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－1－ 

２００６年版 

２００５年末にカレンダー製作を開始した。友人が野鳥の画像を素材としてカレンダーを作製・配

布しているのに触発され旅を素材とすることにした。私は熱心なフォトグラファーではないけれど、

やはり作品を見て欲しい気持ちは多少ある。しかし額装などしての進呈は貰った方が迷惑だろうし、

個展など開くほどの根性はない。 

その点カレンダーならば実用品だから、貰って迷惑することは少ないと思うし、一年経てば処分

することに躊躇もないだろう。友人にいろいろ教えて貰いながら第一作が完成した。画像はいずれ

も２００５年に撮影したものだ。 

 

 

 

 

シチリア島内陸部にあるカルタジローネで、三泊し三日目には郊外まで足を延ばす。高台の上

にある街を遠望すると、右側は旧市街で左に新市街がバランス良く見えるところがある。２０枚ほど

撮影し、夕景も期待できそうに思った。 

夕方出直して午前中の撮影地点に到着。時々刻々次第に赤味を増し紅色に近づき、やがて彩

りを失って行くのを約２０枚ほど撮影。左側の高台にサン・フランチェスコ・アッリンマコラータ教会、

右側の高台にサン・ジュリアーノ大聖堂。       １１月７日午後４時５４分 



－2－ 

当てもなく黄昏のカルタジローネを彷徨い高台へ向かう。階段の上から、ほぼ水平に走るマトゥ

リーチェ通りを西へ向かった。突然視界が開け、シルエットに近くなったサン・ジャコモ・バシリカの

キューポラと、刻々と明るさを失ってゆく茜色の残照が目に入った。慌ててカメラを構えて１枚。しか

しそこでカメラのメモリーがいっぱいになり予備のメモリーと交換するが、気が急いて手際よく行かな

い。次の一枚を撮影できたのは４分後のことであった。       １１月５日午後５時５分 

隠岐で泊まったのは島後
ど う ご

の宿で隠岐プラザホテル、９階の部屋だった。眼前に拡がる景色が心

地よく、朝昼晩と眺めて飽きなかった。        ９月１４日午前７時１８分 



－3－ 

しまなみ海道は本州・四国連絡橋の中で、唯一歩いて渡ることができる。大型船舶の運行を考

慮し、橋桁は海上５０メートル程度に架設され、天候に恵まれれば雄大な眺望を楽しめる。来島海

峡大橋は四国側から最初の橋だ。橋の途中から北方を望む。中央にあるのは津島。 

５月１０日午前１０時２９分 

 

多良間島で泊まった民宿は、強制収容所か良く云っても運動部の合宿所みたいなところで、さ

っぱりだった。窓には（台風対策なのだろうが）頑丈な菱形金網が張られ、食事も至って粗末だっ

た。しかし海は文句なしに美しい。         ７月６日午後５時２２分 



－4－ 

タオルミーナの目玉的存在はギリシャ劇場遺跡で、推定ではＢ.Ｃ.３に建造されたものだ。街に

隣接していながら、背景にジャルディーニ・ナクソスの海岸線とさらに遠くエトナ山を望む、絶好のロ

ケーションにある。この素晴らしい位置は天与のもののみならず、実現するために少なくとも１０万立

方メートルの石灰岩を掘削したらしい。動力を用いずにこれだけの作業を成し遂げたのは驚くべき

ことで、古代タオルミーナの繁栄ぶりが偲ばれる。     １１月９日午前１１時１０分 

シチリア島南東部のノート、モディカ、ラグーサと、小振りでも居心地が良い街を訪ねる。少しずつ異

なる雰囲気を楽しみながら移動した。どの街もユネスコ世界遺産に、「ヴァル・ディ・ノート後期バロック様

式の町」として登録されている。画像はモディカのコルソ・ウンベルト。      １１月1日午後５時２０分 



－5－ 

２００７年版 

２００６年の海外旅行は、「湾岸流紀行」をテーマとして、ポルトガル、スペイン、アイルランドの大西

洋沿岸を北上し、最後はスコットランドの島々を辿る一ヶ月の旅となった。カレンダーの素材もこの旅で

撮影したものが多く、五つを採用した。しかし当時は、「私の旅は国内も有り、日数的にはそちらの方が

多い。」との考えから、国内素材も二つ使用している。 

 

 

 

ポルトガルの大西洋沿岸を北上し漁村ナザレに辿り着いた。浜辺にあるカフェの一角でインターネ

ットに接続できる。メールボックスを開くと受信が数通あり、それに目を通して一通返信を書く。しかし気

もそぞろであった。このカフェは西側全部、床から天井までのガラス張りで、砂浜とその向こうに海が見

え、今まさに夕日が没せんとしている。これを逃したくない。 

ともかく送信を終え、砂浜を横切り渚へ急ぐ。５０メートルばかりの距離だけれど、砂に足を取られ歩

きにくく、その間にもみるみる太陽は海面へ接近してゆく。カメラアングル云々の贅沢は抜きにして、とも

かく歩きながら、カメラの構えも定まらぬまま、ショットを繰り返した。夕日が半分沈んでしまったとき、渚

で船のシルエットと重なる位置へ到達できたのは僥倖といえよう     １０月３０日午後５時３３分 

 



－6－ 

木崎湖温泉には馴染みの宿、「道の家」が有り、塩の道千国街道（松本から糸魚川に通じる約 

１２０キロ）を歩く時、たびたびお世話になった。６年２月１日は終日霙が降り、歩くには生憎な天気

だったが、松本から道の家までの４０キロを頑張る。霙は夜に成ると雪に変わり、翌朝は打って変わ

っての快晴で、朝日に輝く新雪と青空のコントラストが素晴らしかった。 ２月２日午前８時９分 

スコットランド北西部のハリス島でレバーバラのB&Bに泊まった。隣までは何百メートルも離れて

ポツンと立っていて、家の前は細い舗装道路を越えればすぐ海だ。泊まった部屋は海側に大きな

窓が有り、気持ち良い眺めを楽しむことができた。午後３時を廻り、西の空が黄金色に染まり始めた。

カメラを持ち表へ出て夕景を撮影する。      １１月１７日午後３時５３分 



－7－ 

アイルランド中西部の漁村ドーリンへは、アラン島へ渡るフェリーボートに乗るつもりで訪れた。と

ころが辿り着いた前日の11月４日土曜日が秋最後の運行で、今日からは冬期運休だった。仕方な

く一泊して引き返すことにしたけれど、静かな村をのんびり散歩するのは良かった。古風な石橋を

見付け撮影する。          １１月５日午後２時３６分 

 

クッチャロ湖は宗谷岬からオホーツク海に沿うような国道２３８号線を６０キロほど東南へ下った

ところにある。屈斜路湖と語源は同じらしい。風がなかったこともあるけれど、鏡のような湖面が印

象的だった。           ７月２日午前８時５６分 



－8－ 

ポルトガル南部の街ラーゴスは、南方面鉄道の終着点であり、マデイラ諸島行きフェリーが発着する

港町でもある。夕方に街へ出るとまもなくポツリポツリと降り出した雨は、あっという間に土砂降りになっ

たが、幸い１０分ほどで降り始めと同じく唐突に止んだ。散歩を再開し港まで行き数枚撮影。あとで画

像を見ると絵画的というか不思議な色調になっていた。   １０月２５日午後６時２３分（サマータイム） 

ポルトガルで最も美しい街、あるいは女王の街と呼ばれるオビドスにはポサーダと呼ばれる国営

ホテルがある。旧館は古城そのもので客室は５部屋だけなので予約は通常難しい。ところが前日の

夕方に電話したところ、キャンセルでもあったのか、塔の中に設けられたスペシャルスイートがとれ

てしまった。望外の幸運。一般人に妨げられず夜景を堪能した。    １０月29日午後６時１７分 



－9－ 

２００８年版 

２００７年は家庭の事情で海外へでるのが三週間に縮小される。北イタリアを旅したけれど訪れ

た街（村）も十箇所だったし、撮影枚数も２,５００弱と少なかった。そんなことも有り、国内での画像を

足してこの年のカレンダーを作製した。 

 

 

 

ラヴェンナはモザイクの都といえそうだ。ラヴェンナの初期キリスト教建築群としてユネスコの歴史

遺産にも指定されている。中でも見応えがあったのはサン・ヴィターレ聖堂、ガッラ・プラチディア霊

廟、サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂などだった。取り分けプラチディア霊廟は窓に嵌め込まれたアラ

バスター（方解石）を通して柔らかく外光が差し込み、霊廟らしい落ち着いた雰囲気を醸し出してい

るのが印象に残った。       １０月３１日午前１１時１２分 

 



－10－ 

冬恒例の雪見酒紀行だが、２００７年は上野から夜行列車で弘前へ、その後は八戸、角館、山

形に泊まり、打ち上げとなる仙台へは仙山線を利用した。芭蕉の句で名高い山寺（立石寺）の麓に

ある山寺駅で、垣間見える五大堂を撮影するが曇り空が背景で見栄えのしない画像となった。 

諦めて席へ戻り、暫時して列車が動き出す。ふと見上げればなんと僅かの間に、背景が曇り空

から青空へと変化している。慌ててカメラを取り直し撮影した。     １月２３日午前８時１６分 

イタリアの大聖堂は通常ドゥオーモと呼ばれるが、フェッラーラのそれはなぜかカッテドラーレ

（Cattedrale di San Giorgio）と呼ばれている。１２世紀前半の創建で、ファサードは下部がロマネス

ク、上部は三層でゴシックの開廊（ロッジア）になっている。    １０月３０日午前１１時４４分 



－11－ 

ユネスコ歴史遺産にも登録されているヴェローナは日本人観光客も多い。人気スポットはジュリ

エットの家やアレーナディヴェローナ（ローマ競技場遺跡）だが、そんなところよりエルベ広場の佇

まいが好ましかった。前記二箇所は観光客しかいないが、広場では市民の姿ばかりが目に入る。 

１０月２８日午後２時５５分 

ウルピーノは人口６,０００の小さな街だけれど世界歴史遺産でも有り、見どころも多い。しかしそ

れ以上に観光客が目立たず、歩いて回るのが楽しい居心地の良いところだった。街の中心部から

徒歩１０分ほどでレジステンツァ公園が有り、ルネッサンス期の宮殿で最も美しいと云われるドゥカ

ーレ宮殿を眺める。        １１月２日午後１２時３９分 



－12－ 

ヴェローナの昼食は、中心部から少し離れ余り観光客の出没しないところにある、トラットリア・ア

ッリーソロで済ませた。帰り道はアディジェ川左岸の遊歩道を辿る。陽射しが有り暖かいのでそよ

吹く川風が心地良かった。川越しに見えるのはサンタナスターシア教会。 

１０月２７日午後２時１３分 

 

１１月になりカレンダー作成を開始するも、気に入った画像が７枚見付からない。たまたま１１月

下旬に北軽井沢へ行く用事ができ、帰る際に寄り道をして貰い、うっすら冠雪した浅間山北面を撮

影した。これも余り良い出来ではなかったが、仕方なく妥協する。      １１月２９日１２時１１分 



－13－ 

２００９年版 

２００８年は家の事情により海外へ出ることができなかった。そのアオリで２００８年版は素材不足

となり、２００７年以前に撮影したものも併せ、なんと７枚をかき集めることができた。 

 

 

 

 

１９９５年の初夏にエーゲ海を旅した。最初は未知の領域に対する戸惑いから、有名観光地のミ

コノス島を訪れた。次も有名なサントリーニ島。三箇所目にクレタ島へ渡ろうとして都合の良い船便

が見つからず、思い切って名前を聞いたこともなかったイオス島へ行く。新しい世界が広がった。そ

こからキクラデスの島々を彷徨う夢のような旅が始まったのだ。 

この写真帳でフィルム（ネガ）からデジタル化したのはこの画像だけだ。品質的にはやはり劣る。 

    １９９５年４月２６日？夕刻 



－14－ 

２００８年版では雪景色に思ったような素材が見つからず苦心した。そんなことで２月に友人を訪

ねて北軽井沢へ行ったとき、浅間山の景観が良さそうなところを車で案内して貰い、最初から「カレ

ンダー素材」と決めて撮影した。      ２００８年２月２０日午前１０時５６分 

２００６年、湾岸流紀行と称してポルトガル、スペイン、アイルランド、スコットランドの西部を北上

した。スコットランドのオーバンからバラ島へ渡るときは、苦手な電話でホテル予約をしなければな

らず、おまけに島に着いたのは午後八時を過ぎ、かててくわえて小雨までぱらつく。随分心細い

思いをしたが、何とか宿へたどり着くことができた。一夜明けてみれば、自室からピンク色に輝くキ

ャッスルベイが鳥瞰できる。昨晩の緊張が嘘のようだった。   ２００６年１１月１３日午前８時４４分 



－15－ 

２００７年に北イタリアを有名観光地を避けるようにして廻った。それでも見るものの多さに圧倒さ

れる。旅も終わりに近づくと、その多さに辟易し、逃げ出すような気分でチンクエ・テッレへ向かった。

しかしここもまた世界遺産、趣は異なるものの、見るべきものの多さにおいて遜色はない。三日間滞

在し、歩き廻って退屈することがなかった。イタリア恐るべし。   ２００７年１１月８日午後３時２５分 

２００５年にシチリアを旅し、１１番目の訪問地がメッシーナだった。小高い丘に登ると、メッシー

ナ海峡を隔てて、イタリア本土が指呼の間に見える。直線距離にして１０キロほどしかないレッジョ

ディカラブリアとはフェリーや貨物船が頻繁に往来し、ローマからの列車は、乗客を乗せたまま海峡

を渡ってくる。        ２００５年１１月１０日午後１時３０分 



－16－ 

2008年秋、北軽井沢近在にある紅葉の名所を探してみた。草津白根が見頃らしい。小雨模様

に気分をそがれたが、それでも弁当など用意して友人二人と出発。草津温泉を過ぎ、山麓付近で

は、雨こそ止んだものの霧が上方を隠している。それが山頂近くの弓池を巡っていると、次第に霧

が吹き払われ、やがて青空が広がっていった。      ２００８年１０月９日午後０時２２分 

湾岸流紀行で立ち寄ったフィゲイラ・ダ・フォスは、夏の間こそ海浜リゾート地として賑わう街が、

閉店状態のホテルばかり目立ち閑散としている。街を出て小さな灯台のある防波堤の突端へ向か

うと、万聖節で休日のためか地元の釣り人達が並んでいた。なんの計算や思惑もないまま数枚写し、

帰宅後映像を見て驚いた。こんな風に絵画的になるとは。２００６年１０月３１日午後４時３５分 



－17－ 

２０１０年版 クロアチア紀行 

２００９年も海外旅行は無理と諦めていた。しかし１０月になり事情が急転し、１１月２３日にクロア

チアへ向けて旅立つ。１ヶ月の間に１３の街や村を巡ることができた。この旅で素材が比較的豊富

に得られたことも有り、カレンダー作りの方針を変更し、一つの旅をテーマとすることにした。 

 

 

 

 

 

 

コルチュラ島はアドリア海に浮かぶ島で、本土とは大型バスも積載できるカーフェリーで連絡し

ている。バスがこの日泊まる宿のあるコルチュラタウンに着いたのは６時半を回っていた。バスの床

下収納庫からカバンを取り出していると、背後から名前を呼ばれる。前日予約した貸部屋（B&Bの

朝食なし）の女将が迎えに来てくれたのだ。初めての土地でとっぷり暮れていたから正直なところ

心細く、この出迎えは有り難かった。徒歩７分ほどで宿に着き、２階の部屋に案内された。広々と

して快適そうな部屋で、鎧戸を開けると目の前はルカ・コルチュラ湾だ。湾を隔てた丘の上にライト

アップされた大聖堂が見えた。 

 



－18－ 

12月１９日にヨーロッパを襲った大寒波は、かなり南に位置するプリトヴィッツェ国立公園にも５０

センチほどの積雪をもたらした。翌日は打って変わって快晴となり、樹々は新雪でこれ以上は不可

能と思われるまで化粧され、折からの陽光に白銀となって煌めいていた。 

１２月２０日午前１０時７分 

トロギール運河越しに旧市街が見える三階の部屋に泊まっていた。目を覚ましたものの、「まだ

市街見物には早過ぎる。」と、ベッドに横たわったまま本を読んでいた、７時になって、フト視線を窓

外に送ると、いつの間にか空がピンク色に染まっている。窓際へ移動して５枚撮影。まさしく、「果報

は寝て待て。」であった。          １２月４日午前７時０分 



－19－ 

プーラのローマ遺跡は、円形闘技場として世界６位にランキングされているそうだ。内部の構造

物（観客席や通路）は、長年に亘り周辺住民により石材が持ち出されたため見る影もないが、外観

は堂々たるものだった。 

１２月１０日午後４時３分 

 

イストラ半島で最も美しい港町として有名なロヴィニは、リゾート地でもあるが、レジャーボート以

上に多くの漁船が繋留されている。海洋レジャーに縁遠いものとしては、この方が何となく親しみが

湧く。滞在中は好天気に恵まれ、輝きのある街を撮影できた。    １２月１２日午後０時１７分 



－20－ 

コルチュラの旧市街は特別これと云った見所こそないものの、細い路地が入り組んで雰囲気の

良いところだった。街歩きにも倦んで、用事とてないまま渡し船で本土まで往復してみた。洋上から

だと、市街はカテドラルの鐘楼を中心に、端正な佇まいを見せてくれる。 

１２月２日午後３時４１分 

 

シベニックで泊まった民宿は、旧市街から徒歩５分ほどの高台にあった。夕方、宿の物干し台に

上がると、眼下を一隻のヨットが静かに横切って行く。昼間行われたレガッタの余韻を感じさせるよ

うな航行だった。          １２月５日午後４時３０分 



－21－ 

２０１１年版 シチリア紀行 

カレンダーの製作方法に関しては、１１年版から従来と大きく変わった。それまでは家庭用イン

クジェットプリンターで印刷し、コームリングで製本する手造りだったのが、外注によるオフセット印

刷ホッチキス中綴じ製本になったのだ。 

従来方式は手間がかかり、材料費も割高（１部500円から1,000円程度）で、これが製作部数に

正比例して大きくなる。前年に約１００部作成し、コストはともかくその手間に辟易していた。超厚手

の用紙を使用するため、たびたび紙ジャム（紙詰まり）が発生し、プリンターのそばを離れることがで

きないのだ。 

外注方式だとイニシャルコスト（製版費用）は大きいが、部数が増えても大差ない。１１年版はフ

ルカラー１６ページのものを千部発注し、税・送料込みで99,000円だった。手作り品に較べ格調は

多少落ちるが、単価が安い故にバラマキを開始した。これまで１送付先１部だったのが、２部、３部

に増え、人の出入りが多そうなところへは５０部、１００部などまとめて送りつける。あるいは近隣の顔

見知り程度の付き合いでも、構わずポスティングしたりした。 

 

 

 

エリチェはトラーパニを見下ろす丘の上にある城壁都市だ。泊まった宿は密集する建物群の中

にあり、窓からの眺望は良くない。しかし屋上に設けられたテラス（もの干し場？）に出ると、雄大な

パノラマを楽しむことができる。夕方の半時間ほど、刻々と変化する光の壮観な劇を楽しみ２８枚撮

影した。そのなかの１枚で、太陽にかかった雲が面白い。望遠系ズームを使用し、35mm判換算焦

点距離３００mmの画像をさらにトリミング。       １０月29日午後６時14分 



－22－ 

シラクーサのオルティージャ島で泊まったＢ＆Ｂは海沿いに位置していた。朝早く宿全体が寝静

まっている時にカメラを持って日昇を撮影に出る。海には数隻の漁船がゆっくり移動を繰り返しなが

ら漁獲作業にいそしんでいた。突然雲間から太陽が出現する。何とか光の道と漁船を並べたく思

い、カメラアングルを得るべく走った。      １１月１６日午前６時５８分 

セリヌンテの神殿遺跡はまつられていた神が不明のため、順番にアルファベットで名称が付けら

れている。Ｇ神殿はＢ．Ｃ．２４１年にカルタゴにより徹底的に破壊されてしまったが、使用された石

材は直径３メートル以上の柱などがあり、その巨大さはギリシャ遺跡中で最大級だ。そして遺跡に

はなぜか野草の花が似合う。        １１月３日午前１０時３４分 



－23－ 

トラーパニは塩田で有名だけれど、近くでは高低差がないから良く見えない。しかし山上にある

エリチェからならば見下ろすことができる。日没写真を撮ろうと上がった宿の屋上で撮影した画像は、

日没後に雄大な夕焼け雲が広がり、それを映す塩田と一緒にり、なにやら抽象画のようだった。 

１０月２９日午後６時２０分 

 

チェファルーで夜間から朝方まで、時に激しく降った雨は１０時頃になって止み青空が戻ってくる。

大聖堂を背後の岩山から俯瞰してみたかったが、濡れた岩場は滑って危険との理由で、ゲートが封

鎖されていた。仕方なく、浜辺を散策しながら大聖堂を遠望してみた。  １１月２３日午前１０時４７分 



－24－ 

セリヌンテのＧ神殿南側５０メートルほどのところにあるＥ神殿。やはり破壊されていたが、１９５０

年代に再建された。訪れたこの日は、深く澄んだ青空に恵まれたばかりか、適度に白い雲と風があ

り、景観にメリハリを付けながら変化してくれた。       １１月２日午後１時２２分 

 

 

ラグーサのＢ＆Ｂはサン・ジョルジョ聖堂の隣と云っても良い立地だった。朝食の場となる屋上テ

ラスは、誰に邪魔されることもなく、明け方に聖堂が次第に照らし出されていく様子を独占して見る

ことができる。         １１月１０日午前６時１７分 



－25－ 

２０１２年版 ブルガリア紀行 

東欧諸国（かつての社会主義諸国）は９３年末から翌年始めにかけてチェコ、スロバキア、ハン

ガリーなどを駆け足で旅したことがある。チェコ、スロバキアはともかくハンガリー印象は悪く、当分

訪れたいとは思わなかった。社会主義体制下に付きものといえそうなサービスの悪さが性に合わな

かったようだ。 

しかしベルリンの壁崩壊に始まる一連の大きな変革後、社会主義体質も大幅に改善され、旅を

楽しめるようになったらしい。そうなれば未知のところで有り、西ヨーロッパにはない魅惑的な街や

村もそこ此処にありそうだ。手始めに２０１１年はブルガリアを訪れた。 

 

 

 

 

 

ソフィアにあるアレクサンドル・ネフスキー大聖堂は世界最大級の正教会であり、「世界で一番

美しい正教会。」とも云われている。しかしからファサードを見ると、なにか間が抜けているようで面

白くなかった。裏側に回り込むと周辺の樹木に邪魔されてすっきりと全貌を見ることができない。し

かし１階内部の明かりがステンドグラスに彩りを添えているのが気に入った。 

１０月31日午後５時３１分 

 



－26－ 

シプカ峠は１８７７年の露土戦争において激戦地となったところだ。ブルガリア人であれば、シ

プカと聞くと熱い思いに駆られるらしい。しかし古戦場に興味はなく、立ち寄るつもりもなかった。ト

リャヴナからカザンラクへ移動する路線バスがこの峠を通過し、そんなこととは知らずに車窓から

闇雲に撮影した一枚にこの画像があった。     １１月１４日午後０時２９分 

コプリフシティツァはブルガリアで最も『絵のように美しい村』の一つとして有名だ。宿にただ一人

の泊り客とし一夜を過ごし、翌朝１０時ころから村内を歩いてみた。家々の煙突からは煙が立ち上っ

ているから、住人はいるのだろうが、街路に人影はほとんど見かけない。坂道を登って、村を一望

する高台にでた。風がないせいか村全体が薄い煙で覆われている。  １１月２２日午前１０時４７分 



－27－ 

ヴェリコ・タルノヴォの宿は旧市街の東端にあり、泊まった部屋は最上階（３階）で、ツァレヴェツ

の丘と相対するような位置だった。翌朝になり辺りが次第に明るくなると、麓を朝霧に覆われた丘は、

頂上にキリスト昇天教会がすっくと聳え、幻想味を帯びた光景となった。 

１１月１０日午前６時４４分 

リラ修道院はブルガリア最大で一番格式の高い修道院だ。創建は１０世紀に遡り、１３世紀ころ

には隆盛を極めた。惜しむらくは１８３３年の大火で、古くからの建物や所蔵品のほとんどが失われ

てしまったことだ。現在の建造物はそれ以後に再建されたものだが、それでも１４０年以上の歴史が

ある。院内の宿坊に二泊し、荘厳な雰囲気を堪能することができた。   １１月２３日午後３時５０分 



－28－ 

ブルガリアでリラ修道院に次ぐバチコヴォ修道院は教会内部の撮影禁止は当然として、外部ま

でも禁止されていた。これにはかなり気落ちしたものの、麓の宿は快適で、鄙びた山村的風景の中

を漫ろ歩く楽しさが満喫できた。       １１月２０日午後４時３２分 

 

トリャヴナも時代の流れから超越したような、石畳や石屋根の建物が目立つ街だ。石積みの古

い橋を渡って袂にあるゾグラフ・インに投宿する。街の中心で時計塔がシンボルの、ディヤド・ニコラ

広場まで徒歩１分の立地だが、部屋まで自動車の音が聞こえるようなことは絶えてなかった。 

１１月１３日午前１１時４分 



－29－ 

２０１３年版 ハンガリー・ルーマニア紀行 

ブルガリアへの旅を終えてみると隣国のハンガリーが気になった。ブダペストは９３年末に二泊

したものの忘却の彼方だし、他の街は訪れていない。しかし調べてみるとハンガリーだけで一ヶ月

の旅程は長すぎるようだ。南東に隣接するルーマニアと合わせて旅することにした。 

 

 

 

 

鎖橋はブダペストのシンボルともいえそうな所だが、日本語訳の「鎖」は誤解を招きそうで「チェ

ーン橋」とでもして置けば良かったと思う。文字通り自転車のチェーンを巨大化したようなもので橋

桁を吊り下げている。ちなみにドナウ河はこの辺りで川幅が狭く、たびたび洪水を引き起こしていた

らしい。そんなことで河床に設ける橋脚をできるだけ減らし、その結果長くなる径間（橋脚間）の橋

桁を耐えさせるために、当時の最新技術を導入しチェーン橋としたらしい。 

１０月２９日午前１１時５６分 



－30－ 

街の起源は１３世紀のチュートン騎士団にまで遡る、ルーマニア中央部のブラショフ。列車を利

用して着いたのは時分どきだった。宿から徒歩３分ほどのスファトゥルイ広場へ向う。快晴無風で陽

射しが暖かい。久しぶりにテラス席での昼食を楽しんだ。     １１月１９日午後２時２３分 

ルーマニアのシビウはザクセン人によって建設された中世都市で、街の景色はドイツを彷彿さ

せるものがあった。中心はピアツァ・マーレ（大広場）で、北側に１５８８年に建設された時計塔があ

る。５０円弱の入場料を支払い、最上階へ登ってみた。四角い塔の四面に窓があり、それぞれの景

観がよいけれど、そのなかでも２００メートル西に聳える福音教会鐘楼の立ち姿が美しかった。 

１１月２２日午後２時３５分 



－31－ 

ハンガリー南部の街ペーチで、夕刻になって当てもないまま、城壁沿いを散歩した。小さな峠

（？）を越えると、突然正面に夕焼けを背景にした大聖堂の尖塔がシルエットになって浮かび上が

る。予期していなかった分、この不意打ちは嬉しかった。天候、時期、時刻の三拍子が揃って初め

て巡り会え、１０分ずれても駄目だったと思えば、なんたる幸運だろう。  １１月１１日午後４時２３分 

ペーチの中心はセーチェニ広場で、ひときわ目を惹くのが市庁舎だ。街の規模からすると豪奢

すぎるようにも思われたが、１９世紀から２０世紀初頭にかけて製鉄業や製糸業が起こり、さらに製

糖工場とビール醸造業もこれに続いて発展した。ハンガリーの窯業として有名なジョルナイも１８６８

年に陶器工房を開いている。        １１月１１日午後１時５分 



－32－ 

ルーマニア中央部のシギショアラもドイツ系の中世都市だが、城壁に囲まれた旧市街は狭く、そ

れだけ古都の情感が圧縮されているようだ。生憎の小雨だったがそんな雰囲気を楽しみながら彷

徨い歩いた。街の南側には小高い丘があり、その名も「丘の上教会」がある。境内に立つと、眼下

に街を一望できた。       １１月２４日午前１１時３８分 

ブダペストでひときわ格調高いのがマーチャーシュ教会だ。13世紀半ばにゴシック様式の教会

として建てられ、後の1479年に南の塔の建造を含む増築を命じたマーチャーシュ1世の名で広く呼

ばれている。昼間この付近は観光客でごった返していたけれど、夜になってドナウ河畔から見上げ

れば、そんな気配も感じられず丘の上に美しい姿を燦めかせていた。  １０月３１日午後５時３４分 



－33－ 

２０１４年版 南イタリア紀行 

２年続けて東欧を旅したのは良かったけれど、今度は西欧へと思う。久しく訪ねていないドイツ

辺りにも魅力を感じながら、ガイドブックなどを散見すると宿代の高さが気になる。払えない額では

ないのに、根性が吝嗇になっているのだ。結局そんなことでイタリア、それも南部に照準を定めた。

旅先の検討と前後して読んだ、金沢 百枝、小澤 実(著)「イタリア古寺巡礼―シチリア→ナポリ」の

影響も大きかった。 

 

 

 

 

 

 

王宮付属礼拝堂は過去に見たことがあるものの、パレルモを再訪してこれを見逃す手はあるま

いと出かけてみれば、やはり素晴らしい。ちなみに王の私的な礼拝堂かと思っていたが、解説書に

よると、謁見の場として使用されていたそうだ。政治の道具であるならば、息を飲むほどの豪華さに

も納得がいく。        １０月２９日午前１０時５５分 



－34－ 

レッチェは、「プーリアの真珠」あるいは「南のフィレンツェ」とも呼ばれるバロック都市だ。有名な

サンタ・クローチェ教会などもあるが、それほど知られていない小さな教会巡りが楽しい。デッラ・マ

ドーレ・ディ・ディオ教会もその一つで、質素な入口から入ったとき、小振りではあるが絢爛たる内陣

に目を見張った。        １１月２０日午前１１時４９分 

チェファルーはパレルモから鉄道を利用すると、１時間弱で行くことができる｡夏の間はリゾート

地として深夜まで喧噪を極めるらしいが、晩秋の今は落ち着いた雰囲気だ。大聖堂のモザイク画が

有名だけれど、夕方に人影がまばらな海岸を散歩した方が旅情を楽しむことができた。入国後３日

が経過しようやく、「イタリア時間」に体が馴染んできたようだ。    １０月３１日午後４時５６分 



－35－ 

海岸線から山道を１４キロほど分け入った山腹に在るスティロのラ・カットリカ聖堂は、ビザンツ中

期の聖堂様式で、イタリアでは他に見られないものらしい。予想より随分小さく、「可憐な」とさえ云

えそうな佇まいだった。内部に描かれた壁画は撮影禁止だったが、接近して見ることはできる。持

参している虫眼鏡で観察すると、絵の具の刷毛目までみることができた。１１月４日午前１０時４８分 

トラーニ大聖堂は１２世紀に建立されたプーリア･ロマネスクの傑作で、瀟洒な姿が美しい。身廊

と翼廊の天井（屋根）が高く、すっきりした切妻屋根で構成されているのがこんな印象を抱かせるの

だろう。海側から見ると、直線で構成されたその特徴が際だつが、港越しに見る姿も、「船乗りの守

護神」と云った感じが捨てがたかった。      １１月１５日午前１１時４６分 



－36－ 

ナポリは大聖堂を始め大伽藍や、規模はそれほどでなくても荘重な礼拝堂の並ぶ寺院などが

あまたある。そんな中で小さくて地味だけれど見逃せないのがナポリのサン・ジョバンニ洗礼堂だ。

５世紀の創建で、現在は外部から直接は入れず、大聖堂の中を抜けてゆく。天蓋のモザイクはか

なり剥落している部分もあるが、それでも見応え充分だ。    １１月２６日午前１０時１２分 

マテーラのサッシ地区にある石窟群は中世から長いこと小作農民の住宅であったが、２０世紀

に入り人口過密のため劣悪な環境となり、住民の強制退去なども行われた。しかし穴居住宅群の

システム的ユニークさなどから世界遺産に指定されると、観光を中心として再開発が進む。夜景は

そんな歴史などあずかり知らぬようにただ美しい。     １１月１２日午後５時３０分 



－37－ 

２０１５年 イタリア中部紀行 

前年に「古寺巡礼」を携えて旅したのが気に入り、金沢 百枝、小澤 実 (著)「イタリア古寺巡礼

―フィレンツェ→アッシジ 」を読み、旅先をイタリア中部に定めた。初めて訪れる街（村）ばかりだが

ローマだけは一度飛行機乗り継ぎのため半日（１泊）だけ滞在したことがある。しかしそれも９１年 

５月だから、街の印象などほとんど記憶になかった。 

 

 

 

 

 

 

アッシジのサン・フランチェスコ聖堂を訪れる観光客や巡礼は年間数百万人にものぼるという。

しかしこの聖堂付近を離れれば、静寂の保たれた街路は歩いて巡るのが好ましい所だ。サン・ルフ

ィーノ大聖堂から気の向くままに坂道を下って行く。石畳の径は途中に階段やアーチがあり、穏や

かな紅葉がしっとりした情感を醸し出す。     １１月２８日午前１１時５０分 



－38－ 

ローマの有名所を訪ねてみたが、バチカン宮殿は広場に蝟集する人の多さに辟易し、続いて

向かったスペイン階段やトレビの噴水は工事中で無残な姿だった。 

これらの場所に対して過剰な期待はしていなかったものの、いささか悄然とした気分でコルソ通

りを歩いていると地味な美術館がある。イタリア屈指の名門ドーリア家が、いまなお居住しつつも 

一部を公開している、ドーリア・パンフィーリ美術館だった。     １１月５日午前１０時１３分 

フィレンツェの中心部は観光客でごった返している。しかしサン・ミニアート・アルモンテ聖堂を

目指しアルノ河を渡ると、観光客の姿は忽然と消えた。振り返るとサンタ・クローチェ聖堂のすっきり

した鐘楼が川面に映る姿が印象的だった。       １１月９日午前９時２７分 



－39－ 

モンタルチーノは１５５５年にフィレンツェとの抗争に敗れたシエナから６５０家族が移住し、最後

の抵抗をした要塞だった聚落だ。シエナからバスで１時間１０分かけて昼頃に辿り着く。翌日の午

後は雷雨となった。夕方ようやく雨も小降りになったので散歩に出かける。聚落の南端にある城址

に登ると、夕日を受けてピンク色に染まった雷雲が美しい。    １１月１６日午後４時５４分 

シエナ大聖堂はゴシック様式としてイタリアを代表する聖堂の一つだ。１１９６年に建設が開始さ

れ、１２１５年に完成したが、その後も色々改修が行われた。破風のモザイクは１９世紀のものだ。堂

宇内を一巡後に見上げると、待ち望んでいた青空が垣間見えた。   １１月１４日午前１１時４３分 



－40－ 

百塔の街として有名なサン・ジミニャーノだが、撮影した塔の画像に良いものはなかった。塔自

体が美しくないし、適当な撮影位置もない。しかし街路は中世からそのままを思わせるような佇まい

がそこ此処に見られる。折良く通りかかった通行人を入れて撮影した。  １１月１１日午後３時２５分 

聖フランチェスコ聖堂前から南東を見下ろしていると、霧の中から聖堂が浮かび上がった。急い

でレンズを望遠系ズームに交換し、３枚撮影する。再び霧の中へ姿を隠した聖堂は、その後半時

間待っても見ることが叶わなかった。後ほど調べたところ、聖マリア・デリ・アンジェリ聖堂で、聖フラ

ンチェスコが布教を開始した小さな礼拝堂を保護するための鞘堂として建設されたとか。 

１１月２８日午前１０時２４分
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