
　　　　６５歳の悪あが記　第四弾　２０１９０６

【車中泊の旅・・西日本・北陸　編　】!
　　　　　　　　　　　　　　　　　マロンおじさん
昨年の伊豆、山梨・長野、そして東北への一人車中泊の旅に続き今回は西日本・北
陸方面へ。まずは昨年の地震による北海道旅断念のリベンジと思っていたが、そこ
は気分屋の小生、これまで縁の薄い西日本にした。長期１０日間のGWで世間の皆さ
ん金を使い果たしたか？どの道も観光地もガラガラ状態。孫が作ってくれたテルテ
ル坊主のお蔭で天気にも概ね恵まれて、今回も楽しい思い出深い旅となった。あと
あと“そんなところ行ったっけ？”という今後の記憶喪失に備えんがため思い出す限
りのことを書き記しておく。

　　! 　! 　!
【今回：青線、５月７日～５週間】　　【豊田　志縁多君】　　　　　【6,500キ

トヨ タ シ エン タ

ロ】
【旅の基本】
①４～５日間：車中泊、５日目：ビジホの宿泊サイクル
②気に入れば長期滞在、飽きれば早期撤退の気まま旅
③朝６時行動開始、１７時宿泊地到着・・夜間運転はしない
④本州―四国間以外は一般道、基本はナビのお姉さんの言う通りの走行
⑤観光名所へは“素直”に寄ってみる　　⑥ｳｵｰｷﾝｸﾞ・プールなど運動を！
⑥出来る限り多くの現地の方、旅人と会話を！
⑦西国各地の江戸の昔と今を感じ取る・・・etc

【６５００ｷﾛの記録】　　　　　　　　　　　　　道＝道の駅
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県　名 泊数 主なスポット 　宿泊場所
静岡 　１ 美保の松原、久能山東照宮、御前崎灯台、道の

駅白須賀、道の駅藤川
名古屋ﾜｼﾝﾄﾝH

愛知 　１ 市内２１ｷﾛｳｵｰｸ(ﾃﾚﾋﾞ塔、県・市庁、名古屋
城、徳川園、名駅周辺)、犬山城

名古屋ﾜｼﾝﾄﾝH

三重 　２ 桑名市内、伊勢神宮内・外宮他２０ｷﾛｳｵｰｸ、鳥
羽、志摩、大王町、銚子川、尾鷲

道・津かわけ
道・ﾊﾟｰｸ七里御浜

和歌山 　２ 那智大社、那智大滝、串本・橋杭岩、潮の岬、
白浜温泉・三段壁・千畳敷、紀三井寺、和歌山
城、和歌の浦、高野山２０ｷﾛｳｵｰｸ

道・由良
道・針テラス(奈良)

〈奈良・大阪はスルー〉
兵庫 　０ 有馬温泉、六甲山、神戸市内、淡路島、道の駅

うずしお・根来さくらの里〈神戸淡路鳴門道〉

徳島 　１ 鳴門、四国八十八か所１番～５番札所往復２０ｷ
ﾛｳｵｰｸ、徳島駅近辺

道・第九

香川 　２ 栗林公園、サンポート香川、高松市内、金刀比
羅宮、善通寺

道・香南楽湯
道・とよはま

愛媛 　２ 川之江城、別子、三角寺、宇和島城、大洲、下
灘、松山市内２０ｷﾛｳｵｰｸ(松山城、道後温泉、
坂の上の雲ﾐｭｰｼﾞｱﾑ、銀天街　他)、今治城　→
しまなみ街道経由にて尾道へ

道・双海
道・風早の郷風和里

高知 　２ 夜須町、桂浜、高知城、ひろめ市場・はりまや
橋他市内、四万十川・沈下橋、足摺岬、宿毛

道・やす
道・めじかの里

広島 　２ 尾道ウオーク(千光寺・古寺巡り)、道・神明の
里、道・たけはら、広島市内２０ｷﾛｳｵｰｸ(広島
城・多聞院・平和記念公園・八丁堀他)、廿日
市

道・湖畔の里福原
広島ﾜｼﾝﾄﾝH

山口 　２ 錦帯橋、秋芳洞、秋吉台、長門市・仙崎(金子
みすゞ)、角橋、下関・火の山、萩、松陰神
社・指月山

道・ピュアライン錦
道・北浦街道北浦

福岡 　１ 門司港、宗像大社、博多住吉大社、大宰府天満
宮

道・くるめ

大分 　１ 日田、耶馬渓、湯布院温泉、別府温泉、臼杵市
風連鍾乳洞

道・かまえ

宮崎 　０ 延岡、高千穂峡・高千穂神社、宮崎ｼｰｶﾞｲｱ、青
島、鵜戸神宮、飫肥武家屋敷
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【思い出の名勝・景勝ベスト５】
①秋芳洞・秋吉台(山口)・・圧巻のカルスト地形。石灰岩が溶食して出来た
　　鍾乳洞と大きな犬の歯の様な柱、これが赤道上の海山のサンゴとは！

②那智の滝(和歌山)・・ご存じ三名瀑の一つ。この時期水量少でも落差日本
一は見ごたえあり。昨年の袋田の滝を入れ三つとも制覇、滝行したくなっ
た。

③曾木の滝(鹿児島)・・鹿児島出身の真依子嬢に教えられた迫力満点のｽﾎﾟｯﾄ。
やはり地元民情報は“るるぶ”より確か。飽きずにその流れを見ていた。

④津和野エリア(島根)・・町を流れる水路に鯉、如何にも女子好き？と思っ
てたが山陰の小京都だけあって歴史、文化、見どころ多く奥が深い。

⑤阿蘇連山・・プール仲間お姉さまの出身地、“な～んもないけどね～”
　いえいえ、今阿蘇カルデラの何処を走っているか？分からん！？壮大！

⑥高千穂峡・・感激！・・も、一人ボートは小生のみ・・(寂・悲・哀？)

熊本 　３ 阿蘇、泗水、熊本市内２０ｷﾛｳｵｰｸ(熊本城・水
前寺公園、上通・下通　他)、八代海、天草、
崎津、出水文化村教会　他

道・泗水
道・錦
道・崎津

鹿児島 　２ 垂水、桜島、霧島神宮、仙厳園、城山、維新ふ
るさと館、天文館、曾木の滝

道・垂水
道・指宿

長崎 　１ 島原、雲仙地獄巡り、長崎駅近辺、平和公園、
佐世保プール、九十九島・展海峰

道・夕陽丘そとめ

佐賀 　１ 有田、伊万里、唐津 道・桃山天下市

島根 　２ 津和野、益田・浜田、出雲大社、宍道湖、松江
城、足立美術館には行かれず！

道・津和野温泉なご
み
道・あらえっさ

鳥取 　０ 米子、鳥取砂丘、浦富海岸

兵庫 　０ 豊岡、城崎温泉

京都 　０ 京丹後市、天橋立、舞鶴

福井 　２ 小浜、瓜割の滝、三方五胡、東尋坊、福井プー
ル

道・高浜
福井藤田ホテル

石川 　１ 兼六園　ほか市内　　山代・山中は行かれず！
なぎさドライブウエイ

道・のと千里浜

富山 　１ 氷見、高岡、富山市内 道・うなずき

長野 　０ 小谷村、安曇野、諏訪
梅雨入り、豪雨の為、予定切り上げ中央高速に て帰還
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! 　! 　! 　　! 　　!  
鍾乳洞入口　ｲﾝﾃﾞｨｼﾞｮｰﾝｽﾞの世界　秋吉台　何万年の所業　角橋　さすが人気　高千穂峡

! 　　　　! ! !
阿蘇　外輪山？　　　　　　　曾木の滝　朝一　小生と尾道からの老夫婦のみ！独り占め！

! ! ! !
津和野武家屋敷　　　　　さぎ舞神事　　　　　　石見神楽　　　　今夜も我が車一台？

【い～い湯だな～ベスト５♨】
①湯布院　夢想園・・・由布岳が一望、圧巻の露天風呂
　～～別府・湯布院・黒川温泉３連続入浴意気込みも　ここのみ！～～

②南紀白浜　　　・・・5月なのに32度!、海水浴者多し！ﾎﾃﾙ展望露天
③城崎温泉      ・・・風情ある温泉街並み、お風呂の“はしご”したかった！
④道の駅　垂水の湯・・眼前桜島！噴煙見ながら低料金でのゆったり湯
⑤道の駅津島やすらぎの里　愛媛・・活気あるフル設備と癒しの温泉

� 　� 　� 　!
　　南紀白浜　　　　　白浜　三段壁　　　言葉なしｗｗｗ　　　　　由布岳見ながら露天
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! 　　!
　城崎温泉の柳　　　　　　富山　町なかの湯

【威風堂々　これぞ日本の城ベスト５】
　　「城 」の定義は難しいようであるが、数万？ともいわれる戦国期から、徳川

の「一国一城令」で１７０城ほどに。さらに明治の廃城令で三分の一になり、
再建・復興により現在見ることが可能な城は１００程、城跡など行くことが可
能な城は合わせて２００。その後の空襲などにより奇跡的に残った天守は僅か
１２城。城に特別な思いや知識がある訳ではないが、今回結果的に１３の天
守、城跡を訪問していた。勝手気まま、独断と偏見のベスト５．
①熊本城・・ご存じ加藤清正公築城。３年前の震災で今も尚痛々しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お姿。市内どこからも見える姿に市民の再建の願いが。通潤橋も放水中止

②松山城・・天守閣からの一望は、遠く瀬戸内・伊予灘を望む。品格あり。
③犬山城・・信長の叔父、信康築城。何とも庶民的、愛着感じる城。横に木
曽　　川、後ろに飛騨の高地、眼前に城下町が。コンパクトな姿。

④高知城・・本丸の建築群が日本で唯一現存、という意味では別格。
⑤名古屋城・・豊臣側への備えとして家康が天下普請により築城したこの
城、堀に水があまり無いことと、耐震性問題で天守閣閉鎖は残念だが、外
から見る姿、石垣、本丸御殿や櫓、門構えだけでも満足。八代吉宗への反
骨精神旺盛な徳川宗治贔屓の小生イチオシ。

　　! ! 　! ! 　! !
　　　熊本城　ｸﾚｰﾝ　崩れそう！　　松山城　　　　眼下に伊予灘　　　犬山城　　木曽川
　　

　! ! 　　! ! 　　! 　!
　　高知城　　山之内一豊の妻　　　名古屋城　GW中は２時間待ち！島原城　　　　宇和島城　
★今回訪れたその他の城・・和歌山城、大洲城、今治城、広島城、松江城、川之
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江城、宇和島城←それにしても加藤清正＆藤堂高虎、色んな城に顔を出す

!
★残存天守１２：弘前城(青森)、松本城(長野)、丸岡城(福井)、犬山城(愛知)、
　　彦根城(滋賀)、姫路城(兵庫)、備中松山城(岡山)、松江城(島根)、丸亀城

(香川)
　　高知城、伊予松山城(愛媛)、宇和島城(愛媛)・・九州に無し！！四国に４
城！
★江戸城天守は明暦の大火以降財政的側面や要害としての役目は終わったとして
再建されなかったが、石垣含めて59ﾒｰﾄﾙとか・・・初代ｳﾙﾄﾗﾏﾝ40ﾒｰﾄﾙ、初代ゴ
ジラ50ﾒｰﾄﾙよりはるかに高い。もし現存していたら、ｽｶｲﾂﾘｰなどより東京のｼﾝ
ﾎﾞﾙとなること間違いなし。
★如何なものか？福井城跡に県庁や警察本部・・・せめて市民の公園にすれば！

　　　! 　! ! ｸﾏﾓﾝは復興に大活躍
　　　　　県庁が城跡に？　　　　　熊本、完全再建は10年先？

【数ある神社の中でもベスト６】
①伊勢神宮・・問答無用の別格。歴史・規模・参拝客etc地味さも良し
②出雲大社・・大国主大神の国譲りの代償として創建、荘厳な佇まいは納
得。

③大宰府天満宮・・学問の神、道真さん、全国の受験生、学生を宜しく！
　　　「東風吹かば　にほいおこせよ　梅の花・・・」

④宗像大社・・厳島神社や江の島神社など全国の宗像神を祀る神社の元締
め。妹の旦那の姓が宗像！宗像三神全て巡るべき。かなり地味。

⑤鵜戸神宮・・岩をくり抜く本殿、海に臨む神社は稀有。運玉入らず！
⑥霧島神宮・・６ｃ創建。島津氏の尊崇。ﾐﾔﾏｷﾘｼﾏの季節、ﾏｲﾅｽｲｵﾝ一杯

★今回訪れたその他の神社・・久能山東照宮、那智大社、金刀比羅神宮、住吉
神社、松陰神社　他“にわか信者”となって多数訪問、お賽銭多額？
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! 　　　 � 　　! !
ｼﾝﾌﾟﾙな鳥居　　　　金刀比羅宮　階段きつし　太平洋臨む鵜戸神宮　　巨岩くり抜く神の所業

! 　　　 ! ! ! !
霧島神宮　　　　　　　　出雲大社　　　　　大注連縄　　出雲阿国　　大国主命

龍馬も訪れた霧島神社

【熊野古道＆高野山】
　　　　観光の語源は、中国の言葉「観国之光＝国の光を観る(他の国に行って、

良い点を見て学んでくる)」を意味するそうです。日本の観光の歴史は巡
礼の旅であり、起源は熊野詣、そして天空の聖地高野山・・・まさに癒
しと祈りの聖地。吉野大峰・熊野三山・高野山の三霊場とそこに至る参
詣道。大門坂から登り那智大社・那智大滝、並びに開創1200年の高野山
大門から奥ノ院までの往復を散策しただけではあるが、昔も今も人々を
引き付ける説明の難しい神聖なパワー、宇宙なるものを感じる。

　　　　いつしか秋の熊野古道大辺路・中辺路・小辺路の全てを制覇してみた
い。山伏の山岳修行醍醐味の片鱗を味わってみたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　! 　　! 　　!
　　　★高野山一の橋から弘法大師御廟までの2キロの参道の両側に諸大名など20

万超の墓碑や供養塔。実際丁寧に見て歩くと伊達家、石田三成、崇厳院お
江、俳優鶴田浩二や司馬遼太郎、浄土真宗親鸞のものさえも・・・。入滅
して56億年後に空海を連れた菩薩が現れ救済するとか。ウーム・・　　　　
欲深いなア、、地球誕生36億年じゃなかったっけ！権力を思うがままにし
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た大名でさえ復活して再起したい？辛い現世しか生きられなかった庶民な
ら少しは分かるが・・・まさに空海の近くに居たいと言うことだね。

　　　　! 　! 　! 　!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最大お江の墓碑　　炉端に置けるだけでも幸！

【四国八十八か所巡礼】
①６５番三角寺・・文句なしの一番！！　　後述
②一番霊山寺から５番札所地蔵寺・・一番霊山寺に車を置かせてもらい2番
極楽寺、3番金泉寺、4番大日寺、5番地蔵寺までの片道約12ｷﾛを往復。
にわか仕込みの作法にて「同行二人」の心で・・
通し打ち、順打ち、逆打ち、区切り打ち。1200ｷﾛの遠し歩き遍路でも体
力的に問題ないと思うが、汚れた己が心・・改まるとも思えず・・・小
生の煩悩は８８どころではないだろうし・・・。５寺を歩いてお茶を濁
す程度でごまかす。せめて温泉にて身体を清めるか！？

　　★お寺さんの少ない高知・土佐清水辺り、しかも大雨、遠くからも見
える菅笠、金剛杖・・追い越すたびに“何故に歩く？？”とお聞きしたい衝
動にかられるが、何故山に？何故に滝に打たれに？と同じ禅問答・ﾅﾝｾﾝｽ
かなｱと。弘法大師がもっと身近に感じられたら考えよう！

! 　! 　! 　 ! 　!
1番　霊山寺　　3番　金泉寺　　　4番大日寺　　　基本のいでたち　寛文1661の文字　すごい！

【どうしてこんな景勝地が出来た？ベスト５】
　　～～大地をつくる驚きの地殻変動、風化、侵食、運搬、堆積～～

①秋芳洞・秋吉台・・３億５千年前に南方の海でサンゴ礁として出来た石
灰岩が長い年月かけ侵食、風化。何ともまァ壮大なｽﾍﾟｸﾀｸﾙ(大分の風連
鍾乳洞は狭くて低く生物は小生とコウモリ・・こちらの方が恐怖感満載)
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②橋杭岩・・これは圧巻、泥岩に入り込んだ溶岩が固まり地殻変動や波の
はしくいいわ

浸食に耐え残った部分とか。いずれは消滅の運命か・・
③東尋坊・・学生時代、永平寺まで行きながら断念。乱暴者の僧侶の名と
か。

④桜島・・大隅半島からも薩摩半島からも噴煙が観られる桜島。今のとこ
ろ火山灰などの噴出量と地下深くのﾏｸﾞﾏ供給量が均衡し大噴火は無し？

⑤九十九島・・日本三景は松島じゃなくココ！と地元の人が言っていたが
マアそれも納得。実際には200以上の島々とか。

! 　! 　! 　!
　 橋杭岩　　　　　　　　青島　千畳敷　　　展海峰からの九十九島　　　東尋坊

【灯台どうだい！ベスト３】・・・すべて登れる！夕陽！絶景！海
～！　　

① 角島灯台への大橋　　　　　　　②御前崎灯台　　　　③潮岬灯台から太平洋

　! 　　　� 　　�

【癒しの日本庭園】
①栗林公園・・“栗林”でありながら見事な松、松！特に南庭が見事！
②兼六園・・もともと前田綱紀作庭の金沢城の外郭の庭。3回目。いつ
か
　　　　　深雪の頃再訪してみたい。この日も程よく観光客居らず。

③仙厳園・・島津家別邸。桜島を築山に、錦江湾を池に見立てるとは壮
大。
　　　　ウン十万円もする薩摩キリコ・・これで一升千円の焼酎飲む？

④水前寺公園・・東海道５３次を模したらく、三角の山や松(三保松
原？)　
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などが・・・藩主加藤→細川氏も江戸への憧れ強かった？そ
れ

とも改易後の徳川家への忠誠・忖度？

　　　! 　! 　! 　!
　　　　松が見事の栗林　　阿蘇の伏流水　水前寺　　　仙厳園からの桜島　　兼六園　ことじ灯籠
【海、海・・そして海】

　　! 　! 　! 　!
　　　　潮岬　　　　　　　　桂浜　　　　　　　　天草　　　　　　　下関　航行船多し
【旅の途中の運動】～～運転だけじゃ体に良くない！～～

①プール：名古屋、松山、広島、佐世保、福井の市民室内プール

　　! 　　　　　! 優しい！だんだん！
　　　福井の立派な５０Mﾌﾟｰﾙ　　　　松山湊町、泳いでいる間に
　　　　　　　　　　　　　　　　　松山市内ｳｵｰｷﾝｸﾞﾙｰﾄを考えてくれていた！
② ロングウオーク・・町を知るにゃ、歩くが一番・・
名古屋市内21㌔、伊勢神宮界隈20㌔、那智大社近辺15㌔
高野山近辺20㌔、四国巡礼24㌔、松山市20㌔、尾道15㌔
広島市内20㌔、熊本市内20㌔

　　　　　　　　　　! 宇治橋　履き慣れたこれ一足で通す

　【なんとも、残念無念！】
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★必ず行くと決めていたのに・・・
①有馬温泉(かの名湯。朝早く着き過ぎ入浴４時間待ちで短気な ! 断念)
②足立美術館(庭園と美術品)・・松江城で時間食い夕方になり断念
③鳴門の渦潮・・潮の干満のﾀｲﾐﾝｸﾞで静か～なうずしお！のみ
③ほかに・・・能登輪島・珠洲・穴水エリア、徳島大歩危・小歩危・祖谷
系、土佐清水　柏島、京都伊根の舟屋、四万十上流、中州・天神20㌔ｳｵ
ｰｸ、桜島37㌔ｳｵｰｸ、大浦天守堂、山中・山代温泉、能登なぎさﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｴ
ｲ８ｋ×２ｳｵｰｸなど　残念！！

! 　! 　! !
　鳴門海峡　　　　　　　沈下橋から四万十　　　　　　能登　なぎさﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｴｲ

★高千穂でであったバイク旅二人から勧められた阿蘇の「北山レストラン」の
赤牛のステーキ。予定変更して行ったが、何せ晴天の日曜の昼の人気レストラ
ン、、、超混みで断念！道の駅で“赤牛もどき”牛丼食べて慰めた(涙)

　! 　! 　! 　　!
　　　　　足立美術館　　　　　　　　赤牛　　　　　伊根舟屋　寅さん映画　　　柏島　見よこの青！

【粗末な食生活】
　　　計画時は、あれも食べよう！この名物も食そう！などとリスト化さえした

が、今回も結局コンビニ頼り。朝は前日買ったおにぎりとカップ味噌汁、昼
こそ多少は外食したが蕎麦やうどんの麺類。夜は結局ビール片手にコンビニ
やスーパーの惣菜、、トホホ(3ｷﾛほど痩せてた！)。道の駅に車を置いて食
べに行けないこともあるが、やはり食事は旨い！不味い！とあ～だ、こ～
だ言いながら食べるもの。一人旅は気ままで良いが、こればかりは仕方な
い・・・。

　　　〈イケ麺・ブサ麺？の麺喰い〉
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　　! 　! 　! 　!
　　　　　出雲そば　　　　　熊本　太平燕　　　　広島県庁食堂　　　高知　ひろめ市場

! 　! 　! 　!
名古屋とくがわ市場　　　　高野山　　　　　香川はなまるうどん　　　尾道ラーメン

! 　　! 　　! 　! 　!
イザという時、車内で　　疲労回復！　　旅のお供　　高知　ひろめ市場　富山駅そば　美

味

【夕陽８連発】～～ぼーっと・・こころ洗われる！！～～

　! 　! 　! 　!
　　　　　美保松原 三重七里御浜　　　　　和歌山　由良 香川　豊浜

　! 　　! 　! 　!
　　　愛媛　宇和島 山口　豊浦　　　　　　桜島 噴煙！　　　　天草崎津　マリア像

Q:この中で一枚だけ朝日の映像が、、どれ？

【色んな人がいるもんだ】
①小生同様の一人旅と思しきおじさんと暫し歓談。ところで奥さんは留守
番？と聞けば、あっちでお茶飲んでるのがそうだよ・・・？？ｗｗｗ
２，３日前から喧嘩して口きいてないらしい・・辛～い旅(悲)と言うよ
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り狭き車内で・・むしろ凄惨すぎる！！
②川崎からKで四国車巡礼してる何と７０過ぎの女性車中泊者。家にいても
かかるものはかかるし！と言うことで時々息子が買ってくれたKで家出と
か。怖いものなし！！と豪語。

③大分のコンビニで出会ったこれから仕事のオッサン。“湘南ナンバー初め

て見た！”を連発。“今日良いことあるに違げ～ねえ”とも。“やっぱ、加

山雄三！サザン！江の島！”とも。些細なことも前向きに考える元気オジ

サン。

④天草・崎津の終日おしゃべりしてるお婆ちゃん軍団。皆、夫はとうの昔に

天国に放りやったとの事。自称早稲田出身、吉本喜劇門下生、今20歳と

言うボス的お婆ちゃんに“あんちゃん！”と声かけられナンパされた・・

� 　� 　� 　� 　!

無敵！！　　　　潜伏ｷﾘｼﾀﾝ　教会　　　　　　　　　　ｿｰｾｰｼﾞ狙い　天草四郎

⑤大山近くの道の駅朝4時。中国エリアで駅等の乗り捨てﾚﾝﾀｶｰの移動・配

車の仕事で週4日は仮眠の為道の駅に。３０代男性とは言え大変な仕事

⑥長崎平和公園ベンチで休憩のお爺ちゃん。地元の方？と聞けば、長野出

身、10代でブラジルに渡り、今回はウン十年ぶりでアメリカに住む孫と

帰国、旅行中。黒く柔和な顔に刻まれた皺に長年の苦労が滲む。色んな話
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を。

　★平和の像・・何故にこのような顔にしたのか？理解出来なかったが、

どうも人種を超えた、時に人間、時に仏、時に神・・ということでこの顔

に。小生だけ知らなかった？力道山がモデルなんて説もあるらしい。ちな

みに右手は原爆の脅威、水平な左手は平和を、閉じた目は犠牲者の冥福を

意味しているらしい。まｱ、それなら少し納得。

! 　 !

⑦鹿児島のｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞのネｴちゃん。鹿児島女性の気質は？のQに“怒りん

坊”、男は？のQに“昔は頑固！今はヘナチョコ”との事。ちなみに富山の

風呂屋のおば様曰く“石川の女性は見栄っ張り、富山の女性は堅実で自分

の仕事を持つしっかり者”との事。いずれ、女性、強し！！

⑧鯉の棲む町島原・四明荘のオーナー？女性と最近ミス連発で自ら退職した

香港からの若い就業女性との会話。結論：同じ失敗は出来るだけするな！

しても恐れるな！問題は失敗を経験と認めない組織や社会。図太い神経で

頑張ろう！と。

　! 　　　　　! 　　!
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川は無くとも雲仙の地下水の庭園　　　　　雲仙地獄めぐり　　　　津和野的　鯉の棲む町

【もう一度！今度こそ！ゆっくり訪れたい街】

①箱庭的美しさと文化の香りする尾道・・坂と寺と港と文化と・・・

� 　　� 　! 　　!

尾道　まさに“箱庭”的美景　　平田玉運も尾道　映画「東京物語」舞台も尾道　昔ながら？の高校生

② 因島村上海賊など“しまなみ”の島々。しまなみ海道７０ｷﾛをｳｵｰｸ

! 　　!

【ご先祖様～～】

〈１〉桑名のご先祖様・・三重県出身の父親は小生が１０歳の時仙台で急逝。　　

以後近畿エリアに多くいるはずの親類縁者ともお付き合いはない。それでも昨

年東海道を歩いたときに、父親が育ったと思われる辺りを徘徊してみた。その

後従兄から先祖累代の寺・墓を教えられ、今回初めて手を合わせてきた。顔も

声も何も知らないが、同じ姓のご先祖さんが眠っていることが不思議でならな

かった。

　　　　　　　　　　　� 　　�
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西国１番札所　大福田寺　　　長寿院

〈２〉「坂の上の雲」ミュージアム

小生少々苦手な？司馬遼太郎作、NHK大河ドラマにもなった。松山出

身　　の秋山好古・真之兄弟、正岡子規の三人が主人公。「日本騎兵の

父」と言われる好古と日露戦争・日本海海戦での評価高い海軍軍人の真之

が、小生の遠～～い親戚であり、親族が遺品をミュージアムに寄進し

た・・・などの話を昨年聞き及び寄ってみた。

四国方面の親類縁者との付き合いがある訳ではないが、「激動の時代に

あっ　て青雲の志を抱き続けた松山の偉大なる先人」などとして松山の

人々に偲ばれていることは何故か嬉しい限りであった。

　! 　　! 　　　　　　!

祖母・松山出身　旧姓　山内かね

【西日本でよく見る・・・】

! 　　　! 　　　!

ｽｰﾊﾟｰ　ゆめまーと　　弁当のヒライ　旨し！　　　ﾌｧﾐﾚｽ　JOYFUL　　　　　　 

　【再会に感謝、感激！！】
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①斎藤ご夫妻(愛媛)・・元同僚、６５番札所の三角寺に嫁いで２６年。当

時から頑張り屋であったが色んな苦労があったろうなァ・・。２０年振

りでご夫妻に会い、ノンアルで乾杯しご接待受ける。

　! 　 ! 　

64番と66番(香川)とはかなり離れ、坂も急。辿り着いた巡礼者はさぞか

しホッとするだろうな。開基はあの聖徳太子時代の天平の世、行基らし

い。春夏秋冬、色んな顔があるのだろうな。近年やはり外国人、女性、

若い女性も増えているとか。中々前もって帰省など難しい様だがその折

には声かけて！無理せず頑張って！

② H氏(広島)・・元同僚。数多くの単身赴任も板につき、貫禄さえも。２

軒目で、小生が昔よく歌ってた？という♪骨まで愛して♪をリクエストさ

れ当時を思い出す【歌・・古過ぎ！】。早く関東に帰っておいで！

� ! 　　� 　�
禎子像前で平和を誓う子供たち　　　　　昨年に続く広島　　　横浜時代が懐かしや・・

③ N氏(福井)・・昔の同僚かつ酒仲間。１５年ぶり？互いに年はくっても
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一杯入ればな～んも変わらん！残り１年の会社生活、楽しんで！

　　　　　　! 　　! 　　　!
　　　　　　　恐竜の町、コレも良し！　　なにはともあれ・・　　　結局・・？

④孫の篤＆悠(富山)・・巨大ステーキと格闘・完食の小２の篤と“かんぱ

～い！”が気に入り、３０回つき合わされたもうすぐ２歳の悠君。二十歳

になったら“ほんもの”の乾杯の美酒味わおう！小生生きてれば・・・？

(笑)

! 　! 　! 　!
　　　　　　　　　　三代　　　　　　　富山の働き者夫婦　　　　“かんぱい”　　　でっかいステーキと格闘

　　　　　　　　　　　　　　　　! 　　　　　!

　　　　　　　　　　　　　　杏ちゃんも玲ちゃんも夏休み待ってるね！いっぱい遊ぼ！！

　【旅を終えて】

　　「月日は百代の過客にして、行きかふ人もまた旅人なり」。さすらいの旅に出

たい気持ちを抑えきれず、紙と筆を持って出かけた芭蕉、、、およそ環境も動
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機も風情も違えど西へ西へと知らない町を脈絡もなくフラリと今年も旅に出

た。

　一カ月半の予定を梅雨入りの為一週間帰宅を早め、折角家での～んびりし

て　いたカミさんにキョトンとはされたが(笑)(笑えない！)。５週間とは長

いようでアッという間。一輪さえ咲いてなかった自宅付近のさつきは散り落

ちて、紫陽花が今ぞとばかりに雨に濡れる。桜、春薔薇、さつき、ツツジ、紫

陽花・・・木々花々は本当に几帳面に咲く順番を守る。

! 　　! 　　!

　　　　　「紫陽花も　咲く時期守り　われも帰路」

　　昨年５月に仕事を引退し晴れて(？)自由な身となり、しばらくはやりたいこと

を出来る内に出来る限りやりたいと決めた。車中泊もその一つで、近場の伊

豆・山梨・長野から東北、そして今回の西日本・北陸へ。東海道５３次を１８

日間かけて歩いたのは遠い昔のように感じる。そう言えば改めて富士山や金時

山に登ったり、山手線一周ｳｵｰｸ。今年になってからは東京ﾏﾗｿﾝｺｰｽやら多摩

川、鶴見川４０ｷﾛｳｵｰｸ、自宅から湘南平や大山へも歩いたっけ・・・。色んな

“悪あがき”をしたもんだ！来月７月には小生６６歳に・・・。「“６５歳”の

悪あが記」の一年もおしまいである。
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　　これまで生きてきた２４，０００日、色んなことがあったが何とか無事過ごし

てこられた。男の平均寿命の80歳までの残り５，０００日を元気に、よく見か

ける怒りん坊や偏屈爺さんになることの無い明るく前向きな爺さんを目指した

い。そのためには、何をやるにしてもまずは体力！これからも一日置きの１５

ｷﾛｳｵｰｸと一日置きのプールだけは続けて行こう！体力に自信が無いと気力もわ

かないと考えているから・・・。

　　そして今の興味はこれ！少しは頭も使っていこう！

　　　　　　　! 　　!

今回の旅で改めて列島の地形や火山や奇岩、景勝の成り立ちに興味が沸く

　! 　　　　　　!

　四万十・青島etcの小石が又増えた水槽　　　ベランダからの箱根連山、今度芦ノ湖一周歩こう！

　　今回改めて四季折々の楽しみが持てる日本の良さを感じた。小生の車では夏、

冬場の車中泊旅は困難、大分の耶馬渓や霧島などはテーマを絞ってもう一度秋

に訪れてみたい！寿命・時間とお金がいくらあっても足りない・・((笑))。
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　　　　日本全国行き尽したプール仲間の国友姉さん！ご推奨の秋芳洞も別府も宇和

島も松山も素晴らしかった！島根の足立美術館は残念だったが次回の楽しみに

取っておきます。だんだん！(愛媛便の“ありがとう！“)　

　　

! ! ! !

別府　地獄４連発・・何故か？湯に入れるものと思い込み、タオル持参で大恥を！

さて次の車中泊の旅はいよいよ昨年の地震のリベンジ、北海道！今秋？来年？

期間は？今夏、尾瀬や秋田再訪も悪くない・・考えるだけでもいと楽し(笑顔)　

　　　　　　　　　　　　　　　お・し・ま・い【ブラタクリ! 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【写真館】

　　! 　! 　!

　　　　“頑張れ～！”　昨年の辰巳パンパシ　　小生のパシャパシャ場(二宮)
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! 　　　　 ! 　　　　! 　　!

呆けたらいかんぜよ！　龍馬初の新婚旅行で霧島に　西郷どんと肩を組む　松陰様　何故銅像無い？

　　　! 　　! “鈴と小鳥と私・・みんなちがって、みんないい”

　　　　錦帯橋　　　　　金子みすず　本当に優しい詩

　! 　! 　　　　　　!

　　我が食卓　　シエンタ君フェリーに乗る　　　道真様　臥牛さすっても頭良くならず？

　! 　　　! 　　　　!

　　皆がやること素直にやる！　　鳥取砂丘　小生独り占めの足跡　　　　　　　無縁仏好き
　【旅・・花との出会い】
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　! 　　　! 　　! 　　! じろちゃん
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