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これからの人生を楽しく過ごす 

（人生後半を楽しく過ごすために） 

 

NPO法人ロングステイクラブ 理事長  塚本 茂 

  

私達を取り巻く中・高年齢者の生活環境は、七つの喪失として地位、財産、居

住、仲間、健康、自立、生命など、たぐい希なきびしい環境の変化のなかに晒

され不安が募ります。このなかで，生命の喪失は，私達は避けることが出来な

いものとして受容しなければなりませんが，健康の喪失は，若い時からの生活

の自己管理と中・高年齢者なっても日常生活の中で身体活動の努力による自立

や仲間とともに健康維持を可能にして、避けることができます。 

 

私達は年を重ねることで身体面、精神面の機能が衰え、生活の場合にマイナス 

要素が増え健康面の大きな変化に気づきます。そうして、それなりの健康維持

で加齢により失うこともある反面，これ迄の知識や経験を活用する可能性を 

育てたいものです。 

 

２１世紀は急激な高齢化社会の到来で「要介護老人も増える」と聞きますが、

高齢化社会を逆手にとり個性を活かすため，よりよい健康と豊かな精神生活を

求める力を育ててみましょう。 

 

今、要介護老人にならない為にエイジレス、エクササイズ（軽やか運動）と 

して中・高年齢者を対象に健康づくり教室が全国各地で開かれています。この

結果，寝たきり老人にならず、「あなたの個性」を活かした活動の場を確保す

ることができます 
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あのハワイ、ではないハワイ島での 5週間 

                       2014年 6月  会員  森川浩司 

 

 アロハ! ハワイと聞くと、頭に浮かぶイメージは、ホノルルのあるオアフ島、ハネムーン、フラ

ダンス、ショッピング、ゴルフ、リゾートホテルそしてワイキキの浜辺などではないでしょうか。

もちろんそのイメージは今でも現実的なものですが、今回は、それとは全く異なるハワイの楽しみ

方をご紹介いたしましょう。場所はハワイ諸島で一番若く最大の島、ハワイ島（別名ザ・ビッグ・

アイランド）。時期はＧＷ明けから 6 月の半ばまでの 5 週間。 

 

ハワイ島って 

 始めに、ハワイ島についておさえておきましょう。面積は四国の約半分、一周 400ｋｍほど、車

で回ると 6 時間くらい。ハワイ島日系人は全人口 18 万人の約 25%で日系人社会文化がいたるところ

に見られ、日本人旅行者にとってフレンドリーだ。4000m 級の山が２つ、溶岩が流れ出ている世界

遺産のキラウエア活火山、緑、黒そして白い砂浜、エメラルドグリーンとコバルトブルーの海、ハ

ワイ諸島を統一したカメハメハ大王の生地など、スケールの大きい見所のある島、それがハワイ島

です。 

 

 

 

楽しみ方のスタイル 

 私のロングステイのスタイルは、ツアーには参加しない個人旅行。目的地近くまでは車で行くが、

そこから先はリックを背負っての徒歩によるハイキングなど。その都度、出会った人々から次に行

くべき所の情報をもらい、そこへ行ってみると言うスケジュールフリーな形。今回は比較的狭い地

域で長期間滞在するので、気に入った場所へは何回でも足を運び心行くまで楽しむ。 

 宿は台所、シャワーなどが共用だが個室利用のホステル（$30/泊）。移動は中古車のレンタカー利

用（$500/月、但しガソリン代が同じくらいかかった）。食事は全て自炊、昼食は主にミシェリーナ

の冷凍パック（$1.4）か、ガソリンスタンドで買うスパムおむすび($1.6)を持参する。朝８時過ぎに



                【海外ロングステイ】 

 

3 

 

出発し、夕方 6 時半ごろに戻り、シャワー、洗濯、調理、食事、就寝という健康的なルーチン。 

 

   (宿の看板）           (部屋）       (ミシェリーナの冷凍食品） 

 

いざ海へ、まずはハードなトレイル(ハイキング用の道） 

 それでは、最初に、最高にアスレチックなトレイルを紹介しましょう。島の天気は、4000ｍ級の

２山のため、場所によって大きく違います。通常北部は晴天、南部は曇りまたは雨。私の大好きな、

この海へのトレイルは、残念ながらその南部にあります。 

 1779 年この地で亡くなったキャプテン・クックの白い記念碑が建っているので、通称キャプテン・

クック・トレイルと呼ばれているけれど、ガイドブックには載っていません。フランス人のヒッチ

ハイカーを乗せたときに、すごいからとにかく行ってみて、と言われたところです。その通りに素

晴らしく、3 回もリピートしました。 

 標高 400m を一気に歩き降りて、熱帯魚の沢山いるコバルトブルーの海で泳ぎ、今度は一気に

400m を登り戻ってくるというかなりハードなトレイルです。背丈ほどの草を掻き分けながら、ごろ

ごろの石を踏み、1 人しか通れない細い道を慎重に下っていく。この 1 本道でのビキニ女性とのすれ

違いもかなりスリリングだ。途中ランチのデザート用に、落ちたマンゴーの実を拾っていく。標高

100m 辺りで急に視界が開け、遠くに美しいケアラケクア湾が見えて一息つく。40 分ほどで美しい

海に着く。まずは素晴らしい景色の中でリラックスし、ランチをとり、その後 1 時間ほど魚と泳ぎ、

気合を入れて 400m を一気に登る帰途につきます。とにかく汗をかきたい人に人気のコースだが、

シャワーもトイレもないことと、夕方頻繁にスコールがありずぶ濡れになるリスクもある。それで

も最高に楽しいトレイルです。 

 

 (キャプテン・クック記念碑）    （狭いトレイル）     (ケアラケクア湾と野生ヤギ） 
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おしり山から最高に美しい海へ 

 次に標高 100m と 90m の通称おしり山を登り、絶景を楽しんだ後、ハワイ島で一番美しいビーチ

で泳ぐというコースを紹介しましょう。ここもガイドブックには載っておらず、地元の口コミ情報

だ。    

この場所は、島の北部に位置するため天気の心配はいらない。宿から 30 分ほどのコナ国際空港を

すぎると直ぐに、可愛らしい小さな二つの丸い小山がぽこっと出てくる。そこが目的地、ケカハカ

イビーチだ。小さな公園で入場無料にもかかわらずトイレ・シャワーがあり安心だ。ただサンゴ礁

ではなく白い砂地なので熱帯魚は期待できないことと、pm7 時に門がロックされてしまうのでサン

セットに見とれていると閉じ込められてしまう心配がある。 

 ビーチに車を停めて、来た道を徒歩で戻りながらおしり山の登り口を探す。とげの鋭い木の陰に

トレイルを発見。かなりの直登コースだが距離は僅かなので 20 分ほどで頂上に到達できる。そこか

らはるか向かいに見えるフアラライ山（2500m）やさらにその奥のマウナケア山（4200m)、いつも

雲のかかっているマウナロア山（4100m)の長い裾野を眺め、さらにその視線をオーシャンに向ける

と、息を呑むほどの美しい海とビーチが見える。頂上沿いにもう片方の頂まで歩いてから、転げ落

ちないように気をつけて下山し、ビーチまで戻ってくる 2 時間ほどのハイキングだ。 

 海は深さによって、エメラルドグリーンからコバルトブルーへと美しく変わり、その中を魚の様

に泳いでいると背中の日焼けなど忘れてしまい、後で後悔することになる。ビーチには木が 2 本し

かなく日陰は期待できない。でも、とにかく美しい。ここには、山の帰りに寄たり、5~6 回は行っ

た。 

それほど魅力的なビーチです。 

 

   (通称おしり山）       （ケカハカイビーチ）   (日焼け気にしない若さ？） 

 

標高 4000m を登る 

 ハワイ島マウナケア山頂には、世界 11 ヶ国が運営する 13 台の天体望遠鏡がある。もちろん日本

のすばる望遠鏡も 1999 年から観測を開始している。世界一、空が澄んでいて、光の無い所、それが

マウナケア山だ。この標高 2700m 付近にはハワイ大学が運営するビジター・インフォメーション・

センターがあり、訪問者に天体望遠鏡で星を見せたり、熱湯や電子レンジサービス、トイレ・売店

などが夜 10 時まで利用でき大変便利だ。 

 星空ツアーでは、このセンターで気圧調整した後に、大型の四輪駆動車で頂上まで運んでくれる

のだが、私の場合は、このセンターをベースにして徒歩で山頂を目指す。もちろんこのトレイルも
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ガイドブックには載っていない。その名も”マウナケア・フムウラ・トレイル”。標高差 1300m、

13km の距離を約 6 時間で登る。 

 早朝に宿を出て、センターまで車をすっ飛ばす。たっぷりの水と食料、カッパや防寒衣類などを

持って、高山病にかからないように、ゆっくりと一歩一歩砂利や岩、溶岩の瓦礫の上を登っていく。

私の身体は三浦雄一郎ばりに登山にむいていて、息も切れず、脚も痛くない。途中下山してくる若

者 1 人と言葉を交わしただけで、他に人はいない。眼下には雲海が広がり、標高の高さを実感する。   

この山はハワイ人にとって信仰の対象で、特に途中にあるワイアウ湖は神聖な場所とされている。 

その姿は、氷河時代からのものでかなり神秘的だ。 

 マウナケア山は何度も行きたくなるほど魅力的な山で、私は、野宿も含め 3 度登っている。地球

は天の川銀河の中の一員だと認識できる星空、崇高さを感じる日の出、空全体を赤く染める幻想的

なサンセットは正に絶景。 

 

(3600m 付近にあるワイアウ湖）(雲海からマウナロア山を眺める）（天体望遠鏡群、左端がすばる） 

 

フルーツを楽しもう 

  ハワイ島の西側には、ハワイアンコーヒーを代表するコナ・コーヒー農園が、海に向かっての

斜面にたくさんある。背丈ほどのコーヒーの木は、今は花が終わり、青い実が枝一杯についている。

秋にこの実が赤く色づくと収穫だ。多くのメキシコ人に手伝ってもらうそうだ。その後の行程は、

赤い皮をむき、種を出し、それを天日干しにして完成する。コーヒーとして飲むためには、それを

さらに焙煎する必要がある。その焙煎具合でカフェインの量、色、香りが決まってくる。 

 ほとんど毎朝、散歩がてら、近くのガソリンスタンドで入れたてのコナコーヒーを飲む（M サイ

ズ$1.6、カップを持っていくと$0.96）。香りも苦味も私には丁度良い。散歩の帰りの道端は、マン

ゴー、アボガド、マカデミアンナッツ、パパイヤなどの木々が茂っていて、道端にその実を落とし

ている。拾って食べるのは自由だが、農薬や害虫などの問題は食べる人の責任というルールだ。  

 私はとにかく拾いまくり、食べまくりで、毎日砲丸のようなアボガドや落ちたマンゴーをニワト

リが突っつく前に拾い、いただいた。 お腹を壊すことも無く、体と財布にとても優しい贈り物で

した。ハワイ島よ、自然よ、神よ！感謝します。 

 また偶然の出会いがあって、ある日の午後、マンゴー農園での収穫作業を手伝い、帰りには道端

に落ちているのとは大違いの立派なマンゴーを沢山頂いた。でも味は慣れ親しんだ道端マンゴーに

軍配があがった。私は貧乏性なのでしょうか。 

 このように、ハワイ島には古き良き時代そのままの自然がいたる所にあふれ、訪問者を心行くま

で楽しませてくれる。 
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(落ちそうなパパイヤ）     (道端に落ちているアボガド） （マンゴー収穫作業） 

 

世界遺産キラウエア活火山を望みながら歩く 

 ハワイ島で人気ツアーの一つが標高1200mのキラウエア活火山の白煙の出ているカルデラを展望

台から見て、溶岩トンネルを歩くと言うものだ。もちろんそれも素晴らしい。私も個人で、白煙昇

るクレーター底の溶岩の上を歩いて突っ切る”キラウエア・イキ・トレイル”約 7km を 3 時間ほど

かけゆっくりと楽しみ、最後に溶岩トンネルをくぐり抜け、漆黒の Lava(溶岩）で心身ともに浄化

された経験をしました。 

 キラウエア活火山は、実は、マウナロア山 4100m の東側の裾野にある小さな山なので、この親山

マウナロア山を登って、そこからキラウエア活火山を望もうと言うのが、私の次のトレイルです。

もちろん、このコースもガイドブックには載っていません。山で出会った 40 代ハワイ人男性が何度

も ”ビューティフル”だというので挑戦してみたわけです。結果はもちろん最高に”ビューティ

フル”でした。 

 

 (カルデラの底を歩く）     (溶岩トンネル）      (今でも流れ出ている溶岩） 

  

 ハワイ島第 2 の山、マウナロア山(4100m)を登るには、木々がありキラウエア・カルデラが望める

東側からと、溶岩だけの斜面だが、天文台を頂くマウナケア山 4200m が望める西側からの 2 ルート

がある。私は、都合 3 回に分けて両ルートをハイキングすることにした。 

 東側”マウナロア・トレイル”は、緩やかな一本道を車で登った標高 2000m から始まる。木立の

中の溶岩瓦礫の道を、足首を捻挫しないよう慎重に登って行く。後ろを見下ろすと、遠くにキラウ

エア・カルデラからあがる白煙が見える。高度が上がるにつれ、景色は一変する。木々が無くなり

溶岩と瓦礫だけの道がはるか彼方まで延びている。気が遠くなりそうな距離だ。標高差 1000m、距

離 12km を走破すると、通称レッド・ヒル・キャビンという標高 3000m にある無人山小屋に到着す

る。多段ベッドと水・トイレが用意されていて事前に許可を取っておけば誰でも無料で利用できる。
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そこからは瓦礫の道で退屈だけど、パノラマが素晴らしい。さらに標高差 1100m、距離 20km 進む

と、やっとマウナロア・サミット(頂上）に到達できる。 

  

キラウエア火口からの白煙）    （サミットははるか彼方）   （キャビン、左はトイレ）  

 もう一方の西側ルートは、天文台のあるマウナケア山側から登るルートだ。幸運なことは、標高

3350m のところにマウナロア気象台があるので、その真下までゆっくりと穏やかな一本道を普通車

で登っていけることだ。そこにある小さな駐車場に車を停めて、標高差 750m、距離 11km を登れば、

東側ルートよりもはるかに楽にマウナロア山のサミットに到着できる。 

 貿易風の関係で西側にはほとんど雨が降らないため、草木は無く溶岩だけの山肌だ。1840 年代か

ら 1970 年代まで噴火のたびにドロドロと流れ出る溶岩流が、場所を変え、色を変え山肌を覆いつく

している。その姿は、異様と言うよりも圧倒的な力の美しさを感じてしまう。あのハワイ人がビュ

ーティフルを連発していた意味が理解できた。 

 夜10時まで開いているマウナケア山のビジター・インフォメーション・センターの駐車場近くの、 

車の中で夜明かしし、ご来光を仰いだ後、このマウナロア気象台の駐車場に急ぐ。天候は快晴。絶

好のハイキング日和だ。眼下に気象台があることで単独登頂にも少し安心感がある。一晩、標高

2800m 辺りで過ごしたので、高度に体が慣れていて、溶岩から溶岩へと飛ぶように登っていく。体

調は絶好調。が、すぐに雲が出始め、辺りが暗くなってきた。どうしようか、このまま登り続け、

残り 8km ほどを一気に駆け上がり、戻ってくるか。それとも、ここで引き返すか、思案のしどころ

だ。そうこうしていると、一組のカップルが下山してきた。何かのサインだろうと思い、私も下山

することにする。楽しみは次回にとっておこう。 

（標高 3350m の気象台を眼下に）（溶岩だけのサミットへの道）     （雲と下山する一組） 
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終わりに  

ハワイ島の気候は、気温 25～28℃、湿度は 70~80%、夜も涼しく快適です。水温が高いので泳ぐ

のにも問題ありません。欠点と言えることを挙げるとすれば、蚊などに喰われること、長い急坂が

多いのでガソリン消費が早いこと、山岳地帯では天候不順で運転に特に注意が必要なことなどです。

物価はスーパーを使い、現地食を食べている限り日本並みかそれ以下です。 

この様にハワイ島は、観光ブームや観光資本にまだまだ毒されていない自然の沢山残る島です。

ここに書いた以外にも、素晴らしい渓谷トレイル、不思議なチョコレート工場見学、エネルギーの

高まる 1801 年溶岩流トレイル、海亀の沢山いる海岸トレイル、島南端からグリーンビーチまでのト

レイル、出合った若者たち等、書ききれなかったまだまだ多くの楽しいアクティビティーがありま

すが、紙面の関係でまたの機会にしましょう。 

                                

マハロ！（ありがとう） 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯロングステイクラブの企画・管理・運営に 

あなたも参画してみませんか？ 

  当クラブは、会員のあなたの協力を必要としています。 

 

       関心のある方は、下記にご連絡ください。 

 

事務局  

〒３３７－００１７ さいたま市見沼区風渡野４７０（理事長 塚本茂） 

ＴＥＬ ０４８－６８５－２４７０ 

Ｅ－mail : info@longstayclub.jp 

URL: http://www.longstayclub.jp 

 

    

mailto:info@longstayclub.jp
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フランスレールパスの旅 

                               会員 遠藤華子 

フランスへ行こう！                                  

 ヨーロッパというと４年前に行ったロシアが初めてで他には行った事がありませんでし

た。 友人の娘さんのにほさんがフランスマルセイユに住んでいて、このにほさんは５年

前にクロアチアに文化庁の留学生として１年間滞在し、クロアチアに住んでいる時には友

人達がクロアチアに尋ねて行き親切なにほさんは宿の手配などしておいてくれて皆クロア

チアをゆっくり楽しんで来たのでした。マルセイユに住んでからも友人達が遊びに行き何

人かでホテルの部屋を借り、そこを足場にそれぞれ遊びに行っていました。そこで私も行

ってみようかなと思ったのです。 

 以前から漠然とフランスに行くなら、何よりセザンヌの描いたサント・ヴィクトワール

山を見たい、またセザンヌが題材にした色々な場所を見てみたいと思っていました。そし

てその事を友人にいうと、サント・ヴィクトワール山もゴッホのアルルも日帰りで行ける

と言うのです。アルルがどこにあるかセザンヌの古郷エクサン・プロバンスがどこにある

のか、調べた事もなかったのですがこの話をきいて急に目が覚めたようにフランスに行こ

うと思ったのです。旅行の日程は４３日としました。 

 マルセイユにはにほさんがいてくれますが、私はフランス語が出来るわけでもなく１人

で旅行するのは少し心細いので何人かの友達に声を掛けました。しかしなかなか皆忙しく

一緒に行ってくれる人は見つかりませんでした。そこで思い切ってブラジルサンパウロに

住む友人文子さんにメールをしました。ブラジルの文子さんの所には５年前に行き二人で

リュックをしょってブラジルの色々な所を廻って来たのでした。大学のワンゲルの仲間で

旅のスタイルが似ているのです。メールをしたのは 1月末でしたが前の月 12月に来日し静

岡のワンゲル仲間を尋ねたり、白川郷に旅行に行ったばかりでした。まもなく一諸に行き

ますとの返事がきて２週間は文子さんとの旅行となりました。 

 ヨーロッパを廻るのにユーロパスがありいわば列車乗り放題の切符で、よく若い人達が

北欧からヨーロッパ全体を廻るのに使います。ユーロパスはヨーロッパの幹線路線を乗れ

ますがローカル線は対象外となります。今回はフランスを中心にしますのでフランスレー

ルパスを使いました。フランス国内ですと主要幹線からローカル線まで満遍なく使う事が

できます。１ヶ月の内最大９日間使うことができ、私は 9 日分を買い、文子さんには 5 日

分のパスを買ってもらいました。宿はマルセイユはにほさんが手配してくれて他はユース

ホステルや Ibis で探した手頃な宿を使いましたが、インターネットで予約出来るので言葉

がわからないという不便さはありませんでした。 

 まずマルセイユを中心にアルル、エクスアン・プロバンス、ニース、モナコ、そして西
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へ行き古城の町カルカッソンヌ、ツールーズ、ここには先輩がいるので立ち寄る事にしま

した。司馬遼太郎の「街道を行く」の中の南蛮編にバスク人の話があります。ピレーネ山

脈付近に先史時代より住んでいてラスコーの洞窟の壁画を描いたり、かつては国家をなし

ていましたが今はフランスとスペインに跨がる地区に住んでいるそうです。バスク語とい

うヨーロッパの言語と違った言葉を持ち古くは日本にやって来たフランシスコザビエルも

バスク人だったそうです。いつか行ってみたいと思っていました。ピレーネ山脈の西サン・

ジャン・ピエド・ポルトという町は司馬遼太郎の本のなかにも出でくる町でここに２泊し、

次にバイヨンヌに泊まりマルセイユに戻るというコースにしました。 

 インターネットでヨーロッパの鉄道の項目を開き出発地の国、町を入力し次に到着地の

国、町を選択し利用年月日を入力して検索すると列車の時刻を調べることが出来ます。長

い距離を乗る日はレールパスを使い短い距離は切符を買う事にしました。 

 

マルセイユ、アルル、エクスアン・プロバンス 

 3 月 4 日マルセイユ空港で文子さんと合流しリムジンバスでマルセイユのサン・シャル

ル駅に行きました。駅の東側に広い大階段がありこれは世界遺産に登録されています。と

ころがこの付近犯罪が頻発するので注意地区となっているのです。サン・シャルル駅構内

のマクドナルドの前でにほさんを待ちました。マックは日本の至る所にあるようにフラン

スでもあちこちにありとても助かりました。にほさんが 10歳の息子の悠君と迎えに来てく

れて地下鉄に乗り宿の最寄駅のジュリエットという駅迄行きました。地下鉄は回数券のパ

スを買いこのパスは市内を走る路面電車トラムにも使えました。 

 宿は旧市街パニエ地区にあります。にほさんはこのパニエ地区で店を開いて宿はにほさ

んの店のすぐ裏にあり、にほさんの住まいからも近い所でした。プチキャナルという古い

４階建てのホテルは朝食付きそして台所がついていました。宿のご主人は町の絵描さんで

家の前の路地にいつも沢山の絵を並べていました。 

 宿の手続きをしてからいよいよマルセイユの街に出かけてゆきました。マルセイユは地

中海に面した港町でなんと2600年も前に

開かれたフランス最古の都市だそうです。

ヨットハーバーのようなコの字形の港が

あり港の入り口の両側に中世の城塞があ

り港を管理していたようです。港を見下

ろすように小高い山があり山頂に街の象

徴のような立派なカテドラルが建ってい

ました。街は全体に穏やかな丘陵地帯となっていて旧市街地は路が狭くなっていますが、

マルセーユの港 
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他は街路樹がありトラムも走っていました。まちの至る所に中世の遺構があり石造りの建

物とともにこの町並みは百年以上前から変わらないようでした。街のあちこちで建物の内

部を造り直す工事は行われていて建物はそのままでリニューアルして使い続けているよう

です。 

 この日は地中海沿岸特有のミストラルという冷たい季節風が吹いて、港から見える近く

の山の山頂付近が白くなっていていました。この冬日本での大雪の後だったので雪が残っ

ているのかと思ったら山の石灰岩が露出していたのです。フランスの山はほとんどこの石

灰質でできているようで深い木々で覆われた山というのはありませんでした。街のおいし

いパン屋さんやスーパーマーケットを教えてもらい、この日の夕食はマルセーユ名物ブイ

ヤベースをにほさんの自宅でごちそうになりました。スーパーにはブイヤベースの瓶入り

スープが売っていてこれに野菜や具材をいれればおいしいブイヤベースが出来上がります。

スーパーでは牛乳よりヨーグルトの方が好まれるようで、またハムとチーズの種類はほん

とに多くどれも美味しいものでした。肉も美味しく鶏肉は加工されてなく、店の人に部位

を切り分けてもらいます。魚は冷凍加工したものばかりで地下鉄を２駅いった所に市がた

ちここには新鮮な生の魚が売っていました。果物はリンゴ、洋梨、オレンジなど種類も豊

富ですが野菜の種類はそんなにおおくなく、葉もの野菜はあまりありませんでした。 

 翌日とても良い天気で真っ青な空が広がっていましたが、この快晴の空は最後迄続き、

一年のうち 300 日は快晴なのだそうです。宿から港迄ほんの 5.6 分で行く事が出来、港に

面してホテルやレストラン、カフェが並んでいます。港を見るようにしてマルセイユ１番

のホテルがありました。このホテルも古い建物を改装してホテルにしていますが、元は市

役所だったそうです。 

 港の近くにインフォメーションがあり地図や案内がありますが、そこにいた女性係員は

フランス語に不慣れな私たちには酷く不親切でした。アルルとエクアン・プロバンスは地

元ツアーを利用したいと思いその事も聞きたかったのですが、案内の女性は不機嫌で聞く

事も出来ません。ちょうど文子さんがパンフレットを見つけたのでこれを持って、にほさ

ん所に戻り電話をしてもらいました。フランスでは切符１枚、公衆電話でもクレジットカ

ードを使いますが、公衆電話の使い方は難しくついにマスターする事は出来ませんでした。

翌日のアルルのツアーの申し込みを無事済ませ、この日はオープンバスでマルセイユ市内

見物としました。オープンバスは乗り場がいくつもありはじめに 16ユーロを払いこのレシ

ートを持っていると１日中何度でも乗る事が出来ます。まずは山の上のカテドラルに行き

立派な建物とマルセイユの街を眺めました。また港の近くに戻って昼食を取ったり城塞を

見に行ったりと都合４回ほど乗り降りし、その内３回は同じ運転手さんで最後はレシート

も見せず握手してバスに乗せてくれました。 
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（山頂のカテドラル）         （マルセイユの街） 

 次の日インフォメーションの前に８時に集まりツアーに参加しましたが、お客さんとい

っても私たち２人とアルゼンチンの若いご夫婦の４人だけです。案内は英語とスペイン語

で運転手さんがしてくれます。マルセイユから西に向って行くとベール湖というかなり大

きな湖がありそのさきにカマルグ湿原がありここはフラミンゴの生息地でした。アルルに

向う景色はオリーブの畑と葡萄畑が延々と続いています。アルルでは古代円形競技場の遺

跡を見学し、さらにローマ時代の水道橋ポン・デュカール そしてアヴィニョン歴史地区

で昼食時間となりました。建物に囲まれて広場がありレストランの前にはテラスが広がっ

ていてテーブルが並べてあり外での食事です。ほとんどこういうテラスでの食事スタイル

で、雨が降ったらどうなるかと思うのですがほとんど雨は降らないようです。レストラン

の前に写真付きメニューがあったので、これとこれ・・というようにして注文しました。

アヴィニョンもプロヴァンス地方ですが特に美しい村が多いようです。古い教会といくつ

かの歴史ある建物など美しい村の条件がありこれを満しているようです。泉が多くそのせ

いか他の地区とは違って大きな樹木が繁り木陰が続き、日当りの良い葡萄畑ばかりの景色

とは随分違ってみえました。次に古い病院の跡に行ったのですが、そこがゴッホがアイリ

ス、オリーブなど描いた場所でした。所々にプレートがありここでゴッホがこの絵を描き

ましたと案内がありゴッホのいた頃とほとんど変わらないようすでした。そのあと古い城

塞を見学しマルセイユに戻りました。ほとんど丘陵地帯なので高速道路にトンネルもなく

河川も護岸工事した場所も少ないようでした。運転手さんが遠くに見えるたった１つの山

を指差してモン・ヴァンテゥ山 1900mだと教えてくれましたが、イタリア、スイスの国境
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の山以外高い山はありませんでした。 

 翌日エクスアン・プロバンスへ同じ

ツアーで行きましたがツアー客は私た

ち２人だけです。エクスアン・プロバ

ンスはセザンヌの故郷でこの旅行で一

番行きたい所ですが、ツアー内容とし

ては、旧市街地の市場、海岸沿いのカ

ランク地区だったようです。前日ゴッ

ホの病院で大喜びをしていた私たちに

まずセザンヌの住んでいた屋敷とアト 

  （文子さんとゴッホの病院で） 

リエに連れって行ってくれました。前から本等で紹介されてますが本当にアトリエを見学

出来るのは感激でした。アトリエにはセザンヌが静物画を描いていたとおりにお皿にリン

ゴがのっていて、アトリエ付近は当時のままでしたが周辺は高級住宅地になっていました。

一部は公園になっていてサント・ヴィクトワール山が良く見え、ここで山の絵を描いてい

たのだと改めて認識したのです。 

         （セザンヌのアトリエ）→ 

 エクスアン・プロバンスの市内は泉の湧き出て

いるミラボー通りがありここのカフェでセザン

ヌと親友のエミール・ゾラがよく語り合っていた

との事でした。旧市街の中心に広場がありここの

市場は規模が大きく新鮮な魚介類、花等様々な物

が売られ、珍しく日本人の買い物客がいてツアー 

の客もここなら安心と旅行会社が買い物時間を    

設定しているようでした。さらに驚いたのは周辺の店舗にブランドの店が多く街を歩いて

いる年配の人達の身なりの良い事で、街の一角にはエルメス？の旧宅もあったのです。運

転手さんはこの市場に来るのを何より楽しみにしていたらしくいろいろ買い物をしていま

した。 このあとサント・ヴィクトワール山を左に見ながら海岸に向いました。ここがツ

アーの本来の目的地カランクという海岸線で、氷河期に刻まれた河口が美しい入り江とな

っていて海からいきなり 500m もの山があり山頂から透明な地中海が広がっていました。

それから海岸の町のテラスで食事をしてマルセイユに戻りました。 

 次はいよいよレールパスを使っての旅となります。 

                                （次号に続く） 
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ジヴェルニーのモネの家 

セーヌの船旅・印象派の故郷を訪ねて（その２） 

           会員  小林正典 

 

４日目 ジヴェルニーからルーアンまで 

 

7 時からの朝食では、相変わらず添

乗員特製のお粥と漬物に人気が集まっ

ている。胃の調子を崩している人など

には特に有難い。グループ毎にやや時

間をずらして食堂に入るが、日毎に顔

見知りの人が増えてきて、自然に知っ

てる顔同氏が同じテーブルを占めるよ

うになってきた。 

 9 時頃迎えに来たバスに分乗して

「モネの家」で有名なジヴェルニーの

町を目指す。十数分で到着したジヴェ

ルニーはのんびりとした田舎町で、畑地や林や家並みにその日も穏やかな陽光が降り注い

でいた。 

 パリの生活に馴染めずこの地に移り住んで来たモネは、未だ貧困時代にカミーユ夫人を

病で失う。その後再婚し、次第に名声を得て生活も安定し、1926 年に 86 才で没するまで

の 43年間をこの地で制作と園芸に励んだ。ロングハウスと呼ばれる長屋式の家に住み、家

の前に土地を買って 3 千坪のガーデン「花の庭」を造り、また敷地内を流れていた小川を

利用して、後に睡蓮の連作を生む「水の庭」を隣接の土地に造成した。 

  

妙な一家がパリから越して来たと、当初、村での評判はさんざんだった。幾何学的な構

図が常識であるフランス式庭園とはまったく逆の、自由に花々が咲き乱れる庭園と、柳と

睡蓮と風変わりな太鼓橋のある池。睡蓮の花から出る毒で農家の家畜が病死するとまで云

われて、村人からは嫌われた。モネの庭は現在でも余りフランス人好みではないらしく、

ジヴェルニーを訪れるのは日本人とアメリカ人が目立ち、フランス人の数はそれ程ではな

いそうだ。 

 モネの死後、家と庭を維持するのに困ったモネの次男は全てをフランス政府に寄付した。

今は財団を設立しフランス政府が責任をもって管理・運営している。 

だが、パリからの交通の便があまり良くない土地なので、入場料収入だけでは運営は毎年
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ルーアンのノートルダム大聖堂付近 

ルーアンの大聖堂付近 

赤字だそうだ。 

 何百種の花々が咲き乱れる庭園を貫けて家の中に入る。一階のアトリエには多数の作品

が並んでいる。二階の寝室を覗くと、壁一面が日本の浮世絵や日本画で埋まっていたので

びっくり。ここまで彼が日本文化に傾倒していたとは知らなかった。モネは相当グルメな

人だったというが、一階の調理場は広く壁には鍋類がずらりと並び、調理台やオーブンな

どもちょっとしたレストラン並みに出来ていた。 

 地下道をくぐって隣接の「水の庭」の方に廻る。手入れの行きとどいた竹藪の緑が美し

い。池の傍には藤棚があり、岸辺では柳の木や尾花が揺れている。向こうに太鼓橋も見え

る。そして池の水面は睡蓮の群落で殆ど覆われている。「光の画家」として生涯を貫き通し

た彼は、この池の縁に陣取り、睡蓮に降りそそぐ光の変化をカンバスに切り取っていった。 

  

 ジヴェルニーを離れ、ノルマンディー地方の中心都市ルーアンに向かった。ルーアンは

ローマ時代から水運の拠点として栄えた街

だが、ゴシック建築の町、美術の町ともいわ

れている。町中のレストランで昼食。ノルマ

ンディーはりんごの産地であり、牧畜も盛ん

な土地柄なので、ランチではシードルやカル

バドスを試飲し、本場のカマンベール・チー

ズも味わった。特にアイスクリームにカルバ

ドスを振りかけたデザートは美味かったが、

アルコールに弱い人はかなり酔っぱらって

しまった。 

ところで、今回の旅行で特に感じたのは、

船の食堂でも町のレストランでも、アントレの肉料理などの‘皿

の温め具合’が以前に比べると一段と熱つかったこと。うっか

り触ると、「アッチチ！」となるくらいディシュが熱い。料理は暖かい方が良いに決まって

いるが、少し温め過ぎではないか？ 試しに船のシェフに尋ねてみると「器具も進歩した

し、最近の傾向としては確かに昔より皿は熱くしている」とのことだった。さては、多少

質の落ちる料理でも熱いうちに食べてもらえば、ということになるのか？ それだとちょ

っと問題だ。 

 市内観光では、先ずモネが 30点以上の連作を描いたことで有名な「ノートルダム大聖堂」

を見学。高さ 150 メートルのゴシック建築。フランスで一番の高さを誇る大聖堂は青空に

映えて迫力充分だ。大聖堂を描き続ける時、モネがアトリエとして使ったというその部屋

が、真向いのレストランの 2 階にそのまま残っている。その部屋でコーヒーを飲みながら

美術史に詳しい現地ガイドから「印象派の歴史」についての講義を聴き、久しぶりに学生

気分を味わう。モネはいま私が座っているこのテーブルの場所に陣取り、朝の大聖堂、真
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昼の大聖堂、夕暮れの大聖堂と、それぞれ異なった光の中での陰影を捉えるのに余念がな

かった。そう思うと何だか嬉しくなり、窓越しに改めて大聖堂を眺め上げた。 

 ジャンヌダルクはここルーアンで処刑されたそうだが、旧市街の広場にあるその処刑の

場所には「聖ジャンヌダルク教会」が建っていた。鉛色の巨大なオブジェ彫刻のような何

とも個性的な形の教会だが、内部に入って見ると、大きなステンドグラスは繊細でモダン

で実に美しく、暫くじっと座っていたくなった。 

 樫の木を木組みしたノルマンディー様式の古い民家と石畳の道路。外観は古いが商店の

内部は意外にお洒落な店が多い。ルーアンの中心街「大時計通り」は、古いものと新しい

ものが適当に混じりあっていて、歩いていて楽しい。 

 市内散策の後は、ノートルダム大聖堂でのパイプオルガンの特別演奏会に運よく入場で

きた。モーツアルトの「教会のためのソナタ」から演奏は始まったが、大聖堂の音響は申

し分なく、オルガンの響きは五体に沁みて、旅の疲れを忘れる貴重な 40分間となった。奏

者はフランスを代表するオルガニストのリオネル・クーロン氏。彼はいまノートルダム大

聖堂の専属奏者を勤めている。 

 

 その晩、船はルーアンに停泊を続けたので、夕食後も街に出かけてライトアップされた

大聖堂の写真を撮ったり、路地裏の小さなカフェで一杯やったり、自由行動をそれぞれに

楽しんだ。 

 

５日目 船上生活あれこれ 

  

朝食の時に常に人気のあったお粥だったが、今朝のお粥は添乗員が油断してうっかり焦

がしてしまったらしく相当焦げ臭かった。 

 8時 20分コードベック・アン・コーに向けて出航。船内では歴史に詳しい添乗員の一人

による「歴史講座」を開催。英仏百年戦争の話などを聴いたが、無性に眠くなって半分は

夢の中だった。講座の後は気分転換のため甲板に出て、シードルとカルバドスとチーズと

クッキーで簡単なパーティー。少しアルコールを飲み過ぎて午前中から上機嫌となり川風

に吹かれる。セーヌは大きく蛇行しながら流れ、川幅は広くなったり狭くなったりを繰り

返す。川岸には白い石灰質の崖を背景に背の高いポプラの並木や柔らかい柳の木々が続い

ている。 

 昼食前にコードベック・アン・コーに到着。昼食後はバスで出掛けてフランスで最もロ

マンチックな廃墟といわれているジュミエージュ大修道院とサン・ピエール教会を見学に。

途中、フルーツ・ロードと呼ばれる田舎道を通って、りんご園やチェリー畑、野菜畑、ロ

ングハウスと呼ばれる長屋式の農家など、整備された農村風景を見たのは貴重な体験だっ

た。フランスはやはり立派な農業国である。 
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 夕刻、船は最後の停泊地である河口の町オンフルールを目指して出航。明日はドービル

の名門ホテルでの晩餐会となるので、今夜が船内での最後のディナーとなる。いろんな方々

と船中で知己を得たし、今回はチャーター船で日本人客だけだったので、その点、気が楽

だった。しかし、やはりクルーズでの旅はいろんな国の人達と交わりながらの、国際交流

がある方がもっと楽しいような気がする。毎日、日本人ばかりで話していて少し飽きが来

たときは、努めてウエイトレスやバーテンたち従業員と冗談を交わした。彼らはハンガリ

ー、ポーランドやポルトガル出身者が多い。長期に家庭を離れての航海生活は一種の出稼

ぎで、子供のことも心配だし辛いことも多いが、旅が好きだし収入も陸に居るよりはマシ

なので頑張っている、と笑っていた。歴史の荒波を潜ってきた国々の人達は、明るくて他

人に優しい苦労人が多い。 

 

ところで、船の客室は１等と２等の二つのクラスに分かれていたが、両クラスとも寝室

が若干狭くてもそんなに不満はない。だが、シャワーのスペースが狭いことで苦労した人

が多く、船から降りたら手足を思い切りのばして大きなお風呂にゆっくり入りたい、とい

う声は多かった。三角形に近い狭いシャワー室では、壁の方を向いて手動シャワーを使う

と、背後のカーテンに当たったお湯が、下から漏れて床に流れ出し使いにくい。反対に壁

を背にして、カーテンの方を向いてシャワーを使うと、お湯は壁に当たって流れて、床に

漏れ出すことは殆どない。この事を会得した人はシャワーでそんなに苦労はしなかった筈

だ。ちょっと頭を使えばいいだけなのだ。 

あと一つ、設備のことで密かに話題になっていたのは、トイレにウオッシュレットが付

いていないということ。日本では既に一般化している品物だが、海外ではまだそこまで行

っていない。まして、水が貴重な船の上では、全ての部屋にウオッシュレットを付けるの

は節水上も無理なことだろう。しかし、痔主さんに限らず、わが日本民族はウオシュレッ

トなしでは暮らせない、甘やかされた民族になってしまったようだ。 

  

その夜、9時半からラウンジではパリから駆け付けた美人シャンソン歌手による特別ショ

ーが開催され、懐かしいシャンソンの数々と共に夜は更けていった。 

そして深夜 12時、船は有名なノルマンディー大橋の下を予定通り通過。かなりの数の客

が甲板に出てワインで乾杯し航海の無事を祝った。そして船は深夜セーヌ河口左岸の町オ

ンフルールの港に錨を下した。 

 

６日目 オンフルールとエトルタ、そして最後の晩餐 

  

朝食を終わると直ぐ、各班に分かれてオンフルールの町の朝の散策に出た。朝早いと観

光客も少ないので町は静かだ。ヨットや漁船がひしめく旧港付近の眺めは、西洋絵画に出
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オンフルールの旧港付近の風景 

てくる典型的な港の風景でまさに絵になる。その昔の奴隷取引港の時代を偲ばせる旧提督

邸や塩の貯蔵庫など、古い建物も港の風景に趣を添えている。多くの印象派の画家たちが

この港の風景に魅せられた理由が分かるような気がする。 

町で目立つのはサント・カトリーヌ教会と鐘楼の三角屋根。百年戦争で英国に破壊され

て復旧資金に困り、船大工たちが造船技術を使って再建したという教会は、全てが木造で

珍しく、今ではオンフルールのシ

ンボル的存在になっている。教会

の近くの野菜市場や土産物店な

どを覗いて朝の散策を切り上げ

一旦船に戻った。      

  

10 時過ぎにバスに分乗して観

光に出発。全長 2143ｍのノルマ

ンディー大橋を渡って対岸の

ル・アーブルを経由し景勝地エト

ルタへ向かう。河口まで来るとセ

ーヌの川幅は２キロを超えてい

る。ノルマンディー大橋は白と青のスマートな斜張橋だが、主塔間の長さでは四国のしま

なみ海道の多々羅大橋に 34ｍ抜かれたそうだ。以来、両者は互いに姉妹関係を結んでいる

とのこと。 

 英仏海峡に面したエトルタは石灰岩の真っ白い断崖が続く風光明美な町で、モーパッサ

ンが「像の鼻」と呼んだという奇岩の断崖は特に有名だ。クールベ、モネ、ブーダンなど

多くの画家たちがその白い断崖と海の風景を作品に残している。像の鼻を眺めながら海辺

のレストランで食べた山盛りのカキとカニとエビの昼食は忘れがたいものになった。ノル

マンディー上陸大作戦の時、連合軍の野戦病院に使われたという木造の古い長屋が街中に

残っていたが、いまは土産物屋になっていた。 

  

エトルタから早めに戻り、午後の自由時間を使って再びオンフルールの町に出かける。

目的は記念館として運営されている作曲家エリック・サティの生家と、モネの師匠ともい

われる画家ウジェーヌ・ブーダンを記念したブーダン美術館の見学である。両人ともここ

オンフルールで生まれ育った。サティは癒し系のピアノ曲で有名だが、実際は相当の奇人、

変人でもあったらしい。話が長くなるので詳しくは触れないが、「サティの家」は誠に風変

わりで、一種のビックリ・ハウスだった。見学者は誰もが狐に抓まれたような顔をして出

てくるので、それがまた面白かった。ブーダンは「空と雲を描いたら誰もかなう者はいな

い」といわれた風景画、特に海景画の名手だった。ブーダン美術館の一画には、同じ海辺

を描いたブーダンとモネとクールベの３人の絵が並んで架けられていて、三人三様の特色
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ドーヴィルの豪華なカジノハウス 

が分かって非常に勉強になった。 

今夜はいよいよ船客としての最

後の晩である。明日からは陸に上

がってバスの旅となる。夕食はギ

ャラ・ディナーとして一流ホテル

へ出かけることになった。行先は

「ノルマンディー海岸の女王」と

呼ばれる高級リゾート地のドーヴ

ィル。昔からパリのブルジョアや

貴族たちの保養地として知られる

ドーヴィルでは、2011年にＧ８サ

ミットも開催された。高級ヨット

が並ぶ波止場は夕陽に赤く染まり、カジノ御殿には美しい照明が入って、高級リゾート特

有の黄昏時の憂愁を醸し出していた。ギャラ・ディナーの会場はあの誠に切ない恋の映画

「男と女」の舞台となった高級ホテル「ノルマンディー・バリエール」だった。白壁にセ

ピア色の木組み模様が映える４～５階建の 5つ星ホテル。シックな宴会場でのフルコース・

デイナーは豪華だったが、いささかワインを飲み過ぎて、何を食べたのか記憶にない。や

はり平民は馴れないことはしない方がいいらしい。 

 

7日目 下船の朝 

  

その朝オンフルールの波止場は霧に包まれていた。荷造りを済ませて、5 班 5 人の添乗

員たちが、毎朝、交代で作ってくれたお粥とカマンベールなどで、和洋折衷の朝食を終え

る。8時すぎには各自の船室からバゲージ・アウト。従業員へのチップはフロントに用意さ

れた赤い袋に、各自が自由に投げ入れて、全体では相当の額が集まった様子だ。親しくな

ったスタッフたちと、名残惜しさをこめて船をバックに記念写真を撮る。 

 9時 20分、いよいよバスはブリターニュの海賊の町サン・マロに向けて出発。いつまで

も手を振ってくれたスタッフたちも、セーヌ・プリンセス号の白い船体も、やがて霧の中

に消えて見えなくなった。   

(終わり) 
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      ベテラン連盟つくりとロングステイ 

                      

平成 26年 6月 18日 

会員 伊東 健三 

 

 

１、生きがい、健康などが重要 

人間 65を過ぎて、中・高齢者と呼ばれる年齢になると、日々の生活に何が重

要かというと①「生きがい」（趣味）②「健康」③「友人」④「経済」（年金）

⑤「家族」などではなかろうか。 

私の場合は趣味の「生きがい」では、第一に「旅行」であり、その意味でロ

ングステイクラブに加入させてもらっているのは最適である。（写真 1参照） 

他には趣味というか、情報好きというか、東洋経済という雑誌社が主催する

日本倶楽部で毎週 1 回、政治・経済など一応、一流と呼ばれている講師の話を

聞くことや月に 2~3回農林団体や生協 OBでつくっている「協同組合懇話会」で

同様に、年に 10回程度の講演会を企画するなど、趣味と仲間づくりに励んでい

る。 

第二に「健康」では「仲間づくり」ないし、「家族と共に」ではありませんが、

家内と共に、ほぼ毎日の散歩（1日 1万歩が目標）と近所の仲間と楽しむ「ダン

スクラブ」にも週 1 回程度通っている。また、ゴルフなども全くやめたわけで

はなく、年数回、昔の仲間とのコンペなどには参加している。何しろゴルフは 1

日 2万歩近くも歩けるのがいい。 

「健康」については以上のように、これだけ努力し、気を付けてみても、寄る

年波には勝てず、いろいろ病気が出てきて、昨年は白内障の手術を、今は「高

血圧」などと闘っている。その他の病気でも近くの病院に行くことが多い。幸

い長男が埼玉県内の病院の勤務医であるので、2か月に一度程度、総合的な診療

という名目で、息子の顔など見に行く。 
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（写真 1：ゴールドコースト） 

２、公的年金も危ない 

ところで第三に、今日は「家庭経済の安定」中でも、今は一番時間を取られ

ている「年金問題」について、以下、もう少し掘り下げて報告させてもらいた

い。現在ボランティアだが、昔の職場の年金受給者で埼玉県などを含む 2,000

人ほどの東京都連盟の責任者をさせられている。その上、東京は何かと情報が

多いからという理由で全国 15 万人ほどの全国連盟の副会長にさせられ、「年金

は高齢者にとって最も大切な所得源」ということでその水準を守るために頑張

っている。しかしご存知の通り「年金情勢」は大変厳しく、未加入の会員 12万

人や現役 35 万人、合わせて 70 万人近い方々の行く末を思うと頭が痛い限りで

ある。 

少し余計なことを書きますが、ご存知の通り、公的年金は 1 階部分の「国民

年金」と 2 階部分の「厚生年金」があり、国民年金は未納者が半分、厚生年金

も日本の人口構造が、合計特殊出生率(夫婦 2 人が生む子供の数)が 1.39（最適

2.1）と逆ピラミットになりつつあり、財政が大変厳しい状況にある。 

そのためか、今は規制改革国民会議等でアベノミックスの第三の矢としてこ

の公的年金がターゲットに挙げられ、その第一に、この公的年金の積立金の運

用が悪いということで、129兆円の積立金の高率運用がやり玉になっている。つ

まり、これまでの「国債中心の運用」から、今度は「内外の株など収益の高い

もの」にシフトして効率運用をせよとの方向のようだ。確かにこれまで積立金

の推移を見ていると、国債中心の運用だと毎年 10兆円ぐらいの減少があり、そ

れを年金と医療費（健康保険）など合わせて社会保障費全体の不足を消費税３％

アップの８％１２兆円で賄うということだったが、今年の１２兆円はすでに福

島の復興などを名目に道路や箱もので消えている。したがって「年金財源は年

金自らの積立金の運用で補填せよ」ということのようだ。然し今度は積立金を
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「株中心」運用ですと、「公的年金の根底を崩す、大事になりはしないか」と心

配するのは私のみであろうか。 

その他、年金保険料の 20%への引き上げや年金受給額の 43%水準引き下げなど、

すでに一部実行されているものがあるが、最近では年金受給開始年齢を現行 65

歳から自主申告でという但し書きがあるものの、68 歳とか 70 歳または 75 歳ま

でも俎上に挙がっており、いずれ国民全体に圧し掛かってくる恐れなしとしな

い。つまりその年齢まで働けと言うことだ。 

実は「株の運用」のことであるが、私のこれまでの経験で、1度農家の年金基

金の運用を担当したことがある。その基金をスクラップ（解散一時金で解体）

し、ビルド（別の 401 型積立年金制度）を創り、株など運用を試みたことがあ

ったが、長期のデフレ経済の中で、成功することは極めて困難で、冷や汗もの

であった。 

学習院大学の鈴木亘教授などは「文芸春秋」24年 12月号で、現在の人口構造

では「公的年金は平成 44 年頃までに厳しい環境が出てくる」と訴えているが、

注目すべき課題であろう。 

３、 我々の厚生・国民年金基金なども次々崩壊している。 

いわゆる企業別に創っている 3 階建て部分の「厚生・国民年金基金」につい

ても先日の朝日新聞に掲載されたように、73 からの基金が解散を予定している

ようである。 

私の関係している「基金」（特例年金）も御多分に漏れず、この 10 年あまり

のデフレの影響と運用の不味さで、近く第一段階で、「割り引いた一時金で希望

者を募り」その後第二段階で「解散一時金」で解散する、という厳しい環境に

なった。 

問題は、その際基金が解散し、その事務手続きや役職員の解雇などの問題と

私にとっては、15 万人からの長年のメンバーである「年金受給者連盟の会員を

どうするか」が課題である。 

現在の提案は「年金受給者連盟」から「退職者連盟」（ベテラン連盟・仮称）

への移行を提唱している。その意義は「退職者」冒頭の 5 つの課題や「中高齢

者」としての「年金、医療保険など社会保険の改善・維持などの政策要求」や

先述の友人つくり・会員間の交換交流(いっぱい飲む)などとその組織の有り方

を替えることの提唱である。 

４、 豪州のクーランガッタで学ぶ。 

私はこれまで、埼玉 LSC の指導で 3 回ほど「豪州のクーランガッタ」でロン

グステイを楽しませてもらった。その時の経験でホテルの近くに「ベテラン会

館」（退役軍人会館：ツインタワー）（写真２参照）に会員として登録し、毎日、

毎晩遊ばせてもらった。毎日 500 人以上の人々(主として高齢者)が会館に集ま



            【健康・年金編】 
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り、音楽を聴き、映画を観て、ダンスを踊り、カジノを楽しみ、仲間とお酒を

楽しむ(7つのバー、レストランあり)。また昼はゴルフやテニス、水泳、さらに

はショッピングを楽しむ時間もあり、しかも経費など一部カジノ収入も含む公

的機関の支援もある、実にうらやましい高齢者の生活環境であった。 

 

 

（写真 2：正面奥がベテラン会館といわれるツインタワー） 

年金保険も欧州で生まれ、育ったことを思うと、その高齢者施策も当然多く

学ぶことが多い。 

リクルート（新兵）問題を含めて、とにかくベテラン（退役軍人）問題を「協

同組合運動の退役者」と位置付けて、全国の退職者連盟（ベテラン連盟）の創

立に邁進したいと思っている。 

最後に、ポランテア活動で一番困ることは構成者の都合で日程が変更される

ことではなかろうか。 

今も今年のロングステイは、9 月の「ヨーロッパクルーズの際に」と決めて、

楽しみにしていたのが、前述のある大切な会合が入って、キャンセルせざるを

得なくなったことだ。 

言いたいことはそんな訳で、最近は好きな旅行に行けないし、ロングステイ

クラブの会合にも「ごめんなさい」が多くなったことが最大のストレスである。 

「近況を伝えよ」と言われて、クラブへの欠席が多い理由を書きましたが、

お許し下さい。 



 

【東京散策】 
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              深大寺散策 

 

                    会員 大野康昭 

ＬＳＣ５月イベントである東京散策は、今年は東京調布市の「深大寺散策」です。開催日

は、５月９日（金）でした。集合は午前１０時、京王線「調布駅」北口です。集まったメン

バーは、塚本理事長、新会員の森口宜高さん、太田和子さん、桂惇・佐智子さんご夫婦、秋

本佳之さん、岩崎任男さん、田中靖人さんと筆者、それと深大寺境内に直行の林純夫・裕子

さんご夫婦総勢１１人の団体です。私はさいたま市からなので、新宿を経由して京王線で

行きましたので、約１時間半の道のりです。 

 

今回のイベントでは、調布市観光協会のボランティアガイドサービスを利用して、ガイド

を頼むことにしました。女性の中島さんがガイドを担当してくれました。 

 

全員集合の後、中島さんから深大寺の歴史や由緒の説明があり、数年前ＮＨＫ朝ドラ「ゲゲ

の女房」で有名になった漫画家水木しげるのご自宅も深大寺近くにあり門前の甘味処の店

の前では、ゲゲゲの鬼太郎の人形が我々を迎えてくれています。 

それから、中島さんに付いて深大寺の山門をくぐりました。まず最初に見学したのが、鐘

楼・・・説明書には慶応の大火後明治３年（１８７０年）に再建されたとあります。今も毎

日、朝、昼、夕に撞かれています。一般の参詣者が撞くことは許されていません。 

 

 

鬼太郎人形                山門で 



 

【東京散策】 
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境内には、なんじゃもんじゃの木が何本も植生しており、ちょうどこの時期白い花を咲か

せます。今が満開で見頃といってもよいでしょう。毎年東京消防音楽隊による「なんじゃも

んじゃコンサート」が開かれています。境内には、句碑が多く、松尾芭蕉、高浜虚子、中村

草田男、石田波郷等の俳人の名句が刻まれています。また日本野鳥の会の創立者、中西悟堂

の胸像もあります。 

 

本堂に参拝の後、元三大師堂の中を参拝、延暦寺１８代座主の元三太子像が祀られており、

その御開帳は５０年に一度だそうです。次回の御開帳は２０年後とか。 

中島さんのガイドもここまでだそうで、わかりやすいご説明ありがとうございました。 

昼食は、なかなかどの店に入るか決めるのが難しいほど、ソバ屋が並んでいますが、ネット

で評判の高い「湧水」に決めました。ここは、お客さんが行列を作くっています。今日は天

候に恵まれ、境内散策で渇いた喉を潤すため、まずはビールでかんぱい。秋本さんがあらか

じめクーポン券を準備しており、これがあると「そば羊羹」が無料でサービスでいただけま

す。これは、なかなかいけますよ！ この後は、絶品のそばを堪能いたしました。               

 

塚本理事長は、ここで皆様と別れて、ご帰宅です。山門前で皆で記念撮影して午前の部、終

了です。 

 

昼食後は、「神代植物公園」に向かいました。神代植物公園は深大寺に隣接しています。こ

こは、江戸の情緒の残る深大寺とは対照的に、西洋風の広大な植物園です。コンサート会場

や大温室も公園の中に配備されています。ちょうど今は、バラが７割程度咲いていました。

公園のホームページから、一部引用させてもらいます。 

「武蔵野の面影が残る園内で、四季を通じて草木の姿や花の美しさを味わうことができま



 

【東京散策】 
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す。この公園はもともと、東京の街路樹などを育てるための苗圃でしたが、戦後神代緑地と

して、公開された後、昭和３６年に名称も神代植物公園と改め、都内唯一の植物公園として

開園しました。現在約４、５００種類、１０万本・株の樹木が植えられています。園内はば

ら園、つつじ園、うめ園、はぎ園をはじめ、植物の種類ごとに３０ブロックにわけており、

景色を眺めながら、植物の知識を得ることになっています。」                  

                       

 

 

バラ園とコンサートホール 

 

公園内は広く、とても一度では見きれません。大温室の中には、珍しい東南アジアの花々

も、植えられており、植物好きの人には堪らないだろうと推察します。約１時間、たっぷり

と見学して、途中雲行きもあやしくなり雷も鳴り出しましたが、温室の中でしたのでセー

フです。 

幸い、天候も回復しましたので、公園を出て、バス停に向かいました。 

 

これで、今日の深大寺散策は、終了です。ここで解散となり各自、それぞれの交通手段でご

帰宅です。ご苦労様でした。  

 



            【LSC イベント】 
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LSC５月度座談会開催 

 

日時：５月２０日・火・１３時３０分から１５時３０分まで 

場所：浦和パルコ さいたま市市民活動サポートセンター 

講師：会員 林純夫・裕子ご夫妻 

テーマ： マレーシアでロングステイ 

参加者 吉原紘昭、馬越修、大野康昭、新井新治、桂惇・佐智子夫妻、森口宜高、安田み

かよ、の皆さんと座長の田中和義さん 

＊ 日程は２５年８月２５日出国、９月１３日帰国、ペナン２週間滞在 

＊ 費用は総計２人で約４０万円 

閉会の後、サイゼリアで懇親会 

      

LSC２０１４年所沢ロングステイスクール開催 

日時：  ６月２９日（日） １３時３０分から１５時３０分まで 

場所：    所沢文化センターミューズ（西部新宿線航空公園） 

講師：  会員 林純夫氏 

演題：  マレーシアロングステイ、その他旅の便利なテクニック等 

    約１０名の方の参加がありました。参加者から一名の新会員の入会がありました。  

        LSC ７月座談会開催 

日時 ： ７月１５日・火・１３時３０分から１５時３０分まで 

場所 ： さいたま市市民活動サポートセンター 

講師 ： 会員 遠藤華子氏 

テーマ： フランスレールパスの旅、４３日間 

座長：田中和義氏 

参加者：新井新治、松沢順子、榎元智津子、森川浩司、峯尾健一、桂惇。佐智子夫妻、宮

下弘、福島啓子、石井時子、安田みかよ、堀部洋保、肥田朋香、塚本理事長、吉原副理事

長、大野副理事長、秋本理事、馬越理事の皆さん 

閉会の後、サイゼリアにて懇親会 

 



 

     【編集後記】 
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★★★ ＬＳＣ９月座談会のお知らせ★★★ 

 

 

記 

日時：２０１４年９月１６日（火）  １：３０～１５：３０ 

場所：浦和パルコ９階 さいたま市市民活動サポートセンター 

講師：会員 森川浩司氏 

テーマ：ハワイ島 ロングステイ 

座長：田中和義 

 

今年の５月に、ハワイのハワイ島にロングステイされた森川浩司さんが、魅力あふれる 

ハワイ島の自然を楽しく、語ってくれます。是非ご参加ください。参加は無料でございま

す。お友達もお誘いください。 

 

以上 

 

『編集後記』 

今年の５月２２日の日経新聞に高知県室戸市の佐喜浜でホェールウォッチ

ングの観光船を営業している長岡友久氏の話が出ていた。氏はかつては、捕鯨

船の砲手の名人で、元大関朝潮のお父さんでもあります。捕鯨への風あたりが

強くなるなかで、砲手を辞めたがクジラに係わる仕事がしたいとモリを双眼鏡

に替えたという。鯨には不思議な力があり、何度見ても畏敬の念は変わりない

という。 

当会理事の馬越さんも、南極で見たホエールウォッチングの素晴らしさを座

談会で語っておられた。ハワイ島でも、冬の１２月から３月の時期にはホエー

ルウォッチング観光が行われる。何処がよいかは別にして、一度は見てみたい

ものと思っている。 

                      （大野記） 
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☆ロングステイクラブの概要と入会について☆

＜目的＞ 

☆ ロングステイクラブは、快適な生活環境を求めて海外および国内で長期滞在

を希望する方々 を対象とし、その日常生活に必要な各種情報の提供や体験セ

ミナーなどを通じて現地での「不安」「疑問」から解放して、生きがいのあ

る滞在ができるように支援し、広く公益に貢献することを目的とします。 

＜主旨＞ 

1. 自分の収入に応じて(主に年金等の範囲内で)  

2. 自分の力で(体力経験等に応じて)  

3. 自分なりの方法で(単独・家族・友人等で)  

4. 自分なりの生きがいを求めて(国際交流・語学研修・ボランティア・スポーツ

等)  

5. 海外で生活体験をする(ツアーでも移住でもなく)  

そのための情報交換・友人作り・高齢化社会におけるシルバー世代の余暇活用を

生き方の選択肢とし活動します。 

＜主要活動＞ 

1. 月例会の開催(海外体験報告・海外滞在計画の発表・情報交換)  

2. 地域別交流会の開催(東京・千葉・神奈川・埼玉・関西・九州)  

3. 同好会活動(海外各国別の同好会・各趣味の同好会等)  

4. 会員相互の自主企画による海外グループ旅行の推進  

5. 国際交流活動(各国友好協会・ボランティア・語学研修・ホームステイ) 

6. 会報「ロングステイクラブ」の発行 

＜留意事項＞ 

1. 当会及びリーダー（名称の如何を問わず）は、会員が企画海外旅行・滞在・同

好会の諸行事等において一切責任を負いません。参加者は一切責任が自己

に帰することを承知の上で参加下さい。 

2. 当会は、非営利の団体です。会員は当会の諸活動（例会・会報・会員名簿等）

を営利目的に利用することを禁止されています。 

＜入会＞ 

当クラブの主旨に賛同される方は、年齢・性別・国籍に関係なく、どなたでも歓迎し

ます。 

年会費  

 4000円 (1月から12月) を下記口座にお振り込み下さい。 

お振込先口座  

 銀行口座  

りそな銀行東京中央支店普通 5807817  

ロングステイクラブ 

郵便振替 

 00120-2-166202 ロングステイクラブ  

NPO ロングステイクラブ事務局 

〒337-0017 

埼玉県さいたま市見沼区風渡野470 

電話/FAX受付：048-685-2470 

E-mail : info@longstayclub.jp 

特定非営利活動法人「ＮＰＯロングステイクラブ」の目的 

 この法人は、快適な生活環境を求めて海外及び国内での

長期滞在を希望する人々を対象とし、その日常生活に必用

な各種情報の提供や体験セミナーを通じて現地での「不

安」「疑問」から開放して、生きがいのある滞在が出来るよ

う支援し、広く公益に貢献することを目的とする。（法人の

定款第３条） 

 

「ロングステイクラブ」は、登録商標です。 

（登録第４５４６８１１号） 
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