【海外旅行滞在記
海外旅行滞在記】
海外旅行滞在記

トルコ旅行
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体力勝負！
会員

宮田敬生

をやっている？バカじゃないの？！」とい

はじめに

う冷たい視線をひしひしと感じた。

２０１２年２月下旬成田発の「とってお
きトルコ１０日間」ツアーに夫婦で参加した。

トルコ旅行
トルコ旅行は
旅行は体力勝負

阪急交通社の「トルコ航空コンフォートク
ラスでゆったり飛ぶトルコ旅行。サーチャ

トルコ周遊と言っても西半分を回るだけ

－ジ込み

だが、バスでの移動は連日続く。１日平均

１８万円！」との魅力的な新聞広告に魅せ

360km、合計 2000km 以上を移動するので、

られ、エコノミークラスしか乗ったことの

相当疲労が溜まる。トルコ旅行は、体力の

ない我々は衝動的に申し込んでしまった。

あるときに限る！バスでの移動中に腰痛が

旅行出発の直前に添乗員から電話があり、
「トルコ内陸部は極寒の暴風雪で、先日は

再発してしまった人がいて、かわいそうだ
った。

―２０℃。防寒対策は万全に。滑りにくい
靴を用意して。」とのことだった。トルコの

カッパドキア

気候については、地中海に面しているし、

カッパドキア地方は一面雪と氷だったが、

隣国はシリアやイラクなので、何となく暑

幸い晴れており、予想したよりも気温は高

い国では、というイメージしか持っていな

く、何とか遭難せずに済んだ。観光客は少

かったので、この電話でショックを受けた。

なく、韓国人と卒業旅行の日本人が目立っ

何はともあれ、骨折防止のための滑りにく

た。欧米人は、観光するような季節ではな

いトレッキングシューズと、山ほどのホッ

い、ということが良く分かっているのだろ

カイロを買い込んだ次第。

う。ツアーの仲間内で、ゆっくり見られる
から良かった、などと負け惜しみを言い合
った。

ホッカイロは
ホッカイロはトルコ航空
トルコ航空の
航空の天敵
成田空港でのトランク預け入れのときに

ギョレメ野外博物館では、キリスト教徒

サプライズがあった。
「トランクにホッカイ

が迫害を避けるために岩山に洞窟を掘って

ロは入っていますか？」との質問に、入っ

作った教会や住居を見た。蟻の巣のように

ている、と答えると、機内持ち込み荷物に

地下都市が形成されているが、各々の住居

入れ直すように言われた。聞けばトルコ航

は狭くて小さい上に、水の確保にも難儀し

空機でホッカイロが原因のボヤがあったと

たそうで、住人の苦労が偲ばれる。信仰の

のことで、１週間ほど前からトランクにホ

力はたいしたものだ。

ッカイロを入れることが禁止となったらし

現地ガイドの案内で、洞窟住居に住む家

い。この規制は今のところトルコ航空だけ

庭を訪問した。壁には絨毯をぶら下げてあ

とのこと。皆がズラッと並んで搭乗手続き

るので、

をしている横でトランクを開け、ホッカイ

普通の住宅とほとんど変わらないように見

ロの入った袋をゴソゴソと引っ張り出して

える。夏は涼しく、冬は暖かいので、快適

リュックに入れ直しているとき、皆の「何

とのことだった。洞窟住居を勝手に掘り進
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んで大きくすることは、現在は禁止されて

は、豪壮な石造建築物が林立し、蔵書 8 万

いるらしい。

冊を誇る図書館があったのだ。イタリア人
は、今もローマが世界の中心であると考え
ているとのことだが、わかるような気がす
る。
ベルガマでは雨のなか、3500 年前の総合
医療センターであるアスクレピオンを散策
した。古代に精神病の治療と投薬をしてい
たとは驚き。劇場で入院患者が歌って踊り、
それを医者が見て褒めそやす。患者が通る
トンネルには、天井に穴があり、医者が「も
うすぐ治る！」と暗示をかけるのだそうだ。
現代の治療法と変わらないじゃないか、と

（カッパドキア）

感心した。
クレオパトラ
クレオパトラとシーザーが
シーザーが歩いた道
いた道
エフェソスに来ると、地中海性気候でぐ
っと温暖になり、オリーブなどの木も増え
る。
エフェソス遺跡にある、大理石を敷き詰め
た大通りは 2 千年以上そのままの姿という
ことで、クレオパトラ、シーザー、アント
ニウス達が歩いた道を、感慨を噛みしめな
がらそぞろ歩きをした。ローマのフォロ・
ロマーナより大規模で、保存状態も良好で
あり感激であった。
最盛期のエフェソスは人口 20 万人で、ア
レキサンドリアと同規模だった。2.4 万人収

（エフェソス

容の円形劇場も良く保存されている。現地

図書館跡）

パムッカレは
パムッカレは本日休業状態

ガイドに促されて一行の 23 人が円形劇場の

あのパムッカレは本日休業！石灰棚が連

舞台に上がって「幸せなら手をたたこう」

なる幻想的な世界は、中国の黄龍と並んで

を歌った。音響効果もすばらしく、楽しく

有名であり、楽しみにしていたのだが、行

歌えた。声がよく響くように設計されてい

ってびっくり。何と石灰棚に水がない。聞

て、これなら肉声での演説が 2 万人の市民

けば、観光客の来ない季節は温泉水の放流

にも聞こえただろうと実感した。ローマ時

を止めて乾かし、付着したコケや泥を取り

代の円形劇場で実際に歌ったことは大きな

除いてきれいにするのだ、とのこと。折角

思い出の一つになった。

来た観光客が怒り出さないように、隅の一

日本でやっと弥生時代が始まったころ、強

部だけ温泉を流し、足湯をさせている。白

大なローマ帝国の一部であるエフェソスで

い石灰棚と、青く太陽を反射する満々たる
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水を期待したので、がっかりだった。

だが、古い建物が多く、大地震があると 200

石灰棚の上部には歩道が整備されているが、

万人が圧死するとの予測が出ているとのこ

足元をよく見ると太い水道管のようなもの

と。日本の東北関東大震災が起こったこと

が通っていて、所々に蛇口がついている。

もあり、古い建物を取り壊して新しいマン

昔とは違い、しっかりと管理運営されてい

ションへの建て替え工事が急ピッチで進ん

るからこそ、この雄大な自然景観が保たれ

でいる。

ているのだな、と思った。
トルコあれこれ
トルコあれこれ
・トルコは 5300 日勤めたら定年退職となる決
まりだったとのこと。年間 220 日勤務とす
ると 24 年となる。義務教育は 8 年なので、
若いときから働くと、42～45 歳で定年退職
し、退職金は 250 万円が相場。月 4 万円く
らいの年金がもらえるが、トルコは物価が
安いので、贅沢をしなければ生活をしてい
けるレベルとのことだった。しかしご多分
に漏れず、トルコも財政状況が大変厳しく、
少し前から制度が変わり、男性は 60 歳、女

（パムッカレ）

性は 55 歳が定年となった。年金生活に入る
ことを楽しみにしていたのに、とがっかり

イスタンブール

している人が多いらしい。

イスタンブールはビザンチン帝国（東ロ

・トルコでは見合い結婚が多い。平均的な結

ーマ帝国）
、オスマン・トルコ朝、合わせて
1600 年の間、首都となっていただけあって、

婚年齢は男性 24 歳、女性 20 歳。見合いの

見どころ満載。旅行雑誌に出てくる有名ど

席上で、女性がトルココーヒーを出すと交

ころは一応回ったが、１日半ではとても足

際ＯＫで、チャイを出すとお断りのサイン

りない。自由時間にアヤソフィアや地下宮

だそうで、男性は何が運ばれてくるか、ド

殿を回ったが、昨今は日本語のオーディオ

キドキしながら待つのだろう。案外、女性

ガイドを借りられるところが多いので便利

上位らしい。

だ。

結婚式に招かれたときのお祝いは、金 2 グ

ガラタ橋をぶらぶら渡って新市街に行き、

ラムのコインが定番だが、近頃金の価格が

ガラタ塔に登ったところ、予想外に眺めが

高騰していて、若者は悲鳴を上げていると

良い。目の前のボスポラス海峡を挟んで対

のこと。

岸のアジア地域、手前にヨーロッパ地域が

・トルコではユーロも円もかなり通用する。

広がる。金角湾を隔てて旧市街が一望でき、

地中海沿岸地方の大きなホテルの飲物や土

トプカプ宮殿、４本尖塔のアヤソフィア、

産はユーロ表示が主で、リラ表示は添え物

６本尖塔のブルーモスク、エジプシャンバ

という感じ。観光地では 3 個 1,000 円！な

ザール等が良く見えて感激であった。

どと、リラより割安に買えることが多いの

イスタンブールは人口 1300 万人の大都会

で、千円札や百円玉を持っていくと重宝す
10

【海外旅行滞在記
海外旅行滞在記】
海外旅行滞在記

る。店の売り子は日本語のできる人が多い。
ギュナイドン（おはよう）、メルハバ（こん
にちは）と挨拶すると喜ぶ。
・帰国日、けたたましくサイレンを鳴らしな
がら走るパトカーや救急車、白バイ 20 台程
とすれ違った。ガイドが確認したところ、
小規模な爆弾テロ発生とのこと。場所は 3
ＬＣＣ関連ニュース
時間前に夫婦でぶらついていた近くとのこ
とで、ぞっとした。宮殿やモスクは自動小
関西―ソウル 最安５２８０円
銃を持った兵士が鋭い目付きで警備してい
関西空港を拠点とする格安航空会社（ＬＣＣ）

て、紛争地域に近いのだということを実感
のピーチ・アビエーションは３月２７日、５月８

した。
日に就航する同社初の国際線、関西―ソウル（仁
川）線の運賃を発表した。片道５２８０円～２万
３９８０円で、燃油サーチャージの追加徴収はし
ない。最安料金で往復した場合、運賃１万５６０
円に販売手数料や空港使用料を加えた総額は約１
万５７１０円となる。

大手航空会社は、３万５

千円前後で、ピーチは半額以下だ。

ただピーチ

では国内線と同じく座席指定や荷物を預けるのに
も別途、料金がかかる。荷物１個を預ける料金や
座席指定料金などを含めた料金は、片道７０８０
～３万２０８０円と少し高くなる。

（ボスボラス海峡）
（２０１２年３月、朝日新聞より）

終わりに

LCC「
「ジェットスター香港
ジェットスター香港」
香港」設立
親日的な国で、人懐こく、料理はおいし
2012 年 3 月 26 日 - カンタス航空（QF）グル

い。色々なケバブも食べたが、トルコ料理
ープと中国東方航空（MU）は 3 月 26 日、ジェ
ジェ

は日本人の口に合う。また歴史的文物が良
ットスター香港
で設立すると発表した。
ットスター香港を共同
香港

く保存されていて、一説では古代遺跡はギ
アジア圏の短距離路線に就航する計画で、具体

リシャよりもトルコのほうが多く残ってい
的には大中華圏 、日本、韓国、東南アジアを想

る、と言われているとのこと。あまり緊張
定する。

就航は来年３月の予定、大手航空会

せずに、リラックスして旅行ができる国、
社の半額以下を目指す。
（ヤフーニュースより）

と感じた。今度は気候が温暖で、パムッカ
レの石灰棚に水が流れているときに行きた
い！
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