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成田空港を飛び立ち順調に飛行し、同日１９時（日本時

イタリア旅行記

間翌朝３時）ローマのレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港

阿部愛子

へ到着。３人ならタクシーが安いということで乗り場へた
めらわず直行。窓から見える街並みはローマ独特の背の高

３月１２日から２７日までの１６日間、３人でイタリア

い木（笠松という）の街路樹の間から、ローマ時代と思わ

に行ってきました。ローマ、フィレンツェ、シエナ、ピサ、

れる遺跡が見え隠れして、さながらタイムスリップした感

ボローニャ、ベネチア、ミラノの 7 都市を巡る長旅です。

があります。どこの国でもタクシードライバーはスリリン

旅は１年くらい前から始まりました。今回は、夫がどう

グなハンドルさばきをします。夫が私に「あなたの方がも

してもイタリアに行きたいという強い希望を持っていて、

っとスピード出すね」と冗談を言いました。早くホテルに

１年前から語学の勉強を始め、それが娘と私にアピールし

着いたお礼にとチップを渡す夫の安堵の表情を横目に、娘

たのです。
「あんなに行きたがっているのだから、今度はイ

と私はローマの鉄道の表玄関テルミニ駅のそばのホテルへ

タリアにしようか？」という私に「イタリアがいい！」と

足を踏み入れました。

娘も言いました。それから毎日、
「イタリアに行こうね。お
土産買おうね」が娘の口癖となりました。
私たちの旅行は旅行会社企画ツアーに参加する形ではな
く個人旅行です。ツアーはスケジュールが盛りだくさんで、
それに合わせるのが娘には難しいので、いつも娘の生活リ
ズムを生かした３人組の旅になります。
まずはガイドブックを読み込んで、旅行計画を立てます。
その日程に合わせ順番に、航空券、列車乗車券、ホテルを
予約します。ちょっとした失敗もありますが、毎回新しい
体験がたくさんでき、後から面白かったねと思い出す旅に
なります。
「若い時に旅をしなければ老いてからの物語がな
い」という意味の話を昔読んだ覚えがあるのですが、非日
常の経験は脳の記憶に深く刻まれるからなのでしょうか、
何度も家族で話題になります。その度にその時の情景や自
分の中の気持ちが手に取るように浮かんできます。日常に

ローマの市街

非日常が存在する旅や読書の経験は人の営みに必要な行動
であり、それが喜びにつながり、さらに豊かな時間につな

翌日、７時過ぎに食堂へ。大勢の観光客に混じり、高校
生らしき若者が多数います。英語を話すところを見ると、

がると思います。

イギリスあたりから来ているのでしょうか。今が一番楽し
ローマ

いといった修学旅行風の高校生にはこの後も街中でしょっ

２００３年のイギリスとフランスへの旅では、娘は機内

ちゅう出くわします。さながら京都で出会う日本の高校生
のよう。シーズンなのでしょうね。

で眠くても眠れず体調を崩すということがありました。今
回ローマまでは１３時間弱の飛行時間です。利用したアリ

レストランでは支配人が全体に目を配って、サービスが

タリア航空の機内で、夫が娘の事情を乗務員に相談した結

滞らないように指示を出しています。ウエイトレスやウエ

果、幸運なことに席の移動ができた上、疲れた時は横にな

イターがテーブルを回っているおかげで、滞在者は気持ち

ることができるよう、３人分の席が娘に提供されました。

よく食事をします。私たちはどこでも朝食をしっかり食べ

話をしてみたら、彼はもうすぐ２歳になる双子のお子さん

てから街に繰り出します。パン、サラダといった野菜類、

たちの父親だそうです。ご家族の写真を見せてもらいまし

卵やヨーグルト、ハム・ベーコンなどのタンパク質、美味

た。今冬はローマ近郊でも雪が降ったとかで、部屋にお子

しいカプチーノを飲みながら、最後のフルーツを食べよう

さんの洗濯物が干してありました。
「早く帰宅したい、子ど

としたら、大好物のリンゴのバスケットが空っぽになって

もたちに会いたい」と話す子煩悩なお父さんである上、臨

いました。夫が支配人に「リンゴがない」といったら、支

機応変に状況を判断し、上司に説明し、理解を得るなど、

配人は自分の目の前に両手で２つの丸を作りながら、
「大き

機内アテンダントの仕事をする姿勢をとても強く持ってい

な目でよく見なさい」と言いました。振り向くとフルーツ

る方だと思いました。

バスケットには、供給されたばかりのリンゴが山のように
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盛られています。彼がそこから３個取りました。私たちの
テーブルに持って来て、
「あるでしょ」と一人一人に渡して
くれました。それから毎日、彼は私たちを見つけるとニコ
ニコしながらリンゴを持って来て、渡してくれます。時に
はシチリア産オレンジでお腹いっぱいであっても、彼のユ
ーモアたっぷりのイタリアンサービスを私たちは楽しみに
して、ポケットにこっそり入れて部屋に戻ります。そのリ
ンゴは街中の公園で、歩き疲れた私たちの空腹の体に、優
しさと甘酸っぱさと満足をもたらしてくれたのです。ラテ
ン系の情の熱さで心を暖かくしていただいた「リンゴおじ
さん」のことは今でも思い出し、愉快な気分になります。

スペイン広場

さて、ピザの美味しさとともに疲れがどっと出て来まし
た。最初の行動でお土産を手に入れ、娘の心が安定し、私
も安心したからかもしれません。ホテルに戻り、少し休ん
でから、スーパーマーケットへ買い出しに出かけます。私
たちの旅の食事は大体どこの都市でも同じです。朝食はホ
テルでしっかり食べ、昼食は美味しい店で地元料理を、夕

リンゴおじさん

食はスーパーで買い出し、ホテルの部屋でゆっくり食べる
その日の予定ではコロッセオを一番に観ることにしてい

という形式です。何しろイタリアのレストランは１９時過

ましたが、娘のお土産購買熱はローマでも冷めないので、

ぎでないと開かないのです。私たちは日本では２１時と言

急遽変更します。テルミニ駅で「ローマパス」という市内

ったら白河夜船状態です。イタリアでも同じようにしない

の観光や乗り物が割安になるチケットを購入後、地下鉄で

と体が言うことを聞いてくれません。仕方がないです。

スペイン広場へ直行。ガイドブックで目にした文具店でお
しゃれなノートや皮のキーホルダーを、台所道具の専門店
ではエスプレッソコーヒー・マシーンと買い出し用のバッ
グを、スニーカーの専門店で娘は真っ赤な色を迷うことな
くチョイスし、デパートでは成田空港で突然（タイミング
よく！）壊れた夫のリュックサックとセンスのよいサング
ラスと雨傘を見つけました。歩き疲れたその足で「チーロ」
という店で昼食のピザに舌鼓をうちました。後から来た日
本人若者２人は、スニーカーの店で一緒だった関西からの
日本の学生さん。お互い頼るガイドブックが同じという理
由で、再会しました。彼らは卒業旅行だとか。８日間で４
カ国を回った駆け足旅行の彼らはもうすぐ社会人。のんび
り旅をする私たち３人組を羨ましがっていました。イタリ
アでは日本の若者にこの後もたくさん出会いました。
スーパーマーケットの生ハム売り場
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さて、スーパーマーケットの店内は様々なイタリア食材
でいっぱいです。ショーウィンドーの中の生ハムの種類を
実際に目の当たりにすると興奮してしまいます。料理好き
だからか、ただの食いしん坊なのか自分ではよくわかりま
せんが、歓声をあげながら、最終的にパン、夫の好きな赤
ワイン、すごく安い生ハム、甘くて新鮮な真っ赤なトマト、
葉物のルッコラ、アフリカ産バナナ、トリノのチョコレー
トなどの定番をカートに入れました。３人とも足取りも軽
く帰路につき、部屋で持参の日本茶や紅茶を淹れて、夕食
が始まりました。シンプルでいて美味しい食材でお腹がい
っぱいになり、気持ちの方は大満足になりました。２日目
のローマの夜が更けていきました。
サンタンジェロ城

衆が狂喜乱舞した現場と考えると吹いてくる風に寒さが一
層感じられて長くいたいとは思えません。すぐに道路の向
かい側にある遺跡フォロ・ロマーノへ移動。ここはかつて
政治の中心地だったところ。荒廃した遺跡は修復され、世
界中から人が集まっています。現在地球上には７５億人以
上が生きています。世界のあちこちで戦争が続いています。
翻って、日本の政治はと考えるとどんよりと暗い空気が覆
ったままです。現在進行形の未来を生きる子どもたちにと
って、嘘がまかり通ることほど、悪い影響はないよねと独
言ながら遺構の間を歩き回りました。少し風邪気味の私は

バチカン美術館

３日目。６時起床です。混雑を覚悟して、バチカン美術
館へと地下鉄に乗ります。おびただしい展示物を目にし、
最終目的のシスティーナ礼拝堂へ向かいます。ミケランジ
ェロが描いた天井画を見上げ、圧倒され、人間の創造力に
力をもらい、サンタンジェロ城へ、ナヴォーナ広場へ、パ
ンテオンへと、歩け歩けの１日となりました。歩数計は２
万歩を超え、足が悲鳴をあげました。
４日目。今日こそはとコロッセオへ地下鉄で移動です。
駅前に広がるコロッセオの威容さ！すでに大勢の入場者が
列を作っています。ローマパスのおかげで列に並ばず入場
がスムーズ。これはガイドブックを熟読したおかげ。他で
もこのような恩恵に預かる機会が多いので、ローマパスは

フォロ・ロマーノ

オススメです。この場所が、人間や動物が死闘を行い、大
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マスクをしていました。会う人のほとんどが私を見ながら

その先はあっちへ。
」と先頭に立って道案内します。間に娘

「ジャパニーズ」と囁いて行きます。マスクは日本人の特

を挟み、石畳を歩くこと１０分でホテルに到着。荷物を預

徴の一つということ。結構気味悪そうに見られていること

けるだけのつもりが、午前中なのにもう部屋に入ってもよ

を初めて身をもって知りました。

いと言われ、喜びいっぱいにドアを開けると案内された部

ローマ滞在５日目。街の様子にすっかり慣れました。石

屋は驚きの広さで、なんだか変な気分になります。20 畳く

畳の歩きにくさにも慣れ、どこもかしこもタバコを吸って

らいの部屋が２つ、入口のスペースやバスルームも１０畳

いる人が多く自動喫煙状態の空気に驚きもせず、ユーロ通

くらいあります。ここは１泊だけですが、廊下や部屋のあ

貨の買い物の要領も覚えました。この日の夕食は１７時か

ちこちにアート作品が置いてあったり下がっていたり、な

ら空いているレストラン「サンティ」を発見し、美味しい

かなかのムード。貴重な経験ができ、テンションが上がり

ローマ料理を食べることになりました。カルボナーラ・ス

ます。さすが、フィレンツェ！

パゲッティや野菜のスープの美味しいこと！どの料理を食
べても代々続いている店の味が身体中の細胞と心の奥の奥
まで優しく満たしてくれます。祖父母、父母と娘さんの親
子３代のサービスが印象に残ります。こういう感じの店が
少なくなった東京がチラッと脳裏に浮かんでは消え、外食
を好まない家庭料理中心の我が家の食卓を思い出しました。
このレストランの雰囲気にホッとしながら、今日はここが
我が家の食卓と思えてきました。明日はフィレンツェに向
かいます。
フィレンツェ
テルミニ駅９時２０分発フィレンツェ着１０時５１分の
特急に乗車します。車窓から見える風景はのんびりとして
います。春先の樹木が白い花をつけています。
「東京ではさ

フィレンツェの観光の中心地、教会など

くらが開花しているでしょうね」と夫と話しながら、私た
街中へ。小さな通り、大きな通り、教会、市場、レスト

ちは遠いところに来ているとお互い思っているのが伝わっ

ラン、ショップ、あらゆる場所で、人があふれています。
「ド

て来ます。

ゥーモ見物できなくても、街を歩くだけでよい。街の暮ら
しや街の人々を見ているだけでよい」と言う夫に同調し、
行列を避けて、アルノ川畔を歩きます。偶然入った店で夫
は自分用の皮製のブックマークを作ってもらいました。読
書好きの彼には最高の掘り出し物ですね。私はよい匂いの
オーディコロンを、娘は友人にスカーフを買いました。
なんと表現したらよいのでしょうか。どこを歩いてもフ
ィレンツェにいる感覚が冴えてきます。ぎゅっと詰まった
異次元の空気が体にまとわりつくような感覚です。ここに
長くいたいという思いと早くこの街を離れたいという気持
ちが交差します。これには後から、フィレンツェの複雑な
気配を感じていたのかなと思い返しました。帰国後、調布
市立図書館から借りたディビッド・レーヴィット著『フィ
レンツェ 繊細にして悩ましき街』を読み、映画「眺めのい

ローマからフィレンツェの車窓風景

い部屋」E.M.フォースター原作を観ました。居心地の良さ
あっという間にフィレンツェに到着。小さな街だからホ

や悪さを味わうのも体験したからこそでしょうか、五感を

テルまでは徒歩です。荷物は３人とも小さなキャリーバッ

刺激された街のあちこちがたくさん思い出され、あの感覚

グとリュックサック。歩くのは慣れています。雨上がりの

と呼べるものは自分だけに通用するものかもしれず、やは

道をスマートフォンの地図アプリで、夫は「次はこっちへ。

り旅をしなければ自身の物語が生まれないと思いました。
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会いました。彼は物理学の学会のため一人で初めての旅を
していました。発表がすんだので観光に出かけるとか。美
味しい朝食と彼との会話で私たちは活力を得ました。さあ
今日も出発です。

シエナ
フィレンツェは小さな街です。混雑する観光スポット巡
りはほどほどにして、ここを拠点にシエナとピサに小旅行
を計画します。どちらも１時間、バスや電車に乗ります。
まず、田中瑞木の絵に多用されている油絵の具「ローシエ
ナ」や「バーントシエナ」色の街シエナへ。街に着くとそ
の意味がわかります。人類が古くから用いた天然顔料の一
つという色が建物の外観だけではなく、内部の壁にも現れ

ウフィツィ美術館

ています。シエナに来なければ、本物の色は目に捉えられ
翌日。日本で予約して置いたウフィツィ美術館へ出かけ

なかったと感慨深く思い、雨が時折激しく降る中を世界一

ます。やはり大勢の行列に並ばず、予約カウンターへ。ス

美しいと言われているカンポ広場へと坂道を登ります。街

イスイと入場できるインターネット予約はとても便利です。

を一望できるはずのマジャの塔に登るのはこの天候では無

次々とルネサンス期の名画を堪能し、フィレンツェの歴史

理とのことで泣く泣くドゥーモへ移動しますが、閉まって

的財産のすごさを改めて思い知らされました。そのせいか

います。それではと、午後のオープンまでを昼食タイムに

どうかわかりませんが、
「絶対美味しい昼食を、それもとび

使うことに。小道を歩くと日曜のため休みの店が多い。
「あ

っきりトスカーナの味を食したい」とこの街のエネルギー

ー残念」と半分諦めかけていたところに出会った老夫婦が

をお腹で満たしたい欲求で爆発しそうになりました。体の

「あの店に声をかければ予約できるよ。私たちも今予約し

中までフィレンツェを味わいたいと脳が催促します。ガイ

た。３０分後にね。
」と教えてくれました。早速、交渉です。

ドブックを取り出し、熟慮の結果お目当ての店へ。地元の

５人くらいの料理人が昼食をとっているところでしたが、

人で満員でしたが、席を作ってもらい、牛肉の煮込みや豆

OK の返事をもらいました。

のスープやトマトソースのスパゲッティやラビオリなどを
注文。どれもこってりとした濃厚な料理で、食べてみない
とわからない複雑な味でした。再現しようにも日本では手
に入らないスパイスやその土地の素材そのものが持つ味が
あると思い、旅の物語の一つには「現地で食べること」が
重要な要素であると再認識しました。
ホテルを移動しました。今度は正反対に狭い部屋です。
ドゥーモのすぐ近くで鐘の音が朝夕に部屋まで届きます。
コンパクトな食堂をウエイトレスさんが一人で朝食を切り
盛りしています。キビキビしてよく働きます。そして笑顔
を忘れない素敵な女性。この食堂で東京大学の学生さんと

フィレンツェの料理

エキゾチックなシエナのドゥオーモ内部
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す。その駅は大学生が乗り降りし、降りた先には校舎が続
き、もう少し歩くと目の前にピサの斜塔が現れます。裏側
からの入場らしいのですが、これが相当近道ということを
ガイドブックは教えてくれます。TV の番組や旅行書に必ず
取り上げられているイタリア随一の観光名所のエリアの建
造物群は白い大理石でできています。春の陽光に輝き、眩
しさをあたり中に放っています。この美しさを今、目の当
たりにしている現実に興奮し、大勢の観光客と同じように
娘と建造物を対比させ、いかに斜塔が傾いているかを写真
に収めます。何枚も写真を撮ると満足し、落ち着きました。

シエナの街で

もう一度街をぶらぶら歩きます。犬を連れた人が多いの
に気がつきました。今日は日曜日だから、飼い主と一緒に
散歩を楽しむ犬たち！我が家では２匹の猫たちが留守番し
ています。
「どうしているかな？」
。時々息子が猫の写真を
撮り私のスマホに送ってくれるので、元気だとわかってい
ますが、猫の気持ちまでは想像するしかありません。１６
日間世話をしてくれている息子夫婦は犬を飼っています。
時々犬の散歩を頼まれる私たちにとっても犬は身近な動物
です。イタリアでは室内で犬と暮らしているせいか、人と
犬との距離が近い感じがしました。犬の表情が人間に近い
ような気がしたのは思い入れが強い理由による錯覚でしょ
うか。
さて、予約したシエナのレストランに入れました。トス

斜塔を支える画家

カーナ料理は期待通りで本当に美味しいです。赤ワインの
味も良いらしいです。
（私は飲めません）
。この店はこれか

ピサの街を歩き出します。細い道をくねくねと大学を目

らパーティが開かれるそうで、奥のテーブル席は準備が整

指してぶらぶら行くのですが、行く途中ほとんどが大学の

っています。店内では私たちと先客の老夫婦の２組しか食

建物だとわかりました。ガリレオ・ガリレイ研究所があり、

事をしていません。次々と入りたいお客を断っています。

自然科学系の学部以外にも芸術創作系の学部の校舎もあり

外は冷たい雨が降り続いています。隣の老夫婦と私たちは

ます。近くのコーヒーショップでも学生さんが多数いまし

目配せして幸運を喜びます。
「よかった！おかげさまであり

た。本当に大学の街ですね。アカデミックな街ピサ！

がとう！美味しいですね！」と。パーティ客が集まり始め

さて、歩きながらちょっと専門的な店構えの自転車店を

た店を後にして歩きながら、冷たい雨が降る寒いこの日の

見つけました。自転車はイタリアでも大人気です。町中を

記憶を消し去ることは到底できないと思いました。

さっそうと走る老若男女を見ます。自転車デザインの専門
家の息子にお土産話しをしたいという気持ちもあり、店主

ピサ

と女将さんと話をしました。親切な２人は美味しいレスト

翌日はピサへ行きます。ピサは大学の街。夫にとっては

ランも紹介してくれました。その店のメニューから、ピサ

慣れ親しんだ気分を感じるようで、ここの訪問をとても楽

は海が近いので魚料理もオススメだということがわかりま

しみにしていました。乗客がほとんど降りてしまったので

した。娘は魚のパスタ、私は野菜たっぷりのパスタ、夫は

すが、ガイドブック通りに駅を一つ先まで降りずに行きま

豆と野菜が入ったスープを堪能し、今度はメインのピサ中
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ちもプロフェッショナル。ここで食事できる喜びが込み上
げてきます。オススメの生ハムをたっぷり挟んだパニーニ
というサンドイッチを注文し、
「ランベルスコ」という微発
泡赤ワインを初めて口にした夫の幸福そうな顔を見つつ、
美味しさの秘密でもあるこのボローニャという街の文化に
もっと浸りたいという気持ちになってきました。

斜塔の前に立つ画家

央駅まで歩き、フィレンツェへと帰りました。明朝はボロ

ボローニャのハム

ーニャへ行きます。
腹ごしらえの後は世界で初めてできた大学「ボローニャ
ボローニャ

大学」の見学です。中でも、世界で初めて解剖が行われた

たった３５分の乗車でボローニャへ到着。１０時前でし

大教室は必見です。真ん中に白い大きな解剖台の様子を周

たが、タクシーになかなか乗れずホテルに着いたのは１１

囲の階段状の椅子に座り大勢の大学生が見守り学びをして

時頃。荷物を預け１日だけのボローニャを早く楽しみたい

いたところです。部屋には解剖に関わる資料が展示されて

と気持ちが焦ります。どうしても行きたい「モランディ美
術館」は地図を見るとかなり遠いようですが、フロントの
人は地図にラインを描いてくれて大丈夫と保証してくれま
した。
街中を歩け歩けで、到着。静謐なモランディの絵画が目
の前に多数あります。以前鎌倉の神奈川県立近代美術館で
「モランディ展」を観ましたが、作家が制作し暮らした場
所で作品に出会うというのは気分が全く違いますね。どこ
へ行ってもイタリアの美術館は人でいっぱいでしたから、
ゆっくりと絵に向き合う時間が旅の途中に必要なことも感
じつつ、心に染み込む時間を持てたのは幸せでした。高校
生も美術の授業できていましたが、とても静かに鑑賞し、
美術教師の解説も辺りをはばかる態度でとても静かだった
のが印象的です。
「芸術と食事は因果関係が深い」と私は思い込んでいる
のですが、ボローニャは食通の街としても有名なので、
「ボ
ローニャのオススメはソーセージや生ハムです」とホテル
で教わった通り、市場近くの店へ３人急ぎます。案の定、
美味しさが外にまで溢れ出ている店構えです。店員さんた

ボローニャ大学解剖室
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います。校内の廊下を歩くと壁や天井には絢爛豪華の装飾

駅前はアドリア海です。この地に降り立ち、突き抜ける青

が施されていて、大学を創設しようと考えたボローニャの

空の下、大小たくさんの船が行き交う光景を目にし、春光

市民の力や政治的な力を観ることができました。
「ないとこ

を浴び、海の匂いの空気を吸い、大勢の行き交う人々を前

ろに今までなかったものを創り出す」例はボローニャでは

に、私たちはこの瞬間一気に、観光地ベネチアの観光客に

数限りないほどあると、旅行前に読んだ井上ひさし著『ボ

なりました。別世界に到着した高揚感でいっぱいです。

ローニャ紀行』にも詳しく書かれていましたが、買い物し

ホテルに荷物を預け、大運河をサン・マルコ広場までヴ

たとき、食事をしたとき、いろいろな場面で市民がそのこ

ァポレットと呼ばれる乗り合い船の乗客となって、海から

とを誇りにして暮らしているのが伝わって来ます。今回は

ベネチアの街を、頭を右に左に回転させながら、言葉を失

行けませんでしたが、障がいがある人にも様々な農業や産

いつつ見入ります。ここにあるもの全てが想像を超えてい

業を興し、使われていない建物を利用した新しい試みを創

ると海際の建物一つ見ても思います。波が建物の土台に打

造しているそうです。人は誰もが自分を信じ、自由に、楽

ち寄せ、そこには海藻が見え隠れし、その上で普通の生活

しみ、学び、働き、喜ぶ人生を送りたいですものね。ボロ

が成り立っていることを想像します。潮の匂いが嗅覚を刺

ーニャはそんな気持ちを大事にしたいと思わせる街だと感

激して、不安定な水上に体も心も揺れる旅人になった気持

じました。

ちは特別なものです。昔からベネチアに憧れを抱き目指し

娘は麺類が大好物ですが、中でもスパゲッティ・ミート

た旅人は数知れずいて、どうしても外せない場所として、

ソースが一番好きです。外食するときは必ず注文します。

私たちもついに到着しました。特別な場所、ベネチア！

スパゲッティ・ミートソースはボロネーゼ・スパゲッティ

サン・マルコ広場はごった返しの人、人、人です。サン・

が正しい由緒で、ここボ

マルコ寺院の入場は長蛇の列です。ここは諦めて塔に登り、

ローニャが発祥の地だそ

高いところからベネチアを一望することにします。エレベ

うです。娘にどうしても

ーターが進みます。光は春ですが、風はまだ冷たい。街が

本物を食べさせてあげた

よく見えます。海から見る家並みとは違って見えるからな

いという思いで、夕刻の

のでしょう、小さな家々の下に人々の暮らしがそれぞれあ

街、レストランを探して

ることがストレートに伝わってきて、なぜかとても安心し

歩きますが、時間が早い

ます。ようやく心がベネチアに寄り添う感じになりました。

のでどこも空いていません。ホテル近くまで歩いてきたと

どこにいたって人間は一生懸命生の営みを続けている。東

き、ホテルの斜め向かいの居酒屋が終日空いているレスト

京でも、ローマでも、ベネチアでも、
・・・。

ランでもあったのを発見しました。もう味なんてどうでも
いい。ボロネーゼ・スパゲッティが食べられればもう十分
と入店、注文。ところが、それが超美味しい！今まで探し
歩いたのはなあに。こんなすぐのところで、美味しいもの
に出会ったという驚きと喜びに３人共笑みが溢れます。イ
タリアの旅の魅力は随所で意外な展開があり、こういうこ
とが旅の醍醐味と改めて納得し、ホテルに戻りました。正
味たった１日の滞在でしたが、ボローニャに立ち寄ってよ
かったなと心底嬉しくなります。この街の良さをたくさん
感じ、訪ねたかいがあったと思いました。翌朝はベネチア
へ向け出発です。
ベネチア
「あ、列車が海の上を走っている！なんてこと！」と驚
きの表情の夫と私たち。列車はまもなくベネチアの陸路の
玄関サンタルチア駅に到着です。ベネチアは大小１５０以
上の島々の街です。鉄路も島と島を結んでいます。だから、
海の上を走っていると勘違いしたわけですね。この駅が島
の入り口であり鉄道の最終地です。ここからは船か徒歩で
しか移動できません。娘が大好きな自転車にも乗れません。

塔からベネチアの街を見る
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ヴァポレット、カモメの鳴き声、スーパーマーケットでの
夕食の買い物。
「欲しいものがあったらつべこべ言わず手に
入れましょう」と自分に掛け声をかけて、もう一度こ
こを訪れることはないかなという寂しい思いがしてきます。
やはりベネチアは非日常を味わうにもってこいの場所です。
去り難いです。

海の幸とほおばる画家

翌日、最終地のミラノを目指し、また列車に乗ります。
今思い出してもヒヤヒヤするのですが、チケットに印字さ
れている駅はサンタルチア駅ではなかったのです。もう一
つ先の駅に行かないと特急列車には乗れないということが

世界一大きな油絵「天国」のあるドゥカーレ宮殿で

わかったのは、各駅停車の電車が発車する５分位前。ホー
翌日から、観光をメインに街中を歩きます。ドゥカーレ

ムを必死で３人が走りました。駅員さんが機転をきかして

宮殿、マギー・グッゲンハイム美術館、ムラーノ島ガラス

くれました。飛び乗ったらすぐ発車。到着したところと出

美術館、リアルト橋、倉庫のレストラン、アカデミア美術

発するところが違うなんてことを知らずにいて、旅はドキ

館、居酒屋、歩きながらの波音、そよそよ頬をなでる春風、

ドキハラハラものを実感しました。ベネチアは最後まで刺

抜けるような青空、大きなエンジン音が当たり前になった

激的な場所でした！
ミラノ
さて、無事車上の人となり、ミラノへ到着。息子の連れ
合いの直子さんが「ミラノでは盗難などの被害にあわない
よう、くれぐれも気をつけてくださいね」と心配してくれ
ました。そのことを思い出し、心引き締め中央駅構内を歩
きます。タクシーでホテルに直行。街は整然としています。
大きな建物が多く、都会を感じさせます。大きな街ミラノ
はそれほど楽しいところではなさそうと思い込み、２泊し
か予約していません。実は、有名なレオナルド・ダ・ヴィ
ンチの名画「最後の晩餐」を見るために、ミラノを旅程に
入れました。しかし、東京でチケットの予約日を他の美術
館同様３ヶ月前から開始と思い込んでいて、ネットにアク
セスした時にはすでに売り切れ状況が判明。未練を抱いて
旅行中もパソコンからなんどもアクセスし、キャンセルが
ないかをチェックしていたのでした。もう、チャンスはサ
ンタマリア・デッレ・グラッツエ教会の当日券しかないと
ホテルは美術館の近くに決め、朝早くから並ぶ覚悟をして
いました。でも、ダメな時はダメ。１枚も手に入れられま

COOP

せんでした。夫はサバサバと諦め早くに前を向いています。

大運河と建物をバックにして

娘も私も同じ。大丈夫！

マギー・グッゲンハイム美術館のテラス
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さあ、気持ちを変えて街を歩きましょう。地下鉄駅で日

自答し、確信が持てたところで、
「あなたのバッグを開けて

本人の女性に声をかけられました。学生さんだそうです。

見せなさい」と私が言うことになり、さらには「ポリス、

「ミラノはわかりにくいので何かお手伝いをしましょう

ポリス」と騒いだら、二人組みの女泥棒が列を離れてさっ

か？」と。とっても親切に教えていただき、ミラノに少し

さと遠ざかっていきました。夫はコートの外ポケットにイ

親しみを持ちました。ガイドブックを片手にレストランを

タリア語の辞書を入れていたのですが、
「泥棒はたくさんお

探し、すごく美味しいミラノ料理に出会いました。久しぶ

金が入った財布と思ったのだろう。かわいそうに。辞書じ

りのお米料理です。きれいな黄色のリゾット。味も素晴ら

ゃあね」と言い、
「辞書でよかった。辞書ならまた日本で買

しく上品でいて濃厚。風邪の私には体中温まって優しさも

える」とけろっとして言いました。本当に辞書でよかった

いただいた気分です。他にパスタ・ミラネーゼとお気に入

です。直子さんの忠告通りに被害にあったミラノでしたが、

りの豆のスープ。洗練された料理と店の雰囲気はミラノに

その店で食べたピザが最高に美味しくて、
「まあ、いいか」

住む人々にも人気のようで、次々とお客さんが入店します。

と思い直すことができました。
ミラノ・スカラ座へ道を歩きます。スマホで検索しなが
ら行くのですが、なかなかたどり着けません。それもその
はず何度も通り越していたのです。劇場は上演中で入れま
せん。仕方なくオペラ歌手マリア・カラスの展示を観て外
に出て来ると、ちょうどポスターを新しいものに張り替え
ているところで、頼むともらえるようです。夫は係りの人
の後を離れず剥がすタイミングよく側にいて、１枚いただ
きました。スカラ座へ行くのに時間がかかりましたが、最
後はステキなプレゼントをお土産にできました。

お世話になったスーパーマーケット

せっかく街に出かけたのですが、私の風邪の症状が芳し
くなく、２人は心配そうにしています。結局、観光も買い
物もしないでホテルに戻り、娘と私を残し、夫は急遽スー
パーマーケットを探しに外出、熱っぽい私にアイスクリー
ムなどを買って来てくれました。なんと斜め向かいがスー
パーマーケットで、食料品から日用品までなんでも揃って
いて、
「よかった。安心した」と嬉しそうに帰って来ました。
ミラノではこの店にずいぶん助けられました。

ミラノのスカラ座の前で

翌日、夫のおかげで回復した私と２人は街へ出かけまし
た。ミラノファッションのウィンドウショッピングをしな

もう明日は機上の人となる私たち。イタリアを離れる時

がら、ドゥオーモ周辺を歩き回り、珍しい食料品を見たり

間が刻一刻と迫って来るような気持ちになります。
「もうず

しながら、たくさんの観光客の一人として散策します。お

っとこのまま旅を続けることができるね」と旅という非日

昼は通りに沿った店の人だかりを見て、ピザを食べること

常に慣れてきた夫と私でしたが、娘に聞くと「東京へ帰り

にします。順番が来るまで並びます。
「おなかがすいたね」

たい」と言いました。

「こんなに人気だから美味しいようだね」と話しながら待

娘の生活を考えると、規則正しいことが一番で、変化に

っていると急に目の前の夫が、
「僕、辞書を盗まれた。この

対応できない時やその不安が高じてくると、つらさは何倍

人が奪った」
「僕の辞書、奪ったでしょ」と言いだします。

にもなります。結局のところ、自分も周りも影響を受けま

私はびっくりしました。夫があまりにも当たり前のことの

す。毎日違う場所に移動し、新しいものに対応する旅は最

ように、ある意味落ち着いて見えたので現実感が薄かった

も精神的に苛酷な体験です。
「明日は飛行機に乗るよ。乗っ

のですが、私は「これって泥棒にあっている訳？」と自問

たら次の日の朝に成田空港に到着するよ。バスに乗って、
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調布に着いたら、お家だからね」と話す私をニコニコしな

平成 29 年度会計報告

がら見ています。

（単位：円）

I 経常収入の部

翌朝いよいよ最後の日。パソコンを見ながら、
「ホテルか

1. 会費収入

らすぐの駅は空港行きの電車も発着することがわかった」

2. 寄付金収入

と夫が言います。空は晴れ飛行機も無事飛びそうな予感が

3. 受取利息

します。３人で歩きながら私は長い旅を無事終える満足感

経常収入合計

でいっぱいになります。一方、娘にとっては、四六時中一

II 経常支出の部

0
43,000
5
43,005

緒に行動するしか方法がない旅の生活では我慢することも

1. 事業費

あったのでしょう。適応力ははるかに以前よりもついてい

(1)障がいをもつ人を中心とした芸術活動の

ますが、１６日間の異文化の世界にいて、一言も文句を言

58,233

支援と作品の公開展示

わず（言えず）
、親の言う通りにしてきたのかもしれません。
ふとなんだか、隣を歩く娘にいじらしさを感じました。

(2)障がいをもつ人を中心とした心理教育社

0

会福祉研究と実践

しかし、それでもと私は考えます。私たちと一緒の旅を
選ぶ娘を私は信じます。新しいものに触れたいと願う娘の
好奇心は健全です。娘には少々我慢することや耐える力も

(3)障がいをもつ人を中心とした交流の促進

0

(4)芸術、教育、心理、福祉などに関する社

0

会教育

蓄えられてきました。そして、娘は家族と一緒にいること

(5)障がいをもつ人とその関係者のための個

の良さを知っています。誰かにリードされていても悲しく

0

別相談、教育支援、生活支援

はありません。その人が自分を愛している人で信頼できる

(6)活動に関する広報および成果の公表

人であれば、むしろ娘の心は安寧で幸福です。何もかも自

96,791

2. 管理費

分で決定できない悔しさを持っているかもしれませんが、

2,768

経常支出合計

助けてもらうことの喜びを感じています。孤独には慣れる
ようになっても、今在るぬくもりを大切にしていることが
娘から伝わってきます。人間として当たり前の謙虚さ、優
しさといった気持ちを持っている娘と一緒の旅は、私たち

157,792

経常収支

△114,787

前期繰越

1,171,112

次期繰越

1,056,325

平成 30 年度総会（5 月 27 日開催）で承認されました。

にとっても純粋に必要なことのように思います。これから
もできる限り３人組の旅を続けて行きたいと願いながら、

編集後記

ミラノ・マルペンサ空港への列車に乗り込みました。

さしもの暑い夏も少し変化があり、空はなんとなく秋め
いています。本号は３人組のイタリア旅行記特集です。も
う５ヶ月も前のことなのに、文章と写真を前に旅のあれこ
れが昨日のことのように思い出されます。旅という非日常
の目を通して見ると、あらためて私たちの生きる世界の大
きさと不思議さを感じます。この記事により会員の皆様と
そんな思いを共有できれば幸いです。

（輝）

特定非営利活動法人 海から海へ
http://umi.or.jp office@umi.or.jp
振込口座 ゆうちょ振替：00110−0−684539
みずほ銀行 調布支店 普通預金 8082621
2018 年 8 月 24 日 海から海へ No.45
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マルペンサ空港を飛び立つ前の機内にて

定価 200 円 無断転載禁止

（この後、成田空港まで一睡もせずに座っていました）
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