
 

平成１６年１１月２７日～１２月４日 

フィンランド／ヘルシンキ  ～  ノルウェー／オスロ・ソグネフィヨルド  ～  

デンマーク／コペンハーゲン 

 

１日目 １１月２７日（土） 

家出発       ： ７時４５分（日本時間） 

大和高田発電車   ： ８時５分（日本時間） 

上本町到着     ： ８時３５分（日本時間） 

空港バス上本町発  ： ８時４０分（日本時間） 

関西国際空港到着  ： ９時３０分（日本時間） 

出発便名・区間   ： フィンランド航空    ＡＹ

／関西国際空港～ヘルシ

ー国際空港 所要時間 約

関西国際空港発   ： １１時５５分（日本時間） 

１回目機内食    ： １３時１０分（日本時間） 

＊＊食事後気分が悪くなる。トイレに行って大便（別

たわけではないのであるが？）をしたら少しまし

らく寝た。昨日の晩から風邪気味。 

２回目機内食    ： １３時３０分（フィンランド

カレーライス、パン、フルー

機内上映映画 

１本目  映画は「ターミナル」でトム・ハンクス主

２本目  邦画で？？？？（寝てしまい見なかった。）

ヘルシンキヴァンター国際空港到着  ：  現地時間

宿泊ホテル到着   ： １６時半 

宿泊場所・ホテル名・部屋番号  ： ヘルシンキ近郊エ

テル   ホテル

夕食 

１８時にホテルレストランでの食事 

料理 ： 鮭のクリームスープ、トナカイの肉野

菜添え、デザート、パン 

滅茶苦茶高い。拙い英語でおすすめは何かと聞

いた。奨められたものが何か判らんし、値段も

かなり高かったけどエイヤーで注文。勘定は４

０ユーロほどになり目をむいた。 もっと深く

聞けない俺の度胸のなさを再認識。 
搭乗案内 

－０７８ 大阪

ンキ／ヴァンタ

１０時間半 

１回目機内食

にお腹が痛かっ

。席に戻りしば

時間、日本標準時間とマイナス７時間の時差）

ツ、オレンジジュース、コーラ、紅茶 

演のもの。半分寝てしまった。 

 

 １５時１５分 

スポー   ラディソン・サス・エスポーホ

の部屋番号 ２００８号 
 
トナカイ肉料理



＊＊当初キオスクで食料を買って食べようと思っていたので、その食料仕入れのために近くのキオ

スクを探すために外出。外は真っ暗で何もない。その上、おそらく氷点下１０°近い（ヘルシ

ンキに着いた時はマイナス７°くらいであった。）のであろう非常に寒いし、２日程前に降った

らしい雪がアイスバーンのようになっており歩くのに苦労した。しかし、殆ど人を見かけない

ものの、たまにそんな中をジョギングしている人もおり、やっぱりアイスバーンの道に慣れて

いるのであろうスムーズに走っていた。かなり遠くまで行ったが工業団地がありマイクロソフ

トのビルなどもあった。土曜日で休みなのであろう殆ど人を見かけることはなかった。時間は

１７時過ぎに関わらず真っ黒なので心細くなりホテルに引き返すことにした。結局、キオスク

を見つけることが出来なかった。ホテルの前は、何も見えないが湖のようであった。 

入浴         ： １９時半（シャワーのみでバスタブは付いていなかった。） 

就寝         ： ２０時 

＊＊夜中５回も小便がしたくなりトイレに行ったので熟睡出来ず。 

買物、食事代など金銭面 

関空出発受付終了後両替。フィンランド用のユーロのみ。レート約１４３円。６０ユーロゲット。 

ヘルシンキ、オスロ、コペンハーゲンでの空港利用税５,９６０円支払い。 

夕食代－４１ユーロ（クレジットカードで支払い）日本円換算 ５,８６３円 

インターネット 

当日は時差の関係であまり寝ていないことから食事後、部屋に戻ってからメールを打つつもりであっ

たが、バタンキューで寝てしまい翌日の朝５時に起きて行った。パソコンのダイヤルアップ設定が少

し間違っていたがすぐに気づき修正。その後、問題なく繋がり姉と高橋さんにメールを打った。写真

は、移動のみで観光なしであったため撮っておらず添付しなかった。 

トピック 

１．添乗員 

添乗員は、青木さん。男性であるが、昨

日電話で聞いた声の感じからしてもっ

と若い人だと思っていたが、４０前後の

中年であった。外見少し頼りなさそうな

印象を受けた。後で聞いたのであるが、

この仕事で８年の経験があるとのこと

で、北欧も今回で７回目であるとのこと。

最初の印象とは違い、さすがベテランで

最後までそつなく我々をリードしてく

れた。但し、本人の性格にもよるだろうけ

た（自分もそうであるが。）。だからあまり

２．ツアーの参加者 

総勢２５名。記憶の範囲では、大和母娘、

とその友達（計４人）、中室夫妻、行岡・富

れ、年の離れた夫婦（かなり年が離れてい

人連れ、久保（３０前後の単独参加）、川口

が風邪薬をくれた。単独参加）、それに俺。

 １
ど真面目な性格な

親しくなれなかっ

 

岩田母娘、富田母

田のおばあちゃ

るみたいで夫婦な

（６０前後のオ

 

添乗員：青木さん
のであろう少し取っつきにくかっ

た。 

娘、巽母娘、西林夫妻、古川夫妻

ん２人連れ、オバタリアン２人連

のか愛人関係なのか判らない）２

バタリアン、少し感じが悪かった



３．飛行機の隣の席、同ツアーのお母さんと大学生の娘の二人連れ（大和さん） 

到着の直前まで全然話さなかったので横顔しか判らず最初は、姉妹と思っていた。娘の横顔が

かなり老けて見えたのである。話すと母娘であることが判り、娘は来年大学を卒業で就職も決

まっているとのこと。別に卒業旅行というのではなくて母親に連れてきて貰ったという感じ。

こんな言い方をすれば自分の年を感じるのであるが、最近の子は本当に恵まれている。そうい

う時代なのだと思うが、我々の学校を卒業する時代は、海外旅行など夢のまた夢のような感じ

であった。本当に日本が豊になったということである。あまり突っ込んだ話はしなかったが、

母親は別にしても娘の方は、その後あまり愛想が良くなかった。たぶん、俺に対して異性（？）

を意識したか、中高年の嫌らしさが俺から出ていたのかもしれない。（笑） 

コラム 

フィンランドの人口はガイドブックによると約５１９万人。面積は、約３４万平方㎢。湖は非常に多

く、また森林も多いことから「森と湖の国」と言われている。人口密度は、異常に低いので都市部を

除けば非常に人が少なく寂しい感じがする。（ニュージーランドに行った時も感じた。） 

日記 

１１時５５分に定刻通りに関空を離陸。フィンランドのヘルシンキに着いたのは、これも定刻通りで

現地時間１５時半頃。入国審査と荷物受取の後すぐにバスで今日宿泊のエスポーにあるラディソンサ

スエスポーというホテルに向かった。ホテル到着は現地時間の１７時前であった。すでに到着してま

もなく日が暮れてしまいホテルに到着した時は真っ暗であった。ホテルの前は湖みたいであるがなに

も判らない。周りは何もない寂しいところであった。添乗員が言うには近くにキオスクがあるので、

夕食はそこで何か食料を購入するか、ホテルのレストランでして下さいとのことであった。しかし、

ホテルのレストランは高いとのこと。部屋に荷物が着いてから、キオスクに行くことにして外へ出て

添乗員の言う通りに行ったが見つけることが出来なかった。かなり探したが判らないので、あきらめ

てホテルのレストランで食事をすることになった。何を食べていいか判らないがメニューを要求した。

とにかく判らないので、お奨めは何かと聞いたが、面倒くさいので、お奨めにすることにした。最も

高いメニューであったように思う。鮭のクリームスープとトナカイの肉野菜添え、デザート、パンで

しめて４０ユーロ。日本円で６千円近い夕食になってしまった。とにかく物価が高いみたいである。

味の方は、スープはそこそこいけた。しかし、トナカイの肉は拙くはないがうまくもなかった。値段

の値打ちはなかった。夕食後、部屋に戻って風呂へ入ってからメールを打とうと思ったが、そのまま

寝てしまった。一旦目が覚めたが、また寝た。夜中に何回も小便がしたくなりトイレに５回くらい行

った。インターネットでメールを打ったのは、朝の５時に起きてからであった。 

 ２
ホテルの前の湖 完全に凍結
ラディソン・サス・エスポーホテル全景



２日目 １１月２８日（日） 

 

起床  ：  ５時 

朝食  ：  ６時３０分（ビッフェ形式の朝食） 

出発  ：  ９時 

午前中の観光 

ヘルシンキオリンピックスタジアム 

第１５回(１９５２年、昭和２７年で俺が２歳の

時)ヘルシンキオリンピックが開催されたスタジ

アムで、このオリンピックは、わが日本が戦後初

めて参加したオリンピックであった。 

マーケット広場 

残念ながらマーケッ

がない。北欧の国で

が多いとのこと。そ

シベリウス公園 

フィンランドの

大作曲家シベリ

ウスを記念した

公園。何の変哲も

ない公園でシベ

リウスの顔像と

モニュメントが

あるだけ。ただの

公園。 

元老院広場（ヘルシ

元老院とは、日本で

央には、ロシア皇帝

皇帝の像かというと

皇帝であるからとの

でだったらしい。 

テンペリアウキオ教

岩盤をくり抜いて岩

の状態になっている

上は自然光を取り入

ことのない教会らし

ない。教会であるこ

ールといった感じである。音響効果も良好のようで

この建物のように自然のままの壁として用いられてい

ども岩盤がむき出しになっている。当然地盤が固くし

元老院広場とヘルシンキ大聖堂 

 

 ３
ラディソン・サス・エスポーホテル全景
トは日曜

は、商売

の辺も文

ンキ大聖

言う衆議

アレクサ

、フィン

こと。し

会 

盤そのも

。天井は

れる為に

くない教

との証明

時々コンサ

るように

っかりし
ﾍﾙｼﾝｷｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ前にて
日で休み。運が悪いとしか言いよう
マーケット広場
気がないというか日曜日に休む商店

化の違いであろう。 
 
シベリウス像
堂） 

院、参議院みたいなもの。広場の中

ンドル二世の像がある。何故ロシア

ランドに対して大変よくしてくれた

かし、その皇帝はロシアでは不人気

のを壁のデザインとして、そのまま

ドーム状になっており、岩盤の壁の

ガラス窓になっている。今まで見た

会である。外からは何の建物か判ら

である祭壇がなければコンサートホ

ートも開かれるとのこと。北欧は、

岩盤質の地質らしく、付近の運河な

ているので地震もないとのこと。こ



こで問題。岩盤質の地質により北欧において大発

明がされました。その発明により世界の物理、平

和、化学、文学などを奨励する意味で１年に１回

ある行事というか表彰が行われています。それは

何でしょう。答えは、何ページか後のコラム欄を

見て下さい。 

土産物屋への立ち寄り 

阪急トラピックスツアーの得意技、たっぷり時間

を取る土産物屋へ案内すること。元老院広場前に

ある日本人経営と思われる土産物屋に行った。フィンランドの土

ーターなど色々なものを置いていたが、俺はあまり興味がないの

ン関係のちょっとしたものだけを購入した。阪急と土産物屋さん

に行っても必ず土産物屋へ連れて行かれる。まあ、この辺は安い

ている。 

昼食  ：  １３時 

マクドナルドでのハンバーガー 

最初昼食は、ガイドブックを見て探そうと思ったが時間の余裕も

ード街を回った結果、無難なマクドナルドに決めた。ビッグマッ

ックとフライポテトは、店員が後で席に持っていくということで

で行った。しかし、日本のように番号フラッグをくれないのでお

その注文主を見つけるのかと甚だ疑問に思った。やっぱり懸念し

マックを持ってきてくれたが、これもこちらから手を挙げなけれ

全く把握出来ていない状況であった。悪い奴がいて注文もしてい

渡すつもりであろうか。この辺は、日本人の几帳面さとフィンラ

と同時に文化の違いかと感じさせられた。ビッグマックを食べて

テトが来ないのである。とうとうしびれを切らして言いに行った

なければならなくなった。トレイを持ってカウンターへ行き、そ

get flied potato.」と言ったら通じた。そうして席へ戻ったらす

英語が通じたのかジェスチャーが通じたのか判らないが、通じた

かく、この辺の店員の対応というか、システムは本当にいい加減

違いがないようなシステムをとっているのに、我々日本人にとっ

もっと工夫したらいいのにと思う。また、釣り銭にしても間違っ

段は、5.95 ユーロで、10 ユーロ札を出したが、おつりは、4.05

くらか多かった。多いことには問題ないので何も言わずに済んだ

らないので英語での会話文が判らない。）この辺もルーズであると

パーマーケットで何回か買い物したが、釣り銭は間違っていなか

ドの店員がアホなのであろう。ビッグマックの味は、日本で食べ

かし、値段は日本円換算８５０円ほどで、やはり高い。 

午後からの観光（自由行動） 

ヘルシンキ中央駅 

 ４
テンペリアウキオ教会
産は、ムーミン関係のものや、セ

ではっきり憶えていない。ムーミ

は提携しているのであろう。何処

ツアーであるから仕方ないと思っ

ないので、あれこれファーストフ

クセットを注文したが、ビッグマ

コーラだけをトレイに乗せて席ま

かしいなあと思った。どうして、

たことが起こった。最初にビッグ

ばならず、店員は誰に渡すのやら

ないのに手を挙げたら、そのまま

ンド人のルーズさの差が出ている

いたが、待てどくらせどフライポ

。さあ、大変だ。拙い英語を使わ

のトレイを指しながら「I don’t 

ぐに持ってきてくれた。自分の

ことが嬉しかった。しかし、とに

だと思う。日本では、きちっと間

てこの辺の感覚が理解出来ない。

ていた。ビッグマックセットの値

ユーロのはずである。しかし、い

。（少なかったら言わなければな

感じた。今回の旅行では、スー

った。たぶん、ここのマクドナル

るのとあまり変わらなかった。し



ヘルシンキ中央駅は、映画のシーンを思い出

させた。昔、終着駅という映画があったが、

この映画を見たことないのであるが、その映

画もこの駅のような駅が出てきたのではない

か。ラストシーンで恋人同士が叶わぬ恋にせ

つない思いをかみしめながら別れを涙ながら

に惜しんでいる。そんなシーンが頭の中に浮

かんできた。ヒーローは、ハンフリー・ボガ

ード、ヒロインは、イングリッド・バークマ

ンで正木監督の作品である。なんちゃっ

て！！ そんな駅の風景が大変印象に残った。

外国の駅は、改札内にチケットがなくても自由に入れるのである。その気になれば、列車内の検札

に引っかからなければ無賃乗車も可能である。この辺も、日本と外国文化の違いであろう。もし、

検札に引っかかれば莫大な罰金を課せられるそうである。 

ヘルシンキ中央駅 

国立博物館国会議事堂 

 

スーパーマーケットでの買い物 

俺は、外国に行った場合、庶民の生活を垣間見ることの出来る市場やスーパーマーケットに行くの

が好きである。今回もヘルシンキ市内のスーパーマーケットを訪れた。基本的には、スーパーマー

ケットでの買い物の仕方など大半のやり方は、万国共通のようであるが、レジの仕方が異なる場合

が多いような気がする。ヘルシンキも後で行くことになるオスロ、コペンハーゲンもすべて同じで

あるが、日本と違うのは、レジの仕方である。買い物籠をレジの所に持っていき、そこで買ったも

のを籠から出してレジ前のベルトコンベアー方式のカウンターに全部置くのである。次の人との混

同を避けるために三角柱の仕切を次の人との間に置く。そして、買物袋はカウンターの下にあるの

で必要な場合は、買ったものと一緒にカウンターの上に置く。（買物袋は、有料の場合と無料の場

合があるが、ほとんど有料ではないかと思う。）店員が品物をとって機械にバーコードを読ませる

のは日本と同じ。バーコードを読ませた品物は、店員横のベルトコンベアー方式のカウンターの上

に置かれていく。支払いが終わればベルトコンベアー方式のカウンターの上に乗っている品物を客

が袋詰めするのである。この場合、品物が多い場合、袋詰めするのに時間がかかり、カウンターの

ところで２組の客が袋詰めしている場合は、レジがストップしてしまうのである。スムーズさから

言えば日本方式。省スペースからいけば北欧の方式が優れていると思うが、一長一短であると思う。

 ５



全体的な品物の価格は、比較の仕方が難しかったしあまり把握出来なかったが、総てが日本に比べ

て高いことは間違いない。また、鮮魚が全くないのである。同じ北欧のノルウェーなどは海に面し

ているし漁業も盛んなはずなのに全然置いていない。置いているとすれば、ニシン酢漬け（これは、

今回の旅行での俺のお気に入りの食べ物となった。）、スモークサーモンなどで加工したものばかり

である。やはり、西洋人は魚をあまり食べないのであろう。結局、このスーパーでは、ジュースと

揚げた林檎ジャムパンを買った。 

空路オスロへ 

次の観光地であるノルウェーのオスロとソグネフィヨルドを見るためにヘルシンキを後にした。 

出発便名・区間  ：  フィンランド航空・ＡＹ－６５７ ヘルシンキ／ヴァンター国際空港～オス

ロ／ガーデモエン空港 所要時間 約１時間半 

出発  ：  １７時５５分（フィンランド時間） 

到着  ：  １８時２５分（ノルウェー時間 フィンランドと－１時間の時差） 

ホテル到着  ：  １９時４０分 

夕食  ：   ２０時３０分 

近くのガソリンスタンド併設のキオスクでサンドイッチ

パンとフランクフルトを購入。予想通り非常に高かった。 

就寝  ：  ２３時 

宿泊場所・ホテル・部屋番号  ：  オスロ郊外 スカン

ディック トリアデン ２００８号室 

＊＊俺の場合は、いつも一人参加であるので旅行費用とし

て部屋代のエキストラ料金を取られている。今回は、

５万円余分に支払っている。ホテルの部屋は、殆どが

ツインかダブルなのであるが、今日のホテルは珍しく

シングルベッドであった。 

買物、食事代など金銭面 

１．ラディソンサスエスポーホテルでの電話代精算 

メールを打つために２回電話を使用。合計で 2.36 ユー

円。使用時間は、２回とも３分前後であった。ホテル

２．昼食（ヘルシンキ） 

マクドナルドでのビッグマックセット 5.95 ユーロ（

３．スーパーマーケットでの買物（ヘルシンキ） 

揚げたジャム入りのパン ２個、ペットボトル入りの

22%含む）日本円換算約 510 円 

４．ガソリンスタンド併設のキオスク（オスロ） 

フランスパンにレタス、トマト、卵などを挟んだサン

計で 67 ノルウェークローネ（消費税 24%含む）日本円

インターネット 

姉、高橋さん、松本さん、佐々木さんに写真入りでメールを

フィナンシャルグループの株価が３,０００円上がって４４８

トピック 
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ロ（消費税 22%含む）日本円換算約 330

のチャージも含むが非常に高い。 

消費税 22%含む）日本円換算約 850 円 

ジュース １本  3.57 ユーロ（消費税

ドイッチ１個、フランクフルト１本 合

換算約 1,250 円 

発信。インターネットによると、みずほ

,０００円となっていた。 



１．ヘルシンキ市内観光総括 

正直言ってあまり印象深いものはなかった。強いて言えば、ヘルシンキ中央駅かな。ここのロ

ケーションは、俺の映画に於けるロマンスのイメージを浮かび上がらせた。添乗員も言ってい

たが、冬の北欧における観光というかアクティビティーは、オーロラ鑑賞やウインタースポー

ツ（歩行スキーというのか競技で言えばノルディックのようなもの）、犬ぞり、スノーモービ

ルなどで見るところは乏しいというようなことを言っていた。西ヨーロッパや中央ヨーロッパ

のようなカテドラル（教会や聖堂）なども少ないようである。 

２．空港での手荷物検査 

俺の手荷物検査は問題なく終わったが、同ツアーの年の離れた夫婦が引っかかってかなり時間

を取ったみたいである。何か、土産物屋で包丁を買ったとかで、それが引っかかったとのこと。

当然のことである。どのようになったかは聞いていないが判らないが、通常であるならば、そ

の包丁を放棄せざるを得ないであろう。（トランクはすでに飛行機の中に積み込まれるように

なっているので、入れに戻るわけに行かない。） 

３．掌 

寒さのせいか掌がかさかさになり、水分が全くないような状態になった。冬になったらいつも

こうなのである。それから、空気が乾燥もしているのかもしれない。降っている雪質もパウダ

ースノーというか、雪を手にとって握っても固まらない。それも乾燥しているからかもしれな

い。 

４．怪我 

他愛のない大したことではないが、バスの中で頭を怪我して血が出てきた。バスの中でペット

ボトルの水を飲んで蓋をする時に下に落としてしまった。拾おうと急に立ち上がったら頭上の

棚に頭をぶつけた。たまたま何のためのものか判らないが、ぶつけたところに突起があり、俺

の頭の中にある疣の部分に当たり皮がむくれて血が出た。大したことはないのであるが、何故

そんなところに突起があるのかが腹立たしかった。細かいことであるが、あれはバスの設計ミ

スである。 

コラム 

１．日の出、日の入り 

日の出は、８時頃から明るみかけて、すっかり明るくなるのは９時くらい。日の入りは、１５

時くらいから暗くなりかけて、１６時には真っ暗になる。１日が非常に短い。最初から判って

いることであるが、高緯度の国に来たら余計にそのことが実感される。 

２．天候 

ヘルシンキに着いた時は、マイナス７°Ｃくらいであったが、日が暮れるとおそらくマイナス

１０°Ｃくらいにはなっているであろう。オスロも同じような感じである。しかし、コペンハ

ーゲンは、昼間は５°Ｃ前後であった。正直なものでコペンハーゲンは、他の２都市に比べて

緯度が低いのである。３カ所に共通して言えることは、雪国特有の日中でもどんより曇ってい

ることである。１日の中で日が照ることはあまりない。どんより曇って気が滅入りそうである。

こんな天候が続けば、人間の性格に影響を与えるのではないであろうか。どちらかと言えば陰

湿な性格になってしまうのではなかろうか。全部が全部でないとは思うが、例えば音楽にして

も寂しい曲が多い。シベリウスの曲にしてもそうである。明るい太陽がさんさんと照りつける

ような地中海沿岸の国の曲とは全く感じが違うような気がする。良いとか悪いとかの問題では
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ないが、気候とか環境が人間の性格形成に大きな役割を果たしていると思うのは俺だけであろ

うか。雪質は、パウダースノーである。しかし、雪の量はそんなに多くはないとのことである。

多くはないのであるが、気温が低いので一旦降った雪は解けないので雪が多いと感じるだけで

ある。積雪量からいえば裏日本の方が遙かに多く比べものにならない。 

３．ヘルシンキの交通状況 

市内は、やっぱり車が多い。少し雪が積もっているにも関わらず、車間もあまりとらず結構ス

ピードも出している。全部の車がスノータイヤかスタッドレスタイヤをはいているのであろう

し運転も慣れているのであろう。歩行者に対するマナーは非常に良く、日本と違って完全に人

間優先ということが完全に守られているような気がした。スピードを出すのは、ヘルシンキに

限ったことではなく、オスロもコペンハーゲン（今回、雪は積もっていなかった。）も同じで

ある。しかし、慣れているというか、スピードを出しているが、ブレーキを踏むタイミングが

うまいような気がした。 

４．ヘルシンキの歩道状況 

歩道には滑り止め防止のために細かい砂利が蒔かれており雪道にも関わらず歩きやすかった。

ただし、大して雪は積もっていなくてどちらかというとアイスバーンになっているような感じ

であった。細かい砂利を蒔いているのは、自動車道も同じである。 

５．バリアフリー 

スカンディック・トリアデンホテルは、入り口ドアーの部分がバリアーになっており、トラン

クなど荷物を入れる時に持ち上げなければならなかった。今まで海外の色々なホテルに滞在し

たが、ほとんどバリアフリーであったが、ここはそうではなく、福祉関係の発達した北欧のイ

メージからして大きく逸脱したものと感じた。何故そういう風にしたのか判らないが、改善す

べきであろうと感じた。 

日記 

午前中ヘルシンキ市内観光で昼からはヘルシンキ市内で自由行動であった。ヘルシンキ市内は、目立

った観光場所はないという感じであった。特にシベリウス公園などは大作曲家のシベリウスの像とモ

ニュメントがあるだけの公園で見るべきものは何もない。あと元老院広場やマーケット広場（日曜日

なので何も店が出ていなかった。）オリンピックスタジアム（外から写真撮影で見るだけ）テンペリ

アウキオ教会（北欧は岩盤質なので岩盤を削ったままにして壁のデザインとしている教会。洞窟の中

にあるような感じで天井部側面だけがガラス張りになっている。）などを回った。元老院広場前では

土産物屋があり旅行社と提携しているのであろう連れて行かれた。そこで、松本さんにあげるムーミ

ン関係の土産を買った。 昼からは、自由行動なのでひとりで回った。まず昼食をしようと思ったが、

ガイドブックに載っている店を探すのが大変だし、高いと思われるのでマクドナルドでハンバーガー

を食べた。その後、周辺をうろうろした。あまり遠くへは行かなかった。また、交通機関も利用しな

かった。迷ったりしたら集合時間に間に合わなかったら大変だからである。自由行動で印象に残った

のは、ヘルシンキ中央駅であった。まるで映画のシーンに出てくるようなロケーションであった。そ

の後、１８時頃に次のオスロに向かって飛び立った。オスロに到着したのは、オスロ時間の１８時３

０分頃。オスロは、ヘルシンキと１時間の時間差があり、飛行機に乗っていた時間は１時間半くらい

である。着いた時はもちろん真っ暗であった。ホテルには１９時頃到着。夕食は、昼にヘルシンキの

スーパーで買ったフライパン（揚げパン）を食べようと思ったが、物足りないので近くのガソリンス

タンド併設のキオスクに行ってサンドイッチパンを購入。それとフランクフルトを買ったが、やはり
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高く１４００円近くかかった。ホテルに帰って食べた後、風呂へ入り、その後、インターネットでメ

ールを打った後に寝た。尚、泊まったホテルは、スカンディック トリアデンというホテルであった。 

 

３日目 １１月２９日（月） 

起床  ：  ５時 

朝食  ：  ６時３０分（ビッフェ形式の朝食） 

出発  ：  ７時 

午前中の観光 

ソグネフィヨルド地区への移動のみ。ソグネフ

ィヨルドに行くまでは、一面銀世界ばかりであ

った。また、山間を抜けていったので凍った湖、

凍った岩盤から滴り落ちるかのようなつらら、

どんより曇った空など北の国そのものの風景が

続いた。一瞬雲の間から夜明けの太陽が山肌を

照らしオレンジ色に染まった鮮やかな風景も目

にすることが出来た。それ以外は単調なドライブ

の連続であった。途中２回トイレ休憩があった。

１回目の場所は、湖を眼下に見下ろすドライブイ

ンであった。そこで、５００ミリリットルペット

ボトル入りのコーラを買ったが、何と高いこと。

２９クローネ日本円で約 500 円。山間のドライブ

インということでプレミアも付いているのであ

ろう。２回目のトイレ休憩は、ゴルという町でウ

インタースポーツリゾート地である。日本で言う

ならば、信州などにあるスキー場のようなもので

ある。しかし、ロケーションはやはり日本と違う

のである。まず建物。煉瓦作りのような感じが多

く、必ずチムニーが付いているのである。デザイ

ンだけのところもあるみたいであるが、実際に暖

炉用として使っているのが殆どのこと。（暖房は

セントラルヒーティングがメインであるが、暖炉

も併用している。）何だか今にもサンタクロース

が、チムニーから入っていきそうな感じがする。

やはり、ここは紛れもなく北欧なのである。自動

車は少ないが、運転マナーは良く、町中に入ると郊

であるが、人が遠くに見えると早めにゆっくりとブ

いると木の枝にすっぽりと雪が覆っている。たまた

から、木の枝の雪もそのまま残って樹氷ではないが

ちにバスは、フィヨルド観光の船が出るフラムに着
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昼食  １３時３０分 

ソグネフィヨルド観光船が出る桟橋側フラム駅周辺のレストラン。食事は、ツアーに付いているもの

で、内容は、シュリンプの前菜、ポークステーキ、デザート、コーヒー。シュリンプの前菜もいけた

が、ポークステーキもそんなにこってりしておらず俺の口にあった。基本的には、俺はポークが嫌い

なのであるが、料理方法によっては食べれるものである。 

午後からの観光 

フラム駅周辺のロケーション 
レストランのそばにフラムという駅がある。駅の前がフィヨルド観光船が出る桟橋である。ロケー

ションが非常に素晴らしいのである。大変感動した。周辺の背景がフィヨルドの急な山で、山には

雪が積もっている。駅の前は、一応海である。（塩水なのかどうか判らない。感じとしては、磯の

フラム駅周辺
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香りもしなかったので、薄い塩水であろうと思われる。）駅舎は、本当に田舎の駅らしい素朴なも

のである。テレビの番組で「世界の車窓から」という番組があるが、まさにそれに出てくるような

駅である。駅には、２台列車が停まっていた。とにかく、全体的な景観が本当に良い感じなのであ

る。写真で見るより本物を見るのが一番いいのであるが、写真からその景観を想像してほしい。 

船に乗船してフィヨルド観光 

いよいよ今回旅行のメインイベントであ

るフィヨルドの観光に出発である。出発時

間はちょうど 15 時頃。そろそろ暗くなり

かけの頃である。船は、小さい船である。

他の観光客はおらず我々の貸し切りにな

った。やっぱりフィヨルド観光は、夏のシ

ーズンなのであろう。完全にシーズンオフ

という感じである。そのうえ、１５時出発

の暗くなりかける時間なので余計に観光

客はいないのであろう。風は全然なく船が

出る前は寒さを感じなかったが、さすがに

船が走り出すと寒い。風速が１メートル増

毎に体感温度は１°下がるらしいので寒

さがしみる感じであった。昨年の冬にヴェ

ニスに行ったが、その冬の時期に物好きに

ゴンドラに乗るのは日本人だけと言って

いた。今回も同じく、こんな寒い時期に観

光に来るのは日本人だけなのではなかろ

うか。だから、ツアー料金は安いのかもし

れない。しかし、寒いけれど自然は偉大で

ある。こんな素晴らしい景色というか景観

を作れるのは自然しかない。人間には、到底こんなスケールの大きいことは出来ない。いくら科学

が進歩しても永久に人間は自然に勝てないであろう。やっぱり、こんな自然の雄大な景色を見るの

は夏の明るい季節がいいのかもしれない。それと、せめて１５時の出発ではなく昼頃の出発であっ

たら良かったかもしれない。去年、ニュージーランドのミルフォードサウンドも見たが、スケール

はこちらの方が遙かに大きいように思う。去年のニュージーランドのミルフォードサウンドを見た

時は、雨が降り霞んでいたのではっきりした景観を楽しむことは出来なかった。いずれにしろ、フ

ィヨルドの方が素晴らしい。但し今回は、暗いし曇っているので晴れていたらもっともっと感動し

たかもしれない。可能ならもう一度夏に来てみたいものである。１時間半ほどの観光で別の港に着

いたのは、16 時半頃であった。すでにあたりは真っ暗であった。この自然の素晴らしさを文章にす

るのは難しい。やっぱり感動は自分の目でしっかり見るのが一番で、百聞は一見にしかずというよ

うに、このフィヨルドを見て改めて思ったのである。来て良かったと思う。旅の良さ、楽しさを味

わった瞬間であった。ただ、風邪をひいていたので、その寒さのせいかひどくなったみたいである。

これも、旅の思い出。フィヨルドのことを思い出したら、この時ひいた風のことを思い出すであろ

う。 

ソグネフィヨルド 

ソグネフィヨルド 
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ホテル到着  ：  １７時３５分 

夕食までの時間 

部屋に入ってから夕食までに少し時間があったので、その時間を利用してホテルの前にあるスーパー

マーケットへ買物に行った。買物といっても特に何を買うとか目的はなく、ただ現地の生活を垣間見

るのが好きだから行くだけのことで、何かいいものがあったら買う程度である。この町は、小さな田

舎町で外へ出ても１８時頃にもかかわらず殆ど人通りがなく寂しい限りであった。とにかく、北欧は

人が少ないのである。都市部はともかくとしても、地方へ行けば異常に過疎を感じる。スーパーマー

ケットでは、結局ジュース２本とみかんの缶詰を買った。ジュースは、地元メーカーのものでメジャ

ーなコカコーラなどに比べてかなり安かった。みかんの缶詰もそう高くはなかった。そもそも、ノル

ウェーの滞在は、明日で終わりなので出来るだけ小銭を使おうとした為、あえて小銭に合わして安い

もの選んだだけであった。レシートを貰わなかったので、それぞれがいくらであったか忘れた。 

夕食     ：  １９時から１階レストラン 

料理 ： オーガニックスープ（コンソメ味かな？ 結構いけた。）チキン、温野菜スパゲッテ

ィー添え、デザート、コーヒー、ビール（オプション） 

＊＊年なのであろうか。最近は、本当に小食になってしまった。ビールを飲むのでそ

れでお腹が大きくなるが、食べなくなった。昔は、おかわりを何回もしたのであ

るが。気持ちとは裏腹に老化は否応なしに忍び寄っているようである。 

就寝     ：  寝たのは１時３０分頃であったものの、実際は、２０時頃に一旦寝てしまった。

いつものパターンであるが、夕食を終わって部屋に帰り、少しベッドで横になっ

たらバタンキューという感じで寝てしまった。だから、風呂へも入らなかったが、

翌日朝起きてから入った。 

宿泊場所・ホテル名・部屋番号 

ソグネフィヨルド地区 リングストロームホテル  ３１１号室  田舎町の古いホテルでグレー

ドでは先の２カ所のホテルより落ちるであろう。ホテルの従業員も何だか家族ぐるみでしているよう

なアットホームな感じであった。エレベータにしても、ドアは自動開閉でなく手動開閉であった。自

動開閉に慣れた自分にとって目的階についてもなかなかドアが開かないので、しばらく待つこともあ

り、気が付いてやっと自分でドアを開けるような状況であった。 

買物、食事代など金銭面 

オスロのホテルでのインターネットのための電話代２回分 ２５クローネ日本円換算約５２０円。食

事は、３食共にパック料金に含まれているので食事にお金は使わなかった。但し、風邪をひいている

のでビールは飲まないでおこうと思ったが、やっぱり少し飲みたくなり夕食だけビールを飲んだ。は

っきり憶えていないが確か４９クローネ日本円換算約９００円であった。スーパーでの買い物は、ジ

ュースとミカンの缶詰で２０クローネ日本円換算約３７０円であったと思う。 

インターネット 

電話回線の都合で出来ず。こんなケースは珍しい。今まで、ほとんどのところで出来たのであるが、

様々な方法を試したが、結局出来ずに諦めた。モデムセーバーとかパソコンが壊れたのではないかと

心配したが、コペンハーゲンでは、繋がったので問題は無かった。どういう回線の種類なのかはっき

り判らない。たぶん、古い田舎町なので古いシステムを使っているものと考えられる。 

トピック 

１．風邪 
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日本を出発する１日前から風邪の症状はあった。前の日に旅行に持っていくお菓子などをダイ

エーに買いに行って家に帰ってきた時から俺の風邪のパターンである喉がきりきりしだした

のである。これはいかんと思ったが、どうすることも出来ない。とりあえずは、薬を飲んだが、

家の置き薬で期限が切れていた。その薬を持っていくことにした。次の日に関空で購入しよう

と考えていたが、結局買うのを忘れてしまったのである。出発後も症状は悪くなるばかりであ

った。俺の風邪は、熱が出ず咳だけの風邪であるので行動するについては全く問題ないのであ

る。だから生まれてからこの方、風邪で学校や会社を休んだことがない。親が丈夫に作ってく

れて有り難いと思っている。とにかく咳がよく出るので、背筋や腹筋まで痛くなる始末。いつ

もパターンである。この日の寒いフィヨルド観光で余計にひどくなったみたいである。結局、

同ツアー参加のおばさんが薬をくれたので、それで快方に向かった。ガイドブックによると、

北欧では薬を貰うためには医師の処方箋が必要なのだそうである。ビタミン剤とか健康促進の

ためのサプリメントはそうでないらしいが、風邪や腹痛などは必ず医師の処方箋が必要とのこ

と。そんなことを聞いていたので、現地の薬屋には行かなかった。まさか、医者にいくほどの

ものでもなかった。でも何事も経験だから、薬局に行って拙い英語が通じるか試すのも一手で

あったかも知れない。いつもながらに勇気がほしいと感じるのである。 

コラム 

１．男子小便用便器の位置の高さ 

困ったものである。欧米人は背が高いし、足も長いのでホテルや公衆便所などの男子用小便便

器の位置が高すぎるのである。俺は、１６７センチであるが、俺の逸物がやっとその便器の最

下部に届く程度である。もう少し背の低く足の短い人であれば背伸びするか、最悪大便用のト

イレに入らなければならないであろう。子供などが小便するのはどうするのであろうか。相対

的に背の低い我々日本人から言わせて貰えば、もっと汎用性の高い便器を作ればと思うのであ

る。要するにもっと位置の低い小便器である。それから、大便器にしてもやっぱり位置が高い。

家に帰ってから便器に座ってその高さを感じた。完全に日本の方が低いのである。この方は、

小便器ほどさして問題はないと思うのであるが、物価は高いは、便器は高いは、北欧は何でも

高いのかな。（笑） 

２．フィヨルドについて 

何干年も昔に巨大な氷層がﾉﾙｪｰを覆っていました｡氷は川底に溜まり､海につづく深い谷間が

できあがりました｡1万4千年前に最終的に後退するまで､何度も氷層が戻ってきました｡その削

られた谷間を海水が満たし､ﾉﾙｪｰの魂を形作っていると多くの人が信じている､美しいﾌｨﾖﾙﾄﾞ

は作られたのです｡（インターネットより説明抜粋） 

３．気温 

オスロからここソグネフィヨルド地区までは一面雪世界であったが、泊まったホテルのある町

では全く雪は降っていない。（おそらく氷点下以上の気温）所々には、何日前かに降った雪が

残っている程度である。緯度からいけばオスロと同じ位なのであるが、比較的温暖な海、暖流

の影響である。ノルウェーの海岸沿いに暖流が流れているためである。暖流が流れていなけれ

ば、北欧はもっと寒いであろう。北欧はおろかヨーロッパ全体が今よりかなり寒くなっている

であろう。ヨーロッパの殆どが北海道より高緯度なのである。地球全体のというか人間の住む

陸地の気温については、海の影響が絶大であることが判る。 

日記 
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朝７時の出発でフィヨルド地区に向かった。道中は一面雪世界で冬そのものという感じであった。処

すから見るべきものはあまりなかったので、半分眠りながらの道中であった。途中で２回ほどトイレ

休憩があったが、１回目のところでペットボトル入りのコーラを購入したが何と２９クローネ。日本

円換算５８０円と目の玉が出るくらい高かった。途中凍った湖を何カ所か見ながら日本ではあまり見

られない風景に感動しながらの行程であった。１時過ぎにフィヨルド観光の発進場所のフラムに着い

た。そこで、すぐに昼食をした。その場所は、鉄道の駅があり、同時にフィヨルド観光の船が出てい

る小さな港である。テレビの番組に出てくる世界の車窓からという番組に出てくるようなひっそりと

した山間の田舎駅という感じですごく良かった。ここも日本にはないロケーションである。フィヨル

ドによる浸食が急激な絶壁の山が迫っている景色である。その山が雪化粧をして何とも言えない風景

となっている。ここはやっぱり外国である。３時にフィヨルド観光の船が出発する。他の乗船客は見

あたらず我々の一行の貸し切りとなる様子であった。３時に出航したが、その通りになり貸し切りで

あった。やっぱり冬はオフシーズンなのであろう。閑散としていた。だから、ツアー料金も安かった

のがうなずける。３時といえば暗くなりかけの時間なのである。おまけに曇っているし非常に暗かっ

た。出航してからしばらくして完全に暗くなりかけ、到着場所に着く頃には完全に暗くなっていた。

しかし、フィヨルドの景観は圧巻であり大変感動した。昨年見たニュージーランドのミルフォードサ

ウンドより上である。ミルフォードサウンドの時は雨が降っており最悪のコンディションであったの

で余計にこのフィヨルドの偉大さが感じられる。これでもっと明るかったらもっと感動したであろう。

シーズンオフで低価格なのでその分は仕方ないであろう。しかし、自然は偉大である。人間自身の手

ではこのような偉大な景観は絶対に作ることは出来ないであろう。気の遠くなるような時間をかけて

このような景観を作ったのである。こつこつと時間をかけて根気よく作ったのである。そんな雄大な

自然の営みに比べて自分たち人間の短い一生などちっぽけなものである。この偉大な自然に接してい

ると小さな細々とした人間の営みなどアホらしくなってくるくらいである。小さなことにくよくよし

ないと感じるのである。さらに、一生懸命生きて頑張らなければと思った。下船してから、すぐに今

晩宿泊するホテルに向かった。ソグネフィヨルド地区のリングストロームというホテルであった。本

当の田舎ホテルという感じの古いホテルであった。部屋も古かった。だから、設備もあまり良くなか

った。しかし、泊まるだけなのでどういうことはない。バス、トイレもきちっと付いているし文句は

ない。到着してから夕食までに少し時間があったので、ホテルの向かえにスーパーマーケットがある。

そこで何かを買うつもりで行った。小銭を幾分か処理するつもりでジュースとミカンの缶詰を買った。

コーラの値段は１１クローネで昼のドライブインよりかなり安かったが日本円で２２０円それでも

高かった。部屋に戻り買ったものをおいて夕食をするために１階のロビーに降りた。生のピアノの演

奏が行われていた。そんなに上手であると思わなかったが、何となくムードがあった。７時から食事

が始まった。料理はビッフェ形式ではなく、一皿ずつ配るものであった。スープが出てサラダ、メイ

ンディッシュのチキン、そして、デザートとコーヒーであった。チキンは好きではないが、食べるこ

とが出来た。まあまあの食事であった。食事後すぐに部屋に戻り風呂へ入った。今日は、フィヨルド

観光中非常に冷えたので体を良く温める意味でバスタブに湯をはり浸かった。風呂からあがり、イン

ターネットをしようと思ったがまた例によってそのまま寝てしまった。途中で起きてインターネット

をしたが、全然繋がらなかった。モデムセーバーもパソコンも潰れてしまったのかと思ったが、結局

ホテルの電話回線がつなげないものであった。後日、コペンハーゲンのホテルではパソコン、モデム

セーバーとも異常はなかったのである。仕方ないので、電話だけすることにして、姉の家に電話した。

もちろん、ホテルの回線は使わず、ＫＤＤＩのスーパージャパンダイレクトを使いクレジットカード
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でかけた。姉が出てきたが、お母ちゃんはずっと姉の家に来ているとのことや、長崎のお母さんが肺

炎を起こしているとか言っていた。電話が終わってからすぐに寝た。 

 

４日目 １１月３０日（火） 

起床  ：  ５時 

朝食  ：  ６時３０分（ビッフェ形式の朝食） 

出発  ：  ７時 

午前中の観光 

ソグネフィヨルド地区からオスロ市内観光のための移動のみで特に記すことはない。途中のトイレ休

憩も行きと同じ場所であった。それから、これは昨日であったが、今日であったか忘れたが（この日

記は帰国後２週間経ってから書いたので）、世界一長いトンネルを通った。（海底トンネルを除く地上

のトンネルとして）確か添乗員は、全長 24 ㎞あるとか言っていたと思う。トンネルというとこちら

のトンネルの形状は日本のものと少し違う。何が違うかというとトンネルの壁の仕上げが岩盤がむき

出しになっているということである。前にも書いたが北欧の地質としては、岩盤質が主体らしいので

落盤などの危険がないから、そのままむき出しになっているとのことである。掘り進むのは大変であ

るが、後の処理は簡単に済むのである。先に世界不思議発見のように問題をだしたが、その問題はト

ンネルの掘削にも関係のあることである。それから、もう一つトンネルのことで思い出した。一部の

トンネルでは、雪の吹き込みなどを防ぐために出入り口にシャッターが付いているのである。車が近

づくと自動開閉することになっている。このようなトンネルは、日本にあるのかどうか知らないけれ

ど初めて聞くことである。オスロまでの移動は、昨日通った道だったので景色は同じである。オスロ

に到着したのは１２時前であった。 

昼食  ：  １２時３０分  市内のレストラン

で昼食。サラダ、舌平目のクリーム

ソース煮、デザート、コーヒー、ビ

ール（オプション） は、薄味であ

ったが、そこそこ美味しかった。デ

ザートは、ベリーのアイスクリーム

で美味しかった。 

午後からの観光 

ノーベル屁和笑受笑の正木伸治 
オスロ市庁舎

オスロ市庁舎

授賞式が行わ

うのは、スウェ

たのであるが

オスロで行わ

ェーとスウェ

デンがノルウ
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舌平目のクリームソース煮
 

のホールは、毎年ノーベル平和賞の

れるところである。ノーベル賞とい

ーデンで行われるものと思ってい

、平和賞だけが、ここノルウェーの

れるとのこと。その理由は、ノルウ

ーデンの政治的な関係でスウェー

ェーに譲っているである。主導権は、



ノーベルの出身国であるスウェーデンなのであるが、

昔、ノルウェーとスウェーデンは敵対関係にあり、そ

の緩和措置としてとられた政策なのであろう。そのホ

ールを見たが、もちろん今日は何も行われておらず、

だだっ広いところに一段上がった演壇があるだけであ

った。まわりは装飾画が描かれていた。今日、正木伸

治は、ノーベル屁和笑（屁をこいて周りを和ませ笑わ

せること）を受笑しました。演壇で一席ぶっていると

ころをパパラッチに撮られてしまいました。 

王宮 

王宮は、ノルウェー王室の住居である。何だか比較的

開放的で門も塀もない。公園の中にあるといった感じ

である。ロンドンのバッキンガム宮殿などは、厳重な

塀に囲まれ正門も鉄の門である。それに比べて、ここ

は開放的である。きっと治安もいいのであろう。もちろん、衛兵はおり厳重に警戒に当たっている。

運良く行った時に衛兵の交代式を見ることが出来た。

公園の前は広場と公園になっており、一面銀世界であ

った。同ツアーの人たちから少し離れた所で、通りか

がりの現地の可愛い女性に声をかけて写真を撮って

貰った。シャッターを押して貰う依頼などジェスチャ

ーで十分通じるのであるが、これも勉強と思い英語で

お願いした。十分通じたと思う。まさか、相手のメー

ルアドレスまで聞くことが出来なかった。こんな場合、

連れがいたら勇気が湧いてきっとその女性と一緒に

写真を撮って、メールで送るからとのことでアドレス

を聞いたかもしれない。スペイン・ポルトガルに行っ

た時は、若い奴と一緒だったので、そういうことを何

回かした。そして、その写真をメールで送ったのであ

るが、嘘を教えられてのか、自分のミスなのかメール

はエラーになってしまった。残念ながら今回はひとり

であったので、アドレスを聞く勇気はなかった。（笑） 

オスロ市庁舎 

フログネル公園 

基本的なこのツアーの行程では、ムンク「叫び」

が展示されている国立美術館に寄るのであるが、

そこの定休日が火曜日であり、運悪くその日に当

たってしまった関係で、このフログネル公園を訪

れることになった。人間の一生をあらわした無数

の彫刻がある。やはり一面銀世界であると同時に

曇っているので彫刻像と雪のコントラストがあ

るのみで彫刻を見る目がない俺にとってつまら
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ノルウェー王宮前にて 

現地の美人女性に撮って貰う
 
フログネル公園



ないものであった。夏に来るとたぶん花などが咲いて結構良い公園であるかもしれない。コントラ

ストのみの公園の風景でひときわ目立ったのがクリスマスツリーが飾られていたことである。ここ

オスロだけではないが、近づくクリスマスに向けていたるところにクリスマスツリーが飾られてい

るのが目立つ。このフログネル公園は、あまり有名でないみたいでガイドブックを調べても掲載さ

れていなかった。 

セーターショップ 

阪急トラピックスの得意技が出た。船に乗る前に土産物屋であるセーターショップに寄った。北欧

独特の柄のセーターがたくさん置いてあったが、どれも本当に高い。まあ、もともと買う気などさ

らさらないので、一通り見てからすぐに外へ出て目抜き通りの様子を観察していた。その時は、16

時くらいで外はすでに暗かった。 

乗船した「クラウン オブ スカンジナビア

デンマーク／コペンハーゲンへの移動 

セーターショップでの買物が済んだ後にコ

ペンハーゲン行きの船に乗るために港に移

動。 

船に到着（船に乗船）  ：  １７時 

出発便名・区間  ： 

ＤＳＤＦ ＳＥＡ ＷＡＹＳ「ＣＲＯＷＮ Ｏ

Ｆ ＳＣＡＮＤＩＮＡＶＩＡ」 オスロ港～

コペンハーゲン港 

出発（オスロ）  ：  １７時３０分 

夕食  ： 

１８時 夕食は７階のレストラン。ビッフェ形式であったものの内容はなかなか豪華であった。ビー

ルを注文したが、やっぱりビールを飲むとあまり食べられない。美味しいものがたくさんあったので、

もっともっとたべたかったのに残念である。しかし、俺は肉類があまり好きでないので魚類を中心に

食べた。その中に、今日の朝にも出ていたがニシンの酢漬け、これが大変気に入った。すごく味は濃

いのであるが、日本のきずしに似たような感じであるが、どちらかというとニシンのマリネという感

じである。とにかく俺の口にあった。（種類も４～５種類ある。）それから、スモークサーモンも美味

かった。料理は、豪華であったもののもの足らなかったのは、スープが見あたらなかったことである。

それと、コーヒーもなかった。コーヒーは、おそらく有料なのであろう。最後の仕上げに、ケーキ類

を皿一杯取ってきたら、同ツアーのオバタリアンに笑われてしまった。とにかく満腹満腹で余は満足

じゃと言うほどであった。  I am very 

happy. 

船室でＶサイン 就寝  ：  ２０時 

船名・部屋番号（船内宿泊）  ： 

ＤＳＤＦ ＳＥＡ ＷＡＹＳ「クラウン オブ 

スカンディナビア」船内泊 ５６０５号室 

客船に乗って個室に泊まるのは初めての経験

である。狭い部屋であるが、シャワー・トイレ

付きの個室で何だかすごくリッチな気分にな

ってきた。部屋の構造は、狭いだけで普通のホ
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テル並みである。ベッドは２段ベッドであった。

部屋に入った時は、下段のベッドがソファーに

なっていた。それがベッドになるのは判ったが、

その仕方が判らないのである。船室についての

インフォメーションが備え付けられていたが、

ベッドメーキングの仕方が書いておらず四苦

八苦した。最終的には、力任せにソファーの背

もたれ部分を手前に倒したらベッドになった。

インフォメーションにベッドメーキングの仕

方を書いておくべきであろう。帰る時に船のア

ンケートの依頼があったが、そのことを書いて

おいた。このあたりも、サービス精神から言えば日本のサービスがきめ細かく格段優れている。民族

性というか、文化の違いなのかもしれない。逆に外人から言えば、日本のサービスは五月蠅すぎるの

かもしれない。俺の部屋は、５階で船の高さから言えばちょうど中間の高さである。エンジンの騒音

は聞こえないし、振動わずかで殆ど感じない程度ものであり快適であった。寝るのには全く邪魔にな

らなかった。船内の設備は充実している。レストランはもちろんであるが、プール（室内）、トレー

ニングルーム、デューティーフリーショップ、ナイトクラブ、両替所、軽食コーナー、映画館など中

級ホテル並みの設備である。客室数は忘れたが、建物の階数で言えば１１階まであり、１０階、１１

階はスイートルームである。船の出入り口は、５階にありちょうど俺の泊まった部屋の階である。生

まれてからこの方、このような客船に乗るのは初めてである。とにかく物珍しかった。 

船内のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｿﾞｰﾝのｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙより見る

右 ﾃﾞｭｰﾃｨｰﾌﾘｰｼｮｯﾋﾌﾟ左 ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 

 

買物、食事代など金銭面 

今日の食事は、３食ともパックの中に入っていたので、昼食に飲んだビール４８クローネ日本円換算

約９００円。夕食時に飲んだビール代の５０クローネ日本円換算約９００円 

トピック 

１．野生の鹿出現 

オスロに向かう途中、急に道端に野生の鹿が出現。かなり大きな鹿であった。やっぱり自然が

多く残っているのである。国自体の人口が少ないので日本みたいに開発され尽くしているとい

うのではないのであろう。ヘルシンキのホテルの近くでも散歩中にウサギを見かけた。多くの

未開の自然が残っているということは国として非常に魅力だと思う。 

２．オスロ市内観光の総括 

オスロ市内は、半日しか廻っていないので何とも言えないが、ヘルシンキ同様見るべき有名な

ところは少ないみたいである。１日たっぷり観光の時間があれば、それなりに印象はあったの

であろうが半日では少なすぎる。旅の行程上やむを得ないことであったと思う。今回の阪急ト

ラピックスやＪＴＢ旅物語の基本コンセプトは、安心して安くて広範囲に浅く観光するという

ことなのかもしれない。だから、このようなツアーはお年寄りが多いのである。俺もそのお年

寄りの一人になってしまっているのであるが、いずれは単独で行けるように経験を積みたい。

本当に行った先を細かく見ていこうと思えば自由旅行しかないのである。しかし、それには時

間も金もかかるのである。だから、このようなツアーに参加して、いいなあと思ったところを、

次に行く時は自由旅行でたっぷり時間をかけてみるのがいいと思う。 
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コラム 

１．ノーベルのダイナマイト発明 

ヘルシンキのテンペリアウキオ教会のところで世界不思議発見擬きの問題を出しましたが、そ

の問題の答えが、ノーベルのダイナマイト発明です。必要は発明の母と言います。北欧は、地

質が全般的に岩盤質で建設工事や土木工事をするのに岩盤を砕かなくてはならず、効率的に砕

く方法がないかと模索した結果が、ノーベルのダイナマイト発明とのことです。特に土木工事、

何カ所も今回バスで通過したがトンネル工事などは、その最たるものでツルハシでやっていた

ら時間がかかってしかたなかったのです。そこで、ノーベルがダイナマイトを発明したことで

土木工事での岩盤破砕の方法が飛躍的に進歩したのです。それでノーベルは、大もうけをし、

その金を基金としてノーベル財団が誕生し、世界の科学や平和に貢献した人を、ノーベル財団

の基金で１年に１回表彰するようになったのです。 

２．犬の糞の処理 

何処の国でも不届き者がいるものです。ここノルウェーでも、犬を散歩させる多くの人を見か

けたが、殆どの人が犬の糞処理用の道具というか袋を持っていないのです。特に、フログネル

公園では、一面銀世界で真っ白なので、その放置されたままの犬の糞が目立った。ここの人が

全部が全部、そのような不届きものばかりではないと思われるが、今回の旅行で見た中では、

犬の散歩をして糞処理道具を持っている人は見かけなかった。我々の北欧人のイメージとして

は、その辺の教育はしっかりしており、そういう不道徳なことはしない民族だと思っていたが、

そのようなイメージは完全に崩れてしまった。やっぱり、この辺は実際に自分の目で見ること

が相手を理解する上で大切なことであると思う。しかし、悪いイメージがよいイメージに変わ

るようなこともあるので、とにかく何でも好奇心を持って実地することはいいことであると思

う。そんな面で旅というものは、見識を広めることにいいものである。 

３．ムンクの「叫び」 

今回は、ムンクの「叫び」を展示している美術館が休館日であったので見ることが出来なかっ

たが、どんな絵なのか知っている。幽霊みたいな人間がびっくりしているところを描いたよう

な絵であったと思う。ガイドブックに書いてあったのであるが、北欧の気候や自然がムンクの

画風を生んだとのこと。（俺は、絵のことはあまり判らない。） 

日記 

７時にホテルを出発した。今日はオスロ市内の観光である。昨日来た道と少し違うルートになったが

ほぼ同じルートで戻った。途中昨日と同じ場所でトイレ休憩を行った。昨日コーラを買った場所と違

う場所は、ゴルというスキーのリゾート地である。何だか日本とは感じが違う。各家には、チムニー

が付いており、こんなところは日本にはない景色である。もちろん飾りではなく本当に使用している

チムニーである。バスで走っている途中で、大きな鹿が道の真ん中にいたりして、本当に異国、寒い

北の国という感じがした。１日目のホテルに泊まって、外を散歩しているとウサギが目の前を走って

いったのをみたが、こんなところも十分に自然が残っていると言うことで、新たな感慨を覚えた。バ

スの席は、今まで一番うしろばかり乗っていたが、今日は少し前に座った。僕の席の前は、最初から

感じの悪いひとりで来ているオバタリアンであった。僕があまり咳をするので、最初に飴をくれた。

いらないというのも大人げないので有り難く貰った。次に風邪薬もくれた。これは、正直言って有り

難かった。こんなところころでも、意外な結果というか、嫌な奴から助けられるなんて人生って不思

議である。どこでどんな世話になるか判らない。何故、この人の印象が悪かったかというと、関空を
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出発する前に、待合い席で、たぶんその人が食べたのかどうか判らないが、アイスクリームのからを

そのまま自分の席の下に置いているのである。何とマナーの悪い人かと思ったのが、そもそもの悪印

象の原因である。果たしたその人が食べたのかどうか判らないが、たぶんそうであったのであろう。

僕は、ああいう道徳心のない奴は大嫌いなのである。それに、顔も気にくわなかった。ど厚かましい

オバタリアンそのものの顔であった。そんなこんなで悪印象を持っていたわけである。しかし、風邪

薬をくれた。人間とはわからないものである。ひょっとすると自分は理想を追いすぎているのかもし

れない。しかし、最後まで悪印象はぬぐいきれなかった。お礼は、この旅行が終わるまでに２回ほど

丁重に言っておいた。 バスは、順調に走り１２時くらいにオスロ市内に着いた。昼食の時間は１２

時半からであるので、それまでの時間を利用して、ノーベル平和賞の授賞式が行われるオスロ市庁舎

に行った。そこは、広いホールがあり、そこで授賞式が行われるとのことである。演壇に立ってポー

ズをとり記念写真をとった。昼食は市内のレストランであった。サラダが出て、そのあとはメインデ

ィッシュの白身魚の料理であった。まずますの味であった。デザートとコーヒーも出た。もちろん、

オプションでビールも飲んだ。僕は、そんなに酒は好きでないが、やっぱり少しだけ欲しくなる。昼

食後は、王宮とフログネル公園の観光であった。王宮では、衛兵の交代に立ち会うことが出来たのが

ラッキーであった。もちろん外からの観光のみである。王宮の前の誰か知らないが、歴代の王の銅像

の前で、現地の通りかかりの女の子に英語で声をかけて写真を撮って貰った。ちゃんと通じたようで

ある。次に回ったのが、フログネル公園。人間の一生を示したモニュメントの銅像が一杯建っていた。

一面雪景色でただ、だだっぴろい公園に多くの銅像があるだけの何の変哲もない公園であった。正式

のツアーコースとしては、この時間ムンクの「叫び」という名の絵がある美術館に行くのであるが、

あいにく美術館が休館日なので代替えの場所であった。公園では、犬の散歩をさしている人が比較的

多かったが、マナーが悪いことの何のって。糞の処理をしていないのである。全部が全部そうではな

いにしろ、見かけた人はほとんど処理用の道具を持っていなかった。日本でもそうであるが、イメー

ジとしてその辺のマナーはきっちり持っていると思われた北欧の国でも不届きものが多いと言うこ

とである。その辺のことは世界共通なのかもしれない。せっかく綺麗な公園が台無しである。 次に

行ったのが、阪急トラピックスの得意技である土産物屋への案内である。市の中心部にある北欧セー

ターショップへの案内であった。まったく自分は興味ないので、少し見ただけで店の外へ出て町中の

景色を観察していた。北欧の運転マナーは、ここに限らず相対的よいということに気付いた。自然環

境がそうするのかもしれないし、本当に交通道徳が守られているのかもしれないし、どうなのかは別

にして、とにかくマナーは良い。完全に歩行者優先だし、クラクションもあまり鳴らさない。自然環

境の面からの影響を言えば雪国と言うことである。スピードを出しすぎたら急に止まれないから、そ

の辺に注意を払うので運転に慎重かつ丁寧になるのかもしれない。しかし、そのわりには、慣れてい

るのかもしれないが、普通の道ではそこそこスピードは出しているし、車間もあまりとっていないよ

うな所も見受けられた。運転の勘所をわきまえているのかもしれない。 

セーターショップをあとにして、コペンハーゲンまで乗る船の方へ行った。ＤＳＤＦＳＥＡＷＡＹＳ

という会社の船でクラウン オブ スカンジナビアという船に乗ることになる。１７時前に乗船した。

もちろんもうすでに暗くなっていた。船内は結構豪華な感じであった。船室は、個室部屋ばかりで、

自分は５６０５で５階の部屋である。２人部屋であるが、当然自分は一人。狭い部屋なのであるが、

こんな船で個室に泊まるのは初めての経験なので、すごくリッチなムードが味わえた。もちろん狭い

ながらもシャワー・トイレ付きである。 １８時から夕食が始まった。ビッフェ形式であるが、料理

の内容は結構豪華であった。もともと自分は肉系統が好きでないのでほとんど魚系をとった。中でも、
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今日の朝飯でも食べたが、ニシンの酢漬けがおいしいと思った。少し味は濃いめであるが、とにかく

美味しい。ビールも飲んだので、あまり食べれなかった。最後にデザートとしてケーキをすごく食べ

たら、同ツアーの人に大いに笑われた。夕食を終えて、部屋に戻ってから、残っているノルウェーク

ローネとユーロをデンマーククローネに両替して貰った。それから、コインも余ったので、もう一度

両替所にいってすべて交換して貰った。 その後、船内を見学しようと思ったが、また例によって、

部屋に帰り横になったら、バタンキューで歯も磨かずに寝てしまった。いつものパターンである。も

ちろん、パソコンも出来ないし、トランクも船室に持ち込めず、別のコンテナに積んであるので整理

の必要もなかった。 

 

５日目 １２月１日（水） 

起床  ：  ５時３０分 

船内探検 

起床後、シャワーを浴びた朝食後、船内の探

検を行った。昨日船に到着した後で船内を案

内して貰ったがビデオカメラに収めるために

もう一度廻ることにした。完成してあまり年

数は経たない感じで比較的綺麗であると同時

によく整備されていた。 

朝食  ：  ６時３０分（ビッフェ形式の朝食） 

到着（コペンハーゲン）  ：  ９時１５分 

コペンハーゲンに到着するまで時間があったの

でデッキに出て迫ってくるコペンハーゲンをビデオ

沖に風力発電の羽根がかなりの数見られた。このあ

づく毎に船はスピードを落とし、最終的に岸壁には

いよデンマーク／コペンハーゲンへの到着であった

午前中の観光 

人魚姫の像 

出迎えのバスに乗って最初に行ったのは、

かの有名なる人魚姫の像のある場所であ

る。港からすぐ近くであった。前には、カ

ステレット要塞（日本の函館にある五稜郭

と同じ形）があり、岸の岩の上にひっそり

と人魚姫の像は座っていた。その岸の対岸

は、工場群がありイメージとは裏腹に少し

興ざめた感じであった。もっと自然の景色

の中にひとり寂しそうに海を見ているの

かと思っていた。しかし、像の表情は想像

通りに物憂げで本当に寂しそうで思わず

慰めてやりたいような感情に誘われた。１
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カメラに収めていた。コペンハーゲンの港の少し

たりは、きっと風がよく吹くのであろう。港に近

船体をＵターンさせバックで横付けされた。いよ

。 
 
人魚姫の像



９１３年にエドワード・エッセンという彫刻家により作られたとのこと。制作させたのは、かの有

名なカールスバーグビール会社の２代目社長のカール・ヤコブセン。人魚姫は、アンデルセンの童

話に出てくる悲しい物語のヒロインだそうな。（どんなストーリーなのか知らない。一度アンデル

センの童話を読んでみることにする。）俺のイメージとして、人魚姫は、デンマークとは切っても

切り離せないシンボルだと思っている。背景には、いささか興ざめたもののデンマークに来たとい

う実感を持った。 

アマリエンボー宮殿（王宮） 

アマリエンボー宮殿は、デンマーク王室の住

居である。先に行ったノルウェーの王宮と同

じく非常に開放的である。宮殿の周りは柵、

門ともなく住居が公道というか広場に面し

た格好になっている。もちろん衛兵はいる。

ノルウェー王宮を見学した時と同じく運良

く衛兵の交代式を見ることが出来た。衛兵の

数は、ノルウェーより遙かに少ない感じがし

た。とにかく、ここデンマークにしろノルウ

ェーにしろ非常に治安がいいのであろう。広

場の周りに４棟の宮殿があり、それぞれの王

室一家が住んでいる。それぞれの棟の主がいる時は、国旗が掲げられているとのことであるが、こ

の日は、各棟とも国旗が掲げられていなかったので誰もいない様子であった。つい最近、デンマー

ク女王マルグレーテ王女が来日していた。また、今年何月だったか忘れたが、第一王子がオースト

ラリアの平民の女性と結婚したが、その時に我が国の皇太子が一人でお祝いに参加されていたこと

を記憶している。デンマークは、王宮も開放的なら、プライベートな面も開放的で、第二王子も香

港の女性と結婚して２子をもうけたが、最近離婚したとのこと。この辺は、日本の皇室では考えら

れないことである。良いとか悪いとかは別として、とにかく極めて人間的であり自由であるところ

は、多少日本の皇室も見習うべきではなかろうか。（離婚を見習というのではなく、もっと開放的

に自由に行動されてもいいのではということ。そうなれば、俺の大好きな雅子妃殿下も精神的に悩

まれることはないのにと思う。頑張れ皇太子、雅子妃殿下。）尚、同宮殿の場所は、人魚姫の像と

は、ほんの近くにあり海岸そばである。 

アメリエンボー宮殿にて

ニューハウン地区 

ニューハウン地区 おとぎの国を想像させるような運河沿い

の町。アンデルセンの住んだアパートもあ

った。アンデルセンはこの町をこよなく愛

したとのこと。よく写真で見る町並みであ

る。ウオルト・ディズニーも彼の漫画を描

く時にこの町を参考にしたそうである。北

側の通りにはレストランが並ぶ。 

ロイヤルコペンハーゲン本店 

ストロイエ通りにあるデンマーク王室御

用達の陶器「ロイヤルコペンハーゲン」は、
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最高級の陶器であり、値段も最高級。我々庶民には、

ちょっと手が出ない。俺は、陶器など全く興味はな

いので、案内されたが、少し店の中を見ただけで店

外へ出た。この店への立ち寄りは、阪急トラピック

スの得意技でなく陶器の好きな人のリクエストが多

いからコースに入ったらしい。中で見た感じでは、

価格的には、ドイツのマイセンの方が高いような気

がした。 

昼食  ：  １４時 

午前中の観光を終わりオプション組は、オプションに

セットの昼食に行き、自由行動組は一旦今日宿泊する

ホテルに行って手荷物を置いてから再び市内に戻った。

（俺は、そんなに荷物を持っていなかったので、ホテ

ルには行っただけとなった。部屋は、その時点で決ま

っておらず、俺にとってはただホテルに行っただけと

なった。（他の人は、昨日の船内泊のため多少多くの荷物

括して収納されていたので、船室に持ち込めなかったか

らであった。バスの中では、添乗員が、皆さんが一緒に昼

と言っていたが、結局バラバラの行動になった。だから、

こで食事するかと考えたが、ニューハウン地区のレストラ

ウン地区の北側のレストラン街を端から端まで歩いたが、

いか判らなくなった。仕方なくガイドブックを見てニュー

ーゲクロ」というレストランに入ることにした。さて、店

ばすぐに店員が対応してくれるが、ウエイトレスが前を

料理服姿のウイエターがいたので、「Do you have a tab

じなかったらしい。英会話のスタンダードからのフレーズ
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ロイヤルコペンハーゲン本店
っていた。トランクが、コンテナに一

る。）市内に戻ってまず腹ごしらえか

れるのであれば自分が案内してもいい

ろん俺は単独行動になった。さて、ど

の何処かに入ろうと思った。ニューハ

どこも一杯のようで、何処に入ってい

ン地区一番端の「ニューハウン・ファ

入ったが普通日本のレストランであれ

ぎても何も言ってくれない。だから、

と日本語訛りの強い英語で言った。通

であるが通じなかった。たぶん、日本

語訛りが強すぎたのであろ
う。仕方なく人差し指を立て

て、one person といったら

判ってくれたらしく、笑顔で

席に案内してくれた。入り口

付近の席は満員であったが、

奥の方は結構すいていたの

である。注文を聞かれた時に、

ガイドブックの料理の絵を

見せて、これをほしいと言っ

たがないと言われた。メニュ

ーを見たが、これまた、ヘル

シンキの時と同じく何か判
ニューハウン・ファーゲクロでの豪華昼食
 らないのである。もちろん、



英語で書かれているのであるが、どん

な料理家なのか判らないのである。ウ

エイターは説明してくれたが、これも

また、デンマーク訛りの早口の英語を

喋られお手上げの状態になった。英会

話は、英会話学校の中の下クラスまで

終了させたのであるが、ヒヤリングも

スピーキングも全く実用の域に達して

いない。情けないと思った。仕方ない

ので、また、エイッヤーでヘルシンキ

の時と同じく一番高いものを言ってし

まった。クリスマスメニューのビッフ

ェ形式の料理となった。ガイドブック

によれば、魚介類の料理で今回言った

ものより安いものがあったのであるが、

後でお金を払う段になって、それにす

ればよかったと思った。それから、ノ

ーマルビールも注文した。ノーマルビ

ールと何かもう一種類のビールと二種

類のビールを聞かれたが、無難にノー

マルにした。やっぱり、年を取って小

食になったと同時にビールを飲んだの

で、あまり食べることが出来なかった。

高い分、元をとってやろうと思ったの

であるが、まったく元を取ることが出

来なかった。若い頃なら、バンドをは

ずしてでもがつがつ食べたのにと思う。

しかし、全体的に味はよかった。その

値段の値打ちはあった。肉類は嫌いな

ので、魚介類とかソーセージ類が中心

になった。最終的に支払ったのは２３

９クローネ日本円換算約 5200 円の高

い昼食となってしまった。しかし、小心者の自分に

は、ひとりでレストランなどに入ることが出来なか

めてもの進歩であると自分自身に言いたい。＊＊右

の食べたのは、Kr.159-の”The Nyhavn selection”

れは魚料理のビッフェである。）のものを食べればよ

午後からの観光（自由行動） 

ホテルまでの帰り道の確保 

昼食が終わった時は、確か１５時近かったかもし

 ２４
ニューハウン・ファーゲクロのメニュー
とって高い月謝になってしまったものの、今まで

ったのに、四苦八苦しながらでも入れたのは、せ

は、ニューハウン・ファーゲクロのメニューで俺

である。その上の Herring Buffet の Kr.89-（こ

かったのあるが、選択を誤った。 

れない。日が暮れるのが非常に早いので、不慣れ



な土地で日が暮れてしまったらホテルに帰るのが不安になるので、観光をする前にホテルまでの帰

るルートを確保しておこうと思った。バスで帰るのか、電車で帰るのか、帰るルートを模索しなが

らいい方を後で考えようと思った。まず、交通の中心となるコペンハーゲン中央駅を探そうと思っ

たが、やっぱり不慣れな土地で地図を見ながらであったものの、駅とは全く反対の方向に歩いて言

ったみたいである。おかしいなあと思い持参しているコンパスを出して方向を確かめたところ、反

対の方向であることが判った。とにかくどんどん暗くなってきて本当に不安になってきた。この辺

も自分の性格が出てくるのである。臆病なのである。最悪迷ったとしても最終的にはタクシーとい

う手段があるから、そう心配する必要もないのに臆病風に吹かれてしまう。この辺は、一人旅であ

るからであろう。複数人数であれば、赤信号みんなで渡ればこわくない方式で、もっともっと大胆

に行動出来るのであるが、残念ながら頼るのは自分一人なので、仕方のないことであろう。自分の

こんな性格が、全部が全部悪いというのではない。大きく怪我をすることも少なく、堅実と言えば

堅実なのである。大きく脱線してしまって取り返しのつかないようには絶対ならない可能性が強い。

こんなところが、自分の人生においても現れている。俺の生き方は、自分自身健康である限り大き

く崩れることはないのである。しかし、大きく成功することもないのである。冒険することもない。

しかし、極端に冒険しないと言うことでもない。ある程度の計算もしながら冒険もしているつもり

である。しかし、大冒険はしないのである。まあ、今後の人生において大冒険をしなければならな

い時期がやってくるかもしれないが、その時は、最悪のシミュレーションも立てながら実行するか

もしれない。少し、話が自分の人生のことまで飛躍してしまったが、コンパスを見てすぐに修正し

た。そうするとすぐに、駅前のチボリ公園が見え始め、そこを半周したらコペンハーゲン中央駅が

見えてきた。そこを基盤として、ホテルに帰る方法を決めることにした。 

コペンハーゲン中央駅 

コペンハーゲン中央駅は、駅名というか、そのような表示が全くなく、人の出入りがなかったら見

逃してしまいそうな感じである。駅構内へ入ったが、この辺のロケーションは、先に行ったヘルシ

ンキ中央駅と同じような感じで、また、ホームへも切符なしで自由に入ることが出来た。駅全体の

感じとしては、同じ首都の中央駅ではあるが、ヘルシンキの方がよかったように思う。首都の中央

駅というものの、東京、大阪などに比べて遙かに規模が小さいもので、その辺からも日本の主要都

市の規模が大きいことが判る。もちろん人口も日本の方が多いので当然であろう。そうこうしてい

るうちに時間が４時近くなり日が暮れかけてきた。こんな状態であれば、気の小さい臆病な自分に

とって不安が一杯になってきたので、明日１日、コペンハーゲンで自由行動時間があり、観光は明

日にして、この日は帰ることにした。 

ホテルまでの帰路 

ホテルまで帰るルートは、バスか電車かどちら

でも行けるので確保出来た。アクセスの便利さ

では、バスの方がいいのであるが、バスは明日

乗ることにして、今日は電車で帰ることにした。

電車では、一旦空港まで行き、そこから徒歩で

ホテルに帰ることになる。添乗員から聞いてい

たが空港からホテルまで１５分くらいで行け

るそうである。運賃は、バスにしろ電車にしろ

25.5 クローネ日本円換算約 550 円でこれまた
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コペンハーゲン中央駅



非常に高いのである。乗ってから判ったこと

であるが、電車では３駅で５分、バスでは１

５分くらいの距離である。日本での乗車賃で

あればせいぜい 200 円といったところ。食べ

物は高い、公共交通機関の料金も高い、何で

も高い国である。こんなことで生活出来るの

であろうか。国全体が金持ち国なのか、キュ

ーキュー言いながら国民は生活しているのか

よく判らないが、俺など無職無収入の失業者

は生活出来ないであろう。しかし、その分福

祉が発達しているのは間違いない。エンゲル

係数は、かなり高いものになっているはずである

動販売機があったが、ややこしそうなので窓口

通で１時間以内であれば何回も乗車出来るシス

ガイドブックによると空港から中央駅行きに乗る

線であろうと思ったが、２番線で時刻表などを見

をかけて探した結果４番線から乗った。こんなと

のであるが、聞けなかった。誰か連れが一緒であ

出ない。この中央駅は、始発駅、終着駅になって

の中央駅は、この間のヘルシンキにしろ同じく始

港から中央駅の場合１番線であれば、逆の場合は

こんなで漸く電車に乗ることが出来たが、シート

った。３駅で空港に着いたので検札も来なかった

ような感じであった。もちろん、そんなことはし

が一番前にいたのであるが、ドアが開かないので

た。この国の電車は、自動的に開かないシステム

だったら、降りることが出来なかったであろう。

ていたら、えらい目にあうところだ。外国で行動

の違いを十分意識して行動する必要があるのは言

コペンハーゲン／カストロップ国際空港 

忘れてしまったが確か空港に着いたのは１６時半

ろが空港であった。その空港から外に出ようと

もちろん、外は真っ暗で方向が判らないし尚更

空港ターミナルの端から端まで歩いたが、どうし

のような感じがした。そのうえ雨が降ってきたの

ば焦る必要はないのであるが、西も東も判らない

まあ、別に殺されるわけじゃあるまいし、そんな

ひとりぼっちの心細さから来るのであろう。勇気

めた。次にバスに乗ろうと思ったが、かなりの時

くさいしタクシーに乗ることにした。乗ったタク

 ２６
。余談になった

で購入した。（バ

テムをとっている

場合１番線と書

たが空港行きが

ころで得意の英

れば聞けたので

おり、通過する

発駅、終着駅で

２番線というこ

が豪華で特急列

。たった３駅で

ないし、する度

ある。うしろの

になっているみ

やっぱりここは

する場合は、文

うまでもない。

頃であったと思

思ったが、なかな

である。明るけれ

ても出口（一般

である。時間は

外国であり、日

に焦る必要はな

がほしい。度胸

間を待たなけれ

シーの運転手は
プラットホームと列車
が、帰るための切符を買った。自

ス利用の場合は、バス、トラム共

。）次は、乗車ホームを探した。

いてあったので、逆の場合は２番

ないのである。結局、かなり時間

語（？）を使って聞けばよかった

あるが、やっぱり一人では勇気が

駅ではないのである。ヨーロッパ

あった。だから、先ほど書いた空

とは通用しないのである。そんな

車がと思ったが、それは判らなか

あれば無賃乗車もらくらく出来る

胸もない。空港駅に着いた時、俺

人が何処かボタンを押したら開い

たいである。降りるのが自分一人

外国。何でも日本と同じだと考え

化の違いや習慣の違い、システム

 

う。駅のホームから上がったとこ

か出口が見つからないのである。

ば何とかなったかもしれないが、

道路）見つからない。まるで迷路

１７時でまだ早いから普通であれ

が暮れて暗いし不安におそわれた。

いのであるが、その辺はやっぱり

がほしい。結局徒歩で帰るのは諦

ばならなかった。待つのもじゃま

たぶん中東の人間であろう（タク



シーの運転手は比較的中東の人間が多いような気がした。何故中東の人間かどうか判るかというと、

髭が濃く、テレビでイラクのニュースを見ることが多いので何だか感じで判るのである。北欧の国

は、もともと人口が少ないので労働者としてあちこちから出稼ぎに来ている人間が多いみたいであ

る。そのことは、添乗員が言っていた。）無愛想であった。たぶん、自分の示した行き先が近かっ

たせいもあるのであろう。ホテルまでは、１０分もかからなかった。料金は、５８クローネ日本円

換算約１２００円。これも非常に高い。日本であれば基本料金内の距離であろう。細かい金がなく

１００クローネ札を出して、４０クローネチェンジと言った。２クローネチップのつもりである。

基本的には、この国ではチップの習慣がないらしいので、細かな釣り銭の場合は、チップでわたし

てもいいと聞いていた。しかし、相変わらず無愛想である。サンキューのサの字も言わなかった。

俺は、少し気分を悪くした。まあ、これも経験である。過去に何回も海外旅行に行っているが、一

人でタクシーに乗るのは今回が初めてである。 

ホテル到着  ：  １７時３０分 

夕食  ：  １９時に夕食をした。夕食と言っても、ホテル近くのスーパーマーケットへ行き日清の

カップラーメンとヘルシンキで購入してまだ食べていなかったフライジャムパンを食べ

ただけである。昼食にお金をかけたし、少し節約をしようと思ったからである。 

就寝  ：  ０時 

宿泊場所・ホテル名・部屋番号 

コペンハーゲン 空港近郊 クオリティーエアポ

ート ダン  ５３１号室   先に泊まった３

カ所のホテルに比べても変わり映えのしないごく

普通のホテルである。しかし、細かいことである

が、バスのカーテンが短くシャワーを使うと水が

完全に漏れてしまうのである。何故あんな中途半

端な長さなのか判らない。１階のフロント横にパ

ソコンが置いてあり、無料でインターネットが使

えた。たぶん、ＡＤＳＬなのであろうスピードは、

早くなかった。また、各部屋にも無線ＬＡＮの電波が来

但し、有料で、クレジットカードでアクセス料を支払

海外旅行では、ホテルにアクセスポイントがあったの

コンでは無線ＬＡＮカードを持っていかなかったので

が内蔵されているので、アクセスポイントではどこで

買物、食事代など金銭面 

昼食のレストラン：238 クローネ日本円換算約 5200 円

タクシー代：58 クローネ日本円換算約 1200 円、日清

円換算約 300 円、ヨーグルトジュース 10.95 クローネ

ーネ日本円換算約 80 円（これは安かった）＊＊すべ

インターネット 

ホテルに着いてから、一昨日の回線の関係でパソコン

たが、問題なく繋がった。リンドストロームホテルの

少しうたた寝をしてからメールを打った。姉、岩崎さ

 ２７
ており

わなくて

は初めて

試してい

も通信出

、電車代

カレー

日本円

て内税 

の故障の

回線に問

ん、原さ
ｸｵﾘﾃｨｰｴｱﾎﾟｰﾄﾀﾞﾝとその前の通り
、部屋の俺のパソコンでも受信出来た。

はならず利用はしなかった。今までの

である。初めてと言うより、前のパソ

なかった。今度のパソコンは、カード

来る。 

：25.5 クローネ日本円換算約 550 円、

味カップラーメン：13.95 クローネ日本

換算約 240 円、ライトビール 3.45 クロ

可能性があったので、すぐに繋いでみ

題があったことが証明出来た。夕食後

ん、松本さん、佐々木さんにそれぞれ



メールした。（写真添付） 

トピック 

１．朝食時の隣席の可愛い幼児 

船内のレストランで朝食時、隣の席に座

った小さな子供が可愛かったので思わず

シャッターを押した。顔そのものは決し

て可愛くないが全体的なしぐさが可愛か

った。何処の子供も可愛いものである。 

２．潜水艦出現 

コペンハーゲンに着いてから最初に行っ

た観光地は、人魚姫の像であったが、そ

の対岸に海軍の基地があるのであろう潜

水艦が閃光弾を打ちながら出航していった。潜水艦が出航していくのを見るのは初めてである。

そう大きくないない潜水艦であった。以前にトム・クランシーの「レッド・オクトーバーを追

え」という小説（映画にもなった。）を読んだが、その印象が強く思わず「あっ、レッドオク

トーバーだ」叫んでしまった。こんなところ何だか俺は子供みたいである。（笑） 

可愛い子供 

３．日本の株価状況 

無職無収入失業中の俺にとって唯一の収入源（株式投資は、半分博打であるので、収入源とも

言えるが浪費源とも言える場合がある。しかし、きちっと経済や政治、社会、企業、世界の動

き等をポジティブに捉えていれば、極めて確率の高いギャンブルとなる。）である株式投資は、

海外旅行中でも気になることである。幸い海外旅行に行く時は必ずパソコンを持参しているの

で電話回線を使いリアルタイムに株価の動きはもちろんのこと、阪神タイガースが勝っている

かどうか、日本の経済、政治、社会の動きをリアルタイムに捉えることが出来るのである。全

くもってパソコンやインターネットは便利きわまりない。もちろん、株の売買、バンキングな

ど海外からも出来るのである。気になる株価の動きであるが、俺の保有する株がいくらか上が

っており、まあ、今日だけのことであるが、今回の旅行の費用が出ていた。思わずニヤッとし

てしまった。 

コラム 

１．治安状況 

治安は一言で言って極めて良好である。普通海外旅行へ行けば、常に周りに注意を払い、怖々

歩かなければならないところが多いが、今まで行った中でこの北欧諸国の治安が最もいいので

はないかと思う。全く心配なく日本で歩くのと同じ感覚で歩くことが出来た。ある意味では、

日本より治安は良いかもしれない。何処へ行っても浮浪者のような人間は見かけなかった。も

ちろん、そういった浮浪者的な人間はゼロではないであろうが、少ないのは確かである。治安

がよいということは、経済状態が良いということに繋がる。国全体の経済状態が良く、全般的

に貧富の差が少ない国は比例して治安が良いと思う。日本の場合、ここのところ治安が悪化し

ていると言われているが、やはりそれは経済に問題があったからである。それと、全部が全部

ではないが、外国人労働者や不法就労者が増えたことも治安悪化の原因のひとつである。今現

在日本経済は立ち直りつつあるので、多少治安は良くなると思うのであるが、外国人の入国に

よる治安悪化は良くならないと考える。しかし、外国人の入国については、国際協調、ボーダ
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レスな世界構造、日本人の人口構成など考えていくと外国人の入国の増加は避けて通れない問

題であると思う。わが日本として今後の治安について慎重に考え、対策を立てていく必要があ

るであろう。余談が長くなったが、ついでにもう一言書いておく。世界中が平和になるには、

どうしたらいいかということである。まず、第一に世界全体の経済状態を良くすること。そし

て、完全ではなくとも貧富の差をなくすこと（二極化を避ける。しかし、資本主義の場合、競

争が基本になってしまうので避けれない部分もある。今の日本も経済の二極化が進んでおり、

勝組、負組が、はっきりしてきている）。さらに、民主主義を確立することと並行して、北朝

鮮などの極端な独裁国家をなくすこと。宗教の政治や経済などへの干渉をなくすこと。これら

はあくまで俺の独断と偏見であるが、以上のような条件が満たされれば、必ず世界は平和にな

る思う。（旅日記のはずが、すごく脱線してしまったが、今回だけではなく海外旅行をしなが

ら、日本の現状と世界を比較して考えたことである。） 

２．自転車 

自転車が非常に多く、市民の重要な足にな

っているように思われる。道路自体も完全

な自転車専用レーンがあり、朝晩のラッシ

ュアワーにはかなりの自転車が走ってい

る。スピードもかなり出しており、そんな

ことを考えと調べたわけではないが、かな

り自転車による事故も多いと思う。かりに

人が側を歩いていても、あまりスピードを

緩めないのである。その辺については、こ

の国に慣れていないものとして、非常にこ

わかった。 

日記 

５時半頃に起きた。昨日の夜は、風呂に入らなかっ

覚ましに風呂に入ろうということで入った。その後

朝食は、いつものビッフェ形式で適当に摂った。食事

ことはなかったが、仕草が可愛かったのでカメラに

の撮影を行った。その後、明るくなるのを見計らっ

コペンハーゲンを眺めていた。少し寒かったが、そ

コペンハーゲンの港に着いた。それから、市内観光が

港から比較的近い場所にあり、もちろん海辺にある

の上にひっそりと座っている感じであった。また、

ックではなく、対岸の工場群が見えて少し興ざめる

そりと座っており、もの悲しさを感じさせた。次に

ーク王家の居住場所である。ガイドも言っていたが

まり厳重なバリケードもなく簡単に進入出来そうな

ちっとガードしていた。また、オスロの王宮と同じ

物に別れていたが、その棟の主がいる時、旗が掲げ

らず、誰もいなかったようである。次に行ったのがニ
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たし入るつもりはなかった。しかし、朝起きて目

、６時半頃に朝食のためにレストランに行った。

中隣の席にいた外国人の子供がそんなに可愛い

収めた。朝食後、コペンハーゲンに着くまで船内

てデッキに出て撮影をしたり、かすかに見えてく

れほどこたえるほどのことはなかった。９時頃に

始まった。まず行ったのが人魚姫の像であった。

。想像通りに全くもって小さいもので、海辺の岩

周りのロケーションも、思っていたほどロマンチ

感じがした。像そのものは、予想通りにただひっ

行ったのがアマリエンボー宮殿。すなわちデンマ

、すごくデンマークの王室は開放的で居住所もあ

感じであった。もちろん、例外に漏れず衛兵がき

く衛兵の交代を見ることが出来た。４棟ほどの建

られるとのことで、今日はどの棟も旗が立ってお

ューハウン地区でアンデルセンが居住していた



運河沿いのメルヘンチックな建物のある場所である。レストラン街もその辺に多くある。よくｶﾞｲﾄﾞﾌﾞ

ｯｸや案内本に出てくるような景色であった。本当にデンマークらしい場所という感じがする。その後、

ロイヤルコペンハーゲンという陶器メーカーの本店に行った。高級陶器である。全く興味がないので

すぐに店から出てきたし、ツアー全体の時間も取っていなかったみたいである。その後バスに戻り、

オプショナルツアー観光組は町中で降りて昼食に行き、我々自由行動組はホテルに荷物を置きに行っ

た。ホテルは、クオリティーエアポートダンというホテルであった。自分は、特に置く荷物もなかっ

た。また、部屋も決まっていなかった。しばらくして、市内に戻りオプショナル組がバスに乗り、自

由行動組は降りて町の中をそれぞれ自由に動くことになった。バスの中で、添乗員が一緒にみんなが

食事をするのであれば、一緒にすると言っていたが、皆がそうするのであれば自分もそうするつもり

であったが、誰もしないでそれぞれバラバラに行動するようであった。まず、昼飯を摂るべくニュー

ハウン地区に行った。当初の予定では、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを頼りに行くつもりであったが、何処へなりと入

ろうと思いぶっつけ本番で行くことにした。うろうろしたが、何処へ入っていいか判らないので、結

局ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを見てニューハウン・ファーゲクロという店に入った。英語で席はあいていますかと聞

いたが通じなかったので、ひとりだけだと言ったら何とか通じたみたいである。メニューを見たが判

らず、お奨めは何かと聞いても、デンマーク語訛りの早口の英語を喋られて何か判らず、仕方なく一

番高いコースを行った。クリスマスメニューらしいが、魚、肉色々とあった。適当にとった。ビール

も頼んだ。ビールをんだのであまり食べられず、ビッフェ形式であったもののパンを１枚取りに行っ

ただけであった。やっぱりニシンの酢漬けが美味しかった。全体的には、チーズなども含めて結構い

けた。しかし、勘定をみてびっくり。予想通りに高かった。２４０クローネ近く取られて。日本円で

５千円近いものに付いた。仕方ない。食事が済んだ時、３時近かった。そろそろ暗くなりかけていた。

それから、話は前後するが、コペンハーゲンの気候は、ヘルシンキとオスロに比べてかなり暖かく、

５°前後であり、日本とあまり変わらなく過ごしやすかった。前２都市が寒かったので余計に暖かさ

を感じた次第である。食事後、時間もあまりないがうろうろした。まず、帰り道を確保しておくため

に、コペンハーゲン中央駅を探すことにした。地図を見ながら歩いたが、最初は完全に方角を間違っ

ていたみたいで、行けども行けども駅がないので、仕方なくコンパスを出してみたら、反対の方向へ

来ていたみたいだ。すぐに修正したら、まずチボリ公園が見えてきて、その回りを回ったら駅が見つ

かった。まず、バス停を見つけて、次に電車で帰る方法も探した。何とか目処が付いた。しかし、外

はすでに暗かった。時間的には、まだいくらでも遊べる時間であるが、暗くなることで、もし道に迷

ったりしたら大変なので、臆病であるかもしれないが、帰ることにした。バスで帰るか電車で帰るか

迷ったが、電車で帰ることにした。切符を窓口で購入した。自動販売機もあったが、買い方が判らな

かったので窓口で買った。ホームは何処で乗るかを探すことにした。ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸでは、エアポートか

ら乗る場合は、１番線となっていたので２番線のホームに行ったが、行きそうになかった。聞けばい

いのであるが、よう聞かなかった。結局時刻表などを見て確か５番線だったかなエアポート行きの電

車があった。ホームに降りたら電車が待っていてそれに乗り込んだ。乗り込む前にホームに立ってい

る人に英語でこの電車は空港に行きますか聞いたら行くと答えてくれた。何とか通じたみたいである。

電車に乗ったまではいいのであるが、結構豪華な座席で特急ではないかと思った。しかし、空港はす

ぐであったので、切符も調べに来ないし関係なかった。空港が近づくに連れ不安になったので、乗客

に次の駅は空港かと尋ねたらイエスと返ってきた。着いた時、別の乗客がドアのボタンを押した。ボ

タンを押さなければドアは開かなかったみたいである。自分一人であれば降りられないところであっ

た。とにかく色々な体験をさせてくれるものである。はてさて空港に着いてからも大変だった。あた
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りは真っ暗。どこから外へ（空港外）出てよいか判らなかった。空港の回りを回った。そのうちに雨

が降り出した。行けども行けども出口は見つからない。２５０Ｓの市内行きのバスが待っていたが、

最悪それにのればいいのであるが、もう少し頑張ってみることにした。しかし、とうとう見つけるこ

とが出来ず、まして雨が降るし、時間は遅くないのであるが、暗いので不安になるし、とうとうギブ

アップした。バスで帰ろうと思いバス停に行ったが、先ほどのバスはいなかった。時刻表を見たらか

なり待たなければならなかったので、じゃまくさくなりタクシーに乗ることにした。それで、またタ

クシー乗り場が判らない。今度はすぐに見つかった。タクシーに乗ったはよかったのであるが、ホテ

ルの名刺を見せたら運転手は不機嫌であった。無愛想であった。近くであるのであろうと思ったが、

そのまま走って貰った。タクシーメーターは日本のものと違ってどんどん加算されていった。結局５

８クローネ約２千円であった。２クローネはチップでやったが、サンキューとも運転手は言わなかっ

た。無礼な奴である。ここでは基本的にはチップはいらないはずである。たぶん、運転手は中東の人

間であったと思う。全く、不愉快であった。ホテルに着いてから、鍵を貰おうとフロントに並んでい

たが、オプションツアー組も丁度帰った頃みたいで、添乗員が鍵を配っていた。結局、僕の鍵も添乗

員が持っており、僕に気が付いて鍵を渡してくれた。部屋に着いてから、荷物を置いて近くのスーパ

ーに買い物に行った。カップラーメンとスプライトを買った。ラーメンは、日清食品のカレーラーメ

ンであった。１３．９５クローネで日本円にして２８０円。やはり高い。スプライトは、１１クロー

ネ２２０円。ホテルの部屋に帰り、カップラーメンとヘルシンキで購入したアップルジャムの揚げパ

ンを食べた。その前に、確か風呂へ入ったと思う。ちょっと前後関係は忘れたが、食事のあとまた寝

たかどうか忘れたが、前後は別にしてメールを打った。姉と佐々木さんから返信のメールが来ていた。

姉はもとより佐々木さんから来ているのはうれしかった。だから、またメールを入れておいた。姉は、

もちろんであるが、松本さん、岩崎さん、原さんにも入れた。メールを打ってから寝た。 

 

６日目 １２月２日（木） 

起床  ：  ７時 

＊＊朝食後に、１階フロントンの横にあるパソコンを使いインターネットで気になる株

価を見たが、俺の持っている株がさらに上がっていた。ラッキーな旅である。旅行

費用が出た上に、さらにお釣りがくるような状態である。ウッシッシッ！！ 

朝食  ：  ７時半、ビッフェ形式の朝食で可もなく不可もなかった。 

出発  ：  ９時１０分 

バスで市内まで出た。日記に書いているが、たまたま出る時のバス停で富田親子に会い、

自分の拙い英語で先導役を務めることが出来た。その親子に感謝されると同時に少し優

越感を感じた。それと同時にたいしたことはないのであるが、自信もついた。 

観光（１日中自由行動で起点である市庁舎を１０時に出発） 

１日中徒歩にて市内主要場所を観光。昨日の観光と重複する部分が多いが、昨日の観光は駆け足であ

ったので、再度行きゆっくり見ることにした。ルートは下図参照で、次のように環状に回った。 

コペンハーゲン市庁舎前広場 → クリスチャンボー城（国家議事堂） → 国立銀行前 → ニュ

ーハウン地区 → アメリエンボー宮殿（王宮） → 人魚姫像 → カステレット要塞 → レス

ターアンレッグ公園 → 国立美術館前 → ローゼンボー離宮 → ローゼンボー公園 → ス

トロイエ通り → コペンハーゲン市庁舎前広場 → チボリ公園前 → コペンハーゲン中央駅 
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以上のルートで散策。有名な観光場所は、集中している感じで十分徒歩で回れる範囲である。市自体

もそう大きくはない。もちろん、それに比例して人口も少ない。日本の都市の大きさが判るというも

のである。 

 

コペンハーゲン市庁舎、市庁舎前広場 

当初予定では、コペンハーゲン中央駅でバスを降りる予定であったが、一緒のバスに乗っていた富

田親子が市庁舎で降りると行ったので、俺もそこまで一緒に行くことにした。市庁舎は、中央駅の

次のバス停であった。降りたらすぐ目の前が市庁舎と市庁舎前広場であった。日記に書いているが、

このバス停で降りて、帰るためのバス停も得意の英語（？）で付近の人に聞いて確認しておいた。
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確認しておいて良かったと思う。でないと、

おそらく帰る時、反対方向のバスに乗った

かもしれないからである。富田親子とは、

市庁舎前で別れた。市庁舎は、昨日車窓か

ら見たかもしれなかったが、全然記憶にな

かった。１９０５年に建築された６代目の

市庁舎とのこと。ヘルシンキにしろ、オス

ロにしろ、ここコペンハーゲンにしろ、市

庁舎自体の建物が重厚であり威厳がある。

もちろん、日本のように戦災にあっていな

いが為に古い建物が残っているのであろ

う。日本は、第二次世界大戦で本当に歴史の

よく古いものから新しいものに変えるために

は、新しいものと古いものとのバランスとい

になるし、新しいものにこだわりすぎても古

れたのである。だから、その分ある意味で新

に冠たる経済大国が作れたのかもしれない。

ンスがとれているのかもしれない。国自体は

もこのままずっと平和が保たれば、バランス

ってほしいものである。北欧の建物を見て、

クリスチャンボー城 

クリスチャンボー城は、コペンハーゲン発

祥の地である。ここは、国会議事堂、女王

の謁見の間、宮殿、演劇史博物館などが集

まっている。右写真の像は、クリスチャン

９世のもの。この像の手前に、未舗装の広

場があるが、何故未舗装なのか判らないが、

ちょうと俺が、そこにいる時、誰が利用す

るのか判らないが、馬車が通りかかった。

観光用ではないと思われるので、王などの

特別な人が特別な時に利用するものなのか

もしれない。 

ニューハウン    ：  昨日観光にて詳細

アメリエンボー宮殿 ：  昨日観光にて詳細

人魚姫の像 

昨日の観光は、写真撮影のための観光のよう

察した。岸側の体半分は、観光客に触られる

触りやすい所や、そこを触ると御利益がある

うである。後日談になるが、俺が帰国した何

スラム教徒の女性がかぶっている頭巾をかぶ

 

ある建物以外は空

「スクラップ＆ビ

うか、古いものに

き良きものが失わ

しいものを取り入

どちらかというと

豊かそうであるし

のとれた良い国に

そのような感慨を

割愛。昨日と反対側

割愛。前を通過し

なものであったの

のかぴかぴかに光

というところが光

日か後に、イスラ

せられている人魚

３３
コペンハーゲン市庁舎
襲で焼けてしまっているのである。

ルド」という言葉があるが、この辺

こだわりすぎたら次への発展の阻害

れる。日本の場合は、強制的に壊さ

れて、戦後の混乱を乗り越えて世界

、北欧の国は、その辺で非常にバラ

、古き良きものも残っている。日本

なると思うのであるが、是非そうな

持ったのである。 
クリスチャンボー城 

から見たが、写真撮影をしただけ。 

たのみ。 

で、今日は、ゆっくり人魚姫殿を観

っている。何処の像も同じで、一番

っている。この辺は、万国共通のよ

ム教徒の仕業なのか判らないが、イ

姫像が写っていた。デンマークの観



光名所として世界中の人が結構人魚姫の像の

観光に訪れるので、政治的宣伝やテロリスト

の格好の餌食になっているみたいである。今

回の頭巾事件もその一環なのであろう。過去

に何回か爆破されてとのことで、今ある像が

最初に作られたオリジナル像ではないそうで

ある。穏やかで中に物憂げな表情の人魚姫も

世の中のどろどろとした部分に内心顔をゆが

めているに違いないと勝手に想像してしまっ

た。ロマンチックな像の半面に、そのような

現実があったのである。 

カステレット要塞 

人魚姫の像と遊歩道を挟んで向かい側にある

のがカステレット要塞である。形は、日本の函

館にある五稜郭と同じで星形をしている。まさ

に要塞である。もちろん、日本の五稜郭が西洋

の技術で造られたものであり、こちらが元祖な

のである。星形をしているのは、敵への死角が

なくなり守り易いということらしい。もちろん、

周りは堀になっている。基本的なこの要塞のコ

ンセプトとしては、海からの侵入者に対して国

を守るということにあり、長期戦に備えて武器、

あらゆる物資が蓄えられていたとのこと。面積は

中に入り、土手道を歩いた。綺麗に整備されてお

た。実際、ジョガーを何人か見かけた。休日や朝

持ちのよい環境である。要塞の中は、普通の家な

た。現在は、全体が公園となっており、第二次世

ギリスのチャーチルが救ったということでチャー

ャーチルに対する感謝の気持ちから彼の銅像が建

エスターアンレッグ公園 

カステレット公園を出て次の場所に移動した。カ

駅のところを通り、エスターアンレッグ公園に入

民の平凡な公園であったが、非常に緑が多く夜は

に入ったのは通り抜けるためだけであった。 

ローゼンボー離宮 

ここは、離宮であるが一部兵舎になっているのか

がっちりした男達がランニングに出かけるのため

門の前には番兵がおり中には入れなかった。 

ローゼンボー公園 

ここが今回の旅行での映画のロケーションにぴっ
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、そんなに

り土手道は

晩はもっと

のか何か判

界大戦中に

チル公園と

てられてい

ステレット

った。これ

歩けそうに

もしれない

なのか飛び

たりだと二
ピカピカに光る人魚姫
 
カステレット要塞と大砲
広くはなかった。カステレット要塞の

、絶好のジョギングコースの感じがし

ジョガーがいるに違いない。本当に気

らないが、同じような建物が建ってい

ナチスドイツに占領されていたが、イ

名付けられている。また、公園内にチ

る。 

要塞の前に鉄道が通っており、そこの

は、特に観光するような公園でなく市

ない公園である。ただ、この公園の中

。正門のところをいきなり、背の高い

出してきてびっくりした。もちろん、

番目に思った場所である。一番目に思



ったのは、先に書いたヘルシンキ中央駅である。

何が素晴らしいと思ったかというと、この並木

道なのである。素人の発想として当然のことな

がらありふれているが、俺的感覚からいえば非

常に気にいったわけである。天気がよければも

っといい写真であったかもしれない。もし、日

本映画だとすればここは桜の並木道となる。そ

して、春爛漫の中で桜吹雪が舞う。洋画であれ

ば、秋にイチョウの枯葉が舞う。物語の内容と

しては、ロマンスにも悲劇にも合う。ぐっとお

やじ的発想になってしまうのであるが、物語の内容

現実的にも空想的にも、この場所のロケーションは

ストロイエ通り 

東京でいえば銀座通り（とは言っても俺は銀

座を知らないのである。）、大阪でいえば心斎

橋通りなのである。高級ブランドの店や色々

な店が集中している。コペンハーゲンの中心

的ショッピング通りである。写真のアマート

ーウ広場を中心としてニューハウン前のコ

ンゲンス・ニュートーウ広場から市庁舎前広

場まで続いている。俺は、ショッピングには

全然興味がないので町並みをビデオカメラ

に収めながら歩いただけであった。冷やかし

に店の中に入ることもなかった。先に紹介し

たロイヤルコペンハーゲンの本店もこの通りにある

チボリ公園 

通常若い女の子達は、このコペンハーゲンを訪れた

合、ほとんどこのチボリ公園に行くのではないであ

うか。日本にも同名の遊園地があるほど有名な場所

ある。世界で最初（？）かどうか知らないが１８４

年に出来た遊園地なのである。たぶん、ディズニー

ンドなどもここを参考にした部分が多いのではな

かと思う。しかし、俺は遊園地などあまり興味がな

ので入園することはなかった。昨年、アメリカ／ア

ハイムのディズニーランドに行ったが、本当につま

なかったので、その印象もあり興味が持てなかっ

まあ、世界最古に属する遊園地を見ておくのも一理

ったかもしれない。しかし、考えてみるとそれだけ

時間的余裕はなかった。今日市内にバスで出る時に

緒であった富田親子もチボリ公園に行くと言ってい

 ３５
は別とし

、大好き

 

。 

場

ろ

で

３

ラ

い

い

ナ

ら

た。

あ

の

一

た。やは
ローゼンボー公園の並木道
ても、これは人生の並木道なのである。

になった。 
 

り女
アマートーウ広場
性

 
チボリ公園正門
である。 



コペンハーゲン中央駅 

昨日も来たが、帰るルートを模索するために来たため、ビデオ撮影などをしていなかったので、駅

舎内をうろうろして撮影した。この場所が、今回の北欧旅行最後の観光場所となった。時間的には、

１６時近くになっており日も暮れかけていた。そこを最後に帰ることにした。今日は、バスで帰ろ

うと思いコペンハーゲン中央駅前からでも乗ることが出来たが、一つ手前の今日の朝確認しておい

た市庁舎前から乗ることにした。そこまで、歩いて行ったがすぐにバスが来た。（２５０Ｓのバス）

たまたま、同ツアーの西林夫妻もバス停で待っており、一緒に乗って少し安心した。降りるバス停

が判らないので得意の英語を使わなければならなかったので、とりあえず用意していたが、西林夫

妻が一緒であることから、その手間が省けた。西林夫妻は、昨日もバスで市内から帰ってきている

ので少し知っているみたいであった。降りるバス停に近くに来ると運転手の横に行っが、運転手は

きちっと教えてくれた。比較的親切であった。 

昼食 

１０時くらいから歩き始め、ゆっくりではあ

ったが休みなしで歩いた。結構お腹も減った。

延々４時間半歩いたことになる。予定のコー

スをほぼ環状に一周して市庁舎前まで帰って

きた。そして、１４時３０分に市庁舎前広場

前のバーガーキングでの特大ハンバーガーセ

ットを食べた。ハンバーガーは、滅茶苦茶大

きかったが、値段もビッグで７０クローネ日

本円換算約 1500 円であった。結構お腹一杯に

なった。味は、何処で食べても変わり映えし

ないという程度であった。 

ホテル到着 

１６時３０分にホテルに帰ってきた。帰って

から、すぐに近くのスーパーへ買い物に行っ

た。夕食に食べる食料と土産に持って帰るた

めのお気に入り食品「ニシンの酢漬け」を買

うためである。近くにスーパーが２軒あった

が、最初、昨日とは別の店に行った。そこで、

ニシンの酢漬けを買った。昨日の店より安か

ったからである。瓶詰めで４缶ほど購入。比

較的安く１缶１５クローネほどであった。何

故、これだけが安いのか判らない。他のもの

と比較して本当に安いのである。それから、今日

日のスーパーの行くことにした。昨日のスーパー

ビール、ヨーグルトなどを買った。パンなども買

た。ひとりで食べきれる量ではないからである。

夕食 

スーパーから帰ってきて風呂へ入ってから２０時
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バーガーキングから眺める市庁舎前広場
ーメンを食べようと思ったが、なかったので昨

、昨日と違う種類のトマト味カップラーメンと

と思ったが、袋入りの量が多すぎて買わなかっ

１５時半現在の気温 ４°Ｃ

に自分の部屋で夕食を食べた。先ほど買ったカ



ップラーメンであるが、これは日清食品の

トマト味カップヌードルである。これが、

また美味しかった。日本にない味である。

どちらかというと、ミネストローネスープ

味のラーメンという感じで、俺の口にあっ

た。たぶん、現地の工場で現地の味覚に合

わせて作ったものであろう。印象的には、

こちらへ来て、美味しくて一番印象に残っ

た食べ物は、このカップヌードルであった

のである。まさに日本人の味覚ということ

である。あたりまえのことであるが、やっ

ぱり日本人は、日本人の味覚に合ったもの

が一番美味しいのである。このトマト味カ

ップヌードルに関しては、日本人に合う味

であるように思う。カップラーメンは、日

本人の発明した世界に冠たる食品なので

ある。世界に認められた食品であることを

実感した。（但し、味付けは現地の味覚に

合わせているが）その美味しいカップヌー

ドルを食べた後（ビールとバーボンを飲み

ながら）、ソグネフィヨルドで買ったミカ

ンの缶詰を食べた。お酒も飲んでいるし、

美味いカップヌードルも食べたし、本当に

ご機嫌になってきた。食事後も、バーボンを

本から持ってきたおかきとピーナッツをつま

＊＊食事後、トマト味カップヌードルを土産

でに閉まっており、明日買うことにした

就寝  ：  ０時 一応明日の為に、ある程

宿泊場所・ホテル名・部屋番号 

コペンハーゲン 空港近郊 クオリティーエ

買物、食事代など金銭面 

市内までのバス代：往復で５１クローネ日本

ローネ日本円換算約 1500 円、土産用ニシンの

代（スーパーでの食料購入）：２９クローネ日

インターネット 

姉にメールを打ったのみ。 

トピック 

１．靴づれ 

今日は、約５時間も歩き続けであった

へ来る前に買った靴で一度も履いてい
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整理後
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1100
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約 6
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あっ
バーボンを片手にご機嫌
飲みながら幸せなひととき感じた。（日

めに、もう一度スーパーに行ったが、す

で十分間に合う。） 

、いい気分で寝床についた。 

  ５３１号室 

円、昼食代：ハンバーガーセット７０ク

６５クローネ日本円換算約 1400 円、夕食

00 円、 

左足に靴づれが出来てしまった。こちら

たので足になじんでいなかったせいもあ



る。１１年前にローマ・アテネ・パリに行った時にも靴づれを起こしたが、この時の方がひど

かった。今回は軽傷で歩くにはさして苦痛はなかった。それにしてもよく歩いたものである。 

２．間違い電話がかかる 失礼な相手の対応？？ 

夕食後、部屋でいい気分になりながらバーボンを飲んでいる時に、突然電話が鳴った。電話が

鳴るのは添乗員からだと思い「もしもし」と日本語で出た。すると相手が、英語で喋ってきた。

あきらかに日本語訛りの英語ではないので添乗員ではないことに気が付いた。とっさに何を言

っていいかわからなくなった。もちろん英語ででのことであるが。仕方ないので「My name’s 

Shinji Masaki.」と言った。すると相手は、ｏｋ、ｏｋと何か言っていた。それで、電話が切

れたのであるが、後で考えたら頭に来た。何がｏｋ、ｏｋやねん。I’m sorry.と言わんかい

と思った。何で俺が名前を言わないかんねん。しかし、失礼な奴である。ああいう場合は、こ

ちらから、先に「Who is this?」と言ったらいいのかもしれない。しかし、とっさにそういう

ことが言えるわけない。完全にあわててしまっているのである。まあ、次回あのようなことが

あれば言えるかもしれない。 

コラム 

１．北欧美人（透けるような白い肌の色） 

今回北欧に来る前までは、北欧の女性は金髪が多いであろうと思っていたが、以外や以外、そ

んなに多くなかった。しかしである。相対的に何と肌の美しい人が多いのかと思った。何と表

現したらいいのか判らないが、透けるような白い肌とでも言うのか、例えて言えば、白人の子

供が綺麗な真っ白な肌をしているが、北欧の女性は、大人までそのような肌をしているのであ

る。普通、顔であればある程度化粧で誤魔化せるが、首までは化粧しないので、その肌の白さ

が本物か偽物か首筋を見れば判る。北欧の女性は、正真正銘首まで白いのである。当然、首か

ら下も透けるような白い肌なのであろう。そう思うと卑猥な表現であるがゾクッとする。もち

ろん、今回の旅行では、首から下を見るチャンスはなかったのであるが、一度見てみたいもの

である。（笑）アメリカ人などでも、肌の白い人は居ると思うが、相対的にそれは小さい時の

ことであって、大きくなればそばかすなどが出来ている人が多いような気がする。（統計を調

べたわけではないので、あくまで俺の想像と今までの印象であるが。）科学的に考えれば太陽

光線の量に影響されている部分があるのかもしれない。当然、北欧は太陽光線の量は、緯度が

高いので少ないはずである。今回の旅行では、その透けるような白い肌の北欧美人をカメラに

収めることが出来なかったのが残念である。 

２．東京、大阪の大きさ 

今回訪問国の首都でるヘルシンキ、オスロ、コペンハーゲンをまわったが、いずれも首都の割

にそんなに大きな町ではないのである。もちろん、国全体の人口も少ないし、人口密度も低い

のでそうなのかもしれないが、それに比べて日本の都市の大きいことがよく判る。俺も結構世

界の首都や大都市もまわったが、総合的に感じたのは、世界で一番大きな都市は、東京ではな

いかということである。もちろん、大阪も今回行った都市と比較すれば大きいのである。別に

大きいことがいいことだとは思わないが、中味は別としても、我が国は、狭い国であるが規模

が大きい国である。ある意味では、誇りを持っていいと思う。やっぱりアメリカと共に世界を

リードするだけの力と規模はあると思う。俺の考えも受け売りの部分はあると思うが、我が国

はそれだけ力のある国なのに、外交はへたであるし、儒教の教えを引きずっているのかもしれ

ないが、清貧思想というか、奥ゆかしいというか、自己主張が少な過ぎるような気がする。規
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模が大きい、力が強いと言って、奢ってしまい戦前のようなことになってしまっては困るので

あるが、もっと自信と誇りを持って、きちっと日本としての考え方を堂々と主張していくべき

である。今回の北欧旅行で規模という面からの比較でそのようなことを思った次第である。

我々日本人は、どんどん変わらなければならない。人間も国も変わらなければならない。もっ

ともっと自信を持って！！！！！ 

日記 

今日は１日自由行動の日なので朝はゆっくりした。ゆっくりしたといっても朝食の時間もあるので７

時頃に起きて８時には朝食をした。しかし、あまり早く出かけても暗いのでやっぱり出かけるのは９

時過ぎである。セントラル駅行きのバス停で富田親子に会った。彼女らも市内へ向かうとのことであ

るが、果たしてバス停がこの方向でいいのか判らないという。自分も判らない。だから３人寄れば文

殊の知恵というかみんなで渡ればこわくない式で勇気が湧いて自分が得意の（？）英語で、バス停で

待っている現地人に駅に行くのはこれでいいのかと聞いてみた。無事通じてこのバス停でいいことが

判った。通じてうれしかった。無事バスに乗って駅まで行った。自分は駅で降りようと思ったが、富

田親子は市庁舎まで行くというので一緒に行くことにした。市庁舎で降りてから、今度は帰る方法が

お互い判らないということで、念のために先ほどと同じくバス停で待っている人に聞いた。また通じ

て答えを得ることが出来た。そのバス停ではなく、向こうのコーナーの２５０Ｓバス停とのことであ

った。また、念のためにそのバス停まで行ったら、その通りであった。自分の英語も役に立った。富

田親子からも感謝された。しかし、自分一人であれば、付近の人に聞くことが出来なかったと思うが、

たぶん喋れないと思うが仲間が２人いると思ったら勇気が湧いてきて聞けたのである。富田親子の印

象は、娘について言えば、最初は目つきをみていると、ドラッグをやっているようなうつろな目で何

か違和感があったが、少し喋ってみると割に素直そうな子であった。親子連れが４組あったが、その

娘について言えば、富田親子が一番ましであったと思う。しかし、他の３組もそう感じは悪くなかっ

たが。富田の娘はフリーターとのことであった。まだ、親離れしていないのかな。富田親子と別れて

から、自分一人の行動となった。まず、市庁舎前で写真を撮った後にｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを見て計画を練った。

市庁舎を起点にして、環状に回り最終点も市庁舎にすることにした。クリスチャンボー城（国会議事

堂）～ニューハウン～アメリエンボー宮殿（王宮）～人魚姫の像～カステレット要塞～エスターアン

レッグ公園～国立美術館（前を通だけ）～ローゼンボー離宮～ローゼンボー公園～ストロイエ地区（商

店街散策）～市庁舎前広場というように回り、すべて徒歩で景観をじっくり観察することにした。と

りあえず広く浅くという感覚でみてまわるようにした。だから中まで入ってじっくりとは見ない。ま

あ、このコースであれば、昨日も見たところもかなりは行っているが、市内の主な観光場所は見るこ

とになる。後で判ったのであるが、主な観光場所はそんなに範囲が広くないと言うことである。十分

徒歩で回れた。しかし、５時間は歩いた。ゆっくりマイペースで歩いたので全く疲れなかった。まず、

クリスチャンボー城で中まで入ってじっくり観光した。国会議事堂も併設されているとのことである

が、どこが国会議事堂か判らなかった。次に国立銀行の前を通りニューハウンへ行った。昨日も行っ

たが、そこまで行きじっくり写真を撮った。アンデルセンの住んだ建物もあった。次は、王族のいる

アメリエンボー宮殿であるが、ここは、昨日見ているし前を通っただけであった。そんなに広大な場

所ではないので、それで十分であった。デンマーク王室はかなり開放的で簡単に中まで入って行けそ

うな感じであるが、きっちと衛兵がいるので無理であろう。アメリエンボー宮殿前のキオスクでトイ

レを借り小便をした。その後、側の岸壁沿いに歩いて人魚姫の像の所まで行った。岸壁は船を寄せる

ためのものではなく、遊歩道というような感じである。向かえ側は工場群があった。しかし、煙がど
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んどん出るような工場ではない。また海軍基地もあるようであった。昨日は、潜水艦がせん光弾を打

ち上げながら出航するところを見た。１５分間くらい歩いたのかな？人魚姫の像の所まで来た。昨日

は、ほとんど時間が取れず写真撮影した程度になってしまったので、今日はじっくり観察することに

した。人魚姫の像のある場所のロケーションとしては、イメージに反してバックに工場群が見えて少

し興ざめするところがある。対岸がなく海だけであったらもう少しイメージをかきたたせるであろう

が、工場群では少しなあ。でもそれが現実である。像そのものは、観光客がさわるのだろう。一部が

黒光りしていた。像の表情は読みとれないし、人魚姫の由来も知らないので、どんな感じで海辺にい

てるのか判らない。少しｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸなどで研究しておく。写真なども十分撮りその場を後にした。次

に回ったのは、人魚姫の側にあるカステレット要塞である。函館の五稜郭と同じ形をしている。まさ

に要塞なのである。要塞の土手沿いに約半周歩いた。一周歩くには時間がもったいないので割愛した。

その次に回ったのは、国鉄の駅を超えてエスターアンレッグ公園の中を歩いた。特に特徴のある公園

ではないが、ウイークデイでもありほとんど人もいなく静かな公園であった。次は、国立美術館の前

を歩き（美術には興味がないので中に入る気はなかった）その次は、ローゼンボー離宮も前を通った。

中には入ることが出来なかった。たぶん、軍隊の兵舎でもあるのか正門の前を通った時、若い頑丈そ

うな体をした兵隊がトレーニングに出て行った。次のローゼンボー公園は中に入りしばらく撮影した。

公園の中央に並木道があり、すごくムードのあるところで映画の撮影にはもってこいの場所という感

じがした。ずっと歩き続け少し腹が減ったが、ストロイエ地区まで歩いた。ストロイエ地区はほとん

どが歩行者天国で車は入っていなかった。日本で言えば銀座か心斎橋といったところであろう。商店

街である。ブランド品とか色々なものがあったが、自分はそんなものに興味はないのでどんどん歩い

ていった。２時過ぎであったであろうか、出発した市庁舎前広場に着いた。昼食を何処で食べようか

と考えたが、じゃまくさくなり前のバーガーキングでハンバーガーを食べることにした。バーガーキ

ングでは、最も大きなセットを注文。ハンバーガーは無茶苦茶大きいが値段も７０クローネ日本円で

１４００円近かった。とにかく何でも高い。食事が終わってからチボリ公園の前を通りセントラルス

テーションまで行った。昨日も行ったが、ビデオ撮影をしていなかったので、撮影のためである。一

応駅全体を撮り終えた。チボリ公園は駅の前にあるが、自分は遊園地などあまり興味がないので寄ら

なかった。最終観光は、このコペンハーゲン中央駅で終わった。この旅行の最終観光地であった。時

間は４時前であった。そろそろ暗くなってきた。ホテルに帰ることにして、駅前からバスに乗ろうと

思ったが、駅前はたくさんの人が乗るので手前の市庁舎前まで行って乗ろうと思い歩いてそこまで行

った。着いたらすぐにバスが来た。たまたま、同ツアーの西林夫婦も待っており一緒に乗った。得意

（？）の英語を使い、下車バス停のことを聞こうと会話文も用意していたがその必要もなくなった。

昨日西林夫婦はバスに乗っており、知っているみたいなので、その通りについていくことにした。バ

スは２階建てバスで下車バス停付近に来るまで２階席に座ることにした。下車バス停に着いたら西林

夫妻が運転手に聞いてそこで降りた。そして、ホテルに帰着した。着いてからすぐに夕食の買い出し

と今回気に入った土産用のニシンの酢漬けを買いに行くことにした。今日は、昨日のスーパーとは別

のスーパーに行った。昨日のスーパーの向かいあるスーパーである。そこで何種類かのニシン酢漬け

が売っていた。昨日のスーパーより安く１缶１５クローネほど。日本円で３００円ほどである。これ

は安いと思った。種類の違う４缶買った。この店にはカップラーメンがなかったので、それは昨日の

スーパーに行くことにした。一旦ホテルに帰り買ったものを置いてから再び昨日のスーパーに行った。

そこで、今度は違う種類のトマト味のカップラーメンを買った。それと、缶ビール１本、それとヨー

グルトを１本買った。ホテルに帰ってから昼食が遅かったのでオナカもまだ減っていないから、先に
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風呂へはいることにした。風呂から上がってから、８時過ぎに夕食のラーメンを食べた。トマト味の

ラーメンが美味しいのである。日本ではこの味のカップラーメンはないのである。たぶん現地の味に

してあるのであろうが、日本でもこの味は受けると思う。ニシン酢漬けに続いてお気に入りの味とな

った。土産に買って帰ろうと思い夕食後スーパーに行ったが、すでに営業は８時までで閉まっていた。

朝は８時から開いているみたいなので、明日の出発はゆっくりなので十分買う時間があり明日買うこ

とにした。一応最後の日なので、ウイスキーを飲みながらホテルの部屋でゆっくりくつろいだ。ニシ

ン酢漬けが傷むといけないので、冷蔵庫から飲料を出して入れておいた。インターネットで姉の家に

最後のメールをしてから寝た。 

 

７日目 １２月３日（金） 

起床 

７時に起きて風呂へ入った。昨日の晩も入ったが帰国までの長旅になるので入っておいた。荷物の整

理は昨日の夜にほぼ終わっているので余裕であった。土産で買ったニシンの酢漬け４缶はかなり重く

往きよりトランクは重くなっているであろう。収納スペースは、かなり余裕があり難なく収納するこ

とが出来た。１階のレストランで朝食を取ってから、近くのスーパーに行き土産として日清のカップ

ヌードルトマト味を５個買った。スーパーは、８時から開いており、昨日数が少なかったこのカップ

らーメーンも補充されていた。買物後、部屋へ戻り今回旅行のまとめをＩＣレコーダーに吹き込んだ。

今回の旅の状況は、かなりまめにテープに吹き込んだ。今までの海外旅行でも、ＩＣレコーダーを持

っていき状況を吹き込んでいたが、すべて中途半端なものになっていた。今回は、最後まで完璧とま

ではいかないが、かなりの綿密に状況を録音した。それと、ビデオ撮影もテープ３本し、デジカメで

の写真撮影も約１７０枚ほどした。帰国後、旅日記を作るつもりであるが資料としては十分である。 

朝食  ：  ７時半（ビッフェ形式の朝食） 

ホテル出発 

１０時１５分にホテルを出発。空港までは１０分もかからなかった。乗り継ぎ地のヘルシンキへ出発

まで１時間ほどあったので、残っているデンマーククローネを全部使い切ろうと思い、まだ購入して

いない近所への土産を購入した。残額を計算して適当なものを購入。チョコレートを購入したが、ど

こにでもあるようなチョコレートではなく、ここでしかないようなチョコレートを購入出来た。残額

をきっちり使い切ることは困難のなので、チョコレートを購入後余ったお金で板チョコを購入したら

ちょうど 0.75 クローネ余っただけに収めることが出来た。 

乗り継ぎ出発便名・区間 

コペンハーゲン／カストロップ国際空港～ヘ

ルシンキ／ヴァンター国際空港 

フィンランド航空 ＡＹ－６６６便 

出発 

１２時３０分（デンマーク時間 ヘルシンキ

までの所要時間：１時間半） 

１回目機内食（コペンハーゲン～ヘルシンキ間） 

１４時 軽食 フランスパンサンドイッチ、

ジュース、コーヒー、チョコレート 
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帰国出発便名・区間 

フィンランド航空・ＡＹ－０７７  ヘルシン

キ／ヴァンター国際空港～大阪／関西国際空

港 

出発 

フィンランド時間での１７時２０分に出発で

あったが、それまで時間があり、空港内のデュ

ーティーフリーショップなどを見て回ったり

して時間をつぶしたが、待合いロビーでアコー

ディオンを演奏している少女達を見かけた。何

かのアトラクションかどうか知らないが、搭乗待ちをしている乗客達を和ませるには、いい企画であ

ると思った。今まで世界の空港に何カ所も行っているが、こういう光景を見るのは確か初めてである

と思う。スペインからの乗り継ぎ客が便の遅れで搭乗が遅れ、

離陸したのは１７時５０分頃であった。 

ヘルシンキ空港待合いロビーに

ヘルシンキ空港搭乗案内板
２回目の機内食 

１９時 ちょっと変わった牛丼、茶そば（つゆが油濃くて変）、

フルーツ、パン、サラダ 

３回目の機内食 

８時（日本時間）朝食的メニュー、ウインナ、プレーンオムレ

ツ、ヨーグルト、コーヒー、パン 

買物、食事代など金銭面 

ホテルでの電話代精算：３１クローネ（６回分）約日本円換算

650 円、スーパーでの土産用カップヌードル（５個）：７０ク

ローネ日本円換算約 1500 円、空港でのチョコレート土産（５

箱）：２３３クローネ日本円換算約 5000 円 

上映映画 

１本目 洋画 スタンドバイミーに似た冒険娯楽映画 

最初の方は、見ていなかったが途中から見始め最後まで見た。特に印象はなく可もなく不可もなし。 

２本目 邦画「世界の中心で 愛をさけぶ」 

大感動した。この映画は、おそらく一生忘れないであろう。今回の北欧旅行にリンクして、いつま

でも自分の記憶の中に残っていく。この映画を思い出せば北欧旅行のことを、北欧旅行のことを思

い出せばこの映画のことが頭をよぎるであろう。詳しくは日記で。 

トピック 

１．７７歳の元気なツアー参加のおばあさん 

二人連れで山口県から来ていたおばあさんがいた。とにかく、元気そのもので、とても７７歳

には見えなかった。細い方のおばあさんと色々話したが、家では野菜を作って朝市で売ってい

るとのこと。また、親から相続した株などを持っているとかで、一時は３億円ほど持っていた

ようなことを言っていた。しかし、株で儲けたあぶく銭より、野菜を売って儲けたお金の方が

嬉しいと言っていた。そうかもしれないな。やはり、人間は労せずして儲けた金より、汗水た

らして儲けたお金の方が値打ちを感じるのであろう。自分は現在無職で、株で利益を出して将
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来の生活費のことを考えているが、ある意味で原点に返って、汗水たらしてお金を稼ぐことも

念頭に置いて、これからのことを考えていかなければと考えさせられた。このおばあちゃんが、

どんな株を買ったらいいかと聞くので、あくまで買う買わないは自己責任ということを前置き

して、みずほフィナンシャルグループがいいのではと言った。しかし、こうも付け加えた。今

現在の資産が、１億５千万円あるならば、死ぬまでに使い切れないし、リスクを冒してまで株

を買う必要はないと言っておいた。こうして旅をすることで、見ず知らずのおばあちゃんなど

と色々なお話を出来ることは、旅の醍醐味というような気がした。こういったおばあちゃんと

話することは、自分のこれからの人生についての参考にもなる。やっぱり旅は良い。 

コラム 

１．ヨーロッパの入出国審査 

ヨーロッパでの入出国審査は、ヨーロッパ以外から入国した時は、通常通りに入国審査を受け

なければならないが、一旦入国してしまうと、ヨーロッパ内の国に移動する場合、改めて入国

審査を受けなくてもいいみたいである。その範囲が、ＥＵ圏内のみなのか、ヨーロッパ全体な

のかは知らない。ＥＵ外でも何か特約があるのかもしれない。ノルウェーはＥＵに加盟してい

ないのであるが、ヘルシンキからオスロに移動した時、入国審査はなかった。また、出国の場

合は、アメリカなどと同じく簡略化されている。日本の場合は、入出国共に厳重にしている。

ヨーロッパの入出国について、今後よく調べてみようと思う。 

２．フィンランドの空港での案内表示板 

フィンランドの国語は、フィンランド語とスウェーデン語の２カ国語である。空港の表示もフ

ィンランド語、スウェーデン語、英語の３カ国で書かれている。もちろん、フィンランド語を

使う人が圧倒的に多いとのこと。 

日記 

出発が１０時１５分なので朝はゆっくりした。７時に起きて風呂へ入り、１階に降りて食事をした。

その後、スーパーに土産のトマト味のカップヌードルを買いに行った。５個購入。ホテルに帰りトラ

ンクに詰めた。幸いかさばるものの何とか入った。入らなかったら手荷物にするつもりであったがか

さばるので辛いと思っていたが助かった。（少し重いが、ニシン酢漬けも中に入った。重量がかなり

になったと思う。空港での計量は２６㎏であった。）１０時１５分にコペンハーゲン国際空港に向か

って出発。空港は近くなのですぐに着いた。コペンハーゲン発が１２時半なので結構時間があった。

その間を利用して、残りのデンマーククローネで土産を買った。自分の家、姉の家、近所３軒分（豊

田、鯛天、木本）の５個購入。残りの金額に合わせて購入。少し余った分で板チョコを購入したら最

終的に残ったのは０．７５クローネでロスを出さずに済んだ。１２時半定刻通りに飛行機は出発した。

軽食がすぐに出た。ヘルシンキには、約１時間半で到着。しかし、時刻は１時間戻した。（時差１時

間）関空へ向けての出発は１７時２０分。時間がくるまでショッピング街を色々見て回った。もうお

金がないので見るだけである。出発は少し遅れた。乗り継ぎの人たちの便が遅れているとのことでの

待機であった。２０分ほど遅れて１７時５０分に出発。しばらくして食事が出た。内容は、少し変わ

った牛肉玉子丼といったものと、ちゃそば（そのつゆが少し油が入っているような感じでうまくなか

った。）、デザートなどであった。映画もすぐに始まった。１本目は、スタンドバイミー的な少し冒険

の映画。そんなに印象に残るものではなかった。２本目に見た映画が大感動。僕の一生の思い出の映

画になるであろう。この映画を見ると北欧旅行を思い出し、北欧旅行のことを思い出せばこの映画を

思い出すであろう。完全にリンクされたように思う。映画の題名は「世界の中心で愛をさけぶ」とい
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うもので半年前に封切りされた。何だか新聞の週刊誌の広告でタイトルを見たことがあるが、興味を

示さなかった。今日、その映画をみて涙の感動を憶えた。主なキャストは、大沢たかお、柴咲こう、

長澤まさみ、森山未来、山崎努。ストーリーは、ホームページから抜粋で次のようなものである。 

 

「朔太郎（大沢たかお）はまだ、自分の結婚に現実を感じられていない。そんな時、婚約者・律子（柴

咲コウ）が二人の新居に書き置きを残して突如、失跡する。律子の行き先が四国だと知り、そのあとを

追う朔太郎だったが、そこは初恋の相手・アキ（長澤まさみ）との思い出が眠る場所でもあり、朔太郎

はしだいにその想い出のなかに迷いこんでしまう。 

 

サク（高校時代の朔太郎：森山未來）とアキの初恋は甘く淡いものだった―― 一緒にラジオ番組に投

稿したり、ウォークマンで声の交換日記のやりとりをしたり、無人島への一泊旅行をしたりと、二人に

とってはすべての一瞬が永遠のように感じられた。 

 

ところがアキが不治の病であることが発覚し、運命が急転する。懸命に生きようとするアキだが、直面

する現実は避けられない。一方、サクは、アキのあこがれだったオーストラリアの神聖なる土地・ウル

ルにアキを連れていく計画を思いつく。そして、病院を抜け出した二人は、空港に向かう……。 

 

――現在と思い出の迷宮をさまよう朔太郎と律子は、やがて、隠れていた「真実」を手繰り寄せる。そ

して、かつて伝えられることのなかったアキの最期のメッセージが、十数年の時間を超えて朔太郎のも

とへ届くこととなる……。」 

 

というようなものである。見ながら涙がこぼれてきた。まわりは暗いし、みんな寝ているので恥ずかし

くなかった。映画のおもしろみからそれてしまうが、もちろん日本語での放映であったが外人用に英語

の字幕が流れており、少し英語の勉強にもなった。久しぶりにこのような純愛映画を見た。感動した。

最初の方は、少し寝ていたので見ていなかった。途中からであるので、１２月２３日にＤＶＤが発売さ

れるので購入する。終わってから、そんな感動の覚めやらぬ中で少しうとうとした。関空到着前に朝食

が出た。卵とウインナなどの完全な朝食タイプの食事であった。 

 

８日目 １２月４日（土） 

関西空港到着（帰国）  ９時５０分（日本時間） 

上本町行きバス  １０時４０分（日本時間） 

大和高田行き近鉄電車  １１時３５分（日本時間） 

帰宅   １２時半（日本時間） 

日記 

日本時間の午前１０時頃に定刻通り関空に到着。入国手続き、手荷物を受取、１０時４０分の近鉄バ

スに乗り上本町に向かった。到着後、ちょうど急行がありそれに乗った。大和高田に着いてタクシー

で家に帰ってきた。１２時半前であった。今回の旅行も思い出と共に無事終了した。帰ってから荷物

の片づけを行い、土産で買ってきたカップラーメンを食べてから、３時間ほど昼寝した。昼寝という

より本寝といったほうが良いかもしれない。昨日の飛行機の中で殆ど寝ていないからである。 
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旅行を終えて 

昨年の１２月にカナダのイエローナイフに行って以来の海外旅行であった。１年のブランクがありな

がら何だかそんなに久しぶりのような気がしなかった。失業以来、この２年半間で１３回の海外旅行

を経験した。そんな短期間のうちに集中的に行った感じなので、かなり慣れっこになったようで、少

し感動が少なくなっているのかもしれない。しかしながら、今回も今までに経験したことや見たこと

のないような所も見たので、それなりの感動はあった。フィヨルドの大自然、豪華客船による１泊船

旅、直接に関係はないのであるが飛行機内で見て感動した映画「世界の中心で愛をさけぶ」など一生

の思い出に残るものがあった。やっぱり旅っていうものは良い。様々な好奇心を呼び起こさせ、今ま

でになかったものを体験させてくれる。少しオーバーなのかもしれないが、良いこと悪いことも含め

て精神的にも肉体的にも、すごく刺激を与えてくれ精神的にすごく自分自身を成長させてくれるよう

な気がする。今回も、そんなエキサイティングな刺激や感動を与えてくれた。これからも、体力、気

力と経済力が続く限り、たまの海外旅行を続けていきたい。但し、条件付きである。その条件とは、

メリハリを付けるということである。しょっちゅう海外に行っておれば、有り難みもなくなるし、マ

ンネリにもなるし、また、感動も刺激も少なくなってくるであろうから、日頃は、適度に肉体や精神

に負荷をかけ、苦労やしんどい思いもすることである。その手段については、色々考えていきたいが、

働くこともその一つであると思う。どのような方向に動くかもしれないが、とにかく自分自身に対し

て適度な負荷をかけることを考えたい。苦労やしんどいこともあるから、たまの海外旅行も楽しさや

開放感が増すのである。（毎日、ご馳走ばかり食べていれば、ご馳走がご馳走でなくなってしまうの

と同じことである。）その辺でバランス良く、今後、俺が生きていく上でのモットー「明るく、楽し

く、元気に」を実現させていきたい。今回の旅行から、そんなことを考えた次第である。 

 

平成１６年１２月２９日（水） 

書斎にて 

 

＊＊編集後記 

観光した各所の案内文や感想文と日記部分の記述が完全に重複しているが、日記部分について

は、構成など何も考えずに徒然に書いた本当の日記からの引用であり、各所の案内文と感想文

は、構成を考えながらガイドブックなどを参考にしながら書いたものなので日記と重複してし

まったのである。その点をご了解頂きたい。また、文章の未熟さや誤字、脱字があるかもしれ

ないので、その点も合わせてご了解頂きたい。いずれにしても、一般に公開するものではない

ので、細々したことに気を遣わず、自分自身の心情そのもので、虚栄もなくザックバランに書

いた自分の生き方、考え方そのものであり、性格が赤裸々に出ていると思って貰ってもよい。 

以上 
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付録     添乗員によるツアールート紹介 
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