
               【【【【巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言】】】】    

 1

                 

ＮＰＯ法人ロングステイクラブ理事長 塚本茂 

マネープランマネープランマネープランマネープランをををを考考考考えるえるえるえる    

            ごごごご参考参考参考参考までにまでにまでにまでに    

誰しもが願ってやまない人生の幸をどうデザインするのか、人生最大のテーマでありま

す。長年の夢を叶えるにはどうしたらよいか、そんな悩みを抱える方々のお手伝いをした

い、それが「ＮＰＯ法人ロングステイクラブ」です。第二の人生へ向けて行動を始めてい

る方はもちろん、ご自分の可能性を模索している方々や、夢への第一歩がなかなか踏み出

せない方々こそ「ロングステイクラブ」に入会されて「会報を」みたり、会員の体験談を

聞いて頂きたいのです。 

ライフデザインライフデザインライフデザインライフデザイン    

 これからどんな人生を送りたいかという「ライフデザイン」を描いて見て下さい。まだ

働きたいのか、ボンランティアをしたいのか、海外でステイしたいのかなど、今後の人生

のデザインを描いてみるという事です。暮らし方が違えば生活費も変わりマネープランは

大きく変わります。ライフデザインを描く際のポイントは、一人だけで考えず夫婦で考え

ること。海外ステイをしたいと考えても結局奥さんに反対されてしまったという話はよく

聞きます。実際にマネープランを立てる時に意識して欲しいのは、広い意味で資産を豊か

にすると言うこと、ただ単に資産を増やすばかりが豊かになることではない。これからは

人生の豊かさを資産と捉えて欲しい。そうすると、健康、多くの友達、精神的な充実感、

こういうものが資産となる。これからは人生の豊かさを得るためにお金を使う事も、広い

意味で言えば資産を増やすことになるはずです。 
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イギリスイギリスイギリスイギリスででででロングステイロングステイロングステイロングステイ!!!!!!!!        （（（（そのそのそのその１１１１））））  

                                            ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日    福島啓子福島啓子福島啓子福島啓子                 
“ただいま～” 

初めて、イギリスを訪れたのは、1997年 5月、あのヒースロー空港上空から眺めたLondon

の景色に魅せられ、訪ねること今回で６回目になりました。毎回楽しませてもらっている 

お返しに、何かボランティア活動が出来ないものかと考えていたところ、ロングステイク

ラブ英国サポートセンターのとも子ハリスさんから、現地サークル活動を紹介していただ

き、参加することに決めました。イギリスは昔から国、港を開放し、移民、難民を受け入

れてきたので、政治経済、教育、すべてにおいて、人種問題を抜きに物事を考えられませ

ん。そのためコミュニケーションをとる方法として、市民活動、ボランティア活動が盛ん

なのです。そのサークル活動で日本文化の一つである、お茶のお点前、つるし雛の紹介と

製作をしてきました。 

 又イギリスの NPO.Bridge of Peace のイベントに参加し、東北の津波アピールを通し

てイギリスのボランティア活動の一端を体験する事もできました。 

 

◎ ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの旅旅旅旅スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

5/10  10:50AM  成田発 ロンドン、ブリストルを経由しウエストンスーパーメアに着い

たのが、20:30PM 時差が８時間あります。この時期イギリスの日没が２１時過ぎなので、 

まだ明るかったです。 

◎ブリストル：ロンドンから列車で２時間西に行ったところにある街で、人口４０万人。

エイボン川の河口に位置し古くから（市の中心の公園にはビクトリア女王の銅像がある）

貿易港として栄えています。 

◎スーパーメア：ブリストルから車で３０分ほど南に下がる。ビクトリア朝の面影を残す

静かで落ち着いた港町です。夏は避暑地として賑わっています。 

                   

 

 

 

                       （スーパーメアの海岸） 

                      

 

 

 

                         

 スーパーメア ブリストル ロンドン          （ウエストンの町並み） 
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5/11  ネルジー教会  

   ダンスサークルに参加。中国人のリンダさんを中心に週一回練習をしています。 

  中東の人が多く、インディアンダンスを教えてもらいました。お礼に、つるし雛を紹 

  介し、後日作り方を教えました。リンダさんのご主人が上手に作りました。仕事が終

わってからの集まりなので、フラットに着いたのが、23 時を過ぎていました。私を送

ってくれたボランティアの人は、それから１時間かけて家に戻ったそうです。 

5/13 ブリストル ジャネットさんの自宅 日曜礼拝に出席 

  イギリス人、アメリカ人の牧師２人、日本企業で働く人など１２人が参加して、礼拝 

  後、持ち寄りランチをしながら話し合いをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

    （ネルジー 雛講習）             （日曜礼拝） 

5/14 エイボン コミュニティーセンター 

   手話教室に参加。講師は８０歳を過ぎた婦人。ボランティアの人が講師を遠くに 

ある家まで送迎します。終了後 お茶のお点前をしました。日本の抹茶の味？ 

  皆喜んで飲んでくれました？日本から持参した干菓子が人気でした。 

5/15 バジーセンター（スーパー メア）のイベントに参加 

   市長、奥さんと共に市民２００人程が参加して、ランチをしながら交流をはかりま

した。この場でもつるし雛の紹介をし、作り方を教えました。イベントに参加したブ

ルガリア人のべラさんが、上手につくりました。市長につるし雛をプレゼントして、

寄付を頂きました。ここでは市長の任期が１年と聞いて驚きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 （お茶のお点前）             （市長ご夫妻と雛） 

5/16 ネルジー集会所  
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    午前 スペイン語の教室に参加。 

 つるし雛を紹介する。雛の一つ一つをスペイン語に訳して勉強しました。 

こんにちは→Hola! ありがとう→Gracias 桜→cerezo 椿→camelia 鶴→grua 

  午後 ウエスタンの教会で市主催の集会に参加。 

   各地域でボランティアに関わる人々が集まり、活動報告、問題点を話し合います。

３５人の集まりで１７ヶ国の人がいたのには驚きました。 

5/17 イギリスに住む日本人女性３人とティータイム 

   ご主人達は皆イギリス人、手作りスコーンを囲みながら、生活、子育てについて話

し合い、楽しい時間を過ごしました。このうちの一人のご主人が１週間前に被災地であ

る東北を訪れていました。 

 
（ネルジーの集会所） （リバティプリントの雛）     （ティータイム） 

5/19 ブルストル NPO Bridge of Peace のイベントに参加 

   世界平和についてのディスカッション、と共に津波アピール、つるし雛の紹介、日

本的グッズのチャリティーバザーをしました。 

  ブルストル市の福祉担当のシミさんの参加、協力のもとに活発な意見交換ができまし

た。飛び入りで参加した日本からの留学生が、津波の写真に深く感じるものがある、

としみじみコメントしていたのが印象的でした。私はここで、日本のひな祭り、つる

し雛の説明をし、持参した日本的グッズ（うちわ、風呂敷、てぬぐい、おりがみ…） 

のチャリティーバザーをしました。その寄付金を埼玉 NPO センターを通し、被災地か

ら埼玉県に避難して来た方々を支援するために役立てていただきました。 

 

 

 

  （イベント後記念撮影）        （東北被災地の写真） 

 

 

 

 

（イベント後の記念撮影）            （東北被災地の写真） 
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5/21 とも子さんの家でバイバイパーティー 

 
   （とも子さん宅）            （二週間過ごしたフラット） 

 

今回イギリスの多くのサークル活動、イベントに参加させていただき、はじめはどうな

る事かと思いましたが、あっと言う間の２週間でした。 

この体験を通し、たくさんの事を学びました。そして感じた事は、人種の違い、言葉の違 

いは、あっても、実際、会ってお互い向き合い、手を握り合うだけで、通じるものがある、

という事でした。 

日本でも神戸の大震災、昨年の東日本大震災以来、多くのボランティアの方が復興に参加、 

協力しています。しかしまだまだ十分とはいえません。はじめは小さな一歩、でも、それ

がやがて、大きな一歩につながることを願って、ヒースローを後にしました。 

 

                           

◎次号では、プライベートで旅した、ストーンヘンジ，バース、 

コッツォルズ、グロスター、ウェールズを紹介します。 

  

 

    英国英国英国英国サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター 
        ＷｅｓｔｏｎＷｅｓｔｏｎＷｅｓｔｏｎＷｅｓｔｏｎ    ＡｃａｄｅｍｙＡｃａｄｅｍｙＡｃａｄｅｍｙＡｃａｄｅｍｙ    ＵＫ（ＵＫ（ＵＫ（ＵＫ（ウェストンアカデミーウェストンアカデミーウェストンアカデミーウェストンアカデミー    ＵＫ）ＵＫ）ＵＫ）ＵＫ） 

短短短短、、、、長期間長期間長期間長期間ののののホームステイホームステイホームステイホームステイ                                ホームページホームページホームページホームページ    （（（（英語英語英語英語とととと日本語日本語日本語日本語）））） 

英国英国英国英国のののの文化文化文化文化、、、、人人人人にににに触触触触れるれるれるれる        http://www.westonacademy.co.uk/academy/jp/greeting.aspxhttp://www.westonacademy.co.uk/academy/jp/greeting.aspxhttp://www.westonacademy.co.uk/academy/jp/greeting.aspxhttp://www.westonacademy.co.uk/academy/jp/greeting.aspx 

コッツウォルトコッツウォルトコッツウォルトコッツウォルトのののの旅旅旅旅 

イギリスイギリスイギリスイギリスででででボランティアワークボランティアワークボランティアワークボランティアワークをするをするをするをする        日本国内日本国内日本国内日本国内ででででコンタコンタコンタコンタクトクトクトクトできるできるできるできるホームページホームページホームページホームページ 

先生先生先生先生のののの家家家家にににに下宿下宿下宿下宿してしてしてして勉強勉強勉強勉強するするするする                            http://www.tfsk.net/ 

英語学校英語学校英語学校英語学校にににに入入入入ってってってって勉強勉強勉強勉強するするするする                                鈴木鈴木鈴木鈴木までまでまでまで 
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           マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアでででで感感感感じたじたじたじた日本日本日本日本    

          （Look Malaysia Program） 

2012-9-7   さいたま県立大 講師    磯田昇   

 

 

 8 月末から 9 月初旬までの 10 日間くらいの私にとっては短期間でしたが、首

都 K/L を中心に現地の大学との留学生派遣に付いて議論を重ねてまいりました。 

当面は日本の学生たちが海外派遣を嫌がるのを承知のうえで、それでも作っ

たプログラムで、「将来のグローバル人材を育成する」ことを目的としたもので

単に語学留学だけではなく、現地大学での単位取得の可否、更にはシラバスレ

ベルに至るまでの詳細に付いても話し合い、1 年間で日本の大学で取得する 30

単位程度を付与出来るか否か、更にはその単位が日本の大学で認定出来るか否

か、その筋の専門家などを交えて会合を重ねて来ました。 

お蔭さまで幾つかの大学が興味を示してくれましたので、出来れば 2013 年か

ら実施の方向で纏める計画に一筋の光が見えてきました。勿論日本の学校は 4

月入学制度のみをとっているので実際の派遣は 9 月頃からとなりそうです。帰

国後はそれらを含め 4 年間で卒業出来る訳です。 

  （各大学とのミーティング風景）         （高等教育省局長訪問） 

      

戦後或いは明治以降日本が急成長出来たのも、先代たちが長い時間をかけ乍

も教育に情熱を注いできたからに他なりません。大学生が現在抱えている課題

は多山ありますが、先ず以って「「「「読読読読みみみみ・・・・書書書書きききき・・・・ソロバンソロバンソロバンソロバン」」」」です。我々が日常使

用する日本語を正しく読み・書き・そして計算すると言った初期的なことが出

来ない学生が急増しています。授業を聞いていても判る訳がありません… 

大津市教育長のいい加減な態度や同教育委員会の曖昧な事例を出すまでもな

く、9 年間もかけて一体全体何を教えているの??との素朴な疑問が当然ながら湧

いて来ます。改善には外部人材で時間をかけながらも、急いで対策するより手

はないように感じます～～ 

（橋下市長のように、強引でないと恐らく本質は変わらないでしょう‼ 教育委

員会はいずこも自己保身組織のようですから…） 
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 さて現地で会合中に思わぬお話が舞い込んで来ました。国立大学の某 Prof.が

上級ビジネス日本語を積極的に教えたいのだが、出来る人がいないとの事でし

た。私は外国人に日本語を教える仕事をしていますが、現在は特に人口の少な

い「中上級ビジネス日本語」を担当しております。これらはビジネス経験・知

識+日本語教授法が必要で、能力検定試験対策中心の日本語学校や大学の日本語

学科などでは、残念ながら殆ど学べません。 

 

 早速使用している資料などを送り相手の反応を待ってみようと考えています。 

出来るならば、将来マレーシアに住まいしながら、子供や学生たちに日本語を

教えられたらなあ～とも考えています。 

 

 Malaysia は 2020 年に先進国入りを目差しています。今の調子でいけば恐ら

く達成可能ではないかとも思います。日本が急速に伸びた昭和 40 年代から 50

年代を彷彿とさせてくれます。庶民の笑顔や目の輝き・自信等がそれを物語っ

ているように感じます。 

 

 GNI 比でもアジア NO.1 の座は既にシンガポール（＠57,000$）に奪われて久

しいですが、今の日本（＠35,000$）はそのうちに 5 番・6 番と段々低落して行

くように感じられてなりません。 

 ＜緑の首都           インド人街           マラッカ＞ 

       

 

「政治」が再び日本に「夢を持てる国造り」を目差してくれたらなあ…と淡

い期待を持っていますが、政権争い・派閥・ポスト・利権にしか興味を示さぬ

先生方では所詮無理な要求なのでしょうね。 スポーツ界などから人気投票的

に選出された先生方は今何をされているのでしょうか ?? 

首相の座を無責任にも短期間で一方的に放り出しておいて、改めて首相（総

裁選）に立候補するくらいの図々しさがないと務まらないのが、この世界なの

かも知れません。 

兎にも角にも将来を担う若者たちに期待したいとの願いをかけてのこのプロ

ジェクト、さてどうなりますやら…でもでもでもでも少少少少しはしはしはしは期待期待期待期待したいしたいしたいしたいと願っています。 
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スペインスペインスペインスペイン・・・・サンチャゴサンチャゴサンチャゴサンチャゴへのへのへのへの巡礼巡礼巡礼巡礼のののの旅旅旅旅（（（（そのそのそのその 2222）））） 

                        会員会員会員会員    森川浩司森川浩司森川浩司森川浩司 

■巡礼巡礼巡礼巡礼ってどんななのってどんななのってどんななのってどんななの？？？？ 

 典型的典型的典型的典型的なななな巡礼巡礼巡礼巡礼のののの一日一日一日一日をををを紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。朝朝朝朝はははは、、、、各自各自各自各自 5555 時半時半時半時半ごろからごろからごろからごろから、、、、巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿（（（（スペインスペインスペインスペイン

語語語語ででででアルベルゲアルベルゲアルベルゲアルベルゲ））））のまだのまだのまだのまだ暗暗暗暗いいいい部屋部屋部屋部屋のののの中中中中でごそごそでごそごそでごそごそでごそごそ準備準備準備準備をををを始始始始めますめますめますめます。。。。寝袋寝袋寝袋寝袋をたたみをたたみをたたみをたたみ、、、、服服服服をををを着着着着

てててて、、、、トイレトイレトイレトイレにににに行行行行ってってってって洗顔洗顔洗顔洗顔などをなどをなどをなどを済済済済ませてませてませてませて、、、、リックリックリックリックをまとめてをまとめてをまとめてをまとめて、、、、ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルにににに水水水水をををを水道水道水道水道かかかか

らつめてらつめてらつめてらつめて、、、、6666 時半時半時半時半ごろにはごろにはごろにはごろには巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿をばらばらとをばらばらとをばらばらとをばらばらと出発出発出発出発していきますしていきますしていきますしていきます。。。。朝食朝食朝食朝食はははは次次次次ののののバールバールバールバール（（（（飲飲飲飲んんんん

だりだりだりだり食食食食べたりできるべたりできるべたりできるべたりできる現地現地現地現地にたくさんあるにたくさんあるにたくさんあるにたくさんある飲食店飲食店飲食店飲食店でででで安安安安いいいい））））までまでまでまで我慢我慢我慢我慢してしてしてして2222時間時間時間時間ほどほどほどほど歩歩歩歩きますきますきますきます。。。。

（（（（時速時速時速時速はははは４４４４～～～～５５５５ｋｍｋｍｋｍｋｍですですですです））））そこでそこでそこでそこでミルクコーヒーミルクコーヒーミルクコーヒーミルクコーヒー100100100100 円円円円ととととポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツをををを一切一切一切一切れれれれ 130130130130 円円円円

をををを食食食食べべべべ、、、、トイレトイレトイレトイレにににに行行行行ってからってからってからってから、、、、歩歩歩歩きききき始始始始めますめますめますめます。。。。今度今度今度今度はははは 3333 時間時間時間時間ほどほどほどほど歩歩歩歩きききき、、、、またまたまたまたバールバールバールバールによっによっによっによっ

ててててサンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチ 300300300300 円円円円・・・・ビールビールビールビール 100100100100 円円円円などのなどのなどのなどの昼食昼食昼食昼食にしますにしますにしますにします。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた 2222 時間時間時間時間ほどほどほどほど歩歩歩歩いていていていて、、、、

巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿のののの受付受付受付受付にににに並並並並びますびますびますびます。。。。 

    たいていのたいていのたいていのたいていの村村村村にはにはにはには巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿はははは 2222 箇所以上箇所以上箇所以上箇所以上あってあってあってあって、、、、一一一一つはつはつはつは教会教会教会教会のやっているもののやっているもののやっているもののやっているもの、、、、他他他他はははは個人個人個人個人

がやっているものですがやっているものですがやっているものですがやっているものです。。。。値段値段値段値段はははは教会系教会系教会系教会系がががが 1111 泊泊泊泊 300300300300 円円円円～～～～600600600600 円円円円、、、、個人系個人系個人系個人系はそれよりはそれよりはそれよりはそれより 100100100100 円円円円ほほほほ

どどどど高高高高くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。宿宿宿宿のののの提供提供提供提供するものはするものはするものはするものは、、、、ベッドベッドベッドベッド（（（（2222 段段段段ベッドベッドベッドベッドがががが多多多多いいいい）、）、）、）、シャワーシャワーシャワーシャワー、、、、洗濯場洗濯場洗濯場洗濯場

とととと干干干干しししし場場場場、、、、そしてそしてそしてそして自炊用自炊用自炊用自炊用ののののキッチンキッチンキッチンキッチンですですですです。。。。チェックアウトチェックアウトチェックアウトチェックアウトはははは朝朝朝朝のののの 8888 時時時時。。。。消灯消灯消灯消灯はははは夜夜夜夜のののの 10101010 時時時時でででで

すすすす。。。。ベッドルームベッドルームベッドルームベッドルームはははは男女同室男女同室男女同室男女同室。。。。6666－－－－20202020 人部屋人部屋人部屋人部屋がががが一般的一般的一般的一般的ですですですです。。。。チェックインチェックインチェックインチェックインはははは大抵午後大抵午後大抵午後大抵午後のののの 1111

時時時時からなのでからなのでからなのでからなので、、、、並並並並ぶぶぶぶ場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。泊泊泊泊まれないということはありませんまれないということはありませんまれないということはありませんまれないということはありません。。。。 

    おおおお金金金金をををを払払払払いいいい、、、、巡礼巡礼巡礼巡礼ノートノートノートノートににににスタンプスタンプスタンプスタンプをををを押押押押してもらってからしてもらってからしてもらってからしてもらってから、、、、自分自分自分自分ののののベッドベッドベッドベッドをををを確保確保確保確保しししし、、、、シシシシ

ャワーャワーャワーャワーをををを浴浴浴浴びてびてびてびて、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯をしてをしてをしてをして干干干干しししし（（（（今今今今はははは夜夜夜夜のののの 10101010 時時時時ごろまでごろまでごろまでごろまで明明明明るくるくるくるく、、、、陽射陽射陽射陽射しもしもしもしも夕方夕方夕方夕方までまでまでまで強強強強いいいい

のでのでのでので数時間数時間数時間数時間でででで乾乾乾乾きますきますきますきます）、）、）、）、そのそのそのその後後後後、、、、近近近近くのくのくのくのコンビニコンビニコンビニコンビニなどになどになどになどに夕食夕食夕食夕食のののの材料材料材料材料をををを買出買出買出買出しにしにしにしに行行行行きききき、、、、キキキキッッッッ

チンチンチンチンでででで飯飯飯飯をををを作作作作りりりり、、、、周周周周りのりのりのりの人人人人たちとたちとたちとたちと歓談歓談歓談歓談しながらしながらしながらしながら食食食食べますべますべますべます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろんワインワインワインワイン付付付付きききき（（（（1111 本本本本 150150150150

円円円円））））にしますにしますにしますにします。。。。夜夜夜夜のののの 9999 時時時時ごろからごろからごろからごろから寝支度寝支度寝支度寝支度がはじまりがはじまりがはじまりがはじまり 10101010 時時時時にはにはにはにはシーンシーンシーンシーンとなりますとなりますとなりますとなります。。。。 

    巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿でででで一番嫌一番嫌一番嫌一番嫌われるのはわれるのはわれるのはわれるのは、「、「、「、「いびきいびきいびきいびき」」」」ですですですです。。。。耳栓耳栓耳栓耳栓もももも役立役立役立役立たたないいびきもありたたないいびきもありたたないいびきもありたたないいびきもあり、、、、次次次次のののの日日日日

からはだれもがそのひとをからはだれもがそのひとをからはだれもがそのひとをからはだれもがそのひとを避避避避けるようになりますけるようになりますけるようになりますけるようになります。。。。慣慣慣慣れてくるとれてくるとれてくるとれてくると、、、、体型体型体型体型をををを見見見見ただけでただけでただけでただけで判断判断判断判断

できるようになりできるようになりできるようになりできるようになり、、、、ベッドベッドベッドベッド選選選選びにびにびにびに役立役立役立役立てますてますてますてます。。。。    またまたまたまた、、、、日本人日本人日本人日本人はははは、、、、すっかりすっかりすっかりすっかり TOTOTOTOTOTOTOTO のあるのあるのあるのある

生活生活生活生活にににに慣慣慣慣らされていてらされていてらされていてらされていて””””ウオッシュレットウオッシュレットウオッシュレットウオッシュレット““““がががが無無無無いとかなりいとかなりいとかなりいとかなり辛辛辛辛いということですいということですいということですいということです。。。。 

    巡礼道巡礼道巡礼道巡礼道はははは畑畑畑畑、、、、森森森森、、、、山山山山、、、、川川川川などなどなどなど美美美美ししししくくくく素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい自然自然自然自然のののの中中中中をををを通通通通っておりっておりっておりっており、、、、整備整備整備整備されされされされ、、、、歩行歩行歩行歩行

者専用者専用者専用者専用でででで足足足足をををを痛痛痛痛めないようにめないようにめないようにめないように舗装舗装舗装舗装はしないなどのはしないなどのはしないなどのはしないなどの配慮配慮配慮配慮がしてありがしてありがしてありがしてあり、、、、道道道道にににに迷迷迷迷わないようにわないようにわないようにわないように分分分分

岐点岐点岐点岐点にはにはにはには必必必必ずずずず矢印矢印矢印矢印がありますがありますがありますがあります。「。「。「。「グラディエーターグラディエーターグラディエーターグラディエーター」」」」のののの映画映画映画映画そのもののそのもののそのもののそのものの、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく古古古古いいいい村村村村々々々々

にににに住住住住むむむむ村人村人村人村人たちもたちもたちもたちも、、、、巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者にににに優優優優しくしくしくしく親切親切親切親切でででで、、、、すれすれすれすれ違違違違うときにもうときにもうときにもうときにも必必必必ずずずず””””オラーオラーオラーオラー““““とかとかとかとか””””ボンボンボンボン、、、、

カミーノカミーノカミーノカミーノ““““（（（（こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは、、、、良良良良いいいい巡礼巡礼巡礼巡礼をををを））））とととと声声声声をかけてくれますをかけてくれますをかけてくれますをかけてくれます。。。。 

    毎日毎日毎日毎日 20202020－－－－30km30km30km30km 歩歩歩歩くのでくのでくのでくので、、、、日焼日焼日焼日焼けやけやけやけや、、、、熱中症熱中症熱中症熱中症にににに注意注意注意注意がががが必要必要必要必要でででで、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん身体身体身体身体のあちこちのあちこちのあちこちのあちこち

もももも痛痛痛痛くなりますくなりますくなりますくなります。。。。特特特特にににに足裏足裏足裏足裏にはまめがにはまめがにはまめがにはまめが出来出来出来出来たりたりたりたり、、、、皮皮皮皮がむけたりとがむけたりとがむけたりとがむけたりと大変大変大変大変ですがですがですがですが、、、、それもそれもそれもそれもだんだんだんだん
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だんとだんとだんとだんと慣慣慣慣れてきますれてきますれてきますれてきます。。。。欧米人欧米人欧米人欧米人はみなしっかりとしたはみなしっかりとしたはみなしっかりとしたはみなしっかりとした皮皮皮皮ののののトレッキングシューズトレッキングシューズトレッキングシューズトレッキングシューズをををを履履履履いていいていいていいてい

ますがますがますがますが、、、、重重重重いのでいのでいのでいので軽軽軽軽くてくてくてくて風通風通風通風通しのしのしのしの良良良良いいいいサンダルサンダルサンダルサンダル風運動靴風運動靴風運動靴風運動靴ややややジョギングシューズジョギングシューズジョギングシューズジョギングシューズなどがなどがなどがなどが、、、、おおおお

勧勧勧勧めですめですめですめです。。。。 

                                                 
                            巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿                                                                            巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿 

                                                 

                        ベッドベッドベッドベッド                                                                                            食事風景食事風景食事風景食事風景 

 

■■■■巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者たちたちたちたち 

    西欧西欧西欧西欧、、、、東欧東欧東欧東欧、、、、北米北米北米北米、、、、南米南米南米南米、、、、オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア、、、、アジアアジアアジアアジアからのからのからのからの同年代同年代同年代同年代やややや中年中年中年中年、、、、青年青年青年青年などなどなどなど多多多多くのくのくのくの人人人人

たちとたちとたちとたちと出会出会出会出会いましたいましたいましたいました。。。。退職者退職者退職者退職者、、、、夫婦夫婦夫婦夫婦、、、、失業者失業者失業者失業者、、、、村村村村のののの仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち、、、、友達同士友達同士友達同士友達同士そしてそしてそしてそして個人個人個人個人などいなどいなどいなどい

ろいろなろいろなろいろなろいろな人人人人たちがいますがたちがいますがたちがいますがたちがいますが、、、、歩歩歩歩くくくくペースペースペースペースのののの違違違違いなどからいなどからいなどからいなどから個人個人個人個人でででで来来来来ているひとがているひとがているひとがているひとが大半大半大半大半ですですですです。。。。 

    みなみなみなみなリックリックリックリックをををを背負背負背負背負いいいい同同同同じようなじようなじようなじような格好格好格好格好でででで、、、、同同同同じじじじ目的地目的地目的地目的地にににに向向向向かっているのでかっているのでかっているのでかっているので、、、、同同同同じじじじ目的目的目的目的をををを持持持持

つつつつ仲間仲間仲間仲間というというというという意識意識意識意識がががが芽生芽生芽生芽生えておりえておりえておりえており、、、、目目目目がががが合合合合えばえばえばえば必必必必ずずずず声声声声をかけるしをかけるしをかけるしをかけるし、、、、巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿やややや村村村村のののの情報情報情報情報のののの交交交交

換換換換やややや、、、、困困困困ったときのったときのったときのったときの助助助助けけけけ合合合合いなどがいなどがいなどがいなどが当当当当たりたりたりたり前前前前でででで、、、、このこのこのこの巡礼巡礼巡礼巡礼でしかできないようなでしかできないようなでしかできないようなでしかできないような、、、、人間人間人間人間そそそそ

してしてしてして国際交流国際交流国際交流国際交流ができるができるができるができる素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい場場場場をををを提供提供提供提供してくれているしてくれているしてくれているしてくれている。。。。 

    またまたまたまた、、、、このこのこのこの巡礼巡礼巡礼巡礼のののの特徴特徴特徴特徴ははははリピーターリピーターリピーターリピーターがががが多多多多いということですいということですいということですいということです。。。。2222 回回回回 3333 回回回回はははは当当当当たりたりたりたり前前前前でででで 10101010 回回回回

以上以上以上以上にににに及及及及ぶぶぶぶ人人人人ともともともとも幾人幾人幾人幾人もももも会会会会いましたいましたいましたいました。。。。それほどそれほどそれほどそれほど、、、、このこのこのこの旅旅旅旅はははは非日常的非日常的非日常的非日常的でででで魅力的魅力的魅力的魅力的でででで楽楽楽楽しくしくしくしく健康健康健康健康

的的的的、、、、そしてそしてそしてそして経済的経済的経済的経済的なのでしょうなのでしょうなのでしょうなのでしょう。。。。わたしもわたしもわたしもわたしも、、、、リピーターリピーターリピーターリピーターになになになになりそうですりそうですりそうですりそうです。。。。 

■■■■こころにこころにこころにこころに残残残残るるるる巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者 

    世界世界世界世界にはにはにはには尊敬尊敬尊敬尊敬できるできるできるできる人人人人たちがいますねたちがいますねたちがいますねたちがいますね。。。。やわらかいやわらかいやわらかいやわらかい物腰物腰物腰物腰、、、、静静静静かでかでかでかで落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた語語語語りりりり口口口口、、、、慈慈慈慈

愛愛愛愛にあふれたにあふれたにあふれたにあふれた態度態度態度態度とととと表情表情表情表情などなどなどなどなどなどなどなど、、、、このこのこのこの歳歳歳歳（（（（65656565 歳歳歳歳））））になってもになってもになってもになっても目標目標目標目標にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思ったったったった人人人人々々々々

がたくさんいましたがたくさんいましたがたくさんいましたがたくさんいました。。。。わたしもわたしもわたしもわたしも相当相当相当相当にににに自分自分自分自分をををを磨磨磨磨いてきたつもりでしたがいてきたつもりでしたがいてきたつもりでしたがいてきたつもりでしたが、、、、つくづくまだまつくづくまだまつくづくまだまつくづくまだま

だだとだだとだだとだだと思思思思わされましたわされましたわされましたわされました。。。。正正正正にににに、、、、““““人生人生人生人生とはとはとはとは最後最後最後最後のののの瞬間瞬間瞬間瞬間までがまでがまでがまでが学学学学びびびび““““ですですですです。。。。そんなわけでそんなわけでそんなわけでそんなわけで、、、、巡巡巡巡

礼中礼中礼中礼中にこころににこころににこころににこころに残残残残ったったったった何人何人何人何人かをかをかをかを紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 

    はじめははじめははじめははじめは、、、、琴欧州琴欧州琴欧州琴欧州とととと同同同同じじじじブルガリヤブルガリヤブルガリヤブルガリヤからからからから来来来来たたたたブルガリヤブルガリヤブルガリヤブルガリヤ人男性人男性人男性人男性。。。。白髪白髪白髪白髪ですがすらっとですがすらっとですがすらっとですがすらっと背背背背

がががが高高高高くくくく、、、、歩歩歩歩くくくく姿勢姿勢姿勢姿勢にはにはにはには青年青年青年青年ののののようなようなようなような若若若若さがありさがありさがありさがあり、、、、かなりのかなりのかなりのかなりの早足早足早足早足。。。。強電関係強電関係強電関係強電関係のののの技術者技術者技術者技術者でででで 67676767 歳歳歳歳。。。。
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結婚結婚結婚結婚はははは 50505050 歳歳歳歳でででで 15151515 歳年下歳年下歳年下歳年下のののの奥奥奥奥さんさんさんさん。。。。二人二人二人二人のののの息子息子息子息子にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。人生最高人生最高人生最高人生最高のののの瞬間瞬間瞬間瞬間はははは、、、、子子子子どどどど

もがもがもがもが生生生生まれたまれたまれたまれた時時時時。。。。今年会社今年会社今年会社今年会社をををを退職退職退職退職したのでそのしたのでそのしたのでそのしたのでその区切区切区切区切りとしてりとしてりとしてりとして歩歩歩歩いているいているいているいている。。。。英英英英よりよりよりより独語独語独語独語がががが得得得得

意意意意。。。。3333 日日日日ほどほどほどほど一緒一緒一緒一緒になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、そのそのそのその真摯真摯真摯真摯でででで落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた話話話話しししし口口口口にとてもにとてもにとてもにとても好感好感好感好感がががが持持持持てるてるてるてる。。。。 

    次次次次はははは、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジル人人人人のののの奥奥奥奥さんをさんをさんをさんを持持持持ちちちち、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジルにににに住住住住みみみみ、、、、カミーノカミーノカミーノカミーノにはほとんどにはほとんどにはほとんどにはほとんど毎年毎年毎年毎年きていきていきていきてい

るるるるベルリンベルリンベルリンベルリン出身出身出身出身ののののドイツドイツドイツドイツ人男性人男性人男性人男性 68686868 歳歳歳歳。。。。鉄道関係鉄道関係鉄道関係鉄道関係のののの海外海外海外海外プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで世界中世界中世界中世界中をまわりをまわりをまわりをまわり、、、、今今今今

回回回回はそのときのはそのときのはそのときのはそのときのドイツドイツドイツドイツ人同僚男性人同僚男性人同僚男性人同僚男性 78787878 歳歳歳歳（（（（でかくでかくでかくでかく、、、、寡黙寡黙寡黙寡黙、、、、4444 度目度目度目度目のののの奥奥奥奥さんからのさんからのさんからのさんからの十字架十字架十字架十字架をををを奉奉奉奉

納納納納するためのするためのするためのするための巡礼巡礼巡礼巡礼））））とととと一緒一緒一緒一緒だだだだ。。。。フルマラソンフルマラソンフルマラソンフルマラソンもももも走走走走るるるるスポーツマンスポーツマンスポーツマンスポーツマンだがだがだがだが、、、、そのそのそのその卓越卓越卓越卓越したしたしたした語学語学語学語学

力力力力ととととユーモアユーモアユーモアユーモアのあるのあるのあるのある話術話術話術話術をををを生生生生かしたかしたかしたかした社交性社交性社交性社交性にはにはにはには引引引引きききき込込込込まれるまれるまれるまれる。。。。偏見偏見偏見偏見やややや差別差別差別差別をまったくをまったくをまったくをまったく感感感感じじじじ

させないさせないさせないさせない態度態度態度態度にはとてもにはとてもにはとてもにはとても学学学学ばされたばされたばされたばされた。。。。数日間寝食数日間寝食数日間寝食数日間寝食をともにしをともにしをともにしをともにし、、、、別別別別れるのがれるのがれるのがれるのが辛辛辛辛いほどだったいほどだったいほどだったいほどだった。。。。 

    最後最後最後最後はははは、、、、スイススイススイススイス・・・・チューリッヒチューリッヒチューリッヒチューリッヒ湖湖畔湖湖畔湖湖畔湖湖畔にににに住住住住みみみみ、、、、奥奥奥奥さんもさんもさんもさんも孫孫孫孫もいるがもいるがもいるがもいるが、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど毎年一人毎年一人毎年一人毎年一人

でででで歩歩歩歩いているといういているといういているといういているというスイススイススイススイス人男性人男性人男性人男性 66666666 歳歳歳歳。。。。メタボメタボメタボメタボ体型体型体型体型でででで腰痛腰痛腰痛腰痛があるががあるががあるががあるが、、、、2222 本本本本ののののスティックスティックスティックスティックをををを

使使使使いいいい、、、、のんびりとのんびりとのんびりとのんびりと自分自分自分自分ののののペースペースペースペースでででで楽楽楽楽しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。どんなどんなどんなどんな話題話題話題話題にもにもにもにも詳詳詳詳しくしくしくしく、、、、英語英語英語英語のののの話話話話しぶりしぶりしぶりしぶり

はゆっくりとはゆっくりとはゆっくりとはゆっくりと思慮深思慮深思慮深思慮深くくくく、、、、使使使使うううう語彙語彙語彙語彙がががが慎重慎重慎重慎重にににに選選選選ばればればればれ、、、、知性知性知性知性のののの高高高高さをうかがわせるさをうかがわせるさをうかがわせるさをうかがわせる。。。。そのそのそのその後後後後のののの

わたしのわたしのわたしのわたしの英語英語英語英語はははは、、、、あのあのあのあの戦場戦場戦場戦場カメラマンカメラマンカメラマンカメラマンのようにゆったりとしたのようにゆったりとしたのようにゆったりとしたのようにゆったりとした話話話話しししし口口口口にににに変変変変わったようなわったようなわったようなわったような、、、、

変変変変らないようならないようならないようならないような。。。。。。。。 

    まだまだたくさんのまだまだたくさんのまだまだたくさんのまだまだたくさんの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい人人人人たちがいるがたちがいるがたちがいるがたちがいるが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺にしておこうにしておこうにしておこうにしておこう。。。。 

                                         

 

■■■■巡礼巡礼巡礼巡礼でででで体験体験体験体験したしたしたしたスピリチャルスピリチャルスピリチャルスピリチャルなななな出来事出来事出来事出来事？？？？ 

    いやいやいやいやーーーー、、、、驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。さすがはさすがはさすがはさすがは、、、、キリストキリストキリストキリスト教教教教のののの巡礼巡礼巡礼巡礼ですですですです。。。。次次次次からからからから次次次次へとへとへとへと信信信信じられないほじられないほじられないほじられないほ

どどどど多多多多くのくのくのくの不思議不思議不思議不思議なななな出来事出来事出来事出来事がありましたがありましたがありましたがありました。。。。それをそれをそれをそれを、、、、””””これはこれはこれはこれは偶然偶然偶然偶然、、、、ラッキーラッキーラッキーラッキーだったなだったなだったなだったな““““とととと片付片付片付片付

けるかけるかけるかけるか、、、、””””スピリチャルスピリチャルスピリチャルスピリチャルなななな力力力力にににに助助助助けられたのにけられたのにけられたのにけられたのに違違違違いないいないいないいない、、、、感謝感謝感謝感謝だだだだ！！！！““““とととと思思思思うのかうのかうのかうのか、、、、それはそれはそれはそれは個個個個

人人人人のののの自由自由自由自由とととと信仰心信仰心信仰心信仰心のののの違違違違いということになりますいということになりますいということになりますいということになります。。。。笑笑笑笑われるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんが２２２２～～～～３３３３のののの例例例例をををを

あげてみましょうあげてみましょうあげてみましょうあげてみましょう。。。。 

    まずはまずはまずはまずはシンプルシンプルシンプルシンプルなところからなところからなところからなところから入入入入りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、出発出発出発出発のののの 2222 週間週間週間週間ほどほどほどほど前前前前からからからから目眩目眩目眩目眩がががが

しておりしておりしておりしており、、、、上上上上をををを向向向向いたりいたりいたりいたり下下下下をををを向向向向いたりするとぐらぐらきていたのだがいたりするとぐらぐらきていたのだがいたりするとぐらぐらきていたのだがいたりするとぐらぐらきていたのだが、、、、出発当日出発当日出発当日出発当日にそれがにそれがにそれがにそれが

パッパッパッパッとととと消消消消ええええてしまいてしまいてしまいてしまい、、、、飛行機飛行機飛行機飛行機にもにもにもにも乗乗乗乗れれれれ、、、、またまたまたまたスムーズスムーズスムーズスムーズにににに巡礼巡礼巡礼巡礼にににに入入入入ることがることがることがることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。 

    次次次次のののの出来事出来事出来事出来事はははは、、、、ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガルででででリスボンリスボンリスボンリスボンからからからからポルトポルトポルトポルトにににに向向向向かうかうかうかう汽車汽車汽車汽車のののの中中中中にににに、、、、雨雨雨雨ガッパガッパガッパガッパなどのなどのなどのなどの

入入入入ったったったった手荷物手荷物手荷物手荷物をををを網棚網棚網棚網棚にににに忘忘忘忘れてきてしまったれてきてしまったれてきてしまったれてきてしまった。。。。あわててあわててあわててあわてて到着駅到着駅到着駅到着駅のののの駅員駅員駅員駅員さんにさんにさんにさんに調調調調べてもらったべてもらったべてもらったべてもらった

ところところところところ見見見見つからなかったつからなかったつからなかったつからなかった。。。。しかしあきらめないでというしかしあきらめないでというしかしあきらめないでというしかしあきらめないでという声声声声をををを聞聞聞聞きききき、、、、次次次次のののの日日日日、、、、巡礼町巡礼町巡礼町巡礼町ののののツーツーツーツー

リストリストリストリスト・・・・インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーションからからからから再度電話再度電話再度電話再度電話でででで問問問問いいいい合合合合わせてもらったわせてもらったわせてもらったわせてもらった。。。。しかしやはりしかしやはりしかしやはりしかしやはり無無無無いといといといと
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のののの返事返事返事返事。。。。諦諦諦諦めかけていたところめかけていたところめかけていたところめかけていたところ、、、、先方先方先方先方がががが““““マリアマリアマリアマリア像像像像がががが入入入入っているっているっているっている手提手提手提手提げげげげ袋袋袋袋があるがあるがあるがある””””とととと伝伝伝伝ええええ

てきたてきたてきたてきた。。。。実実実実はこのはこのはこのはこのマリアマリアマリアマリア像像像像はわたしがはわたしがはわたしがはわたしがリスボンリスボンリスボンリスボンのののの「「「「サンサンサンサン・・・・ロッケロッケロッケロッケ教会教会教会教会」（」（」（」（1584158415841584 年年年年 4444 人人人人のののの日日日日

本人本人本人本人クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン青年青年青年青年がががが天正遣欧少年使節天正遣欧少年使節天正遣欧少年使節天正遣欧少年使節としてとしてとしてとして 1111 ヶヶヶヶ月間滞在月間滞在月間滞在月間滞在したしたしたした教会教会教会教会））））をををを訪問訪問訪問訪問したときしたときしたときしたとき

にににに、、、、そのそのそのその祈祈祈祈るるるる姿姿姿姿があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも美美美美しいのでしいのでしいのでしいので 180180180180 円円円円でででで購入購入購入購入したものでしたものでしたものでしたもので、、、、手提手提手提手提げにげにげにげに入入入入れておいたれておいたれておいたれておいた

のをのをのをのを失念失念失念失念していたのだしていたのだしていたのだしていたのだ。。。。これがきっかけとなりこれがきっかけとなりこれがきっかけとなりこれがきっかけとなり荷物荷物荷物荷物はははは無事無事無事無事にににに手元手元手元手元にににに戻戻戻戻ったったったった。。。。 

    さらにさらにさらにさらに、、、、巡礼中巡礼中巡礼中巡礼中のののの出来事出来事出来事出来事だがだがだがだが、、、、夜明夜明夜明夜明けにけにけにけに““““休休休休んでいていいんだよんでいていいんだよんでいていいんだよんでいていいんだよ””””というというというという声声声声がががが頭頭頭頭のののの中中中中にににに

聞聞聞聞こえたこえたこえたこえた。。。。何何何何だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思ったがったがったがったが、、、、いつものいつものいつものいつもの通通通通りにりにりにりに 6666 時時時時にににに起床起床起床起床してしてしてして宿宿宿宿をををを出発出発出発出発。。。。暑暑暑暑いいいい日日日日でででで山越山越山越山越

えもありえもありえもありえもあり距離距離距離距離もももも長長長長くくくく疲疲疲疲れたれたれたれた。。。。村村村村のののの入入入入りりりり口口口口のののの石橋石橋石橋石橋をををを渡渡渡渡ったところにったところにったところにったところに一人一人一人一人のののの女性女性女性女性がががが巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿ののののチチチチ

ラシラシラシラシをををを渡渡渡渡してくれたしてくれたしてくれたしてくれた。。。。いつもはいつもはいつもはいつもは教会系教会系教会系教会系にににに行行行行くのだがくのだがくのだがくのだが、、、、このこのこのこの日日日日はこのはこのはこのはこの巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿にににに導導導導かれるようかれるようかれるようかれるよう

にににに辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた。。。。夜夜夜夜 7777 時時時時ごろからごろからごろからごろから 40404040 度度度度のののの高熱高熱高熱高熱がががが出出出出てきたのだがてきたのだがてきたのだがてきたのだが、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの部屋部屋部屋部屋はははは他他他他にににに泊泊泊泊りりりり客客客客

もおらずもおらずもおらずもおらず、、、、水水水水とととと氷氷氷氷でででで冷冷冷冷やしやしやしやし、、、、バッファリンバッファリンバッファリンバッファリンをををを飲飲飲飲んでゆっくりんでゆっくりんでゆっくりんでゆっくり静養静養静養静養することがすることがすることがすることが出来出来出来出来たたたた。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、次次次次のののの日日日日のののの朝朝朝朝にはにはにはには回復回復回復回復しししし一日一日一日一日もももも休休休休むことなくむことなくむことなくむことなく旅旅旅旅をををを続続続続けることができたけることができたけることができたけることができた。。。。 

    巡礼巡礼巡礼巡礼がががが終終終終わってわってわってわって帰国帰国帰国帰国するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間はははは、、、、パリパリパリパリ、、、、モンモンモンモン・・・・サンサンサンサン・・・・ミシェルミシェルミシェルミシェル、、、、バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナ、、、、ローローローロー

ママママ、、、、スポーレットスポーレットスポーレットスポーレット、、、、カシアカシアカシアカシアとととと 2222 週間週間週間週間ほどをほどをほどをほどを過過過過ごしましたがごしましたがごしましたがごしましたが、、、、バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナのののの地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄ででででスリスリスリスリにににに 3333

回回回回、、、、ローマローマローマローマ中央駅中央駅中央駅中央駅ででででクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード泥棒泥棒泥棒泥棒にににに 2222 回遭遇回遭遇回遭遇回遭遇しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、すべてそのすべてそのすべてそのすべてその場場場場でででで見抜見抜見抜見抜くくくく

ことができことができことができことができ大事大事大事大事にいたらなかったにいたらなかったにいたらなかったにいたらなかった事事事事などもなどもなどもなども守守守守られたられたられたられた出来事出来事出来事出来事のののの中中中中にににに加加加加えてもいいのではないえてもいいのではないえてもいいのではないえてもいいのではない

かとおもっていますかとおもっていますかとおもっていますかとおもっています。。。。 

    等等等等などなどなどなど、、、、実実実実はもっとすごいのもたくさんありますがはもっとすごいのもたくさんありますがはもっとすごいのもたくさんありますがはもっとすごいのもたくさんありますが、、、、またのまたのまたのまたの機会機会機会機会にににに残残残残しておきましょうしておきましょうしておきましょうしておきましょう。。。。 

                    

                 
                    リスボンリスボンリスボンリスボンののののサンサンサンサン・・・・ロッケロッケロッケロッケ教会教会教会教会                            祈祈祈祈りのりのりのりのマリアマリアマリアマリア像像像像 

 

■■■■食生活食生活食生活食生活はどうしていたのかはどうしていたのかはどうしていたのかはどうしていたのか？？？？ 

    出発時出発時出発時出発時はははは６７６７６７６７ｋｇ、ｋｇ、ｋｇ、ｋｇ、帰国時帰国時帰国時帰国時はははは６３６３６３６３ｋｇ。ｋｇ。ｋｇ。ｋｇ。痩痩痩痩せましたせましたせましたせました。。。。毎日毎日毎日毎日かなりかなりかなりかなり間食間食間食間食もしてもしてもしてもしてワインワインワインワインややややビビビビ

ールールールールもももも飲飲飲飲んでいたのですがんでいたのですがんでいたのですがんでいたのですが、、、、歩歩歩歩くのはくのはくのはくのは相当相当相当相当なななな有酸素運動有酸素運動有酸素運動有酸素運動なのですねなのですねなのですねなのですね。。。。脂肪燃焼脂肪燃焼脂肪燃焼脂肪燃焼がすすんでがすすんでがすすんでがすすんで

日焼日焼日焼日焼けしたけしたけしたけしたスマートスマートスマートスマートなななな身体身体身体身体になりましたになりましたになりましたになりました。（。（。（。（BMIBMIBMIBMI はははは理想的理想的理想的理想的なななな 22.022.022.022.0）））） 

    大体大体大体大体のののの食事内容食事内容食事内容食事内容をををを紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。朝朝朝朝はははは、、、、サラミサラミサラミサラミととととチーズチーズチーズチーズののののバケットサンドバケットサンドバケットサンドバケットサンドととととコーヒーコーヒーコーヒーコーヒー

ミルクミルクミルクミルク入入入入りりりり。。。。そのそのそのその後後後後、、、、歩歩歩歩きながらりんごやさくらんぼのきながらりんごやさくらんぼのきながらりんごやさくらんぼのきながらりんごやさくらんぼの果物類果物類果物類果物類ややややナッツナッツナッツナッツ類類類類、、、、飴玉飴玉飴玉飴玉などをとなどをとなどをとなどをと

りりりり、、、、昼食昼食昼食昼食はははは、、、、スペインスペインスペインスペイン風風風風ポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツににににバケットバケットバケットバケットとととと生生生生ビールビールビールビール。。。。夜夜夜夜はははは自炊自炊自炊自炊でででで、、、、野菜野菜野菜野菜たっぷたっぷたっぷたっぷ

りのりのりのりのツナサラダツナサラダツナサラダツナサラダににににバケットバケットバケットバケットのののの残残残残りりりり、、、、コンソメコンソメコンソメコンソメ等等等等ののののスープスープスープスープ類類類類そしてそしてそしてそしてワインワインワインワインですですですです。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、

毎毎毎毎日日日日パンパンパンパン食食食食でしたがでしたがでしたがでしたが少少少少しずつしずつしずつしずつバリエーションバリエーションバリエーションバリエーションをつけたのでをつけたのでをつけたのでをつけたので飽飽飽飽きませんでしたきませんでしたきませんでしたきませんでした。。。。あまりあまりあまりあまり間食間食間食間食
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するするするする機会機会機会機会がなかったのでがなかったのでがなかったのでがなかったので、、、、ままままーーーー、、、、健康的健康的健康的健康的なななな食生活食生活食生活食生活とととと言言言言えるとおもいますえるとおもいますえるとおもいますえるとおもいます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、費用費用費用費用

もももも驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど安安安安くあがりましたくあがりましたくあがりましたくあがりました。。。。((((巡礼中巡礼中巡礼中巡礼中のののの食費食費食費食費はははは飲飲飲飲みみみみ代代代代もももも入入入入れてだいたいれてだいたいれてだいたいれてだいたい 1000100010001000 円円円円////日日日日くらいくらいくらいくらい

ですですですです）））） 

    巡礼中巡礼中巡礼中巡礼中にににに食食食食べてみたいべてみたいべてみたいべてみたい、、、、飲飲飲飲んでみたいとおもっていたものはんでみたいとおもっていたものはんでみたいとおもっていたものはんでみたいとおもっていたものは、、、、すべてすべてすべてすべて食食食食することができすることができすることができすることができ

たこともたこともたこともたことも幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。スペインスペインスペインスペインですからですからですからですから、、、、やはりやはりやはりやはりパエリヤパエリヤパエリヤパエリヤはははは外外外外せませんせませんせませんせません。。。。もともともともともともともともと海岸地方海岸地方海岸地方海岸地方

バレンシアバレンシアバレンシアバレンシアのののの名物名物名物名物ですがですがですがですが、、、、今今今今ではどこにでもあるおではどこにでもあるおではどこにでもあるおではどこにでもあるお米料理米料理米料理米料理のののの定番定番定番定番ですですですです。。。。腹持腹持腹持腹持ちがいいのでちがいいのでちがいいのでちがいいので

何回何回何回何回かかかか食食食食べましたがべましたがべましたがべましたが、、、、あるあるあるある巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿ののののバールバールバールバールでででで、、、、シャワーシャワーシャワーシャワーのののの後後後後のののの遅遅遅遅いいいい昼食昼食昼食昼食にににに、、、、冷冷冷冷えたえたえたえたロゼワロゼワロゼワロゼワ

インインインインといただいたといただいたといただいたといただいたパエリヤパエリヤパエリヤパエリヤはははは最高最高最高最高でしたでしたでしたでした。（。（。（。（それでもそれでもそれでもそれでも妻妻妻妻ののののパエリヤパエリヤパエリヤパエリヤはははは世界一世界一世界一世界一のののの味味味味ですがですがですがですが）））） 

    ゆでゆでゆでゆでダコダコダコダコにににに赤赤赤赤ワインワインワインワイン。。。。これもいただいてみたいとこれもいただいてみたいとこれもいただいてみたいとこれもいただいてみたいと思思思思っていたものでしたがっていたものでしたがっていたものでしたがっていたものでしたが、、、、あるあるあるある巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿

まであとまであとまであとまであと５００５００５００５００ｍｍｍｍというところのというところのというところのというところのバールバールバールバールにそれがありましたにそれがありましたにそれがありましたにそれがありました。。。。道路道路道路道路にはみにはみにはみにはみ出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、新新新新

鮮鮮鮮鮮ななななタコタコタコタコをををを丸丸丸丸ごとごとごとごと茹茹茹茹でてぶつでてぶつでてぶつでてぶつ切切切切りにしりにしりにしりにし、、、、おおおお皿皿皿皿にににに載載載載せせせせオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルにににに岩塩岩塩岩塩岩塩をかけをかけをかけをかけ、、、、おおおお茶碗茶碗茶碗茶碗

ににににミディアムボミディアムボミディアムボミディアムボディーディーディーディーのののの赤赤赤赤ワインワインワインワインをどくどくとをどくどくとをどくどくとをどくどくと注注注注いでいでいでいで出出出出していましたしていましたしていましたしていました。。。。汗汗汗汗だくでだくでだくでだくで疲疲疲疲れれれれ切切切切っっっっ

ていましたがていましたがていましたがていましたがチェックインチェックインチェックインチェックインはははは後回後回後回後回しにしてしにしてしにしてしにして、、、、道端道端道端道端のののの椅子椅子椅子椅子にににに腰掛腰掛腰掛腰掛けけけけ食食食食べましたべましたべましたべました、、、、飲飲飲飲みましたみましたみましたみました。。。。

空腹空腹空腹空腹だということもありだということもありだということもありだということもあり、、、、そのそのそのその美味美味美味美味しかったことはしかったことはしかったことはしかったことは一生忘一生忘一生忘一生忘れませんれませんれませんれません（（（（値段値段値段値段はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと高高高高くくくく

タコタコタコタコ７００７００７００７００円円円円、、、、ワインワインワインワイン２００２００２００２００円円円円でしたでしたでしたでした）。）。）。）。 

    うなぎのうなぎのうなぎのうなぎの稚魚料理稚魚料理稚魚料理稚魚料理もももも有名有名有名有名ですがですがですがですが、、、、さすがにさすがにさすがにさすがに漁穫量規制漁穫量規制漁穫量規制漁穫量規制がががが話題話題話題話題になっているになっているになっているになっている今日今日今日今日ではではではでは無理無理無理無理

だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、なななな、、、、なんとなんとなんとなんと、、、、ありましたありましたありましたありました、、、、いくらでもいくらでもいくらでもいくらでも、、、、それもそれもそれもそれも 1111５５５５0 円円円円レベルレベルレベルレベル

でででで好好好好きなだけきなだけきなだけきなだけ買買買買えましたえましたえましたえました。。。。５５５５00 匹匹匹匹ほどがほどがほどがほどが、、、、アホアホアホアホ入入入入りりりりオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイル漬漬漬漬けになってけになってけになってけになって((((アホアホアホアホははははスススス

ペインペインペインペイン語語語語でにんにくでにんにくでにんにくでにんにく））））缶詰缶詰缶詰缶詰になっていましたになっていましたになっていましたになっていました。。。。早速買早速買早速買早速買ってってってって巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿のののの台所台所台所台所ででででフライパンフライパンフライパンフライパンでででで炒炒炒炒

めめめめ、、、、冷凍庫冷凍庫冷凍庫冷凍庫でででで急冷急冷急冷急冷させたさせたさせたさせた白白白白スパークリングワインスパークリングワインスパークリングワインスパークリングワイン・・・・セコセコセコセコ（（（（辛口辛口辛口辛口））））ととととバケットバケットバケットバケットでいただきまでいただきまでいただきまでいただきま

したしたしたした。。。。さすがさすがさすがさすが稚魚稚魚稚魚稚魚でもうなぎはうなぎでもうなぎはうなぎでもうなぎはうなぎでもうなぎはうなぎ、、、、しつこいほどしつこいほどしつこいほどしつこいほど脂脂脂脂ぎっていてぎっていてぎっていてぎっていてスタミナスタミナスタミナスタミナたっぷりですたっぷりですたっぷりですたっぷりです。。。。 

横横横横にいたにいたにいたにいたスペインスペインスペインスペイン人人人人がそのことでがそのことでがそのことでがそのことで何何何何かかかかジョークジョークジョークジョークをををを言言言言っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、多分日本多分日本多分日本多分日本とととと同同同同じでじでじでじで、、、、

精精精精がががが付付付付くというようなことだとくというようなことだとくというようなことだとくというようなことだと思思思思いいいい軽軽軽軽くくくく受受受受けけけけ流流流流しましたしましたしましたしました。。。。 

    またまたまたまた、、、、このこのこのこの時期時期時期時期にしかにしかにしかにしか味味味味わえないものもありますわえないものもありますわえないものもありますわえないものもあります。。。。直径直径直径直径 1111ｃｍｃｍｃｍｃｍほどのほどのほどのほどの小小小小さなさなさなさな殻付殻付殻付殻付ききききカタツカタツカタツカタツ

ムリムリムリムリですですですです。。。。やはりやはりやはりやはりオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルととととアホアホアホアホ、、、、塩塩塩塩でででで味付味付味付味付けされどんぶりけされどんぶりけされどんぶりけされどんぶり一杯一杯一杯一杯だしてくれますだしてくれますだしてくれますだしてくれます。。。。

ビールビールビールビール片手片手片手片手にちゅにちゅにちゅにちゅーーーーちゅちゅちゅちゅーーーーとととと吸吸吸吸ってってってって食食食食べますべますべますべます。。。。丁度丁度丁度丁度、「、「、「、「カタツムリカタツムリカタツムリカタツムリありますありますありますあります」」」」のののの看板看板看板看板のののの出出出出てててて

いるいるいるいるバールバールバールバールがありがありがありがあり巡礼路巡礼路巡礼路巡礼路にににに詳詳詳詳しいしいしいしいドイツドイツドイツドイツ人男性人男性人男性人男性たちとたちとたちとたちと一緒一緒一緒一緒にいただきましたにいただきましたにいただきましたにいただきました。。。。美味美味美味美味でしたでしたでしたでした。。。。 

    食食食食のののの話話話話になるとになるとになるとになると、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだイベリコイベリコイベリコイベリコ豚豚豚豚のののの話話話話しとかしとかしとかしとか、、、、古古古古いかびいかびいかびいかびチーズチーズチーズチーズにににに蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜をつけてをつけてをつけてをつけて食食食食べべべべ

るるるる話話話話とかいろいろありますがとかいろいろありますがとかいろいろありますがとかいろいろありますが、、、、よだれがよだれがよだれがよだれが出出出出てきますのでやめておきましょうてきますのでやめておきましょうてきますのでやめておきましょうてきますのでやめておきましょう。。。。 

またまたまたまた、、、、ワインワインワインワインについてはについてはについてはについては、、、、日本日本日本日本ではではではでは飲飲飲飲めないめないめないめないアルコールアルコールアルコールアルコール度度度度がががが 10%10%10%10%程度程度程度程度のののの若若若若くてくてくてくて発酵中発酵中発酵中発酵中のののの

スパースパースパースパークリングクリングクリングクリングななななベルディベルディベルディベルディ・・・・ワインワインワインワイン（（（（緑緑緑緑のののの意味意味意味意味））））をををを試試試試したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、これもこれもこれもこれも

ほぼほぼほぼほぼ毎日毎日毎日毎日それもそれもそれもそれも 1111 瓶瓶瓶瓶 150150150150 円円円円レベルレベルレベルレベルでででで楽楽楽楽しむことができましたしむことができましたしむことができましたしむことができました。。。。このこのこのこの巡礼路巡礼路巡礼路巡礼路はははは、、、、ワインワインワインワイン収穫収穫収穫収穫

量世界一量世界一量世界一量世界一をををを誇誇誇誇るるるるリオハリオハリオハリオハののののブドウブドウブドウブドウ畑畑畑畑をををを横切横切横切横切っていますのでっていますのでっていますのでっていますのでワインワインワインワイン好好好好きにはたまらないきにはたまらないきにはたまらないきにはたまらない行程行程行程行程にににに

なっていますなっていますなっていますなっています。。。。 
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                        パエリヤパエリヤパエリヤパエリヤ                                                        茹茹茹茹ででででダコダコダコダコとととと赤赤赤赤ワインワインワインワイン 

                                                 

                    うなぎうなぎうなぎうなぎ稚魚稚魚稚魚稚魚のののの缶詰缶詰缶詰缶詰                                            小小小小ぶりのぶりのぶりのぶりの殻付殻付殻付殻付ききききカタツムリカタツムリカタツムリカタツムリ 

■■■■結結結結びにかえてびにかえてびにかえてびにかえて 

    帰国帰国帰国帰国してしてしてして妻妻妻妻にににに””””あなたあなたあなたあなた変変変変わったわねわったわねわったわねわったわね””””とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。わたしにとってわたしにとってわたしにとってわたしにとって、、、、このこのこのこの言葉言葉言葉言葉はははは最最最最

大級大級大級大級のののの誉誉誉誉めめめめ言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。巡礼巡礼巡礼巡礼をををを通通通通してしてしてして、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの一部一部一部一部がたとえわずかでもがたとえわずかでもがたとえわずかでもがたとえわずかでも生生生生まれまれまれまれ変変変変わることわることわることわること

ができたのならができたのならができたのならができたのなら、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ巡礼巡礼巡礼巡礼のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすことができたのだとおもっていますたすことができたのだとおもっていますたすことができたのだとおもっていますたすことができたのだとおもっています。。。。 

わたしがわたしがわたしがわたしが巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者にににに必必必必ずずずず質問質問質問質問したことはしたことはしたことはしたことは、、、、またまたまたまた、、、、質問質問質問質問されたことはされたことはされたことはされたことは、、、、””””なぜこのなぜこのなぜこのなぜこの巡礼巡礼巡礼巡礼にににに来来来来たたたた

のかのかのかのか？？？？””””というものですというものですというものですというものです。。。。67676767 歳歳歳歳スペインスペインスペインスペイン人人人人男性男性男性男性のののの答答答答えがえがえがえが印象印象印象印象にににに残残残残っていますっていますっていますっています。。。。 

””””どんなにどんなにどんなにどんなに仲仲仲仲のののの良良良良いいいい夫婦夫婦夫婦夫婦でもでもでもでも、、、、長長長長いいいい間一緒間一緒間一緒間一緒にいるとにいるとにいるとにいると、、、、マンネリマンネリマンネリマンネリになったりになったりになったりになったり、、、、ぶつかったぶつかったぶつかったぶつかった

りりりり、、、、相手相手相手相手がうっとおしくなるがうっとおしくなるがうっとおしくなるがうっとおしくなる瞬間瞬間瞬間瞬間があるものだがあるものだがあるものだがあるものだ。。。。これはこれはこれはこれは世界共通世界共通世界共通世界共通だとだとだとだと思思思思うううう。。。。だからだからだからだから、、、、もしもしもしもし、、、、

短短短短くてもくてもくてもくても離離離離れてれてれてれて暮暮暮暮らすようならすようならすようならすような時間時間時間時間があればがあればがあればがあれば、、、、そのそのそのその時間時間時間時間でのおでのおでのおでのお互互互互いのいのいのいの出来事出来事出来事出来事などがなどがなどがなどがスパイススパイススパイススパイス

のようにのようにのようにのように人生人生人生人生のののの味付味付味付味付けになるんだけになるんだけになるんだけになるんだ。。。。だからおれはだからおれはだからおれはだからおれは毎年一人毎年一人毎年一人毎年一人でででで数週間歩数週間歩数週間歩数週間歩いていていていて、、、、普段普段普段普段ではまっではまっではまっではまっ

たくたくたくたく関関関関りりりり合合合合うことのできないうことのできないうことのできないうことのできない人人人人たちとたちとたちとたちと寝食寝食寝食寝食をともにするようなをともにするようなをともにするようなをともにするような、、、、そんなそんなそんなそんな異次元体験異次元体験異次元体験異次元体験をしてをしてをしてをして

いるんだいるんだいるんだいるんだ。。。。””””    というというというという答答答答えでしたえでしたえでしたえでした。。。。納得納得納得納得ですねですねですねですね。。。。因因因因みにみにみにみに、、、、彼彼彼彼のののの二人二人二人二人のののの息子息子息子息子さんからほとさんからほとさんからほとさんからほとんどんどんどんど

毎日電話毎日電話毎日電話毎日電話がはいってきていましたががはいってきていましたががはいってきていましたががはいってきていましたが、、、、奥奥奥奥さんからはさんからはさんからはさんからは一度一度一度一度もありませんでしたもありませんでしたもありませんでしたもありませんでした。。。。 

    われわれわれわれわれわれわれわれ定年退職者定年退職者定年退職者定年退職者にとってにとってにとってにとって、、、、巡礼巡礼巡礼巡礼とととと聞聞聞聞くとくとくとくと一度一度一度一度はやってみたいことのはやってみたいことのはやってみたいことのはやってみたいことの一一一一つだとつだとつだとつだと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。もちろんおもちろんおもちろんおもちろんお遍路遍路遍路遍路もももも自分自分自分自分をををを見見見見つめるつめるつめるつめる良良良良いいいい機会機会機会機会になるとおもいますがになるとおもいますがになるとおもいますがになるとおもいますが、、、、費用的費用的費用的費用的にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり

高高高高くなりますしくなりますしくなりますしくなりますし、、、、日本人日本人日本人日本人だけのだけのだけのだけの世界世界世界世界ですですですです。。。。もちろんそれももちろんそれももちろんそれももちろんそれも魅力的魅力的魅力的魅力的ですがですがですがですが、、、、スペインスペインスペインスペインののののカミカミカミカミ

ーノーノーノーノではではではでは、、、、おおおお風呂風呂風呂風呂にはにはにはには入入入入れないしれないしれないしれないし、、、、ウオシュレットウオシュレットウオシュレットウオシュレットもももも無無無無いけれどいけれどいけれどいけれど、、、、驚驚驚驚くほどのくほどのくほどのくほどの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい

異文化体験異文化体験異文化体験異文化体験だけはだけはだけはだけは確実確実確実確実にににに楽楽楽楽しむことができますしむことができますしむことができますしむことができます。。。。またまたまたまた、、、、片言片言片言片言のののの語学力語学力語学力語学力でもでもでもでも好奇心好奇心好奇心好奇心とととと熱意熱意熱意熱意ささささ

えあればえあればえあればえあれば意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通はははは可能可能可能可能ですですですです。。。。わたしもわたしもわたしもわたしもスペインスペインスペインスペイン人人人人ややややポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル人人人人とはとはとはとは、、、、全全全全くのくのくのくの片言片言片言片言でででで何何何何

とかとかとかとか意思意思意思意思をををを伝伝伝伝ええええ、、、、またまたまたまた彼彼彼彼らのらのらのらの意思意思意思意思もももも受受受受けけけけ取取取取ることができたとることができたとることができたとることができたと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。何何何何とかなるもとかなるもとかなるもとかなるも

のですねのですねのですねのですね。。。。            それではそれではそれではそれでは、、、、““““ブエンブエンブエンブエン・・・・カミーノカミーノカミーノカミーノ！！！！””””（（（（良良良良いいいい旅旅旅旅をををを！）！）！）！）     
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   EU 金融破綻とスイスの役割 

―スイスの五大名峰と山岳旅行― 

 

                          ((((会員会員会員会員))))    伊東伊東伊東伊東    健三健三健三健三    

１、 はじめに 

誰誰誰誰もがもがもがもが暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏にににに弱弱弱弱いがいがいがいが今年今年今年今年のののの夏夏夏夏はははは特特特特にににに暑暑暑暑かったかったかったかった。。。。生生生生まれたまれたまれたまれた故郷故郷故郷故郷のののの富山県富山県富山県富山県のののの立山立山立山立山やややや剣剣剣剣

岳岳岳岳にににに登登登登ればればればれば、、、、涼涼涼涼しいだろうとしいだろうとしいだろうとしいだろうと思思思思いつついつついつついつつ、、、、もうそのもうそのもうそのもうそのエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは私私私私にはないにはないにはないにはない。。。。そこでそこでそこでそこで思思思思

いついたのはいついたのはいついたのはいついたのは、、、、スイススイススイススイスにににに行行行行けばけばけばけば登山電車登山電車登山電車登山電車ややややケーブルカーケーブルカーケーブルカーケーブルカーがががが自自自自らのらのらのらの努力努力努力努力がなくともがなくともがなくともがなくとも、、、、涼涼涼涼

しいしいしいしい高地高地高地高地にににに連連連連れてれてれてれて行行行行ってくれるってくれるってくれるってくれる、、、、ということだということだということだということだ。。。。さっそくさっそくさっそくさっそく新聞広告新聞広告新聞広告新聞広告でででで最最最最もももも安安安安いいいい「「「「スイスイスイスイ

スススス五大名峰五大名峰五大名峰五大名峰のののの旅旅旅旅」」」」をををを見見見見つけつけつけつけ 8888 月月月月 23232323 日日日日からからからから 9999 月月月月 1111 日日日日までのまでのまでのまでの 10101010 日間日間日間日間、、、、久久久久しぶりのしぶりのしぶりのしぶりの団体旅団体旅団体旅団体旅

行行行行にににに出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。    

ただしただしただしただしスイススイススイススイスをををを選選選選んだんだんだんだ理由理由理由理由をををを少少少少ししししカッコカッコカッコカッコよくよくよくよく言言言言えばえばえばえば①①①①大好大好大好大好きなきなきなきなマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンややややアアアア

イガーイガーイガーイガー北壁北壁北壁北壁、、、、ユンゲフラウユンゲフラウユンゲフラウユンゲフラウ・・・・ヨッホヨッホヨッホヨッホ山山山山などがなどがなどがなどが含含含含まれまれまれまれ、、、、ハイキングハイキングハイキングハイキングなどなどなどなど自由行動自由行動自由行動自由行動がががが多多多多いいいい

ツアーツアーツアーツアーをををを選選選選んだことんだことんだことんだこと。。。。またまたまたまた、、、、②②②②EUEUEUEU のののの金融危機金融危機金融危機金融危機はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かかかか。。。。またまたまたまた、、、、EUEUEUEU とととと絡絡絡絡んでんでんでんで国民投票国民投票国民投票国民投票

のののの結果結果結果結果 EUEUEUEU 参加参加参加参加をををを拒拒拒拒んだんだんだんだスイススイススイススイスのののの経済状況経済状況経済状況経済状況はそのはそのはそのはその後後後後どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、スイススイススイススイスとととと

よくよくよくよく似似似似たたたた日本日本日本日本のののの TPPTPPTPPTPP 参加問題参加問題参加問題参加問題にににに何何何何かかかか参考参考参考参考になることはないかなどになることはないかなどになることはないかなどになることはないかなど、、、、少少少少しししし見聞見聞見聞見聞したかっしたかっしたかっしたかっ

たからであるたからであるたからであるたからである。。。。    

    

((((写真写真写真写真１１１１：：：：黄金色黄金色黄金色黄金色にににに輝輝輝輝くくくく朝焼朝焼朝焼朝焼けのけのけのけのマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンとそのとそのとそのとその直前直前直前直前))))    

２２２２、、、、    スイススイススイススイス観光観光観光観光    

１１１１））））スイススイススイススイスのののの日程日程日程日程    

（（（（１１１１））））ともかくともかくともかくともかくハイキングハイキングハイキングハイキング姿姿姿姿でででで第第第第１１１１日目日目日目日目はははは、、、、成田成田成田成田をををを出発出発出発出発してしてしてして 12121212 時間時間時間時間、、、、一行一行一行一行ははははチュウリッヒチュウリッヒチュウリッヒチュウリッヒ

着着着着、、、、すぐすぐすぐすぐバスバスバスバスでででで 210210210210 キロキロキロキロ、、、、4444 時間時間時間時間のののの長旅長旅長旅長旅ででででサンモリッツサンモリッツサンモリッツサンモリッツ泊泊泊泊とととと強行日程強行日程強行日程強行日程であったであったであったであった。（。（。（。（２２２２））））２２２２日日日日

目目目目はははは赤赤赤赤いいいい可愛可愛可愛可愛らしいらしいらしいらしい特急特急特急特急「「「「ベルニナベルニナベルニナベルニナ線線線線」」」」ででででディアボレッツァディアボレッツァディアボレッツァディアボレッツァ展望台展望台展望台展望台にににに到着到着到着到着、、、、ビッツビッツビッツビッツ・・・・ベルベルベルベル

ニナニナニナニナのののの山山山山々々々々をををを観光観光観光観光したしたしたした。。。。午後下山後午後下山後午後下山後午後下山後セガンティセガンティセガンティセガンティ美術館美術館美術館美術館ででででアルプスアルプスアルプスアルプスのののの山山山山々々々々ををををモデルモデルモデルモデルにしたにしたにしたにした 3333

大名画大名画大名画大名画とととと 23232323 のののの画廊画廊画廊画廊をををを拝見拝見拝見拝見したしたしたした。。。。    

（（（（３３３３））））３３３３日目日目日目日目はははは、、、、氷河特急氷河特急氷河特急氷河特急アルブラアルブラアルブラアルブラ線線線線でででで有名有名有名有名なななな鉄橋鉄橋鉄橋鉄橋ランドヴァッサーランドヴァッサーランドヴァッサーランドヴァッサー橋橋橋橋をををを通過通過通過通過ししししマイエンマイエンマイエンマイエン
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フェルトフェルトフェルトフェルト観光観光観光観光にににに出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。日本日本日本日本でもおでもおでもおでもお馴染馴染馴染馴染みのみのみのみのハイジハイジハイジハイジのののの泉泉泉泉、、、、ハイジハイジハイジハイジのののの家家家家のごのごのごのご案内案内案内案内だだだだ。。。。午後午後午後午後

ははははスイススイススイススイスのののの首都首都首都首都ベルンベルンベルンベルン市市市市ででででシンボルシンボルシンボルシンボルののののクマクマクマクマ公園公園公園公園、、、、バラバラバラバラ公園公園公園公園そしてそしてそしてそして、、、、史跡史跡史跡史跡としてとしてとしてとして名高名高名高名高いいいいベルベルベルベル

ンンンンのののの旧市街見学旧市街見学旧市街見学旧市街見学だっただっただっただった。。。。宿泊宿泊宿泊宿泊ははははインターラーケンインターラーケンインターラーケンインターラーケン、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ目指目指目指目指すすすすアルプスアルプスアルプスアルプスのののの山山山山々々々々のののの出発出発出発出発

拠点拠点拠点拠点だだだだ。。。。    

（（（（４４４４））））４４４４日目日目日目日目はははは、、、、自由行動自由行動自由行動自由行動をををを理由理由理由理由ににににツアーツアーツアーツアーとはとはとはとは離離離離れてれてれてれて独自独自独自独自にににに、、、、登山電車登山電車登山電車登山電車にににに乗乗乗乗りりりり換換換換ええええ「「「「ユンユンユンユン

グフラウヨッホグフラウヨッホグフラウヨッホグフラウヨッホ・・・・スフィンクススフィンクススフィンクススフィンクス展望台展望台展望台展望台」」」」までまでまでまで一直線一直線一直線一直線だだだだ。。。。あいにくあいにくあいにくあいにく天候天候天候天候がががが悪悪悪悪くくくくユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウ

ヨッホヨッホヨッホヨッホのののの頂上頂上頂上頂上がががが少少少少しししし見見見見えたがえたがえたがえたが、、、、あとはあとはあとはあとは霧霧霧霧のののの世界世界世界世界だっだっだっだったたたた。。。。帰帰帰帰りにりにりにりに山山山山をををを振振振振りりりり返返返返ったらったらったらったらアイガーアイガーアイガーアイガー

北壁北壁北壁北壁ややややユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウなどよくなどよくなどよくなどよく見見見見えたのはえたのはえたのはえたのは皮肉皮肉皮肉皮肉だっただっただっただった。。。。自由行動自由行動自由行動自由行動はははは便利便利便利便利なものでなものでなものでなもので、、、、下山下山下山下山してしてしてして

午後午後午後午後ははははブリエンツブリエンツブリエンツブリエンツ湖湖湖湖クルーズクルーズクルーズクルーズにににに出出出出かけかけかけかけ、、、、夕食夕食夕食夕食もここでもここでもここでもここで済済済済ませたませたませたませた。。。。    

    

（（（（写真写真写真写真２２２２：：：：左左左左からからからからアイガーアイガーアイガーアイガー、、、、メンヒメンヒメンヒメンヒ、、、、ユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウ 3333 山山山山とととと厳厳厳厳しいしいしいしいユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウ・・・・ヨッホヨッホヨッホヨッホ頂上頂上頂上頂上））））    

（（（（５５５５））））５５５５日目日目日目日目はははは、、、、朝朝朝朝３３３３時間時間時間時間かけてかけてかけてかけてラウターブルンネンラウターブルンネンラウターブルンネンラウターブルンネン乗換乗換乗換乗換シーニゲプラッテシーニゲプラッテシーニゲプラッテシーニゲプラッテ高山植物園高山植物園高山植物園高山植物園にににに

出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。このこのこのこの日日日日はははは前日前日前日前日にににに打打打打っっっってててて変変変変わってわってわってわって素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい晴天晴天晴天晴天アイガーアイガーアイガーアイガー、、、、メンヒメンヒメンヒメンヒ、、、、ユングフラユングフラユングフラユングフラ

ウウウウ・・・・ヨッホヨッホヨッホヨッホのののの 4000400040004000 メートルメートルメートルメートル級級級級のののの 3333 大名峰大名峰大名峰大名峰がががが手手手手にににに取取取取るようにるようにるようにるように見見見見えたえたえたえた。。。。これでいみじくもこれでいみじくもこれでいみじくもこれでいみじくも前日前日前日前日

のののの厳厳厳厳しいしいしいしい山登山山登山山登山山登山とととと風光明媚風光明媚風光明媚風光明媚ななななアルプスアルプスアルプスアルプスのののの名峰名峰名峰名峰のののの違違違違いをいをいをいを十分思十分思十分思十分思いいいい知知知知らされることとなったらされることとなったらされることとなったらされることとなった。。。。

何何何何しろしろしろしろ前日前日前日前日はははは地上地上地上地上 35353535 度度度度のののの暑暑暑暑さからさからさからさから 0000度度度度のののの寒寒寒寒いいいい山頂山頂山頂山頂までまでまでまで冬支度冬支度冬支度冬支度でででで上上上上ったのにほとんどったのにほとんどったのにほとんどったのにほとんど何何何何もももも見見見見

えなかったのですからえなかったのですからえなかったのですからえなかったのですから。。。。    

午後午後午後午後ははははバスバスバスバスでででで 168168168168 キロキロキロキロ、、、、グリムゼルグリムゼルグリムゼルグリムゼル峠峠峠峠をををを越越越越えてえてえてえてサースフェーサースフェーサースフェーサースフェーへへへへ、、、、ミシャベルアルプスミシャベルアルプスミシャベルアルプスミシャベルアルプス観観観観

光光光光のののの後後後後テーシュテーシュテーシュテーシュからからからからシャトルシャトルシャトルシャトル列車列車列車列車にににに乗乗乗乗りりりり換換換換ええええツェルマットツェルマットツェルマットツェルマット泊泊泊泊とととと朝朝朝朝8:308:308:308:30からからからから夜夜夜夜20:3020:3020:3020:30までまでまでまで12121212

時間時間時間時間のののの長旅長旅長旅長旅だっただっただっただった。。。。    

（（（（６６６６））））６６６６日目日目日目日目はははは早朝早朝早朝早朝、、、、朝焼朝焼朝焼朝焼けのけのけのけの黄金色黄金色黄金色黄金色にににに輝輝輝輝くくくくマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのごのごのごのご来光観賞来光観賞来光観賞来光観賞だだだだ。。。。続続続続いていていていてスネスネスネスネ

ガガガガ展望台展望台展望台展望台でででで「「「「逆逆逆逆ささささマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルン」」」」などなどなどなど観賞観賞観賞観賞したしたしたした後後後後、、、、自由行動自由行動自由行動自由行動ではではではでは 3500350035003500 メートルメートルメートルメートルののののクライクライクライクライ

マッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルン展望台展望台展望台展望台までまでまでまで、、、、憧憧憧憧れのれのれのれのマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのののの裾野裾野裾野裾野をををを回回回回ってってってって 40404040 分分分分ののののリフトリフトリフトリフト乗車乗車乗車乗車をををを楽楽楽楽

しんだしんだしんだしんだ。。。。年間何十人年間何十人年間何十人年間何十人のののの死者死者死者死者をををを出出出出すこのすこのすこのすこの山山山山にににに、、、、今日今日今日今日もももも多多多多くのくのくのくの登山家登山家登山家登山家がががが這這這這いいいい蹲蹲蹲蹲るようにるようにるようにるように登登登登ってってってって

いくいくいくいく姿姿姿姿はははは、、、、まるでまるでまるでまるでアリアリアリアリ行列行列行列行列のようだったのようだったのようだったのようだった。。。。今日今日今日今日もももも晴晴晴晴れれれれ渡渡渡渡ってってってって、、、、気温気温気温気温もももも涼涼涼涼しくしくしくしく景色最高景色最高景色最高景色最高、、、、まままま

るでるでるでるで天国天国天国天国だだだだ。。。。    
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（（（（写真写真写真写真３３３３：：：：逆逆逆逆ささささマッテッターホルンマッテッターホルンマッテッターホルンマッテッターホルンととととゴルナーグラードホテルゴルナーグラードホテルゴルナーグラードホテルゴルナーグラードホテル））））    

一度地上一度地上一度地上一度地上にににに降降降降りてからりてからりてからりてから、、、、今日今日今日今日はははは特別特別特別特別ににににゴルナーグラードゴルナーグラードゴルナーグラードゴルナーグラード展望台展望台展望台展望台ののののクルムホテルクルムホテルクルムホテルクルムホテル「「「「ゴルナゴルナゴルナゴルナ

ーグラードーグラードーグラードーグラード」」」」にににに宿泊宿泊宿泊宿泊だだだだ。。。。1111 年前年前年前年前にににに予約予約予約予約したしたしたしたホテルホテルホテルホテルだけにだけにだけにだけに、、、、外装外装外装外装はははは歴史歴史歴史歴史ものであるがものであるがものであるがものであるが内装内装内装内装はははは新新新新

装装装装でででで素晴素晴素晴素晴らしくらしくらしくらしく、、、、ワインワインワインワインのののの味味味味はははは特別特別特別特別であったであったであったであった。。。。    

（（（（７７７７））））7777 日目日目日目日目はははは早朝早朝早朝早朝にににに起起起起きききき、、、、3000300030003000 メートルメートルメートルメートルにあるにあるにあるにあるホテルホテルホテルホテルのののの正面正面正面正面からからからからマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのののの勇士勇士勇士勇士

にににに向向向向きききき合合合合いいいい、、、、黄金色黄金色黄金色黄金色にににに輝輝輝輝きききき、、、、そしてそしてそしてそして山山山山々々々々をををを圧倒圧倒圧倒圧倒するするするする姿姿姿姿にににに，，，，神各神各神各神各しさをしさをしさをしさを感感感感じじじじ、、、、ただただただただ茫然茫然茫然茫然とすとすとすとす

るばかりであったるばかりであったるばかりであったるばかりであった。。。。    

別行動別行動別行動別行動であったのでであったのでであったのでであったので、、、、ごごごご来光来光来光来光をををを拝拝拝拝んでからんでからんでからんでから早朝早朝早朝早朝ににににツェルマットツェルマットツェルマットツェルマット降降降降りりりり、」、」、」、」シャトルシャトルシャトルシャトル列車列車列車列車でででで 140140140140

キロキロキロキロ、、、、モントルーモントルーモントルーモントルーにににに向向向向かったかったかったかった。。。。レマンレマンレマンレマン湖湖湖湖ででででシオンシオンシオンシオン城観光城観光城観光城観光などをなどをなどをなどを経経経経ててててラヴォーラヴォーラヴォーラヴォー地区地区地区地区ののののブドウブドウブドウブドウ

畑畑畑畑ととととワインワインワインワイン醸造醸造醸造醸造をををを見学見学見学見学してしてしてしてフランスフランスフランスフランス領領領領ののののシャモニーシャモニーシャモニーシャモニーでででで宿泊宿泊宿泊宿泊となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（８８８８））））8888 日目日目日目日目はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ第一第一第一第一のののの 4800480048004800 メートルメートルメートルメートルのののの高山高山高山高山ののののモンブランモンブランモンブランモンブラン観光観光観光観光がががが計画計画計画計画されていされていされていされてい

たがたがたがたが、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ霧霧霧霧とととと雨雨雨雨でででで阻阻阻阻まれまれまれまれ、、、、モンタンヴェールモンタンヴェールモンタンヴェールモンタンヴェール展望台展望台展望台展望台まではまではまではまでは登登登登ったもののったもののったもののったものの、、、、山山山山のののの厳厳厳厳しししし

さをさをさをさを知知知知らされらされらされらされ、、、、そのままそのままそのままそのまま引引引引きききき返返返返すこととなったすこととなったすこととなったすこととなった。。。。    

（（（（９９９９））））9999 日目日目日目日目ははははシャモニーシャモニーシャモニーシャモニーからからからからチューリッヒチューリッヒチューリッヒチューリッヒ 310310310310 キロキロキロキロをひたすらをひたすらをひたすらをひたすらバスバスバスバスでででで走走走走りぬりぬりぬりぬきききき、、、、31313131 日日日日 13131313

時発空路時発空路時発空路時発空路 12121212 時間時間時間時間かけてかけてかけてかけて成田成田成田成田 9999 月月月月 1111 日日日日（（（（10101010 日目日目日目日目 7:507:507:507:50））））帰国帰国帰国帰国とととと相成相成相成相成ったったったった。。。。    

２２２２））））旅行旅行旅行旅行のののの印象印象印象印象    

ともかくともかくともかくともかく旅旅旅旅のののの印象印象印象印象はははは①①①①スイススイススイススイスはははは涼涼涼涼しいだろうとのしいだろうとのしいだろうとのしいだろうとの先入観先入観先入観先入観でででで出出出出かけたがかけたがかけたがかけたが、、、、平地平地平地平地はははは東京東京東京東京とととと同同同同

じくじくじくじく暑暑暑暑くくくく 35353535 度前度前度前度前ととととガッカリガッカリガッカリガッカリ、、、、しかししかししかししかし 4000400040004000 メートルメートルメートルメートル級級級級のののの山山山山々々々々はさすがにはさすがにはさすがにはさすがに逆逆逆逆にににに温度温度温度温度がががが低低低低くくくく 0000

度前後度前後度前後度前後とととと寒寒寒寒くくくく着替着替着替着替えにえにえにえに忙忙忙忙しくしくしくしく大変大変大変大変だっただっただっただった。。。。②②②②マッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンややややアイガーアイガーアイガーアイガー北壁北壁北壁北壁はははは各各各各々々々々2222 度度度度のののの展展展展

望台挑戦望台挑戦望台挑戦望台挑戦でででで何何何何とかとかとかとか清清清清々々々々しいしいしいしい勇姿見勇姿見勇姿見勇姿見ることがることがることがることが出来出来出来出来たがたがたがたが、、、、モンブランモンブランモンブランモンブランははははケーブルケーブルケーブルケーブルでででで展望台展望台展望台展望台にににに行行行行

くもくもくもくも霧霧霧霧とととと豪雨豪雨豪雨豪雨のののの無駄足無駄足無駄足無駄足であったであったであったであった。。。。③③③③なおなおなおなお、、、、前述前述前述前述のののの通通通通りりりり今回今回今回今回はははは特別特別特別特別ににににマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのののの見見見見ええええ

るるるる「「「「ゴゴゴゴルナグラードルナグラードルナグラードルナグラード展望台展望台展望台展望台」」」」ののののホテルホテルホテルホテルにににに宿泊宿泊宿泊宿泊したがしたがしたがしたが、、、、確確確確かにかにかにかに外装外装外装外装はははは歴史歴史歴史歴史ものだがものだがものだがものだが、、、、内装内装内装内装はははは

新装新装新装新装でででで綺麗綺麗綺麗綺麗だっただっただっただった。。。。それよりもそのそれよりもそのそれよりもそのそれよりもその際同行際同行際同行際同行してくれたしてくれたしてくれたしてくれた元元元元スキースキースキースキー選手選手選手選手でででで夫婦夫婦夫婦夫婦スイススイススイススイス在住在住在住在住のののの案案案案

内者内者内者内者がががが極極極極めてめてめてめて博学博学博学博学でででで、、、、スイススイススイススイス人人人人をををを紹介紹介紹介紹介してくれたりしてくれたりしてくれたりしてくれたり、、、、本人自本人自本人自本人自らもらもらもらもスイススイススイススイスをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした欧州欧州欧州欧州

事情事情事情事情などなどなどなど詳詳詳詳しくしくしくしく、、、、多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報をををを教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた。。。。    

３３３３、、、、スイススイススイススイスのののの政治政治政治政治とととと経済経済経済経済・・・・農業農業農業農業    

ところでここでところでここでところでここでところでここで少少少少ししししスイススイススイススイスのののの政治政治政治政治、、、、経済経済経済経済そしてそしてそしてそして農業農業農業農業のののの課題課題課題課題についてについてについてについて触触触触れてみようれてみようれてみようれてみよう。。。。    

スイススイススイススイスはははは「「「「スイススイススイススイス連邦連邦連邦連邦」」」」とととと言言言言われわれわれわれ、、、、人口約人口約人口約人口約 780780780780 万人万人万人万人のうちのうちのうちのうち、、、、民族民族民族民族ははははドイツドイツドイツドイツ系系系系 63,7%63,7%63,7%63,7%、、、、フラフラフラフラ
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ンスンスンスンス系系系系 20,4%20,4%20,4%20,4%、、、、イタリアイタリアイタリアイタリア系系系系 6,4%6,4%6,4%6,4%をををを中心中心中心中心にににに他他他他ににににロマンシュロマンシュロマンシュロマンシュ系系系系 0,5%0,5%0,5%0,5%そのそのそのその他他他他でででで連邦共和国制連邦共和国制連邦共和国制連邦共和国制をとをとをとをと

っているっているっているっている。。。。連邦連邦連邦連邦はははは 26262626 ののののカントンカントンカントンカントン（（（（州州州州））））とととと 2780278027802780 ののののゲマインデゲマインデゲマインデゲマインデ（（（（市町村市町村市町村市町村などなどなどなど））））でででで成成成成りりりり立立立立ちちちち、、、、

首都首都首都首都ベルンベルンベルンベルン、、、、公用語公用語公用語公用語はははは国国国国のののの生生生生いいいい立立立立ちからちからちからちから独独独独、、、、仏仏仏仏、、、、伊伊伊伊のののの三三三三カカカカ国語国語国語国語であるであるであるである。。。。②②②②スイススイススイススイスはははは「「「「永世永世永世永世

中立国中立国中立国中立国」」」」であるがであるがであるがであるが故故故故にににに懲兵制懲兵制懲兵制懲兵制がががが敷敷敷敷かれかれかれかれ、、、、国民全員国民全員国民全員国民全員がががが 20202020 歳以上歳以上歳以上歳以上にににに兵役兵役兵役兵役のののの義務義務義務義務があるがあるがあるがある。。。。多多多多くはくはくはくは

月月月月～～～～金金金金までまでまでまで、、、、歩行訓練歩行訓練歩行訓練歩行訓練、、、、時時時時にはにはにはには戦闘訓練戦闘訓練戦闘訓練戦闘訓練などになどになどになどに追追追追われるとのことわれるとのことわれるとのことわれるとのこと。。。。またまたまたまた自分自身国自分自身国自分自身国自分自身国をををを守守守守るるるる

というというというという精神精神精神精神からからからから、、、、新新新新しいしいしいしい家家家家のののの建築建築建築建築にはにはにはには核核核核シエルターシエルターシエルターシエルターのののの設置設置設置設置がががが義務付義務付義務付義務付けられているがけられているがけられているがけられているが、、、、最近最近最近最近

ではではではではワインワインワインワイン倉庫倉庫倉庫倉庫にににに代代代代わっているわっているわっているわっている、、、、とのこととのこととのこととのこと。。。。    

    

((((写真写真写真写真 4444：：：：山山山山までまでまでまで開発開発開発開発したしたしたしたスイススイススイススイスのののの農業農業農業農業ととととブドウブドウブドウブドウ畑畑畑畑))))    

ただしただしただしただしスイススイススイススイスはははは傭兵傭兵傭兵傭兵（（（（雇雇雇雇われわれわれわれ兵隊兵隊兵隊兵隊のののの歴史歴史歴史歴史がありがありがありがあり、、、、自国民同志自国民同志自国民同志自国民同志でででで戦戦戦戦ったといったったといったったといったったといった経験経験経験経験

もあるがもあるがもあるがもあるが））））極極極極めてめてめてめて勤勉勤勉勤勉勤勉とのとのとのとの評判評判評判評判もあるもあるもあるもある。。。。    

③③③③ またまたまたまた、、、、スイススイススイススイスをををを歩歩歩歩くとくとくとくと物価物価物価物価のののの高高高高いのにいのにいのにいのに驚驚驚驚かされるがかされるがかされるがかされるが、、、、19191919％％％％のののの高高高高いいいい消費消費消費消費    

税税税税((((欧州欧州欧州欧州ではではではでは安安安安いいいい方方方方))))もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、現地現地現地現地ではではではでは、、、、むしろむしろむしろむしろ所得税所得税所得税所得税、、、、相続税相続税相続税相続税のののの方方方方がががが高高高高くくくく合合合合わせてわせてわせてわせて

所得所得所得所得のののの 40%40%40%40%がががが税金負担税金負担税金負担税金負担とことだったとことだったとことだったとことだった。。。。給料給料給料給料もももも高高高高くくくく平均月平均月平均月平均月 50505050 万円水準万円水準万円水準万円水準でででで、、、、大卒大卒大卒大卒よりよりよりより技術技術技術技術

のあるのあるのあるのある専門学校卒専門学校卒専門学校卒専門学校卒がががが多多多多いようだいようだいようだいようだ。。。。なおなおなおなお、、、、大卒初任給大卒初任給大卒初任給大卒初任給もももも 50505050 万円万円万円万円ぐらいとぐらいとぐらいとぐらいと高高高高くくくく社会保障社会保障社会保障社会保障もももも

充実充実充実充実しているしているしているしている。。。。    

④④④④ スイススイススイススイスのののの主主主主なるなるなるなる産業産業産業産業はははは、、、、そのそのそのその技術技術技術技術をををを誇誇誇誇るるるる時計時計時計時計をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、ミルクチョミルクチョミルクチョミルクチョ    

コレートコレートコレートコレート（（（（生生生生チョコチョコチョコチョコ）、）、）、）、ワインワインワインワインなどでなどでなどでなどで有名有名有名有名なななな食品産業食品産業食品産業食品産業（（（（農業農業農業農業もももも含含含含むむむむ）、）、）、）、そしてそしてそしてそしてアルプスアルプスアルプスアルプス

のののの山山山山々々々々をををを持持持持つつつつ観光業観光業観光業観光業、、、、独特独特独特独特のののの歴史歴史歴史歴史をををを持持持持つつつつ金融業金融業金融業金融業（（（（スイススイススイススイス銀行銀行銀行銀行などなどなどなど））））であるであるであるである。。。。特特特特にににに金融金融金融金融

業業業業ははははスイススイススイススイス人特有人特有人特有人特有のののの勤勉勤勉勤勉勤勉でででで質素倹約名質素倹約名質素倹約名質素倹約名なななな気質気質気質気質にににに、、、、傭兵傭兵傭兵傭兵やややや時計時計時計時計、、、、繊維繊維繊維繊維などのなどのなどのなどの発展発展発展発展でででで投資投資投資投資

対象対象対象対象のののの多多多多いいいい資金資金資金資金がががが多額多額多額多額にににに集集集集まりまりまりまり通貨通貨通貨通貨がががが安定安定安定安定していたことしていたことしていたことしていたこと、、、、またまたまたまた政治的政治的政治的政治的にもにもにもにも「「「「永世中立永世中立永世中立永世中立」」」」

などをなどをなどをなどを守守守守りりりり安定安定安定安定していたことなどによりしていたことなどによりしていたことなどによりしていたことなどにより世界各国世界各国世界各国世界各国のののの資金資金資金資金がががが集集集集まりまりまりまり、、、、世界第一世界第一世界第一世界第一のののの金融業金融業金融業金融業

にににに発展発展発展発展したしたしたした。。。。    

４４４４、、、、スイススイススイススイス農業農業農業農業のののの概要概要概要概要とととと課題課題課題課題    

スイススイススイススイスのののの農業農業農業農業はははは山岳山岳山岳山岳、、、、湖水湖水湖水湖水そしてそしてそしてそして森林森林森林森林がががが 56,3%56,3%56,3%56,3%をををを占占占占めめめめ、、、、耕作可能耕作可能耕作可能耕作可能なななな農地農地農地農地がががが少少少少なくなくなくなく 41414141

万万万万ｈｈｈｈaaaa とととと日本日本日本日本のののの九州九州九州九州よりよりよりより少少少少しししし大大大大きいぐらいであるきいぐらいであるきいぐらいであるきいぐらいである。。。。1111 経営体経営体経営体経営体あたりではあたりではあたりではあたりでは 17171717ｈｈｈｈaaaa とととと日本日本日本日本にににに

比比比比べればべればべればべれば大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、欧州欧州欧州欧州ではではではでは小小小小さくさくさくさく、、、、生産生産生産生産コストコストコストコストもももも高高高高くくくく、、、、農産物農産物農産物農産物のののの市場競争力市場競争力市場競争力市場競争力がががが弱弱弱弱いいいい。。。。    

スイススイススイススイスのののの第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業はははは４４４４％（％（％（％（17171717 万万万万 2000200020002000 人人人人）、）、）、）、第二次産業第二次産業第二次産業第二次産業 25%25%25%25%、、、、またまたまたまた第三次産業第三次産業第三次産業第三次産業 71717171％％％％

とととと基本的基本的基本的基本的にににに日本日本日本日本のののの就業構造就業構造就業構造就業構造にににに似似似似ているているているている。。。。しかししかししかししかし第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業にににに食品食品食品食品・・・・農業関連産業従事農業関連産業従事農業関連産業従事農業関連産業従事
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者数者数者数者数 48484848 万人万人万人万人をををを加加加加えるとかなりえるとかなりえるとかなりえるとかなり大大大大きなきなきなきな勢力勢力勢力勢力になるになるになるになる。。。。    

スイススイススイススイスのののの農業指導機関農業指導機関農業指導機関農業指導機関はははは、、、、政府機関政府機関政府機関政府機関のののの連邦農業庁連邦農業庁連邦農業庁連邦農業庁（（（（FOAGFOAGFOAGFOAG））））とととと日本日本日本日本とととと友好友好友好友好のあるのあるのあるのあるスイスイスイスイ

スススス農民連盟農民連盟農民連盟農民連盟であるであるであるである。。。。連邦連邦連邦連邦のののの農業予算農業予算農業予算農業予算はははは全体全体全体全体のののの 8%8%8%8%にににに相当相当相当相当するするするする約約約約 40404040 億億億億スイスフランスイスフランスイスフランスイスフランであであであであ

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、スイススイススイススイス農民連盟農民連盟農民連盟農民連盟はははは 64,00064,00064,00064,000 人人人人のののの農家農家農家農家とととと 25252525 州州州州のののの農民団体及農民団体及農民団体及農民団体及びびびび 60606060 のののの分科分科分科分科・・・・専門専門専門専門

組織組織組織組織をををを代表代表代表代表しししし、、、、連邦連邦連邦連邦レベルレベルレベルレベルでででで活動活動活動活動するするするする強力団体強力団体強力団体強力団体であるであるであるである。。。。    

スイススイススイススイスはははは第第第第 2222 次大戦次大戦次大戦次大戦のののの教訓教訓教訓教訓でででで、、、、①①①①戦時中戦時中戦時中戦時中、、、、耕作耕作耕作耕作がががが極端極端極端極端にににに不足不足不足不足しししし、、、、国民国民国民国民にににに行行行行きわたるきわたるきわたるきわたる

だけのだけのだけのだけの食糧食糧食糧食糧がががが確保確保確保確保できなかったためできなかったためできなかったためできなかったため、、、、緊急緊急緊急緊急にあらゆるにあらゆるにあらゆるにあらゆる土地土地土地土地をををを農地農地農地農地にににに転用転用転用転用しししし、、、、こぞってこぞってこぞってこぞって

食糧用食糧用食糧用食糧用のののの農作物農作物農作物農作物をををを栽培栽培栽培栽培したしたしたした。。。。    

そそそそのののの後後後後スイススイススイススイス政府政府政府政府はははは、、、、②②②②有事有事有事有事のののの際際際際にもにもにもにも食糧食糧食糧食糧をををを十分確保十分確保十分確保十分確保できるようできるようできるようできるよう農業法農業法農業法農業法をををを制定制定制定制定、、、、自自自自

給率給率給率給率 100100100100％％％％をををを目指目指目指目指してしてしてして力力力力をををを入入入入れているれているれているれている。。。。そのそのそのその結果自給率結果自給率結果自給率結果自給率ははははチーズチーズチーズチーズ 116116116116％、％、％、％、じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

102102102102％％％％をはじめをはじめをはじめをはじめ牛牛牛牛・・・・豚肉豚肉豚肉豚肉ややややビートビートビートビート（（（（砂糖砂糖砂糖砂糖））））やややや穀類穀類穀類穀類などなどなどなど高高高高くくくく平均平均平均平均してしてしてして 56%56%56%56%自給率自給率自給率自給率をををを保保保保ってってってって

いるいるいるいる。。。。またまたまたまた日本日本日本日本とととと同様同様同様同様、、、、国国国国によるによるによるによる農作物農作物農作物農作物のののの買買買買いいいい上上上上げやげやげやげや価格価格価格価格のののの調整調整調整調整によりによりによりにより農作物農作物農作物農作物のののの生産生産生産生産

過剰過剰過剰過剰やややや政府政府政府政府のののの支出支出支出支出のののの増大増大増大増大をををを招招招招いたいたいたいた。。。。    

そのためそのためそのためそのため③③③③90909090 年代以降年代以降年代以降年代以降はははは、、、、農作物自体農作物自体農作物自体農作物自体にかけていたにかけていたにかけていたにかけていた補助金補助金補助金補助金をををを、、、、農家農家農家農家にににに直接支払直接支払直接支払直接支払うううう方方方方

式式式式にににに替替替替えたりえたりえたりえたり、、、、④④④④農産物農産物農産物農産物のののの価格価格価格価格もももも市場価格市場価格市場価格市場価格によってによってによってによって変動変動変動変動するするするする制度制度制度制度をををを導入導入導入導入しているしているしているしている。。。。⑤⑤⑤⑤

スイススイススイススイスのののの農業農業農業農業がががが国国国国際市場際市場際市場際市場でででで対等対等対等対等にににに戦戦戦戦かっていくためにかっていくためにかっていくためにかっていくために、、、、市場市場市場市場にににに合合合合ったったったった農業経営農業経営農業経営農業経営のののの多様多様多様多様

化化化化がががが望望望望まれておりまれておりまれておりまれており、、、、継続的継続的継続的継続的にににに国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力をををを持持持持つことがつことがつことがつことが必要必要必要必要とされているとされているとされているとされている。。。。⑥⑥⑥⑥スイススイススイススイスのののの

食料品食料品食料品食料品ははははドイツドイツドイツドイツ、、、、フランスフランスフランスフランスなどなどなどなど隣国隣国隣国隣国よりよりよりより高高高高いためいためいためいため、、、、国境付近国境付近国境付近国境付近にににに住住住住むむむむ多多多多くのくのくのくの住民住民住民住民はははは買買買買いいいい

物物物物にににに出出出出かけることになるかけることになるかけることになるかけることになる。。。。そのそのそのその場合場合場合場合 1111 回回回回あたりのあたりのあたりのあたりの量量量量やややや購買額購買額購買額購買額のののの制限制限制限制限がががが加加加加えられているえられているえられているえられている

がががが、、、、いずれいずれいずれいずれ取取取取りりりり外外外外されてもよいされてもよいされてもよいされてもよい競争力競争力競争力競争力がががが余儀余儀余儀余儀なくされるなくされるなくされるなくされる。。。。⑦⑦⑦⑦またまたまたまた、、、、スイススイススイススイスのののの食品食品食品食品のののの価価価価

格格格格がががが他国他国他国他国よりよりよりより高高高高いいいい理由理由理由理由としてとしてとしてとして有機農産物有機農産物有機農産物有機農産物などなどなどなど生産条件生産条件生産条件生産条件がががが厳厳厳厳しくしくしくしく規制規制規制規制されていることされていることされていることされていること、、、、

加加加加えてえてえてえて、、、、多多多多くのくのくのくの農家農家農家農家がががが収穫期収穫期収穫期収穫期にににに高高高高いいいい労働力労働力労働力労働力をををを、、、、例例例例えばえばえばえば欧州欧州欧州欧州のののの労働労働労働労働ビザビザビザビザがないががないががないががないが高高高高いいいい人人人人

件費件費件費件費のののの労働者労働者労働者労働者((((インドインドインドインド人人人人などなどなどなど))))をををを雇雇雇雇ううううケースケースケースケースなどなどなどなど多多多多いいいい。。。。一方一方一方一方でこのことをでこのことをでこのことをでこのことを遺憾遺憾遺憾遺憾にににに感感感感じなじなじなじな

がらがらがらがら、、、、そうしなければそうしなければそうしなければそうしなければ価格競争価格競争価格競争価格競争にににに勝勝勝勝ちちちち残残残残れないれないれないれない現実現実現実現実のののの矛盾矛盾矛盾矛盾をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。        

なおなおなおなお、、、、スイススイススイススイスのののの農業農業農業農業はははは、、、、畜産畜産畜産畜産とととと耕種耕種耕種耕種のののの２２２２つがつがつがつが柱柱柱柱になるがになるがになるがになるが、、、、前者前者前者前者がががが農業収入農業収入農業収入農業収入のののの 3333 分分分分のののの

２２２２をををを占占占占めるめるめるめる。。。。つまりつまりつまりつまり先述先述先述先述のようにのようにのようにのように、、、、山間部山間部山間部山間部までまでまでまで牛牛牛牛(160(160(160(160 万頭万頭万頭万頭))))やややや羊羊羊羊そしてそしてそしてそして養豚養豚養豚養豚(140(140(140(140 万頭万頭万頭万頭))))

などなどなどなど畜産畜産畜産畜産がががが中心中心中心中心のののの農業農業農業農業であるであるであるである。。。。    

    

((((写真写真写真写真５５５５：：：：スイススイススイススイスのののの酪農酪農酪農酪農ととととイタリアイタリアイタリアイタリアからのからのからのからの輸入米輸入米輸入米輸入米))))    １１１１ｋｇｋｇｋｇｋｇ2,22,22,22,2 フランフランフランフラン（（（（１１１１俵俵俵俵あたりあたりあたりあたり約約約約 1111 万円万円万円万円））））    
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５５５５、、、、EUEUEUEU のののの金融破綻金融破綻金融破綻金融破綻    

欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合（（（（EU)EU)EU)EU)））））はははは 27272727 のののの主権国家主権国家主権国家主権国家、、、、つまりつまりつまりつまり 20202020 のののの共和国共和国共和国共和国、、、、6666 つのつのつのつの王国王国王国王国、、、、1111 つのつのつのつの大公国大公国大公国大公国でででで構構構構

成成成成されているされているされているされている。。。。最近最近最近最近ではではではでは 2007200720072007 年年年年ににににブルガリアブルガリアブルガリアブルガリアととととルーマニアルーマニアルーマニアルーマニアがががが加盟加盟加盟加盟しておりしておりしておりしており、、、、加盟過程加盟過程加盟過程加盟過程はははは「「「「ヨヨヨヨ

ーロッパーロッパーロッパーロッパのののの統合統合統合統合」」」」とととと表現表現表現表現されることがあるされることがあるされることがあるされることがある。。。。これはこれはこれはこれはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ規模規模規模規模のののの諸機関諸機関諸機関諸機関にににに権限権限権限権限をををを段階段階段階段階

的的的的にににに集中集中集中集中させているさせているさせているさせているEUEUEUEU加盟国加盟国加盟国加盟国のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの国家国家国家国家としてのとしてのとしてのとしての協力協力協力協力のののの強化強化強化強化というというというという意味意味意味意味としてとしてとしてとして用用用用いいいい

られているられているられているられている。。。。なおなおなおなお、、、、EUEUEUEU 加盟加盟加盟加盟がががが認認認認められるにはめられるにはめられるにはめられるにはコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲン基準基準基準基準とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる経経経経済的済的済的済的・・・・政治政治政治政治

的条件的条件的条件的条件をををを満満満満たさなければならないたさなければならないたさなければならないたさなければならない。。。。またまたまたまた後続後続後続後続のののの連合加入連合加入連合加入連合加入にはにはにはには欧州議会欧州議会欧州議会欧州議会のののの同意同意同意同意とととと既存既存既存既存のののの加盟加盟加盟加盟

各国各国各国各国のののの合意合意合意合意がががが必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる。。。。    

ところでところでところでところで、、、、ごごごご存知存知存知存知のののの通通通通りりりり EUEUEUEU ははははフランスフランスフランスフランス、、、、ドイツドイツドイツドイツ、、、、イタリアイタリアイタリアイタリアなどなどなどなどスイススイススイススイスにににに隣接隣接隣接隣接しししし、、、、スイススイススイススイス

にににに関係関係関係関係のののの深深深深いいいい国国国国々々々々がそのがそのがそのがその構成構成構成構成のののの中心中心中心中心になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、何故何故何故何故かかかかスイススイススイススイスはははは加盟加盟加盟加盟していないしていないしていないしていない。。。。加加加加

盟盟盟盟していないしていないしていないしていない理由理由理由理由はははは最終的最終的最終的最終的にはにはにはにはノルウェーノルウェーノルウェーノルウェーややややアイルランドアイルランドアイルランドアイルランドとととと同様国民投票同様国民投票同様国民投票同様国民投票のののの結果結果結果結果、、、、否決否決否決否決ささささ

れたのでれたのでれたのでれたので入入入入れなかったことによるれなかったことによるれなかったことによるれなかったことによる。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際はははは前述前述前述前述のののの通通通通りりりり「「「「農業農業農業農業がががが競争力競争力競争力競争力にににに乏乏乏乏しくしくしくしく、、、、スススス

イスイスイスイスにににに農家農家農家農家がいなくなるがいなくなるがいなくなるがいなくなる」」」」というというというというスイススイススイススイス農民連盟農民連盟農民連盟農民連盟のののの強強強強いいいい反対反対反対反対やそれやそれやそれやそれ以上以上以上以上にににに金融業界金融業界金融業界金融業界のののの「「「「銀銀銀銀

行業務行業務行業務行業務のののの欧州連盟欧州連盟欧州連盟欧州連盟でのでのでのでの各種規定各種規定各種規定各種規定のののの改訂等改訂等改訂等改訂等にににに反対反対反対反対」」」」がががが本音本音本音本音でででで加入加入加入加入がががが実現実現実現実現しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。ただしただしただしただし、、、、

観光観光観光観光のののの国国国国らしくらしくらしくらしく EUEUEUEU にはにはにはには加入加入加入加入していないがしていないがしていないがしていないが、、、、欧州欧州欧州欧州ののののシェンゲンシェンゲンシェンゲンシェンゲン協定協定協定協定（（（（国境国境国境国境のののの自由往来自由往来自由往来自由往来））））にはにはにはには

加入加入加入加入しているしているしているしている。。。。    

話話話話がががが戻戻戻戻るがるがるがるが、、、、旅行中旅行中旅行中旅行中スイススイススイススイス人人人人のののの関係者関係者関係者関係者やややや、、、、現地在住現地在住現地在住現地在住のののの日本人日本人日本人日本人にににに意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くとくとくとくと「「「「欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合

はいずれつぶれるはいずれつぶれるはいずれつぶれるはいずれつぶれる」「」「」「」「ギリシャギリシャギリシャギリシャややややポルトガルポルトガルポルトガルポルトガルさらにはさらにはさらにはさらにはイタリアイタリアイタリアイタリア、、、、スペインスペインスペインスペインなどなどなどなど金融危機金融危機金融危機金融危機をきをきをきをき

っかけにほとんどっかけにほとんどっかけにほとんどっかけにほとんど経済破綻経済破綻経済破綻経済破綻のののの状態状態状態状態になっているになっているになっているになっている」。「」。「」。「」。「加加加加えてえてえてえて欧州中央銀行欧州中央銀行欧州中央銀行欧州中央銀行（（（（ECBECBECBECB））））ががががユーロユーロユーロユーロ圏圏圏圏

17171717 カカカカ国国国国でででで、、、、主要政策金利主要政策金利主要政策金利主要政策金利をををを１１１１％％％％からからからから 0.75%0.75%0.75%0.75%にににに下下下下げるなどげるなどげるなどげるなど湯水湯水湯水湯水のようにおのようにおのようにおのようにお金金金金をををを貸貸貸貸しししし続続続続けていけていけていけてい

るるるる」「」「」「」「このままでこのままでこのままでこのままで行行行行くとくとくとくと ECBECBECBECB もももも金融破綻金融破綻金融破綻金融破綻になるになるになるになる恐恐恐恐れがあるのみならずれがあるのみならずれがあるのみならずれがあるのみならず、、、、ドイツドイツドイツドイツややややフランスフランスフランスフランスのののの

ようなようなようなような経済大国経済大国経済大国経済大国もももも財政破財政破財政破財政破たんがたんがたんがたんが起起起起きききき、、、、支援出来支援出来支援出来支援出来なくなるなくなるなくなるなくなる」「」「」「」「そうなればそうなればそうなればそうなれば EUEUEUEU はおしまいだはおしまいだはおしまいだはおしまいだ」「」「」「」「ユユユユ

ーローローローロをををを持持持持つつつつ日本人日本人日本人日本人もももも早早早早くくくく処分処分処分処分したしたしたした方方方方がよいがよいがよいがよい」」」」のののの主張主張主張主張であったであったであったであった。。。。    

以上以上以上以上のようなのようなのようなのような情勢認識情勢認識情勢認識情勢認識のののの下下下下にににに「「「「スイススイススイススイスはははは孤立孤立孤立孤立していないしていないしていないしていない」「」「」「」「むしろむしろむしろむしろ歴史的歴史的歴史的歴史的にもにもにもにもスイススイススイススイスはははは、、、、

ドイツドイツドイツドイツややややフランスフランスフランスフランスののののストッパーストッパーストッパーストッパー役役役役をををを演演演演じているじているじているじている」」」」とととと強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

６６６６、、、、EUEUEUEU のののの経済危機経済危機経済危機経済危機とととと TPPTPPTPPTPP のののの展望展望展望展望    

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞がががが去去去去るるるる 9999 月月月月 6666 日日日日（（（（朝刊朝刊朝刊朝刊））））にににに伝伝伝伝えるえるえるえるニュニュニュニュ－－－－ススススなどによるとなどによるとなどによるとなどによると「「「「TPPTPPTPPTPP 交渉交渉交渉交渉のののの日本参加日本参加日本参加日本参加のののの

可否可否可否可否についてのについてのについてのについての意見表明意見表明意見表明意見表明はははは越年越年越年越年するするするする」」」」とととと報報報報じているじているじているじている。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは①①①①日本日本日本日本がががが交渉交渉交渉交渉にににに参加参加参加参加するするするする

にもにもにもにも先述先述先述先述のののの EUEUEUEU のののの場合場合場合場合とととと同様同様同様同様「「「「交渉国交渉国交渉国交渉国すべてのすべてのすべてのすべての承認承認承認承認をををを得得得得るるるる必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、ニュージランドニュージランドニュージランドニュージランド、、、、豪豪豪豪

州州州州、、、、米国米国米国米国のののの承認承認承認承認がががが得得得得られていないられていないられていないられていない。。。。②②②②加加加加えてえてえてえて米国米国米国米国はははは、、、、米政府米政府米政府米政府がががが交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加をををを認認認認めためためためた後後後後にににに米議米議米議米議

会会会会にににに通告通告通告通告してしてしてして 90909090 日間日間日間日間かけかけかけかけ検討検討検討検討しししし承認承認承認承認されるされるされるされる決決決決まりだまりだまりだまりだ。。。。そのためそのためそのためそのため日本日本日本日本がががが参加参加参加参加するにはするにはするにはするには APECAPECAPECAPEC

（（（（アジアアジアアジアアジア太平洋経済協力会議太平洋経済協力会議太平洋経済協力会議太平洋経済協力会議））））でででで野田総理野田総理野田総理野田総理がががが参加参加参加参加をををを表明表明表明表明するのがするのがするのがするのがラストチャンスラストチャンスラストチャンスラストチャンスであったであったであったであった。。。。    

首相首相首相首相がががが結論結論結論結論をををを出出出出せないのはせないのはせないのはせないのは①①①①野党野党野党野党のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、民主党民主党民主党民主党内内内内でもでもでもでも「「「「農業農業農業農業などへのなどへのなどへのなどへの悪影響悪影響悪影響悪影響をををを心心心心

配配配配するするするする議員議員議員議員らのらのらのらの反発反発反発反発がががが強強強強いほかいほかいほかいほか、、、、②②②②政権政権政権政権がががが消費増税消費増税消費増税消費増税やややや原発政策原発政策原発政策原発政策でででで手手手手いっぱいになりいっぱいになりいっぱいになりいっぱいになり、、、、TPPTPPTPPTPP

のののの優先順位優先順位優先順位優先順位がががが下下下下がっているがっているがっているがっている。。。。③③③③米国米国米国米国からからからから事前事前事前事前にににに自動車自動車自動車自動車やややや牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、共済共済共済共済((((郵政郵政郵政郵政))))などなどなどなど譲歩譲歩譲歩譲歩をををを求求求求めめめめ

られられられられ調整調整調整調整がついていないがついていないがついていないがついていない。。。。④④④④民主党代表選等民主党代表選等民主党代表選等民主党代表選等でででで野田総理野田総理野田総理野田総理がががが再選再選再選再選されたもののされたもののされたもののされたものの、、、、衆院解散衆院解散衆院解散衆院解散・・・・
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総選挙総選挙総選挙総選挙のののの可能性可能性可能性可能性もももも強強強強まるまるまるまる政治状況政治状況政治状況政治状況でででで党内党内党内党内がががが割割割割れるれるれるれる TPPTPPTPPTPP 参加表明参加表明参加表明参加表明などますますなどますますなどますますなどますます厳厳厳厳しいしいしいしい」」」」したしたしたした

がってがってがってがって 9999 月月月月 5555 日日日日にににに政府高官政府高官政府高官政府高官もももも「「「「結論結論結論結論はははは年明年明年明年明けけけけ以降以降以降以降になるになるになるになる」」」」としているとしているとしているとしている。。。。⑤⑤⑤⑤なおなおなおなお背景背景背景背景としてとしてとしてとして、、、、

米国政府米国政府米国政府米国政府やややや議会議会議会議会もももも 11111111 月月月月のののの米大統領選挙米大統領選挙米大統領選挙米大統領選挙をををを控控控控ええええ、、、、日本日本日本日本のののの TPPTPPTPPTPP 参加問題参加問題参加問題参加問題のののの議論議論議論議論がががが停停停停滞滞滞滞しているしているしているしている

ことなどもことなどもことなどもことなども影響影響影響影響しているようであるしているようであるしているようであるしているようである。（。（。（。（むしろむしろむしろむしろ早早早早まるとまるとまるとまると言言言言うううう説説説説もあるがもあるがもあるがもあるが））））    

以上以上以上以上のののの情勢情勢情勢情勢をををを受受受受けながらけながらけながらけながら、、、、スイススイススイススイスでのでのでのでの教訓教訓教訓教訓はははは①①①①スイススイススイススイスはははは日本日本日本日本とととと同様同様同様同様のののの環境環境環境環境にありながらにありながらにありながらにありながら

EUEUEUEUののののシェンゲンシェンゲンシェンゲンシェンゲン協定協定協定協定にはにはにはには入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、国民投票国民投票国民投票国民投票のののの結果結果結果結果とはとはとはとは言言言言ええええ、、、、EUEUEUEUにににに入入入入っていないことっていないことっていないことっていないこと。。。。

②②②②EUEUEUEU のののの金融破金融破金融破金融破たんもたんもたんもたんも頭頭頭頭においてにおいてにおいてにおいて、、、、WTOWTOWTOWTO とととと EUEUEUEU のののの狭間狭間狭間狭間においてにおいてにおいてにおいてヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパののののストッパーストッパーストッパーストッパー役役役役をををを演演演演

じようとしていることじようとしていることじようとしていることじようとしていること。。。。③③③③日本日本日本日本もあるもあるもあるもある意味意味意味意味ではではではではスイススイススイススイスとととと同様同様同様同様のののの環境環境環境環境にありながらにありながらにありながらにありながら TPPTPPTPPTPP 問題問題問題問題

ののののストッパーストッパーストッパーストッパー役役役役もももも演演演演じられないことじられないことじられないことじられないこと。。。。④④④④TPPTPPTPPTPP（（（（環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定））））もももも EUEUEUEU とととと同様中規模同様中規模同様中規模同様中規模

のののの経済連携協定経済連携協定経済連携協定経済連携協定のののの一一一一種種種種であるからであるからであるからであるから、、、、中心中心中心中心ののののアメリカアメリカアメリカアメリカがががが経済破綻経済破綻経済破綻経済破綻すればすればすればすれば持持持持たないたないたないたない」」」」ことをことをことをことを知知知知

るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。    

したがってしたがってしたがってしたがって⑤⑤⑤⑤日本日本日本日本はははは TPPTPPTPPTPP のののの外外外外にあってにあってにあってにあって中国中国中国中国、、、、インドインドインドインド、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、韓国韓国韓国韓国などなどなどなどアジアアジアアジアアジアのののの経済経済経済経済・・・・

消費大国消費大国消費大国消費大国とのとのとのとの経済連携経済連携経済連携経済連携をををを中心中心中心中心となってとなってとなってとなって進進進進めめめめ、、、、TPPTPPTPPTPP 関係国関係国関係国関係国とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・調整調整調整調整をををを図図図図るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。

同時同時同時同時にににに日本日本日本日本はははは、、、、WTOWTOWTOWTO（（（（世界貿易協定世界貿易協定世界貿易協定世界貿易協定））））においてもにおいてもにおいてもにおいても中心中心中心中心になってになってになってになって改善改善改善改善をををを重重重重ねるとかねるとかねるとかねるとか、、、、当面当面当面当面 2222 国国国国

間間間間のののの FTO(FTO(FTO(FTO(連携協定連携協定連携協定連携協定))))でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

７７７７、、、、終終終終わりにあたってわりにあたってわりにあたってわりにあたって    

    確確確確かにかにかにかに「「「「欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合がががが金融破綻金融破綻金融破綻金融破綻することはすることはすることはすることは世界世界世界世界がががが放放放放ってってってって措措措措かないかないかないかない」」」」などやなどやなどやなどや「「「「米国大統領選米国大統領選米国大統領選米国大統領選

以降以降以降以降、、、、日本日本日本日本のののの防衛防衛防衛防衛ともともともとも絡絡絡絡んでんでんでんで TPPTPPTPPTPP 参参参参加問題加問題加問題加問題などにはなどにはなどにはなどには大変大変大変大変なななな圧力圧力圧力圧力がかかるがかかるがかかるがかかる」」」」などなどなどなど異論異論異論異論があるがあるがあるがある

だろうがだろうがだろうがだろうが、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで一一一一つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方であろうであろうであろうであろう。。。。    

    しかししかししかししかし敢敢敢敢えてこのえてこのえてこのえてこの大胆大胆大胆大胆なななな構想構想構想構想からからからから、、、、現場現場現場現場ののののスイススイススイススイスのののの目目目目をとうしてまとめてみたのはをとうしてまとめてみたのはをとうしてまとめてみたのはをとうしてまとめてみたのは、、、、日日日日

本本本本にもこうしたにもこうしたにもこうしたにもこうした分析分析分析分析とととと提案提案提案提案をするをするをするをする研究者研究者研究者研究者もももも少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。例例例例えばえばえばえば最近最近最近最近「「「「ドルドルドルドルはははは 50505050 円円円円になるになるになるになる」」」」

でででで有名有名有名有名になったになったになったになった同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学のののの浜矩子教授浜矩子教授浜矩子教授浜矩子教授などはなどはなどはなどは「「「「さかんにさかんにさかんにさかんに EUEUEUEU ややややアメリカアメリカアメリカアメリカのののの経済危機経済危機経済危機経済危機やややや TPPTPPTPPTPP

参加問題参加問題参加問題参加問題のののの危険性危険性危険性危険性をををを訴訴訴訴えるえるえるえる」」」」しししし、、、、日本総研会長日本総研会長日本総研会長日本総研会長のののの寺島敏郎氏寺島敏郎氏寺島敏郎氏寺島敏郎氏やややや政治評論家政治評論家政治評論家政治評論家のののの森田実氏森田実氏森田実氏森田実氏などなどなどなど

もそうであるもそうであるもそうであるもそうである。。。。そのそのそのその最終判断最終判断最終判断最終判断はははは歴史歴史歴史歴史のののの結果結果結果結果をををを待待待待つしかないがつしかないがつしかないがつしかないが、、、、あえてあえてあえてあえて、「、「、「、「日本日本日本日本のののの国債国債国債国債もももも戦時戦時戦時戦時

国債国債国債国債のようのようのようのようにににに、、、、ただのただのただのただの紙切紙切紙切紙切れになるれになるれになるれになる」」」」とととと心配心配心配心配されるされるされるされる時代時代時代時代であるからであるからであるからであるから、、、、我我我我々々々々もとにかくもとにかくもとにかくもとにかく挑戦挑戦挑戦挑戦

す る に ふ さ わ し いす る に ふ さ わ し いす る に ふ さ わ し いす る に ふ さ わ し い 課 題課 題課 題課 題 で は な か ろ う かで は な か ろ う かで は な か ろ う かで は な か ろ う か 。。。。 (2012(2012(2012(2012 年年年年 10101010 月月月月 2222 日日日日

記記記記))))      

（（（（写真写真写真写真６６６６：：：：ランドヴァッサランドヴァッサランドヴァッサランドヴァッサ――――橋橋橋橋ととととレマンレマンレマンレマン湖湖湖湖ののののシオンシオンシオンシオン城城城城））））    
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        カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア沿岸沿岸沿岸沿岸クルーズクルーズクルーズクルーズ     

                          田中田中田中田中    和義和義和義和義 

一一一一、、、、カーニバルカーニバルカーニバルカーニバル・・・・インスピレーションインスピレーションインスピレーションインスピレーション乗船乗船乗船乗船「「「「こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは」「」「」「」「おおおお世話世話世話世話になりますになりますになりますになります」」」」

明明明明るいるいるいるい元気元気元気元気なななな声声声声がごったがえすがごったがえすがごったがえすがごったがえす成田空港成田空港成田空港成田空港のののの団体受付団体受付団体受付団体受付のののの前前前前でででで交交交交わされるわされるわされるわされる。「。「。「。「初初初初めてめてめてめて

ののののクルーズクルーズクルーズクルーズ。。。。胸胸胸胸ががががドキドキドキドキドキドキドキドキよよよよ」「」「」「」「大型客船大型客船大型客船大型客船がががが横倒横倒横倒横倒しになったけどしになったけどしになったけどしになったけど大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かしらかしらかしらかしら」」」」

期待期待期待期待とととと不安不安不安不安のののの顔顔顔顔・・・・顔顔顔顔。。。。 

スイススイススイススイス旅行旅行旅行旅行でででで知知知知りりりり合合合合ったったったった旅仲間六夫婦旅仲間六夫婦旅仲間六夫婦旅仲間六夫婦とはとはとはとは十年来十年来十年来十年来のおのおのおのお付付付付きききき合合合合いだいだいだいだ。。。。会食会会食会会食会会食会・・・・

国内旅行国内旅行国内旅行国内旅行・・・・英国英国英国英国やややや中国中国中国中国などなどなどなど多多多多くのくのくのくの旅旅旅旅をとおしてをとおしてをとおしてをとおして旧友旧友旧友旧友をををを温温温温めてきためてきためてきためてきたスイススイススイススイス会会会会のうのうのうのう

ちちちち四夫婦四夫婦四夫婦四夫婦がががが今回初今回初今回初今回初めてめてめてめてクルーズクルーズクルーズクルーズにににに挑戦挑戦挑戦挑戦するのだするのだするのだするのだ。。。。 

総勢四七名総勢四七名総勢四七名総勢四七名ががががクラブツーリズムクラブツーリズムクラブツーリズムクラブツーリズム主催主催主催主催ののののカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア・・・・ロサンゼルスクルーロサンゼルスクルーロサンゼルスクルーロサンゼルスクルー

ズズズズにににに参加参加参加参加しししし、、、、一月二三日一月二三日一月二三日一月二三日（（（（二二二二〇〇〇〇一二年一二年一二年一二年））））のののの夕刻夕刻夕刻夕刻ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスにににに向向向向けてけてけてけて成田成田成田成田をををを離離離離

陸陸陸陸。。。。 

同日同日同日同日のおのおのおのお昼昼昼昼にはにはにはにはロングビーチロングビーチロングビーチロングビーチでひときわでひときわでひときわでひときわ目立目立目立目立つつつつ赤赤赤赤いいいい煙突煙突煙突煙突のののの豪華客船豪華客船豪華客船豪華客船カーニバカーニバカーニバカーニバ

ルルルル・・・・インスピレーションインスピレーションインスピレーションインスピレーション（（（（七万七万七万七万トントントントン））））にににに乗船乗船乗船乗船。。。。博物館船兼博物館船兼博物館船兼博物館船兼ホテルホテルホテルホテルとしてとしてとしてとして静態保静態保静態保静態保

存存存存されているされているされているされている豪華客船豪華客船豪華客船豪華客船クイーンメリークイーンメリークイーンメリークイーンメリーををををデッキデッキデッキデッキでででで撮撮撮撮るるるる。。。。軽軽軽軽やかにやかにやかにやかに、、、、迷迷迷迷いながらいながらいながらいながら、、、、

胸胸胸胸をををを弾弾弾弾ませてませてませてませて船室船室船室船室にににに入入入入るるるる。。。。清潔清潔清潔清潔でででで、、、、コンパクトコンパクトコンパクトコンパクトでででで、、、、窓窓窓窓がないのはがないのはがないのはがないのは難点難点難点難点だがだがだがだが快適快適快適快適

なななな船旅船旅船旅船旅となりそうだとなりそうだとなりそうだとなりそうだ。。。。 

船内船内船内船内でのでのでのでの説明会説明会説明会説明会、、、、避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練、、、、部屋部屋部屋部屋からからからからレストランレストランレストランレストランへのへのへのへのルートルートルートルートのののの確認確認確認確認、、、、船内地船内地船内地船内地

図片手図片手図片手図片手でのでのでのでの船内探検船内探検船内探検船内探検とととと荷荷荷荷をををを解解解解くくくく間間間間もないくらいでもないくらいでもないくらいでもないくらいで出港出港出港出港だだだだ。。。。夕暮夕暮夕暮夕暮れのれのれのれの点灯点灯点灯点灯はじめはじめはじめはじめ

たたたたロングビーチロングビーチロングビーチロングビーチのののの去去去去りりりり行行行行くくくく街並街並街並街並みをみをみをみを見見見見やりながらやりながらやりながらやりながら、、、、数年前数年前数年前数年前ののののダイアモンドダイアモンドダイアモンドダイアモンド・・・・ププププ

リンセスリンセスリンセスリンセスによるによるによるによるメキシコクルーズメキシコクルーズメキシコクルーズメキシコクルーズをををを潮風潮風潮風潮風ののののデッキデッキデッキデッキでででで妻妻妻妻とととと思思思思いいいい出出出出していたしていたしていたしていた。。。。 

すごいすごいすごいすごい混雑混雑混雑混雑ののののレストランレストランレストランレストランはははは熱気熱気熱気熱気にににに満満満満ちているちているちているちている。。。。メニューメニューメニューメニュー内容内容内容内容をををを確認確認確認確認しながらしながらしながらしながら

のののの注文注文注文注文はははは添乗員添乗員添乗員添乗員さんもさんもさんもさんも大変大変大変大変だだだだ。。。。夫婦夫婦夫婦夫婦でででで別別別別々々々々のののの料理料理料理料理をををを注文注文注文注文してしてしてして半分半分半分半分ずつずつずつずつ分分分分けけけけ合合合合うううう

風景風景風景風景がががが仲睦仲睦仲睦仲睦まじくまじくまじくまじく映映映映るるるる。「。「。「。「このこのこのこの魚料理魚料理魚料理魚料理はおいしいねはおいしいねはおいしいねはおいしいね」「」「」「」「ステーキステーキステーキステーキははははボリュウムボリュウムボリュウムボリュウムがががが

ありすぎてありすぎてありすぎてありすぎて食食食食べきれないわべきれないわべきれないわべきれないわ」「」「」「」「今日今日今日今日はははは四一時間四一時間四一時間四一時間なのでなのでなのでなので一七時間一七時間一七時間一七時間もももも得得得得したねしたねしたねしたね」「」「」「」「二二二二

五五五五〇〇〇〇〇〇〇〇人人人人もももも乗船乗船乗船乗船しているのだってしているのだってしているのだってしているのだって。。。。込込込込むのがむのがむのがむのが当当当当たりたりたりたり前前前前ねねねね」「」「」「」「アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人がががが大部分大部分大部分大部分

だからやはりだからやはりだからやはりだからやはり船内船内船内船内もももも陽気陽気陽気陽気ねねねね」」」」乾杯乾杯乾杯乾杯のおのおのおのお酒酒酒酒でででで心地心地心地心地よくよくよくよく、、、、気心知気心知気心知気心知れたれたれたれた仲間仲間仲間仲間とのとのとのとの会話会話会話会話

もはずむもはずむもはずむもはずむ。。。。 

 

二二二二、、、、カタリナカタリナカタリナカタリナ島散策島散策島散策島散策 

デッキデッキデッキデッキでででで日日日日のののの出出出出をををを待待待待つつつつ。「。「。「。「さすがさすがさすがさすが寒寒寒寒いわねいわねいわねいわね」「」「」「」「あそこがあそこがあそこがあそこが赤赤赤赤くなってきたからもくなってきたからもくなってきたからもくなってきたからも

うすぐだうすぐだうすぐだうすぐだ」」」」妻妻妻妻とととと水平線水平線水平線水平線のののの赤赤赤赤くなりつつくなりつつくなりつつくなりつつ部分部分部分部分をををを凝視凝視凝視凝視するするするする。。。。思思思思わずわずわずわず両手両手両手両手をををを合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。

まぶしさはまぶしさはまぶしさはまぶしさは神神神神々々々々しいしいしいしい。。。。 

朝食朝食朝食朝食ののののバイキングバイキングバイキングバイキングではではではではトレートレートレートレーをををを一杯一杯一杯一杯にしたにしたにしたにした外人外人外人外人がががが行行行行きききき交交交交うううう。。。。食食食食べるべるべるべる量量量量がががが違違違違うううう。。。。

体格体格体格体格がががが違違違違うううう。。。。かもめもかもめもかもめもかもめもデッキテーブルデッキテーブルデッキテーブルデッキテーブルではではではではスキスキスキスキをみてのをみてのをみてのをみての分捕分捕分捕分捕りりりり合戦合戦合戦合戦にににに懸命懸命懸命懸命だだだだ。。。。 
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    スイススイススイススイス会一行会一行会一行会一行はははは青青青青いいいい海海海海にににに浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶリリリリゾートゾートゾートゾート地地地地・・・・カタリナカタリナカタリナカタリナ島島島島ににににテンダーボートテンダーボートテンダーボートテンダーボートでででで

上陸上陸上陸上陸。。。。ロスロスロスロスっっっっ子子子子のののの白白白白いいいい大小大小大小大小ののののヨットヨットヨットヨットがががが湾内一杯湾内一杯湾内一杯湾内一杯にににに係留係留係留係留されておりされておりされておりされており、、、、ダイビングダイビングダイビングダイビング、、、、

シュノーケルシュノーケルシュノーケルシュノーケルなどなどなどなど海中遊泳海中遊泳海中遊泳海中遊泳もももも楽楽楽楽しめるようだしめるようだしめるようだしめるようだ。。。。我我我我々々々々ははははガラスガラスガラスガラス底底底底ボートボートボートボートでででで餌餌餌餌にににに群群群群

がりがりがりがり、、、、華麗華麗華麗華麗にににに泳泳泳泳ぎぎぎぎ回回回回るるるる色色色色とりどりのとりどりのとりどりのとりどりの魚魚魚魚をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、童心童心童心童心にににに帰帰帰帰りりりり歓声歓声歓声歓声をををを上上上上げるのげるのげるのげるの

でででで精一杯精一杯精一杯精一杯。。。。 

島内島内島内島内ののののビューポイントビューポイントビューポイントビューポイント植物園行植物園行植物園行植物園行きのきのきのきのバスバスバスバス停停停停をををを探探探探してうろうろしているとしてうろうろしているとしてうろうろしているとしてうろうろしていると、、、、添添添添

乗員乗員乗員乗員さんのさんのさんのさんの「「「「バスバスバスバス停停停停はあすこはあすこはあすこはあすこ。。。。走走走走らないとらないとらないとらないと間間間間にににに合合合合わないわよわないわよわないわよわないわよ」」」」のののの一声一声一声一声ででででダッシダッシダッシダッシ

ュュュュ。。。。追追追追いいいい抜抜抜抜いていくいていくいていくいていく女性女性女性女性のののの姿姿姿姿。。。。なんとなんとなんとなんと妻妻妻妻。。。。とたんにとたんにとたんにとたんに膝膝膝膝ががくがくががくがくががくがくががくがく。。。。 

多多多多くのくのくのくの島自生島自生島自生島自生のののの植物植物植物植物のほかのほかのほかのほか赤赤赤赤やややや白白白白のののの花花花花をををを咲咲咲咲かせたかせたかせたかせたサボテサボテサボテサボテンンンンややややブーゲンビリアブーゲンビリアブーゲンビリアブーゲンビリア

などがなどがなどがなどが高台高台高台高台までまでまでまで続続続続きききき山道山道山道山道もももも気気気気にならないほどにならないほどにならないほどにならないほど目目目目をををを楽楽楽楽しませてくれたしませてくれたしませてくれたしませてくれた。。。。 

「「「「カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアにきたらにきたらにきたらにきたらロブスターロブスターロブスターロブスターよよよよ」」」」予備知識予備知識予備知識予備知識をををを仕入仕入仕入仕入れてれてれてれて来来来来たたたた仲間仲間仲間仲間のののの一一一一

声声声声ででででレストランレストランレストランレストラン探探探探しししし。。。。いいいいいいいい加減加減加減加減なところでなところでなところでなところで妥協妥協妥協妥協したのがしたのがしたのがしたのがサンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチののののロブスロブスロブスロブス

ターターターター。。。。それなりにそれなりにそれなりにそれなりに満足満足満足満足してしてしてして店店店店をををを出出出出てしばらくしてからてしばらくしてからてしばらくしてからてしばらくしてから、「、「、「、「あっあっあっあっ、、、、チップチップチップチップをををを忘忘忘忘れたれたれたれた」。」。」。」。

ここはここはここはここは日本日本日本日本ではなかったではなかったではなかったではなかった。「。「。「。「まあいいやまあいいやまあいいやまあいいや」」」」でででで終終終終わりわりわりわり。。。。 

フォーマルナイトフォーマルナイトフォーマルナイトフォーマルナイトのののの久久久久しししし振振振振りのりのりのりの革靴革靴革靴革靴ととととネクタイネクタイネクタイネクタイはははは、、、、ロブスターロブスターロブスターロブスター料理料理料理料理をををを大口大口大口大口ああああ

けてけてけてけて食食食食べるにはどうもべるにはどうもべるにはどうもべるにはどうも不釣合不釣合不釣合不釣合いいいい。。。。昼食昼食昼食昼食・・・・夕食夕食夕食夕食とととと連続連続連続連続ののののロブスターロブスターロブスターロブスター料理料理料理料理にににに舌鼓舌鼓舌鼓舌鼓をををを

うったうったうったうった仲間仲間仲間仲間はまさにはまさにはまさにはまさに満足顔満足顔満足顔満足顔。。。。船船船船長長長長のののの乗船歓迎乗船歓迎乗船歓迎乗船歓迎セレブレーションセレブレーションセレブレーションセレブレーションではではではでは船長船長船長船長とととと私達私達私達私達

夫婦夫婦夫婦夫婦のののの記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影とととと夫婦夫婦夫婦夫婦だけのだけのだけのだけのフォーマルフォトフォーマルフォトフォーマルフォトフォーマルフォトのはしごでのはしごでのはしごでのはしごで写真代写真代写真代写真代がががが気気気気になったになったになったになった

夕夕夕夕べもべもべもべも静静静静かなかなかなかな海原海原海原海原だっただっただっただった。。。。 

 

三三三三、、、、エンセナダエンセナダエンセナダエンセナダ寄航寄航寄航寄航 

    ロングビーチロングビーチロングビーチロングビーチからからからから目目目目とととと鼻鼻鼻鼻のののの先先先先にあるにあるにあるにあるメキシコエンセナダメキシコエンセナダメキシコエンセナダメキシコエンセナダにににに上陸上陸上陸上陸。。。。スイススイススイススイス会全会全会全会全

員員員員ががががショッピングショッピングショッピングショッピングやややや街並街並街並街並みみみみ散策目的散策目的散策目的散策目的ででででダウンタウンダウンタウンダウンタウンダウンタウンににににシャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバスでででで行行行行くくくく。。。。メメメメ

インストリートインストリートインストリートインストリートのののの両側両側両側両側にはにはにはにはメキシコメキシコメキシコメキシコ特有特有特有特有のののの帽子帽子帽子帽子・・・・毛布毛布毛布毛布、、、、貴金属類貴金属類貴金属類貴金属類などをなどをなどをなどを並並並並べたべたべたべた

おおおお土産店土産店土産店土産店がががが軒軒軒軒をををを並並並並べべべべ、、、、ショッピングショッピングショッピングショッピング客客客客にににに「「「「いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませ」「」「」「」「ハーイハーイハーイハーイ埼玉埼玉埼玉埼玉のののの田田田田

中中中中さんさんさんさん」」」」とととと声声声声をかけるをかけるをかけるをかける。。。。思思思思わずわずわずわずエエエエ！！！！エエエエ！！！！とびくっとするとびくっとするとびくっとするとびくっとする。。。。日本人観光客日本人観光客日本人観光客日本人観光客もももも罪罪罪罪なななな

ことをしていることをしていることをしていることをしている。。。。 

潮吹潮吹潮吹潮吹きききき穴穴穴穴バスツアーバスツアーバスツアーバスツアーはここではもっともはここではもっともはここではもっともはここではもっとも人気人気人気人気のあるのあるのあるのある観光観光観光観光スポットスポットスポットスポットだだだだ。。。。世界第世界第世界第世界第

二位二位二位二位のののの規模規模規模規模といわれているのでといわれているのでといわれているのでといわれているので大自然大自然大自然大自然のののの驚異驚異驚異驚異をををを実感実感実感実感したいとしたいとしたいとしたいと、、、、船会社主催船会社主催船会社主催船会社主催ののののオオオオ

プショナルツアープショナルツアープショナルツアープショナルツアーにににに参加参加参加参加したしたしたした。。。。旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社のそれにのそれにのそれにのそれに比比比比べるとべるとべるとべると格安格安格安格安だがだがだがだが、、、、英語英語英語英語ガイガイガイガイ

ドドドドさんのさんのさんのさんの早口説明早口説明早口説明早口説明ではではではではチンプンカンプンチンプンカンプンチンプンカンプンチンプンカンプン。。。。     

ＶＶＶＶ字型海岸線字型海岸線字型海岸線字型海岸線のののの奥奥奥奥にあるににあるににあるににあるに洞窟洞窟洞窟洞窟にににに何度何度何度何度もももも波波波波がががが押押押押しししし寄寄寄寄せているうちにせているうちにせているうちにせているうちに、、、、圧縮圧縮圧縮圧縮にににに

圧縮圧縮圧縮圧縮をををを重重重重ねたねたねたねた空気空気空気空気がががが勢勢勢勢いよくいよくいよくいよく二二二二〇ｍ〇ｍ〇ｍ〇ｍほどもほどもほどもほども高高高高くくくく吹吹吹吹きだしきだしきだしきだし、、、、空中空中空中空中でででで踊踊踊踊りりりり、、、、観光客観光客観光客観光客

にしょっぱいにしょっぱいにしょっぱいにしょっぱい驟雨驟雨驟雨驟雨となってとなってとなってとなって降降降降りりりり注注注注ぐぐぐぐ。。。。 

シーフードシーフードシーフードシーフードのののの町町町町にににに来来来来たのでたのでたのでたので一口一口一口一口とととと思思思思いいいい、、、、屋台店屋台店屋台店屋台店のののの一角一角一角一角でででで魚介魚介魚介魚介タコスタコスタコスタコスをおそるをおそるをおそるをおそる

おおおおそるそるそるそる購入購入購入購入、、、、恐恐恐恐るるるる恐恐恐恐るるるる口口口口にするにするにするにする。。。。丈夫丈夫丈夫丈夫なななな胃腸胃腸胃腸胃腸にににに感謝感謝感謝感謝。。。。 
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四四四四、、、、船内船内船内船内ライフライフライフライフ 

船内新聞船内新聞船内新聞船内新聞からからからから一日一日一日一日がががが始始始始まるまるまるまる。。。。二人二人二人二人でででで各各各各々々々々のののの新聞片手新聞片手新聞片手新聞片手ににににビュッフェレストランビュッフェレストランビュッフェレストランビュッフェレストラン

でででで朝食朝食朝食朝食をとりながらをとりながらをとりながらをとりながらタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールをををを組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく。。。。再会再会再会再会するのはするのはするのはするのは昼食昼食昼食昼食とととと夕夕夕夕

食食食食ののののメインダイニングメインダイニングメインダイニングメインダイニングだだだだ。。。。おおおお互互互互いのいのいのいの行動行動行動行動をををを報告報告報告報告しあいしあいしあいしあい、、、、時時時時にはにはにはには一緒一緒一緒一緒ににににジャクジジャクジジャクジジャクジ

ーーーーややややプールプールプールプール、、、、カジノカジノカジノカジノでででで時時時時をををを過過過過ごすごすごすごす。。。。夕食夕食夕食夕食ははははスイススイススイススイス会会会会メンバーメンバーメンバーメンバー全員全員全員全員のののの歓談歓談歓談歓談のののの場場場場とととと

なるなるなるなる。「。「。「。「寿司寿司寿司寿司バーバーバーバーでちょっとでちょっとでちょっとでちょっと酸酸酸酸っぱいっぱいっぱいっぱい巻巻巻巻きききき寿司寿司寿司寿司がががが食食食食べられるよべられるよべられるよべられるよ」「」「」「」「胸毛胸毛胸毛胸毛コンテスコンテスコンテスコンテス

トトトトはどうもねはどうもねはどうもねはどうもね」「」「」「」「ピアノミュージックピアノミュージックピアノミュージックピアノミュージックはすばらしかったはすばらしかったはすばらしかったはすばらしかった」「」「」「」「氷彫刻氷彫刻氷彫刻氷彫刻ははははノミノミノミノミ一一一一つでつでつでつで

手際手際手際手際よくよくよくよく上手上手上手上手にににに作作作作っていたっていたっていたっていたよよよよ」」」」とととと体験報告体験報告体験報告体験報告がががが続続続続くくくく。。。。豪華豪華豪華豪華なななな夕食後夕食後夕食後夕食後ははははシアターシアターシアターシアターなななな

どのどのどのどの華麗華麗華麗華麗ななななダンスショウダンスショウダンスショウダンスショウでででで充実充実充実充実したしたしたした夜夜夜夜をををを過過過過ごすごすごすごす。。。。体調体調体調体調をををを崩崩崩崩してしてしてして食事食事食事食事にににに参加参加参加参加できできできでき

ないないないない人人人人もももも一度一度一度一度あったがあったがあったがあったが、、、、総総総総じてじてじてじて皆元気皆元気皆元気皆元気ににににクルーズクルーズクルーズクルーズそのものとそのものとそのものとそのものと寄港地寄港地寄港地寄港地でのでのでのでのツアーツアーツアーツアー

もももも楽楽楽楽しめたしめたしめたしめた。。。。 

広広広広いいいい青青青青いいいい海原海原海原海原をををを終日見終日見終日見終日見てすごすのもてすごすのもてすごすのもてすごすのも良良良良いいいい。。。。余生余生余生余生のゆったりとしたのゆったりとしたのゆったりとしたのゆったりとした時時時時はははは流流流流れるれるれるれる。。。。    

 

            

カタリナカタリナカタリナカタリナ島散策島散策島散策島散策                                                                        船内船内船内船内ディナーディナーディナーディナー    

    

                

カーニバルカーニバルカーニバルカーニバル・・・・インスピレーションインスピレーションインスピレーションインスピレーション号号号号                                        エンセナダエンセナダエンセナダエンセナダ潮吹潮吹潮吹潮吹きききき海岸海岸海岸海岸    
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ライフケアライフケアライフケアライフケア熱海梅園台体験記熱海梅園台体験記熱海梅園台体験記熱海梅園台体験記                 

桂桂桂桂    惇惇惇惇、、、、佐智子佐智子佐智子佐智子                2012.2012.2012.2012.９９９９....２０２０２０２０    

皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも老後老後老後老後がががが心配心配心配心配、、、、特特特特にににに一人一人一人一人になったになったになったになった時時時時のののの不安不安不安不安をおをおをおをお持持持持ちではないですかちではないですかちではないですかちではないですか？？？？    

                私私私私たちもたちもたちもたちも先先先先のののの心配心配心配心配をををを考考考考ええええ一人一人一人一人になってもになってもになってもになっても子供子供子供子供のののの世話世話世話世話にならずにならずにならずにならず孤独死等孤独死等孤独死等孤独死等のののの不安不安不安不安をををを考考考考ええええ漫然漫然漫然漫然ととととケアマンションケアマンションケアマンションケアマンション    

のようなところをのようなところをのようなところをのようなところを考考考考えていたものでえていたものでえていたものでえていたもので見学見学見学見学してしてしてして早早早早いのはいのはいのはいのは分分分分かっていたのですがかっていたのですがかっていたのですがかっていたのですが入居入居入居入居をすぐにをすぐにをすぐにをすぐに決決決決めましためましためましためました。。。。    

海海海海がかなたにがかなたにがかなたにがかなたに見見見見えすぐえすぐえすぐえすぐ近近近近くのくのくのくの峠峠峠峠からはくっきりからはくっきりからはくっきりからはくっきり富士山富士山富士山富士山がががが見見見見ええええ、、、、十国峠十国峠十国峠十国峠までまでまでまで１０１０１０１０分分分分というというというという地地地地のののの利利利利にすっかりにすっかりにすっかりにすっかり    

一目一目一目一目ぼれしてぼれしてぼれしてぼれして買買買買いましたいましたいましたいました。。。。たったたったたったたった５５５５ヶヶヶヶ月月月月ののののロングステーロングステーロングステーロングステーなみになってしまいましなみになってしまいましなみになってしまいましなみになってしまいましたがたがたがたが貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験でしたでしたでしたでした。。。。    

すぐにすぐにすぐにすぐに出出出出たたたた理由理由理由理由はまだはまだはまだはまだ元気元気元気元気でででで東京方面東京方面東京方面東京方面にしょっちゅうにしょっちゅうにしょっちゅうにしょっちゅう出出出出かけるにはかけるにはかけるにはかけるには不便不便不便不便((((新幹線新幹線新幹線新幹線でででで往復往復往復往復５５００５５００５５００５５００円円円円))))だっただっただっただった。。。。    

                ここにここにここにここに皆様皆様皆様皆様にににに体験記体験記体験記体験記をををを記記記記しししし私私私私たちのたちのたちのたちの買買買買ったったったったマンションマンションマンションマンションほしいほしいほしいほしい方方方方にににに格安格安格安格安でおでおでおでお譲譲譲譲りできたらとおもいましたりできたらとおもいましたりできたらとおもいましたりできたらとおもいました。。。。    

平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの８２８２８２８２歳位歳位歳位歳位になったらとてもよいところとになったらとてもよいところとになったらとてもよいところとになったらとてもよいところと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので又又又又いくかもしれませんいくかもしれませんいくかもしれませんいくかもしれません。。。。メリットメリットメリットメリット、、、、    

デメリットデメリットデメリットデメリットをををを記記記記しますのでしますのでしますのでしますので参考参考参考参考にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。    
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       メリットメリットメリットメリット    

    

・ 部屋部屋部屋部屋にににに 3333 箇所箇所箇所箇所のののの非常非常非常非常ベルベルベルベルがあるがあるがあるがある。（。（。（。（ベッドルームベッドルームベッドルームベッドルーム、、、、風呂風呂風呂風呂、、、、トイレトイレトイレトイレ））））    

・・・・    廊下廊下廊下廊下ににににセンサーセンサーセンサーセンサーがががが付付付付いていていていて入室入室入室入室にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず 11112222 時間動時間動時間動時間動きがきがきがきが無無無無いいいい時時時時フロントフロントフロントフロントからからからから見見見見にににに来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる。。。。    

・ ３３３３食食事食食事食食事食食事がががが頼頼頼頼めるめるめるめる。（。（。（。（朝朝朝朝３５０３５０３５０３５０円円円円、、、、昼昼昼昼３５０３５０３５０３５０円円円円、、、、夜夜夜夜４５０４５０４５０４５０円円円円））））    

・ 自宅自宅自宅自宅でででで自炊自炊自炊自炊ＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。    

・ １７００１７００１７００１７００キロカロリーキロカロリーキロカロリーキロカロリー（（（（７０７０７０７０歳男性歳男性歳男性歳男性のののの必要必要必要必要カロリーカロリーカロリーカロリーをををを栄養士栄養士栄養士栄養士がががが計算計算計算計算））））    

・ これだけこれだけこれだけこれだけ食食食食べればべればべればべれば理想理想理想理想。。。。私私私私はははは２２２２キロキロキロキロやせましたやせましたやせましたやせました。。。。こちらにこちらにこちらにこちらに戻戻戻戻ったらったらったらったら元元元元にににに戻戻戻戻りましたがりましたがりましたがりましたが。。。。    

・ 上記上記上記上記のののの食事食事食事食事をををを自室自室自室自室にににに岡持岡持岡持岡持ちにちにちにちに入入入入れてもらいれてもらいれてもらいれてもらい持持持持ちちちち帰帰帰帰るのもるのもるのもるのもＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。    

・ 病院病院病院病院はははは各科各科各科各科ともともともとも熱海市内熱海市内熱海市内熱海市内にありますにありますにありますにあります。。。。月月月月１１１１回回回回マンションマンションマンションマンションにににに医者医者医者医者がががが来来来来てててて相談相談相談相談にににに応応応応じますじますじますじます。。。。    

・ 看護婦看護婦看護婦看護婦がががが２４２４２４２４時間常駐時間常駐時間常駐時間常駐。。。。    

・ バスバスバスバス停停停停がががが目目目目のののの前前前前にあるにあるにあるにある。。。。熱海熱海熱海熱海までまでまでまで１５１５１５１５分分分分。。。。３００３００３００３００円円円円。。。。    

・ ポストポストポストポストもももも建物建物建物建物のののの中中中中にあるにあるにあるにある。。。。    

・ 屋上駐屋上駐屋上駐屋上駐車場月車場月車場月車場月５０００５０００５０００５０００円円円円。。。。我我我我がががが家家家家もももも持持持持っていっておりましたっていっておりましたっていっておりましたっていっておりました。。。。    

・ レンタルロッカールームレンタルロッカールームレンタルロッカールームレンタルロッカールームがががが月月月月１８００１８００１８００１８００円円円円。。。。約約約約１１１１．．．．５５５５畳畳畳畳くらいくらいくらいくらい。。。。    

・ 我我我我がががが家家家家もももも２２２２戸戸戸戸かりたかりたかりたかりた。。。。    

・ 対人関係対人関係対人関係対人関係はははは温泉温泉温泉温泉、、、、食堂食堂食堂食堂、、、、エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター内内内内、、、、サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動などなどなどなど社交家社交家社交家社交家にはもってこいですにはもってこいですにはもってこいですにはもってこいです。。。。    

・ サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動はははは将棋将棋将棋将棋、、、、卓球卓球卓球卓球、、、、バトミントンバトミントンバトミントンバトミントン、、、、ゴルフゴルフゴルフゴルフ、、、、太極拳太極拳太極拳太極拳、、、、コーラスコーラスコーラスコーラス、、、、カラオケカラオケカラオケカラオケ、、、、社交社交社交社交ダンスダンスダンスダンス、、、、俳句俳句俳句俳句、、、、ビリヤービリヤービリヤービリヤー

ドドドド、、、、園芸園芸園芸園芸、、、、茶道茶道茶道茶道、、、、陶芸陶芸陶芸陶芸、、、、歩歩歩歩くくくく会会会会、、、、外外外外にににに行行行行くとくとくとくと絵絵絵絵。。。。又毎日又毎日又毎日又毎日１１１１回大回大回大回大ホールホールホールホールではではではでは健康体操健康体操健康体操健康体操。。。。    

・ 温泉温泉温泉温泉はははは水曜以外水曜以外水曜以外水曜以外はははは毎日毎日毎日毎日。。。。午後午後午後午後３３３３時時時時からからからから８８８８時時時時までまでまでまで自由自由自由自由にににに入浴入浴入浴入浴できますできますできますできます。。。。    

・ 年間行事年間行事年間行事年間行事はははは節分節分節分節分、、、、ひなひなひなひな祭祭祭祭りりりり、、、、バスバスバスバス旅行旅行旅行旅行、、、、合同演芸会合同演芸会合同演芸会合同演芸会、、、、七夕七夕七夕七夕、、、、盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり、、、、敬老会敬老会敬老会敬老会、、、、ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ、、、、歩歩歩歩くくくく会会会会、、、、マージャンマージャンマージャンマージャン

大会大会大会大会、、、、クリマスクリマスクリマスクリマス、、、、法律相談法律相談法律相談法律相談、、、、税務相談税務相談税務相談税務相談などなどなどなど多彩多彩多彩多彩。。。。    

・ 要介護要介護要介護要介護２２２２までのまでのまでのまでの人人人人がががが入入入入れるようになってますれるようになってますれるようになってますれるようになってます。。。。    

・ 車椅子車椅子車椅子車椅子になってからではになってからではになってからではになってからでは入入入入れませんがれませんがれませんがれませんが、、、、入入入入っているっているっているっている人人人人がががが廊下廊下廊下廊下がががが進進進進んんんん打時打時打時打時はははは部屋部屋部屋部屋ににににヘルパーヘルパーヘルパーヘルパーをををを呼呼呼呼べますべますべますべます。。。。    

・ 独独独独りりりり者者者者になったになったになったになった人人人人がががが多多多多くくくく、、、、寂寂寂寂しいからしいからしいからしいから友人友人友人友人がががが出来出来出来出来てててて安心安心安心安心とととと言言言言うううう人人人人がががが多多多多いいいい。。。。    

・ 男性男性男性男性はははは三度三度三度三度のののの食事食事食事食事がががが作作作作ってもらえってもらえってもらえってもらえ、、、、安安安安くてくてくてくて栄養栄養栄養栄養バランスバランスバランスバランスがよいのとがよいのとがよいのとがよいのと食堂食堂食堂食堂でででで話話話話がががが出来出来出来出来てててて喜喜喜喜んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

・ 掃除掃除掃除掃除はははは自分自分自分自分でしたくないひとはでしたくないひとはでしたくないひとはでしたくないひとは１１１１回回回回２５００２５００２５００２５００円円円円でででで頼頼頼頼めますめますめますめます。。。。    

・ 一般一般一般一般ののののマンションマンションマンションマンションとととと同同同同じじじじ登記登記登記登記がががが出来相続出来相続出来相続出来相続がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。    

・ ロビーロビーロビーロビーのののの職員職員職員職員はははは親切親切親切親切でででで宅配宅配宅配宅配のののの受受受受けけけけ渡渡渡渡しもしもしもしもＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。ＯＫ。    

・ 電灯電灯電灯電灯のののの交換交換交換交換やややや室内室内室内室内のののの手助手助手助手助けなどけなどけなどけなど１００１００１００１００円円円円くらいでくらいでくらいでくらいで男性男性男性男性スタッフスタッフスタッフスタッフがしてくれますがしてくれますがしてくれますがしてくれます。。。。    

・ マンションマンションマンションマンションのののの前前前前からからからから熱海駅熱海駅熱海駅熱海駅かかかか来宮駅来宮駅来宮駅来宮駅ののののバスバスバスバスがががが１１１１時間時間時間時間にににに２２２２本本本本でていますでていますでていますでています。。。。片道片道片道片道３００３００３００３００円円円円ですですですです。。。。またまたまたまた人数人数人数人数がまとまればがまとまればがまとまればがまとまれば

所属所属所属所属ののののマイクロバスマイクロバスマイクロバスマイクロバスをををを出出出出してくれますしてくれますしてくれますしてくれます。。。。往復一人往復一人往復一人往復一人２００２００２００２００円円円円ですですですです。。。。ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場やややや駅駅駅駅までのまでのまでのまでの往復往復往復往復にににに使使使使えますえますえますえます。。。。    

・ 新築新築新築新築のときはのときはのときはのときは３８００３８００３８００３８００万万万万からからからから４０００４０００４０００４０００万円万円万円万円したがしたがしたがしたが、、、、今今今今はははは安安安安くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。モデルルームモデルルームモデルルームモデルルーム７００７００７００７００万円万円万円万円。。。。私私私私のののの部屋部屋部屋部屋はははは

リフォームリフォームリフォームリフォーム済済済済でででで３００３００３００３００万万万万でおでおでおでお分分分分けしますけしますけしますけします。。。。管理管理管理管理はははは非常非常非常非常にしっかりしていますにしっかりしていますにしっかりしていますにしっかりしています。。。。    
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デメリットデメリットデメリットデメリット    

    

・ 私私私私たちのようにたちのようにたちのようにたちのように元気元気元気元気だとだとだとだと一度一度一度一度もももも非常非常非常非常ベルベルベルベルなどのなどのなどのなどの世話世話世話世話にならずにならずにならずにならず２４２４２４２４時間中時間中時間中時間中のののの看護婦看護婦看護婦看護婦のののの世話世話世話世話もももも受受受受けなかったけなかったけなかったけなかった。。。。    

・ 食事食事食事食事をををを自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで作作作作るならるならるならるなら此処此処此処此処はもったいないはもったいないはもったいないはもったいない。。。。作作作作るるるる人人人人たちのたちのたちのたちの給与給与給与給与はははは管理費管理費管理費管理費からからからから出出出出ているわけでているわけでているわけでているわけで高高高高さにさにさにさに反映反映反映反映。。。。    

・ 食事不要食事不要食事不要食事不要のときやのときやのときやのときや急急急急にににに人人人人がががが来来来来てててて追加追加追加追加したいときしたいときしたいときしたいとき前日前日前日前日のののの１１１１１１１１時時時時までにまでにまでにまでに連絡連絡連絡連絡がががが必要必要必要必要。。。。面倒面倒面倒面倒。。。。    

・ 外食外食外食外食はははは熱海熱海熱海熱海のののの町町町町までまでまでまでバスバスバスバス車車車車タクシータクシータクシータクシーでででで行行行行くくくく。。。。    

・ 坂道坂道坂道坂道はははは行行行行きはきはきはきは熱海園熱海園熱海園熱海園をををを通通通通りりりり散歩散歩散歩散歩がてらがてらがてらがてら行行行行くくくく人人人人がががが多多多多いいいい。。。。海海海海までまでまでまで７０００７０００７０００７０００歩歩歩歩。。。。和和和和ｔｔｔｔ駆使駆使駆使駆使はははは膝膝膝膝のののの痛痛痛痛みがみがみがみが逆逆逆逆にににに取取取取れたれたれたれた。。。。足足足足のののの

悪悪悪悪いいいい人人人人ははははマンションマンションマンションマンションのののの周周周周りやりやりやりや庭庭庭庭しかしかしかしか散歩散歩散歩散歩できないできないできないできない。。。。    

・ 一人一人一人一人でででで部屋部屋部屋部屋にににに閉閉閉閉じこもっているならここにじこもっているならここにじこもっているならここにじこもっているならここに入入入入るるるる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。    

・ 慣慣慣慣れるれるれるれるまでにはまでにはまでにはまでには３３３３ヶヶヶヶ月月月月はははは必要必要必要必要。。。。    

・ サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動にににに参加参加参加参加するするするする際際際際はははは体験体験体験体験からしてからにしないといろいろなからしてからにしないといろいろなからしてからにしないといろいろなからしてからにしないといろいろな人人人人がいるのでがいるのでがいるのでがいるので合合合合わないとわないとわないとわないと大変大変大変大変。。。。    

・ 行事行事行事行事はははは出出出出てもてもてもても出出出出なくてもなくてもなくてもなくても良良良良いいいい。。。。性格的性格的性格的性格的にににに社交好社交好社交好社交好きのきのきのきの人人人人はははは出出出出るしるしるしるし苦手苦手苦手苦手のののの人人人人ははははトラブルトラブルトラブルトラブルにににに合合合合うことがうことがうことがうことが無無無無いのでいのでいのでいので出出出出ないないないない方方方方

がががが良良良良いいいい。。。。    

・ 杖杖杖杖のののの人人人人ややややシルバーカーシルバーカーシルバーカーシルバーカーのののの人人人人もももも居居居居るるるる。。。。    

・ 寝寝寝寝たきりのたきりのたきりのたきりの人人人人はははは別別別別のののの中銀中銀中銀中銀ののののホテルホテルホテルホテルへへへへ移移移移ったりったりったりったり別別別別のののの介護施設介護施設介護施設介護施設にににに移移移移るるるる人人人人がががが多多多多いですいですいですいです。。。。    

・ いろいろないろいろないろいろないろいろな事情事情事情事情でででで入居入居入居入居しているのでそのしているのでそのしているのでそのしているのでその辺辺辺辺のののの対応対応対応対応はははは要注意要注意要注意要注意。（。（。（。（一生一人一生一人一生一人一生一人、、、、死別死別死別死別、、、、離別離別離別離別、、、、再婚再婚再婚再婚、、、、子無子無子無子無しししし等色等色等色等色々）々）々）々）    

・ 敷金敷金敷金敷金にににに当当当当たるたるたるたる保証金保証金保証金保証金がががが入居時必要入居時必要入居時必要入居時必要。。。。    

・ 一人一人一人一人６０６０６０６０万円万円万円万円、、、、二人目二人目二人目二人目はははは３０３０３０３０万円退去万円退去万円退去万円退去のののの際際際際にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。管理費滞納管理費滞納管理費滞納管理費滞納のののの人人人人はははは此処此処此処此処からとられますからとられますからとられますからとられます。。。。    

・ 管理費管理費管理費管理費４６９００４６９００４６９００４６９００円円円円、、、、積立金積立金積立金積立金１５０００１５０００１５０００１５０００円円円円はははは食堂食堂食堂食堂ややややロビーロビーロビーロビーのののの人人人人がががが多多多多くくくく配置配置配置配置されされされされ手助手助手助手助けをしてくれるためけをしてくれるためけをしてくれるためけをしてくれるため。。。。自力自力自力自力でででで食食食食

事事事事をををを作作作作れるれるれるれる人人人人はははは不安不安不安不安をををを感感感感じじじじ出出出出すすすす前前前前はははは入居入居入居入居しなくてもしなくてもしなくてもしなくても良良良良いいいい。。。。    

・ 入居入居入居入居のののの際際際際ははははメンバーメンバーメンバーメンバーになるになるになるになる面談面談面談面談がありますがありますがありますがあります。。。。身元引受人身元引受人身元引受人身元引受人がががが必要必要必要必要。。。。    

・ 管理費管理費管理費管理費がががが払払払払えないときにえないときにえないときにえないときに肩代肩代肩代肩代わりしたりわりしたりわりしたりわりしたり、、、、病気病気病気病気のののの際連絡際連絡際連絡際連絡したりしたりしたりしたり、、、、亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった時時時時のののの引引引引きききき取取取取りりりり。。。。またそのまたそのまたそのまたその際建物際建物際建物際建物をををを相続相続相続相続

してくれるしてくれるしてくれるしてくれる人人人人がががが必要必要必要必要。。。。    

・ 親親親親からからからから相続相続相続相続してもしてもしてもしても住住住住んでないんでないんでないんでない人人人人がががが多多多多いいいい。。。。    

・ 汚汚汚汚いままのいままのいままのいままの部屋部屋部屋部屋はははは１００１００１００１００万万万万くらいくらいくらいくらい値下値下値下値下がりしているがりしているがりしているがりしている。（。（。（。（私私私私のところはのところはのところはのところは壁紙張替壁紙張替壁紙張替壁紙張替ええええ、、、、障子張替障子張替障子張替障子張替ええええ、、、、床床床床のののの張替張替張替張替ええええ、、、、二重二重二重二重

サッシサッシサッシサッシなどきれいなままでなどきれいなままでなどきれいなままでなどきれいなままで３００３００３００３００万万万万でででで手入手入手入手入れにれにれにれに必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

    

以上私以上私以上私以上私どももまたどももまたどももまたどももまた一人一人一人一人になったりになったりになったりになったり体体体体がががが自由自由自由自由がががが利利利利かなくなったりしたらこうゆうかなくなったりしたらこうゆうかなくなったりしたらこうゆうかなくなったりしたらこうゆう所所所所のおのおのおのお

世話世話世話世話になるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれません。。。。    

今今今今これをこれをこれをこれを読読読読んでんでんでんで内容内容内容内容をもっとおをもっとおをもっとおをもっとお知知知知りになりたいりになりたいりになりたいりになりたい方方方方はごはごはごはご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

０８００８００８００８０－－－－５６５５５６５５５６５５５６５５－－－－２２１８２２１８２２１８２２１８    

０８００８００８００８０－－－－５６５４５６５４５６５４５６５４－－－－７７１８７７１８７７１８７７１８        桂桂桂桂    
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                                                            9999 月座談会月座談会月座談会月座談会    

9 月 18 日、午後 1 時 30 分～3 時 30 分、さいたま市市民活動サポートセンター（浦和パル

コ 9 階）北ラウウンジＦ室にてロングステイクラブ主催 9 月座談会が開催されました。 

講師は、福島啓子氏と森川浩司氏のお二人、演目は福島さんが英国ボランティア 3 週間の

ロングステイ（ブリストル、ウェストン、ロンドン等）について日本人を含む現地人との

ボランティア活動についてのお話がありました。滞在はロングステイクラブとの提携関係

のあるブリストル在住のとも子ハリスさんのＢ＆Ｂ形式のレジデンス。森川さんは、スペ

イン・サンチャゴ 2 ヶ月巡礼の旅（詳細は、今年度会報夏号及び秋号に掲載）についてで

した。ご本人はクリスチャンでもあり、キリスト教三大聖地の一つサンチャゴまでの徒歩

の旅（出発地点はポルトガル）に挑戦、宿泊は遍路宿（ＹＭＣＡのような施設）で格安の

旅を満喫、最終地点で無事「免罪符」をゲット！ 

出席者は計 14 名でした。終了後は恒例のサイゼリアでの打ち上げ会で盛り上がりました。 

    

    

2012201220122012 年年年年ロングステイスクールインロングステイスクールインロングステイスクールインロングステイスクールイン越谷越谷越谷越谷    

10 月 21 日（日）、午後 1 時 30 分より 3 時 30 分まで、越谷市コミュニティセンター（サン

シティ越谷）第 4 会議室にてロングステイスクールが開催されました。参加者は約 30 名、

講演内容は１．英国ロングステイ（会員福島啓子氏）、２、カナダで学ぶ（塚本理事長）３．

旅テク、航空券の取り方 （吉原副理事長）でした。 
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ＬＳＣＬＳＣＬＳＣＬＳＣ・・・・男男男男のののの料理教室開催料理教室開催料理教室開催料理教室開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、おおおお元気元気元気元気でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。昨年昨年昨年昨年はははは薬膳料理講習会薬膳料理講習会薬膳料理講習会薬膳料理講習会でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、今年今年今年今年はははは男性料理教室男性料理教室男性料理教室男性料理教室ですですですです。。。。簡単簡単簡単簡単にににに

電子電子電子電子レンジレンジレンジレンジでででで出来出来出来出来るるるる物物物物ということでということでということでということで三品三品三品三品，，，，火火火火をををを使使使使わないでやりますわないでやりますわないでやりますわないでやります。。。。男性男性男性男性のののの方方方方々！々！々！々！おぼえておぼえておぼえておぼえて友人友人友人友人、、、、

ごごごご家族家族家族家族ををををビックリビックリビックリビックリさせてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください。。。。参加参加参加参加おおおお待待待待ちいたしておりますちいたしておりますちいたしておりますちいたしております。。。。    

日時日時日時日時：：：：１０１０１０１０////３０３０３０３０（（（（火火火火）、）、）、）、午前午前午前午前１０１０１０１０：：：：００００００００よりよりよりより１３１３１３１３：：：：００００００００    

場所場所場所場所：：：：さいたまさいたまさいたまさいたま市下落合市下落合市下落合市下落合コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター３３３３ＦＦＦＦ・・・・調理室調理室調理室調理室    

参加費参加費参加費参加費：：：：1000100010001000 円円円円    

持参持参持参持参するものするものするものするもの：：：：エプロンエプロンエプロンエプロン，，，，ふきんふきんふきんふきん 1111 枚枚枚枚    

定員定員定員定員：：：：12121212 名名名名    

講師講師講師講師：：：：林裕子林裕子林裕子林裕子（ＬＳＣ（ＬＳＣ（ＬＳＣ（ＬＳＣ会員会員会員会員・・・・監事監事監事監事））））薬膳及薬膳及薬膳及薬膳及びびびび食生活食生活食生活食生活アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー                                                                                        

 

＊ 来年来年来年来年のののの新年号新年号新年号新年号のののの発行発行発行発行はははは２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日のののの予定予定予定予定ですですですです。。。。今回榎今回榎今回榎今回榎さんのさんのさんのさんの「「「「佐渡島歴史佐渡島歴史佐渡島歴史佐渡島歴史

紀行紀行紀行紀行」（」（」（」（そのそのそのその２２２２））））のののの掲載掲載掲載掲載をををを予定予定予定予定しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、事情事情事情事情によりによりによりにより新年号新年号新年号新年号にににに掲載掲載掲載掲載いたしますいたしますいたしますいたします

のでごのでごのでごのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

 

 

 

『『『『編集後記編集後記編集後記編集後記』』』』    

今夏以来今夏以来今夏以来今夏以来、、、、中国中国中国中国とわがとわがとわがとわが国国国国とのとのとのとの関係関係関係関係はははは悪化悪化悪化悪化のののの一途一途一途一途をををを辿辿辿辿っているっているっているっている。。。。せめてせめてせめてせめて読書読書読書読書のののの秋秋秋秋

にににに因因因因んだんだんだんだ漢詩漢詩漢詩漢詩をををを通通通通してしてしてして 1000100010001000 年年年年にもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶ両国両国両国両国のののの交流交流交流交流にににに思思思思いをいをいをいを馳馳馳馳せせせせ、、、、そのそのそのその関係関係関係関係のののの改善改善改善改善

をををを祈祈祈祈ろうろうろうろう。。。。宋宋宋宋のののの詩人陸游詩人陸游詩人陸游詩人陸游のののの「「「「読書読書読書読書」」」」とととと題題題題するするするする七言絶句七言絶句七言絶句七言絶句があるがあるがあるがある。。。。    

「「「「帰老帰老帰老帰老せばせばせばせば寧寧寧寧ぞぞぞぞ五畝五畝五畝五畝のののの園園園園なからんなからんなからんなからん    

読書読書読書読書のののの本意本意本意本意はははは、、、、元元元元元元元元にににに有有有有りりりり    

灯前灯前灯前灯前のののの目力目力目力目力、、、、昔昔昔昔にににに非非非非ずとずとずとずと雖雖雖雖もももも    

猶猶猶猶おおおお課課課課すすすす、、、、蝿頭二万言蝿頭二万言蝿頭二万言蝿頭二万言」（」（」（」（一海友義著一海友義著一海友義著一海友義著、、、、漢詩一日一首漢詩一日一首漢詩一日一首漢詩一日一首よりよりよりより））））    

視力視力視力視力はははは昔昔昔昔のようにはいかぬがのようにはいかぬがのようにはいかぬがのようにはいかぬが日課日課日課日課としてとしてとしてとして小文字二万語小文字二万語小文字二万語小文字二万語をををを読読読読むというむというむというむという、、、、秋秋秋秋のののの夜長夜長夜長夜長

にににに作者作者作者作者のののの読書読書読書読書へへへへ傾注傾注傾注傾注するするするする姿姿姿姿がががが目目目目にににに浮浮浮浮かぶかぶかぶかぶ。。。。 
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