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旅 が あ な た に与 え る もの

旅 行 作 家

杉

田 房 子

本総会でお話す る機会をお与えいただきありがとう

うにす うっと海面 を切 ってや って きた り,黒 マ ン トを

ございます。 日ごろ看護 という大事 なお仕事 をなさっ

ヒラ ヒラさせ るようにエイが灯 の輪 の中を舞を見 せて

てい らっ しゃる皆様 に,今 日は私 が看護役 として,お

くれます。 そよそよとヤシの葉をそよがす心地 よい風

くつ ろぎいただ きたいと思 います。

に吹かれ,満 天 の星をあおぎ,海 中の女王 の舞 はどん
、
なショーよりも,こ
を奪われます。

世界の国 々の美 しい風景,料 理,女 性 の姿 など, ス
ライ ドで ごらんいただ きなが ら,お 話をお聞 き下さい。

このよ うな島にいれば,慌 てることなどなにもない

最初, スライ ドは, お言
舌のバ ックグランド・ミュージッ

わけですが,他 の島 とを結ぶ飛行機 の出発時間がやけ

クのつ もりでお りま したが,「 どこか しら」 「なにか

に早 い便 があるのです。 タヒチア ンダンスに魚の舞に,

しら」 と当然お考えになるスライ ドもあると思 います

しか も心地 よい夜風 は,早 寝 など決 して出来 ません。
そこでホテルのフロン トにモーニ ングコールをお願 い

ので,一 応 スライ ドにそ ってすすめます。

するのが安心, と思 うのですが, これがまった く頼 り
旅―一 日常 の生活か ら旅 に出ます と,気 分が軽 く爽
やかにな ります。未知 なるものへの憧 れと,発 見 と,
出合 い。 「ア ラ./」 「マア/」 の連続がよろこびを与
えて くれます。旅 に出 ると, よく歩 きます。土地 の名
物料理 との出合いもあ って,三 度 の食事 もキチ ンとと
り,健 康的な日々。
私 の好 きなところは沢山あ りますが,そ の中で も好
きなのは南太平洋。 いまスク リー ンに登場 して いるの
がそれ。最後 の楽園 と呼 ばれるフレンチ ・ポリネ シア
には, タ ヒチ, ボラボラ, ランギロヮなど魅力的な島々
が点在 します。紺青 の海,サ ンゴ礁 に囲まれ, ラグー
ン (礁湖)は 波 もな く熱帯魚 の泳 ぐのが見え る明るい
海。一年中花 が咲 き続けるいい香 りの白い花 ティアナ ・
タ ヒチ (タヒチの花)を は じめ,日 のさめるような真
赤 なブーゲ ンビ リアの花など,美 しい海,美 しい花 々

にな りません。早 く目覚めてかろうじて間 に合 った も
のの, フ ロン トの タ ヒチ美人 に文句 を いいま した ら,
ニコ ッとして い う返事が スゴイ じゃあ りませんか。
「
今 日が ダメな ら, 明日に した ら/」
た しかにその通 りには違 いあ りません。南海 の孤島
にいれば,今 日の次 に明 日が朝 の太陽 と共 にや って き
ます。 なんでそ うバ タバ タす るのか しら…… という顔
さえされて しまいます。 日頃の生活 をふ りかえ り,ポ
リネシア風 に物 を見 る方法を教 え られま した。
"で
,旅 か ら教え られることは本当 に多 い
旅 は師
ですね ぇ。
次 はソ連。常夏 の島か ら一転,真 冬 の ソ連 に話 は跳
びます。新潟空港か らた った 2時 間 のフライ トで シベ
リアのハバ ロフスクに到着 します。 シベ リアは遠い遠

に囲 まれた南海 の生活 は本当に素晴 らしい。夜,海 に
つ き出た コテ ッジのベ ラ ンダにつけ られた灯が,海 中

い国 と思 っていましたのに,実 際 に飛んでみます と,
ア然 とする近 さ。12月末のハバ ロフスクやイル クー ッ

に光 の輪を描 き,そ こに沢山の魚 が寄 って きます。夕
"
方 は小 さな熱帯魚 か ら夜 も更 けるに したがい 大物

クは‑30℃ とい う寒 さ。防寒服 で も5分 と屋外 に立 っ
てい られません。服 の上か ら寒 さが針 のよ うに刺 しま

が出現 して きます。サメが三角 の背 ビレをナイフのよ

す。 その中で,物 不足 のため買物 を しようとすれば行
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列。品物 の溢れている日本では想像 もつ きませんが,

で も彼等 は 「
文化的生活にワイ ンは不可欠」 として,

この旅 で私 は 「もったいない」 とい う言葉 が復活 し,

ドイツか ら葡萄 の苗 を取 り寄 せ, ワイ ンを造 りました。
ケープワイ ンがそれで,大 変美味。 日本で も輸入 して

帰国後 はやた らと 「もったいない」 と言 うようにな り
ま した。 自動車 の タイヤは雪道で も普通 のタイヤ。 ス
ノータイヤはない。野菜 サ ラダは,月 ヽさな皿 にほんの

売 り出 しま した。 ケープタウンで飲むヮイ ンは安 いの

少 し,そ れ も日本だ った ら捨 てて しまうようなところ。

1本 500円で売出 したのに売れ行 きがよ くない。 「日
本 は高 くした方が売れる」 とア ドバ イスした人がいて,

ボルシチの野菜 もほん の少 ししか入 っていません。 自
分 の庭で も野菜ができる夏だ った ら,様 子は違 ってい
るか も知れませんが,雪 に埋 もれた日本の62倍の領土
は,冬 に見 る顔が本当の素顔 なので しょう。
もう一つ驚 いたのは,若 いガイ ドの男性 が 「
今年私
の女 の子 が生 まれま した。子供にとり父親 は大切な存
在 なので,出 張 は しません。夕方早 く家 に帰 ります」
という発言。 ハバ ロフスクか ら始 まった私 の旅 には,

で,輸 出用 も安 く売 ることがで きます。 日本で も最初

それではと3倍 の1,500円に した らア ッとい う間 に売
切れて しまったそ うです。世界一 の物価高 に私 たちは
泣 きますが,そ の原因をつ くっている人 たちがいるの
も事実 のよ うで,残 念。
ケープワイ ンと一緒 につ くるシ ャンペ ンがまた最高
の味。 「あなたは今 アフリカ大陸 の最南端 に立 ってい
ます。 それを記念 して シャンペ ンでお祝 いを しま しょ

女性 ガイ ドが 2週 間同行 したとい うのに,若 い男性 が

う」。強風 の吹 きす さむ海岸 で,冷 えた シ ャンペ ング

子供 のために外泊 しなければな らない出張はしません,

ラスでいただいた シ ャンペ ンの美味 なること,言 葉 も

というのです。女性 は夫がいて も出張するというのに,

あ りません。遠 い遠 いアフ リカの最南端 に,喜 望峰に

男性 は子供 のために出張を拒否す る。 これがまか り通

きたのだ/ わ が人生をもふ りかえ り,感 激 の シャン

る不思議 さ。 日本 のお父 さんは,出 張 どころか単身赴

ペ ンで した。 これは南 ア政府 のご案内 して下 さった方

任で子供か ら離 れ,孤 軍奮闘 しているというのに。 ソ
連 の経済 がむずか しいの は,働 き手のお父 さんが仕事

のアイデアだ ったので しょうが,思 いが けなか っただ
けに,今 で もあのシー ン,あ の味 は忘れ られません。

よ り子育 ての方 が大事 と思 うところにあ り, 日本 の現

来客を もてなす ときの,ア イデア, タイ ミングを教

状 は働 き者 のお父 さん たちによるところが多 いのだ
一 と悟 りま した。
これ らの ことを知 ったの も雪 と寒 さの中だか ら見え

えていただいた旅で した。
ヮイ ンといえば地 中海 に浮 かぶキプロス島が面白い。

たので,花 咲 く夏 の 日で した ら暑 い太陽にか くされて

キプロスのヮインは旧約聖書 の中 にも出てきます し,

見えなか ったか も知れません。寒 さの国 は, もっとも

そ もそ も葡萄 の木を持ち込 んだのは 「ノアの方舟」 の

寒 いときに訪れて本物 の素顔 が見 えることを も悟 りま

ノアの孫 と伝え られ る由緒 つ き。 その誇 りにかけて,

した。

大昔か らのオ リジナル種だけをかた くなに守 っている
"。
そ うですか ら, これはまさしく 本物 のワイン
あ
ー
ー
ー
の ロ マ皇帝 シ ザ も愛飲 し,割 りない仲 となった

次 はアフ リカの最南端,南 アフ リカの喜望峰にまい
りま しょう。 クルーガー国立公園は野生動物の宝庫で,
象,キ リン,チ ー タ…等車 の中か らた っぷ り動物にめ
ぐり会えますが,ケ ープタウンの町か らホー ン岬 にま
い ります と, そこで もオス トリッチ (ダチ ョウ)の 親
子 をは じめ,亀 や大 きな猿なども目の前 に現われます。
欧米人 に 「どこに住みたいか」 と質問す ると 「ケープ
タウ ンかバ ンクーバ ー」 と答 える人が多 い。私 は気候
も良 く,世 界 に咲 く花 の半分以上があるという南 アの
方 がいいと思 うし,寒 くないのがいいです。
南 アの最初 の国造 りを したのはオランダ系の人たち。
原住人 との対立や,大 変 なご苦労 を しま したが,そ れ

エジプ トの女王 クレオパ トラになん と島をあげて 愛
の贈 り物 "に したそ うです。だ いたい,キ プロスの名
前 自体, この島 で生 まれた愛 の女神 ア フ ロデ ィー テ
(ローマ神話 の ビーナス)の 月1名キ プ リスか らきて い
る説 があ って, ワイ ンこみの島 ごとクレオパ トラにプ
レゼ ン トとい う話 も,こ うなると愛 の島にまことにぴっ
た りにな って くるではあ りませんか。
四国の半分 ほどの島に約70万の人 口,そ こを走 る車
の75%は 日本車。TVも 冷蔵庫 も電気製品のほとん ど
が 日本製。 その対比 は300対 1。 日本 は 1き り輸入 し
ていないので,貿 易摩擦になりかねません。日本はもっ
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とワインを買 って下 さい,観 光 にきて下 さい一 。300

"と
やはり カキ
呼びます。 日本か ら持 っていった柿

対 1の数字をもっといい対比 にするためには私 たちは
キプロス ・ヮイ ンを もっと飲 まな くてはな らないので

の木が根付 いて,増 えた もの。 日本 と同 じように,温

す。
キプロスのお隣 リ トル コは, トルコ系住民 の住むキ

泉が沢山あ って, 日本人 と共通す るところが多 い トル
コ。 日本を尊敬 して くれる国 の存在 は, し っか りしな
ければ…… と今 の 日本 を考 えさせ られます。

プロスの北半分 をとって しまったので,キ プロスでは
トルコの話 はしな い方 がいいようです。 しか し, トル
コも面白い国で,「 日露戦争以来 日本 と仲良 し」 と ト

なければな りません。経済的余裕 もなければいけませ

ルコ人 はいいます。 ロシアか らい じめ られていた トル

んが,人 との出合 いは前向 きの人生,そ して豊か さを

コは,小 さな国であ りなが ら大 きな ロシアを敗 った 日
本を尊敬 し,偉 大 なる指導者 ケマル ・パ シヤは日本の

与えて くれます。おい しい ものに出合 った ら,遠 慮 な
く食 べ る幸 を味 って下 さい。 「
今 日食 べ過 ぎた ら,明

明治維新を学んで新生 トル コをつ くりま した。

日食 べ なければいい」 と世界の女性たち誰 もが い うセ
"と
"で
リフです。 天気
元気
旅 に出かけて下 さい。

秋 に庭で実をつ ける柿が, トルコにもあ りま した。

旅 に出 られるのは,本 人 の健康 と家族 の条件が良 く
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