命酒みたい」。彼らには「なかなかいける」と応えておいた、一応。次は「ど

んなタバコ吸ってる？」と聞くので２本やった。早速彼らは吸って見せたが、日本の「ハ

イライト」のあまりのきつさに顔を顰めていた。彼らによるとヨーロッパではタバコは一

箱６Eもするという。そこで、半分以上残っていた「ハイライト」を置いて行ってやろう

かと提案すると、「きついからもういらない」だって。 

 一人が我々のテーブルに近ずいて来たが、結構出来上がっている様子で目も据わってい
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る。何処から来たか聞くと「ポーランド」って。「知ってるか？」って言うので冗談めか

し小声で「第二次大戦（ＷＷⅡ）でドイツにいきなり攻め込まれた国だろう」って言うと、

「シーシー」って言いながらヒソヒソ話をするような感じで笑いあった。 

 １８時過ぎに船に戻りシャワーを浴びて夕食へ。 

 今夜のメニューは「タイ風ヌードル」。と言っても、ビーフンにナンプラーやコリアン

ダーを使っている訳でもなく、普通の細めのパスタに香辛料を和えたアジアンチックな味

付けだったが、これはこれで大変美味しく皆お替りしていた。ただ、欧米人には辛過ぎた

ようだ。 

 さあ、サイクリングも明日で 後だ！ 

 

 ９／３。いつも通り７時半から朝食を摂り、いつも通り LunchPack を作り、いつも通り

９時の出発に向けて準備を整え外に出る。でも、いつもと何かが違う。親しくなった外人

達とやたら写真を撮りあう。別グループのドイツ人女性（彼女の腰の位置は私の胸位に背

が高く、私はこっそり「ジャイアントドイツ人」と呼んでいた）が、今日の昼の列車で離

団するので、挨拶に来てくれた。彼女はお母さんと二人で参加。一昨日なんかはお母さん

だけがサイクリングに参加。彼女はのんびり船でクルーズと、思い思いに過ごして来た。

大人の親子でもこう言った楽しみ方が出来るんだ。やっぱり良いね、サイクルーズって…。 

 定刻に出発。道路を潜り反対側に渡って 後の街

BADWIMPFEN を目指す。 

 街を出て川沿いの道を離れ、急坂の上に向って皆

を導く。結構な急坂を登ってでも景観を見せたかっ

たようだが、残念ながら付近は宅地のため家屋が邪

魔で見えず。 

 もとのルートに戻ると、我々の後に出港した

FLUVIUS がネッカー川を航行。ゆっくりと追抜いて

行く。船上ではドーリーの仲間の一人と、本日はク

ルーズ移動と決め込んでいた佐藤氏が、こちらに気

が付いて頻りに手を振ってくれている。 

 目的地のBADWIMPFEN迄の走行距離はおよそ４０km。いつもよりアップダウンが多いが、

むしろこれ位あった方が飽きなくて良いね。それに、未舗装の急な下りも当初泣かされた

コースターブレーキを逆に旨く利用して、車のエン

ジンブレーキの如く活用出来る様になっていた。 

 途中、眺めの良いところでドイツ人の親父が畑を

耕していた。中々の構図が出来上がりそうで皆さん

シャッターを押し出す。親父も喜んでファインダー

に納まってくれる。中原氏の注文もエスカレートし

て行き、「鍬を構えて畑を耕すポーズをとってくれ」

とのたまう。頼むほうも頼むほうだが、それを聞い

てくれる親父も親父だ。勿論喜んで鍬を構えてくれ

た。 

 やがて、先に建設中

の斜張橋が見えてきた。

他に渡れる橋はないの

で、川べりに向うと渡

船乗り場が現れた。 

 この渡船も対岸に渡

されたチェーンを機械

で手繰りながら渡るシ
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ステムとなっている。かつては、機械ではなく人力で手繰っていたらしく、傍らにかつて

活躍した、人力用の手回しハンドルが残っていた。もともと、この辺りの水深は約７０cm

程度だったらしい。しかし、上流や下流に多くの閘門が出来たお陰で現在は８ｍ位の深さ

になっているそうだ。 

 さて、本日のランチは何処で・・・？地図を確認すると、どうやらダニエルはサイクリ

ングターミナルのような休憩場所を目指しているようだ。じゃあ地図ではもう少しのはず。

あ～お腹空いたなあ。ところが予定の場所に辿り着

いてみると閉まっているようだ。 

 余計に空腹感が増して来た。この空きっ腹を抱え

たまま、あと少しもう少しと自分の胃袋をなだめな

がら走行。 

 道路から、川よりに少し入ったところにレストラ

ンがありそうだ。ダニエルが確認に行く。程なく戻

ってきてにっこり宣言「ＯＫ！」。レストランがあっ

たようだ。ここから BADWIMPFEN まで、およそ１０Km

というところでの昼食となった。 

 さあ、まもなくゴールだ！道も未舗装とは言え、

ネッカー川を左手に、右手にはヴァルド（森）。

なんとも表現の仕様のない感動的なルート。あと

少しかと思えば愛おしさもひとしおだ。 

 前方に街の建物らしきものが見えてきた。と思

った矢先に、また後輪が今度はゆっくりと流れ出

した。どうやらこの状況はパンクらしい。 

 前を行く皆は、あっさりと見えなくなった。ど

うしようか？ここで修理するか？あと少しを押

して辿り着くか？・・・・、良く考えてみると空

気はゆっくりと抜けていったので、空気を再充填

すればゴールまで持つかも・・・・、と言う事で、ポンプで目一杯充填して、間髪を入れ

ずに再走。何とかタイヤはもってくれ、ゴールできた。先着の皆さんは「遅かったね！」

といった程度で、写真を撮っていたと思っていたそうだ。ここで、ドイツでのサイクリン

グは終了した。 後のパンクのお陰で感傷的な感慨に落ち込まずに済んだ。 

 でも、良かったな、このルート。未舗装ありブロックありで・・・、自転車を選べばも

っともっと楽しめたかも知れない。なんといっても景観が自転車にしっくりあっている。

何処を走っても同じような眺めだが、その都度新鮮に感じる。また、走りたいな…。 

 BADWIMPFEN は、人口６０００人程度の小さな街。ネッカー川の上流に向って、左手に新

しい町が広がり、右手が旧市街となっている。この旧市街は、中世の塔が立ち並ぶ小さな

保養地としても有名で、この街のホテルに宿泊すると「保養税」が一人一日に付き１,８E

が徴収される。 

 TeaTime を終え、早速街を探検に行く。先ずは鉄道駅に向う。この駅には観光案内所に

テラスレストランが併営されている。観光案内所でガイドブックを探すも中国語はたっぷ

わわわーーーいいい！！！   
ララランンンチチチだだだ   
ビビビーーールルルだだだ   
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りあるにも関わらず、日本語のは全く無い。係員にそれを告げ

ると探し回ってようやく一部だけ見つかった。さて、これから

はこの駅（この駅も結構坂の上にあった）を起点に探索に移る。

線路沿いの WalkingRoad を登ってとりあえず見晴らしの良いと

ころへ。この街は城砦都市だったのかな？川に沿って城壁が切

り立っている。その上からのネッカー川の眺めは素晴しいの一

言。街の一番の高台に街の象徴である「青の塔」「赤の塔」が立

っている。早速、「青の塔」に私と上田氏と岩腰氏がチャレンジ。 

 １,５E と明記されているが、払うところが無い。とりあえず

入館して、螺旋階段を上がってみる。辛そうなので上を見上げ

る気は無い。休むと足が止ま

ってしまうので一気に上がる。

料金所はいったい何処？ようやく 上階に近付いたと

ころで料金所が現れた。そこまでは一切外が見えなかっ

た。折角ここまで上がったからには景色を眺めずして降

りることは出来ないので料金をここで払うしかない。で

も、ここまで辿り着

けず挫折した人は、

素晴しい展望を見て

もらうことが出来なかったので料金は頂けないという

ことか。それで、入り口に料金所が無い訳だ。 

 街の中心と思しき所で中原氏グループと遭遇。土産

物店巡りを楽しんでおられるようだ。 

 私は買うものが無いので、上田氏と岩腰氏と連れ立

ってテラスで一杯。 

 この後、馬渕さん・須川さんと合流し、なぜか「列

車の発着を見に行こう！」という事で駅に戻った。 

 駅のテラスで、また懲りずにビールを注文。残念なが

ら列車は出たばっかりだったが、１０～１５分おきに発

着しているらしいので、丁度いい待ち時間となった。 

 ビールをちびちびやりながら、のんびりしているとや

がて列車が入線して来た。一部の車両には勿論自転車の

マークが付いている。そしてその車両に自転車を乗せこ

む人もいる。ただ、日本以外の鉄道の殆んどに言えるこ

とだが、日本のように車両の床面とプラットホームの高

さが一致していないので、自転車の積み下ろしが大変だ。でも、乗せ込めるだけの体力と

気力が無けりゃ自転車に乗ることも出来ないよね。 

 目的を一応果たした一行は、帰船の道をたどり始め

た。歩道の前方をスイス人女性４人が歩いている。後

ろから声を掛けて「私はスイスの歌を知っている。一

緒に歌おう！」と呼びかけ、「オ～ブレネリ、貴女のお

家は何処～」と、彼女たちの腕を取りスキップしなが

ら歌いだした。彼女たちもスキップを合わせて大笑い

の大受けだ。国際交流は楽しいねえ。 

 

夕食前に英国パパのリチャードが、こっそりチップ

はどうするつもりだ？との質問があったが、我々は一人５Eずつ集めてダニエルに進呈す

るつもりだと、伝えておいたが、それは要らぬ心配だった。というのも、夕食時には各自
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のテーブル上に封筒が２枚置かれており、それを前にしてダニエルの説明が始まった。ひ

とつの封筒にはクルー達へ、もう一枚には（少々はにかみながら）私へ志のチップを入れ、

バーカウンターに据えられた透明の箱に入れるようにと。また、ドリンクカードも残って

いればチップとして入れて欲しいと。私は既に皆さんからダニエルに渡すべく５Eずつ集

めていたが、慌ててこっそりもう５Eずつ集めさせて頂き、まとめてそれぞれの封筒に詰

め投函しておいた。 

いよいよ夕食がはじまる。 後の夕食となる。朝にお別れを告げたジャイアントドイツ

人親子はもういない。全員が揃っていないのは少々奇異に感じる。今夜遅くにはスイス人

たちも去っていくそうで、明日の朝食時はもっと寂しく感じるだろう。さて、今夜のメニ

ューは、ビーフのフィレだ。 後の晩餐と言う事でシューマッハもちょっと張り込んだか

な？今夜のワイン提供者は馬渕さん。でも一本では足りずに、上田氏がもう一本提供して

くれることになった。実は上田氏はドリンクカードが一枚で足らず二枚目に突入しており、

それも間もなく使い切るという。そんな無理に使わんでも…。 

ところで、私は日本から１本の扇子と２枚の浮世絵手拭いを持参してきた。それぞれに

皆で寄せ書きし、ドーリーたちグループにスイス人グループ、それに英国人家族に進呈。

それぞれが記念にするといって喜んでくれた。 

夕食後、ドーリーの提案でラウンジでお別れの歌の会をやろうということになった。 

皆はいっせいにラウンジの方に移り、船長がキーボードで伴奏を担当。司会進行は勿論

ドーリーだ。 

でも、その前に我々日本人チームからお礼とお別れの歌を披露させてもらった。お礼の

言葉としては、私が拙い英語で「私たちは、小学校の頃ヨーロッパの古い唱歌を学んだ。

ドイツからはラインの雄大な流れ、スイスからはアルプスの美しさ、英国からは郷愁を誘

う歴史。そんな中でヨーロッパに憧れを抱きました。そして、今この地に立つことが出来、

皆さんと同じ時を過ごせました。それを私たちにとっては光栄であり誇りにです。では、

日本のフェアウェルソングをお聞き下さい。」と伝えた。横でダニエルが文節毎にドイツ

語に訳して行ってくれる。 

日本人チーム全員で「今日の日はさようなら」を日本語で歌いだす。これも一小節毎に

英語で伝え、ダニエルがドイツ語で伝える。英訳には自信なかったけど、何とか伝わった

かな？一応拍手はもらえたけど・・・・。 

歌い終わってから、急にナーダがマイクを持って我々に話しかけてきた。「今回、初め

て私たちは日本人を受け入れた。 初はどうなることかと心配したが、そんな心配は全く

無用だった・・・・・。」。後の方の言葉はあまり聞き取れなかったが、要は我々を初めて

受け入れて、当初は心配したが日本人はお行儀良くしてくれたので目出度し目出度しと言

う事なんだろう。でも、日本人をまだあまり知らない欧米人には日本人の素養の高さをア

ピール出来たんじゃないだろうか。 

 それからは、皆で大合唱が始まった。先ずは定番となった「ローレライ」。勿論ドイツ

語と日本語で交互に。その後は、本当にいろんな歌を歌ったものだ。 

 ドイツの歌が も多かったが、我々の為に「すきやきソング」から、英国人の為にトム

ジョーンズやビートルズにサイモン＆ガーファンクル迄。 

 ところで、たまに船長が割り込んで来て、キーボードの自動演奏でマイクを持って歌い
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だす。どうやら船長はカラオケ好きのようで、この夜だけで３曲位歌っていたっけ。 

 どう言う訳か、「炭坑節」が歌われだした。確か NIERSTEIN のブドウ畑を進む後方のト

ラクターの荷台からも聞こえていたが、ここでも誰かが歌いだした。すると、英国息子の

ピーターとベンが身体を動かしている。動作は“掘って掘ってまた掘って、担いで担いで

下がって下がってちょーんちょん”ってこれは炭坑節の振り付けやないか？いったい何を

覚えさすやら。上田氏が頻りに「鬼のパンツ」を歌おうという。あれはイタリアの歌やっ

ちゅうねん！ここにはイタリア人って誰もおりまへんって。 

 ビールが飲みたくなったが、ドリンクカードを部屋に置いてきたので、岩腰氏のをお借

りする。バーカウンターの中にいるマルタにビール２杯を注文。私はカードを忘れたので

このカードから２杯分チェックしてくれというと、「貴方の分はいいよ」と１杯分だけチ

ェックしてくれた。やった！クルーにまで受け入れてもらえた。 

 この宴はいつ果てるとも無く続いた。 

 

 ９／４。７時半、朝食に向うも既にスイス人チームはいない。昨日から一組欠け、二組

欠けと段々寂しくなってきた。 

 代わり映えのしない朝食も、今朝だけはちょっと違うような気がする。朝食の終わりご

ろ、上田氏がなんと LunchPack を作ってる。何処で食べるつもりなんだろう。 

 そうそう、ナーダに頼んでドリンクカードの精算しておかないと。２～３Eならチップ

として置いておくんだが、１０E以上あると話は変わる。ナーダは例の財布を持ってきて

一人ずつ精算を手際よく済ませてくれた。 

 朝食を終え自室から荷物を引き出しに行く。フロント前には荷物がどんどん運び上げら

れている。よく見るとなんと、マルタが部屋前に出された荷物を運び上げている。華奢に

見えるが大したもんだ。自身の荷物は自身で運び出すからいいよ、って言うとにっこり微

笑み返してくれた。 

 皆とはメールアドレスの交換を済ませ、名残を惜しむ。特にドーリーと英国人家族とは

本当に楽しく過ごせたと思う。 

 予定の９時丁度に我々のチャーターしたバスが到着した。ドライバーが荷物を積み込み

だしたが、誰も急かしもしないし急ごうともしない。ただ、この場にもう少しでも長く居

たいだけ。ドー

リーや英国人

ファミリーが

露天デッキに

上がって見送

ってくれてい

る。クルーたち

もなんと総出

で見送ってく

れている。あり

がとう！さようなら！また逢える日があることを祈って・・・・。 

 バスの運転手は無慈悲と思えるほどスムーズに BADWINPFEN から我々を遠ざけていく。 

 

 数箇所の渋滞を抜けた後、バスは FRANKFULT 空港の大型バス駐車場に到着。荷物を引き

ずるようにロビー内に運び込み、荷物預け所を探す。入って右方向２０ｍ先にあった。６

時間以内で１個４E。現在１１時で１６時半には戻るから充分間に合う。 

 これから市内見物に行くが、試しに列車に乗って行く事にする。地下の空港駅で先ず切

符を買い求めるが、５人用のグループチケットがあるそうだが、モタモタしているうちに

それまでの入力がクリアになってしまう。途方にくれかけた時、地元の親父が買い方を教

えてくれ、ようやくゲット。ところが次は乗り込む番線が判らない。仕方なく、表示板を
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眺めていた青年に英語で問いかけると、「日本語少し判ります。どうしました。」って。全

くの偶然。彼に目的地 HAUPTWACHE を告げると、自分も同じ方向へ行くので案内しましょ

うということになった。彼は、家族の都合で２年間東京で暮らしていたそうだ。彼の案内

で中央駅で乗り換えを済ませ、無事我々の目的地ゲーテプラッツのある駅に到着出来た。 

 地下駅から地上に出ると、一週間前に歩き

回った場所が現れた。前回は３時間とは言え

勝手知ったような気分で時間を決めて解散。

再集合場所は皆で食事を摂ったお惣菜屋の

テラスに１５時半。私は、馬渕さんと須川さ

んの三人で市場に向う。第一の目的は屋台の

立ち飲み ShotBar! 

 一週間前の時と違う女の子が

たどたどしく応対してくれる。 

 おもむろに４E のシャンペン

を注文。馬渕さんと須川さんは

白ワイン。ウ～ン！よく冷えて

美味しい。帰りにはスパーク

リングワインで良いから買っ

て帰ろう。 

 でも、こんな商売って日本では無理かな？ 

 一つの目的を果たしたので、思い残す事無

く市場を見学に入る。 

 入り口からは想像が付かないほど中は広

く賑わってる。野菜や肉類に惣菜まで何でも

ある。ハムやチーズの店では試食がふんだん

に用意され、それだけ

でも満足できそうだ。

肉屋では、何の肉か判

らないがミンチ状の

肉がパンに塗りつけ

て売っている。値段は

３Eなので試しに買っ

てみる。どう考えても

生ミンチだ。まさか豚

ではないだろうな。 

 須川さんは別の店で「拳骨（ゲンコツ）」のようなミートボールを購入。案の定、食べ

きれずにおすそ分け頂いた。お味は、見たまんま、想像したまんまの味と食感だった。 

 市場を出た後須川さんが旧市街のザクセンハ

ウゼン方面に行ってみたいと仰るのでお付き合

いさせて頂く。旧市庁舎の横を通りアイゼルナー

橋を渡ってみると、「蚤の市」がマイン川の向こ

う岸で開かれている。いろんなお店が立ち並んで

いる。特別に欲しいものはないが、こんなものま

で売っているのかと思うと結構わくわくしてく

る。途中で佐藤氏ともすれ違った。でも、「蚤の

市」はお昼過ぎ迄らしく、ボチボチ撤収に掛かっ

ている店もある。食べ物屋もあったようだが、そ

こは既に営業も終わっていた。ボチボチ戻りまし
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ょうか？復路は同じ橋を引き返し、今度は旧市

庁舎の反対側のレーマー広場を通って帰ること

にする。広場は結構広く大道芸のパフォーマー

もいる。そこをアイスクリームを舐めながら通

過する。 

 突然、変な車両が目の前を勢いよく横切って

行った。何だありゃ？そう言えばオランダでも

見たことあるな。そうだ「ビアバイク」だ。カ

ウンターバーの足元に自転車のペダルがある、

それをビールを飲みながら漕いで移動するとい

うものだ。勿論ハンドルキーパーは飲んではい

ないだろうが、乗客は結構出来上がっていてハイテンションで走り回っている。 

 再集合場所の店に行くと、上田氏と岩腰氏がまた、一杯やっている。私も早速仲間入り。

その間に須川さんは、お土産用のワインを購入に行く。 

 岩腰氏がビーフの玉葱煮込みが美味しいよ！と勧めてくれたので、迷わず注文。わずか

２,５Eでこれでもか！と思えるくらいの量の肉の塊と玉葱をパンに挟んでくれた。そして

惣菜コーナーで前回気に入っていた海老マヨネーズとビールを購入。 

 この肉の玉葱煮込みって・・・美味しい！多分これにジャガイモを加え、醤油で味を調

えたら完璧に「肉じゃが」になってしまうだろう。 

 そのうちに三々五々皆さんが集まって来られた。須川さんもワインを一杯買い込んで戻

って来られた。なんと須川さんが、私が欲しがってたスパークリングワインを買って来て

くれた。値段はなんと３Eだそうで、本っ当に安い。だって空港で買う水とおんなじ価格

なんだから。 

 全員が揃ったので、さあ出発。地下街に下りていくがどっちの方角に乗っていけばいい

のか判らないでいると、どう見ても浮浪者と思しき爺さんが、案内してやると申し出てき

た。中原氏は相手にしない方が良いと仰ったが多分、向うも小銭欲しさだから後で要求さ

れるだろうが、１Eでも用意しときゃ良いだろう。電車に乗り込もうといろんな人が待っ

ている。手ぶらの人、荷物を持った人、自転車に跨った人…、えっ？自転車も良いんだ。  

 丁度こちら在住の日本人がおられ確認すると、ここで待つのに間違い無さそうだ。件の

電車が入ってきた。浮浪者の爺さんはこれに乗れ！という。そして別れ際、案の定これが

欲しいと言わんばかりに自分の小銭を見せてきた。既に、１Eを用意していたので機先を

制するように押し付けて“ダンケ”といって電車に乗り込んで行った。 

 空港に無事に戻り、荷物を引き出しカウンターへ移動。 

 アシアナ航空（ＯＺ）のカウンターってわっかり難いよなー！探し回ってようやく発見。

でも、搭乗開始２時間半以上も前にも関わらず、通路側の席は埋まっているとのこと。皆

何ぼ早いねん。仕方ないな。 

 １９時出発までの間に 後のお買い物。昨年評判の良かったソーセージやベーコンを空

港内の売店で買っておこう。ところが、空港の

何処を探してもそんな店が見当たらない。昨年

のアムステルダムからの乗り継ぎの際には確

かにあったんだが・・・。仕方なく、再両替の

出来ない小銭でチョコレートだけを購入。 

 １８時３０分頃、ＯＺ５４１便に搭乗。往路

も満席だったが、通路側に座れないというだけ

で、いっそう混雑しているように思える。 

 さて、アシアナ自慢の機内食は・・・・、な

んと韓国食のビビンパだ！凄い。ナムルの入っ

た器に熱々のパックご飯を入れ、チューブ入り
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のコチュジャンとスープを２匙程入れ（本格的にはこのスープを入れるのは大事）、ひた

すらかき混ぜる。以前、韓国を旅した際現地ガイドが、日本は一品ずつ食べる文化、韓国

は混ぜて食べる文化って言っていたっけ。「石焼」ではないが、まさに本格的なビビンパ

だ。そして、２度目の食事も韓国食は「豚キムチのご飯添え」だった。勿論韓国食の苦手

な人もいるので、普通の食事もある。でも、こう言った意外な出来事が旅が終わりに近付

く寂しさや、知り合った人達と別れるという喪失感なんかを紛らわせているのかも知れな

い。 

 旅とは、人と出会い別れていくという出来事の連続。例え短期間でも寝食を共にすれば

情も涌き思い出だけが残る。その場所の景観や状況もそうである。そして、時が経てば経

つほどその想い出は美化される。自転車で辛い上り坂を登った辛ささえも・・・・。 

 

 

 

あとがき 
  

皆さん、ご拝読ありがとうございました。 
この旅は、京都サイクリング協会（ＫＣＡ）とヒシダスポーツ観光株式会社とで企画しま
した、ＫＣＡの会員ツアーです。 
この記録は、紀行文というほどのものではなく、旅の出来事を淡々とつずらせて頂いたも
ので、途中にはどうでも良いような出来事まで記載いたしました。もし、これを読まれた
方がドイツへ行かれることがあれば参考になりますよう。 
 
最後にこの旅にご参加頂いた皆さん。旅行中の出来事をなれなれしく表記させていただき
ましたがどうかご理解のうえ、ご容赦くださいませ。 
また、今回は馬渕さんの写真もかなり利用させて頂きました。あっ！お名前は出さないほ
うが良かったんでしたっけ？すいません、もう遅いですよね。 
 
 
                    ２０１０年９月吉日 
                   ヒシダスポーツ観光株式会社 
                      菱田 克己 
 


