
南九州サイクリングの旅

宮崎へ

時は平成 24年 5月、満 65歳と半年を過ぎ、人生かなり先も見えちゃっていると言うのに、一人でサイクリングの旅と

は、いったい何か不満でも？。そう思うのが自然だが、日南海岸を走りたい、阿蘇山の草千里浜の絶景を見たい、雲仙普

賢岳大火砕流の後がどうなっているのか、そしてあこがれの長崎へ行ってみたい、ただそれだけ。また、通過点の鹿児島

では、友人のＹさんが来訪を待っていてくださるのだ。なんで躊躇など出来ようか。張り切ってしゅっぱ～つ！、5/17pm

家を出て、一路羽田へ。羽田へのコースと言えば、家から自転車、池袋の雑踏の中で自転車を輪行袋につめこみ山手線へ、

が、最近弱気になったのか、家で輪行袋につめて、池袋までタクシー、しかもタクシーを家に呼んで。以前は元気だった

のかなあ、チョット老い？、オイオイなんちゃって（おやじギャグ）。今回の飛行機はソラシド航空、ＬＣＣ（ﾛｰｺｽﾄｷｬﾘｱ）

ではないが、宮崎まで片道で 1万円を切っている。もちろん早割ですがね。乗り心地は別段悪いことはなく、私にとって

は、ソラシドでいい。さて、ゆれることなく宮崎空港に到着、いつものように手荷物の自転車を受け取る、といってもあ

のグルグルまわるやつじゃなくて、地上勤務らしき若い女性が輪行袋担いで持ってきてくれた。へー重かったでしょう、

ご苦労さんとねぎらいの言葉さしあげる。空港玄関わきで、さっそく輪行袋を解き、組み立てる。最近,モンベルの輪行袋

を購入したので畳んだとき軽量コンパクトで楽だ。いよいよスタート、今回の輪行の特徴は、なんたって自転車用ナビ、

パナソニック製、自動車用に比べれば安価。さっそく装着し、あらかじめ用意しておいたルートを呼び出し、案内開始。

でも、えっなんでそっちなの(~o~)、慣れないので戸惑う。とにかく言われるまま従って行くと大淀川の橋を渡った、自転

車モードかつ距離優先指定にしてあるので、細い道へ誘い込むのが困った。幹線道路優先にしておけばよかった。でも、

事前にリサーチをしておいたので、宮崎県庁まで到達でき、ホテルはすぐに分かった。空港からは、想像していた以上に

距離を感じた、暗かったせいもあろう。ふと見上げると道路中央にフェニックス（やしの木）が林立して南国ムード、か

なりテンションがあがり、わくわく感がわいてくるのは不思議だ。さっそくチェックイン、自転車をひょいと立てて後輪

だけで移動し、エレベータに乗り込む。このホテルは、自転車を部屋に入れていいのだ、これがあるので、いつもスーパ

ーホテルを利用する。シャワーを使いさっそく町へ繰り出す。狙いは宮崎の地鶏、あの東コクバルとか言う知事が知名度

を悪用し全国に宣伝した、アレ。でもなかなか店が見つからない。それにしても県庁脇の国道 220号線は立派な大通り、

両側の商店街がにぎやかでいい感じ。少し、裏道に入ったところで、感じのいい店発見、さっそく入り、名物の地鶏たた

き、ひやしるを注文。たたきは絶品だった、経験の無いほど美味、最高！、東コクバルは嘘つかないなあ。ひやしるの方

はうまい！、が想像どおりの味。あとは市内をぶ～らぶら見物したが、「このはなさくやひめ」はあらわれず。

青島から都井岬へ

5/18ホテルの朝食はバイキング、今日の行程は走行距離 150ｋｍ予定なので、しっかり食べ、7時過ぎには出発だ。昨

日渡った大淀川まではあっという間、ここからが楽しい、と思いきや、国道 220号は走りにくい、なにしろトラック、バ

スが激しく、歩道を走らなければコワイ！。巨人軍のキャンプ地サンマリンスタジアムあたりからは快適に、まもなく青

島に到着。戦後の新婚旅行と言えばここ青島がメジャー、鬼の洗濯板の写真はよく見たが、実際に目にするのは始めて。

なるほど奇岩だ。青島という島があり、その周辺は奇岩に囲まれている。修学旅行生もたくさんも来ていたよ。

宮崎県宮崎市にある青島は、周囲約 1.5ｋｍ程,最高６ｍ程度の小さな島、

橋でわたる事が出来る。周囲は約 1000 万年から 800 万年前の地層

（硬さの違う砂岩と泥岩）が侵食により独特な形状へ変化した岩で囲まれている。

干潮の際には沖合い 100m にも及ぶ見事な景観となる。その形状が洗濯板に

似ている事から ｢鬼の洗濯板（岩）」と呼ばれる。国の特別天然記念物に指定。



神々の系図なる看板があった。イザナミノミコト、イザナキノミコトを始とし、神武天皇に至る系譜が興味深い。特に

ここは海幸彦、山幸彦にゆかりの地らしい。私は思った、この地にたどり着いた日本人の祖先になった人々は、温暖で暮

らしやすかったに違いない。海の幸山の幸にめぐまれ、次第に力のあるものが支配階級を形成しゆく,たぶんね、そんな様

を想像しながら青島を後にした。日南海岸に沿って国道 220号を進むと、テーマパーク、サンメッセ日南なるものが見え

てくる。モアイ像が迎えてくれるが、なんでここにあるの？、ここは寄らずスキップ。昼食は日南市大堂津で食べたいも

のがあった、魚うどんを。しかしうっかりしているうちに目的の店を通り越してしまい、「港の駅・めいつ」に到着。道の

駅なら知っているが、港の駅と言うのははじめて。11時過ぎだと言うのにもう行列が出来ている、さっそく並び、評判の

新鮮な「かつおづくし定食」を注文、うまい！満足。結果オーライ。

サンメッセ日南入り口 港の駅 めいつ 目井津港

ここの港、目井津（めいつ）港と言うが、南郷町にあり JR日南線の駅は「なんごう」、ややこしいね。さてなんごう駅

前で国道 220とお別れ、並走するように走っていた日南線ともここでお別れ。実はこれが重大なことで、ここから先、体

がバテたからと言って自転車を畳んで電車に乗ることは出来ない。だから海岸沿いの国道 448に入ったら覚悟が必要とな

る。しかもここからは、かなりのアップダウンのはずだ。緊張感をもって進む。案の定坂がすごい、でもそれだけ景色も

最高だ。進んで行くと道幅も狭く、おそらく車ではすれ違うことも出来ないような所がいくつもあった。ただ、自転車で

こんなところを走るのは、実は、僕は大好きなのだ。誰も居ない、音は時々吹く風とタイヤのこすれるジジジイと言う音、

うまくいけばウグイスの鳴き声、しかも道端にはなんとハイビスカスまで咲いている。なんの花の香りか、ときおり鼻を

かすめる、私に言わせればこれが極上のたび。

山幸彦 海幸彦

神武天皇

へー天照大神って

女の人なの？



あの山が都井岬か 真っ赤なハイビスカス

南国ムード

でも、やっぱり坂はキツイ、下りは涼しいのだが、都井岬まで基本は上りだから。目指すは野生馬の里、県道 36号への分

岐手前の最後の上りはさすがに歩いた。ここまでくれば岬馬繁殖地はもうそこだ。左折し 36号へ少し行くと、駒止の門が

ある、協力金が車 400円バイク 100円だが自転車はタダ、申し訳ない気持ちでタダで入った。もう野生馬が道路を歩いて

いる。注意書には、近寄って触ったり、馬の後ろに回らない事、蹴られるそうだ。蹴られて肋骨を折って大変なことにな

った人がいたとビジターセンターで聞いた。そっと脇をすり抜け、ビジターセンターへ到着。ちょうど団体さんが帰った

ところでお客は誰もいないので、案内人を独り占め。たっぷり時間をかけて館内を案内してもらった。聞けば、ここの馬

の先祖は鍋島藩の飼い馬だそうで、いつの頃か養っていけなくなって放してしまったものが、野生化したものだそうだ。

やはり人間の都合で動物たちにしわ寄せがいく。人間に飼われているサラブレッドなどは馬体重が 500ｋｇ程度だが、こ

この馬は 400ｋｇと小さい。野生なので餌を与えることはせず、自然の草を食べているため、やや小さいとのこと。馬た

ちは全く自由に移動していて、みどり濃い季節は山の上、草のかれる季節は下の林までおりて来る。生息地は 7割が小松

ヶ丘と言う山、残りが扇山とのこと。ビジターセンターの近くに「ふれあい広場」なるところがあり、乗馬体験が出来る

と書いてあるが、チョットした矛盾を感じるね。他には、若山牧水歌碑なんてのもあったり、でもいいではないか、こん

な環境めったにないのだから。なお、じっくり楽しもうと言う方にはホテルもあるので、一日かけて見て歩くととても良

いでしょう。私は、今日中に志布志の民宿へ辿り着かねば、ってことで再び 448号へそして串間へ向かう。

串間市と言えば、って普通言わないが、ここでは言う必要がある。ロッテマリーンズの「西村徳文」監督は串間市出身、

今日 6/4現在ロッテはパリーグ首位だし、ビジターセンターの女性案内人はめっちゃロッテファンなのです。都井岬から

の下りは快調だったが、トラブル発生、下りの高速と、路面の凹凸の衝撃によりスピードメータが故障、距離は 142ｋｍ

まで確認していたのだが、以後の走行距離はわからなくなってしまった。またその後のアップダウンの連続で、体力が限

界になってきた。すでに 150ｋｍに近づいてきているだろうし、相当なアップダウンを重ねてきたため、経験したことな

いような疲労感が襲いかかってきている。串間市では一度別れた JR日南線に再び合流する地点だ。当然、ここでギブアッ

プだなあと、頭では考えている。そうこうしているうちに海岸線に出ていた。あれっと思ってナビを見るともう串間駅を

かなり過ぎていた。最寄の駅まで行って見ると無人駅。今後何時に列車が来るか聞くこともできない。えーい、志布志駅

までいってまえ！。蛮勇を奮い起こし、決断するが、とりあえず民宿へ、遅れそうだと連絡しよう、が携帯が圏外だ、な

なななんだ、パニクル。もし遅れると、民宿にかける迷惑なんてどうでもでもいい、問題は暗くなったらひ弱なライトし



かないので道を探すのが困難となる。たどり着けるのかと言う不安がよぎる。輪行ではこんなとき決してあせってはいけ

ない。とにかく携帯の通じるところまで移動だ。こんな時ナビが威力を発揮する。ここはどこなのか、あと何ｋｍなのか、

ホテルはあるのか等、いろいろな情報により行動が変わってくる。ところがだ、ナビの電源を入れた途端、バッテリーが

ないから終了と表示(-_-;)。ナビに頼りすぎると反動が大きい。だいたいパナソニックだって、自転車で 10時間以上走る

やつなんて、設計条件の外に決まってる。だからこちらも不必要なときは電源切って大事に大事にバッテリを使ってきた

のだ。でもついに切れた。とにかく前進あるのみ、すると大きなホテルが見えてきた、捨てる神ありゃ拾う神あり、タグ

リ崎だろう。もしかするとアンテナがあるかも、携帯をみるとアンテナ 3本立っていた、ＯＫ！、やはりなとつぶやき（俺

は最後は絶対大丈夫の自信家）、でも冷静に、すぐ民宿へ、すると、志布志駅まで迎えに行くからと暖かい返事。あと 30

分もすれば志布志駅でしょうから、着いたら電話くださいとのこと。ずいぶん親切だなあと、ほっとすると同時に元気快

復。後で民宿のおやじさんから聞いたのだが、あなたの声で、相当へばっていると分かったからですよ、ってさすが、楽

天ランキング九州ＮＯ.1の民宿のおやじ。

噴煙の桜島を目指して

三日目は、鹿児島の友人Ｙ君と垂水市、海潟漁港の映画「ホタル」ロケ記念碑前で午後１時に待ち合わせだ。前日泊地

の志布志からは約 60ｋｍ程度だから４時間見れば大丈夫と見た。民宿の朝食はしっかり頂き、８時前に出発、一路 220 号

を目指す。220 号へ入った後は、どこまでもいけば自動的に垂水市だ。途中寄りたいところは鹿屋の航空基地資料館（ゼ

ロ戦と特攻展示）、かのやばら園だが、ばら園は時間次第。鹿児島県の大隅半島は、いままであまりなじみのない土地だっ

たが、横断している道路の 220号を走ってみて、山が少なく農業には適したところで住みやすそうに感じる。大隅半島で

有名なのは内之浦宇宙空間観測所もあるが、今回は時間的に無理で少し残念。余談だが大隅半島南端は、佐多岬。四国の

佐田岬と字が違う、まぎらわしいね。ともかくペダルを踏み続け、多少のアップダウンはあったものの余裕で鹿屋へ着い

た。まずお出迎えは海軍らしく飛行艇（写真左）、名機だったそうだ。入館は無料だった。写真右は有名な零式艦上戦闘機、

錦江湾と吹上浜の海底から引き揚げられ一機に復元したものらしい。でも綺麗に復元されたものだと感心する。ちなみに

零式とはウィキペディアによれば、『当時の日本の軍用機は、皇紀下 2桁を名称に冠する規定になっていた。零戦の「零式」

との名称は、採用された 1940 年（昭和 15年）は皇紀 2600年にあたり、下 2桁「00」から』とある。翌日陸軍の特攻機

地「知覧」を訪れたが、同じ特攻基地でも鹿屋の資料館の方が展示の表現が明るい。しかし、特攻機数はこちらのほうが

多かったようで、やはり遺書や父母兄弟への手紙は涙なくして読めない。

Ｙ君の観光案内

鹿屋航空基地を出発すると、ご同輩と言うか、自転車に乗っている人に出会い、しばし談笑する。こんなシチュエーシ

ョンでは、仲間がとてもうれしい。これから佐多岬まで行くそうだ、まだ若い男性２名、「お気をつけて」とお互い無事を

祈る。こちらは一人、どんなに強がり言ってもやっぱりさみしいので、こんな交流はうれしいものだ。ちょっとゆっくり

し過ぎたので、ばら園は割愛。一路 220号をひた走る。錦江湾に沿って北上していくと、やけに路面がざらざらしていて

ほこりっぽい、しばらくして気がついた。これは桜島の灰、灰色のいかにも火山灰って感じの砂だ。気を付けないと滑る。

こんなところで転倒して怪我したら、ただでは済まないので慎重に。岬を回ると桜島の登場だ。垂水市内を過ぎ、しばら

く行くと海潟漁港に入る。聞くと映画「ホタル」ロケ記念碑はもうないそうだ。代わりと言っちゃなんだけど看板がある



とのこと。探して行くと看板前にＹ君が車に乗って待っていた。ちょうど午後 1 時。約束どおりで、こちらもほっとした。

Ｙ君の車に乗り込んだちょうどその時だった、桜島が噴火して歓迎のあいさつをしてくれた（写真右）。

昼食は、Ｙ君が「海の桜勘」というカンパチ料理店へ連れて行ってくれた。海潟漁港のほど近いところにあり、養殖か

んぱちで有名らしい。「かんぱちづくし」が美味かった。垂水のかんぱち養殖には配合飼料に特徴があるそうで、鹿児島産

のお茶を入れている、そのおかげで、臭みがなくビタミンなどが多いと。もし行かれたらご賞味あれ。車で桜島見物をさ

せてくれたが、垂水から桜島西端のフェリー乗り場へはものすごいアップダウンで、もし自転車で回ろうと思う方は事前

に調べるべし、今回私が走っていたとしたらバテバテにちがいない。桜島甘く見るべからず。フェリーで鹿児島港へ、そ

してＹ君のマンションに宿泊させていただいた。

雨の休日、そして鹿児島観光

5/20（日）朝から雨だが、サイクリングは一休みの予定なので問題ない。Ｙ君が薩摩半島を車で観光案内してくれたの

で、疲れた足腰を休ませるのにちょうどいい。出発前に母御様にお会いしたが、高齢にもかかわらず大変お元気な様子、

Ｙ君の親孝行ぶりを拝見し、敬意。鹿児島出身の維新の有名人と言えば、西郷に大久保だが、大政奉還の立役者の一人に

小松帯刀がいる。この方の墓所へ連れて行ってくれた。ＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」以来この墓所が急に観光スポットにな

ったそうだ。苗字が私と同じでも、なんの関係も無い。次は知覧、まずは武家屋敷を見学、なんと立派なお屋敷に庭園、

石垣と生垣は見事でした。

小松帯刀さん 見事な石垣と生垣 庭園も凝った造り

太平洋戦争で活躍した陸軍の飛行機に隼（ﾊﾔﾌﾞｻ）がある。ここ知覧陸軍飛行場から、隼をはじめとする航空機が戦争末

期に特攻隊として出撃し二度と帰ることは無かった。そんな悲しい歴史の記念が「知覧特攻平和会館」である。館内を見

学した感想を一言で言えば、「おおくの大人がここを訪れるべき」、ということ。子供たちがたくさん見学に来ていたが、

おそらく表面的な理解にとどまるだろう。ただ、展示に特攻美化とおぼしき点があり不満だ。

一式戦闘機 隼 歌にも出てくる「感状」の本物



阿蘇山ヒルクライム

熊本に入ったのは、20（日）の夕刻、鹿児島観光を終え、鹿児島中央駅から新幹線で約１時間で熊本駅に着いた。駅か

らはタクシーで例のごとくスーパーホテルへ。明日は阿蘇山ヒルクライムゆえ、スタミナ付けようと、馬刺し５点セット

を食らう、これがまた美味。たてがみだの心臓だの説明は忘れたが、いままで食った馬刺しとは別物、さすが熊本。

21日は、朝から天気がイマイチだが雨は降っていない。ホテルから熊本駅までタクシー、そこから豊肥本線にのる。電

車は学生さんや通勤客でいっぱいだ、肥後大津まで約１時間ずっと立ちっぱなし。到着すると、ここからいよいよサイク

リングスタートだ。とりあえず立野をめざす、立野と言うのは阿蘇山の入り口のようなところ、距離は 10ｋｍ程度なので、

普通なら問題ないはず。しかし、進むにつれて、東よりの風、いや暴風雨がまともに吹きつける。天気予報は当たった。

坂もけっこうキツイし、とうとう自転車が止まってしまった。国道 57号は朝からものすごい交通量で、歩道をしばらく歩

いて上っていったが、雨風はおさまるどころか、ますます強くなってきたので、勇気ある撤退だなと思っていた。ふと顔

を上げると右前方に阿蘇の外輪山とおぼしきみどり鮮やかな山体が迫っていた。もう少しだけ行ってみようを繰り返すう

ちに、立野の看板が見えた、東風だから外輪山の西側に入ればよけられるはずだと都合のいい読み。俄然やる気が出てき

た、よし行こうと決断、とてつもない困難に突入するとも知らずに。阿蘇山を源に有明海に注ぐ川と言えば白川、この白

川に合流する最大の支川が黒川という、白黒わかりやすいが、簡単に言えば阿蘇山の北側が黒、南側が白。その黒川に架

かる阿蘇大橋を渡る、外輪山の西に入ったため風はほとんどない（ウンやっぱ俺の読みは、はっはっはあ！）。さっそく草

千里浜めざしレッツゴーとばかり進軍、快調だ、坂も大したことはない。雨も止み少し太陽も出てきたせいか気持がいい。

だんだん坂がきつくなってきたころ尾根にでた、強烈な雨風にみまわれる。道路状態はさすが観光地で立派、がそのため

観光バスがすごい。びゅんびゅん来る。おそらくバスのうんちゃんは、なんでこんな天候のなか自転車で登ってるのか、

アホめ！って言ってるようだ。こちらもじゃましてごめんなさ～い、ゆるしてえ～、ってこころで叫びつつ、風で止まり

そうな自転車を必死の形相で漕いでいる。なんて馬鹿な決断しちゃったのだろう、後悔に次ぐ後悔。しかしだ、立ち止ま

って顔を上げてびっくりした。雨にけむるむこうに、おそらく熊本市だろう、そしてかかすかに有明海（思い込みかな）

が見える。とにかくすばらしい、これだからやめられないのだ。もし、観光バスで連れてこられて、さあ御覧なさいって

言われたらこんな感動が得られるだろうか。死ぬほどつらい思いをして登って来たからこそ、この景色がすばらしいのだ。

人間どうしても結果ばかり求めるものだが、どっこいこんなことだってあるんだぜ、えっへん。ちょっといばりすぎたあ、

スマン。とにかく草千里浜に到着した。休憩所があり、次から次から来る観光バスの客が予約席へ流れ込む、写真撮った

り、ビールに料理にご歓談、ガラス越しに草千里浜を眺めてお帰りになる。やっぱつまらん観光旅行にしか見えない。草

千里浜そのものはそれほど雄大と言うわけではないので、次は煙をあげる火口まで行きたいと思う。肥後大津スタートか

らここまで 1,000ｍ以上のヒルクライムだったので、充分満足し帰途につく。帰りは、道がいいだけにすごいスピードだ、

つい 50ｋｍ/ｈ超えになり、車と一緒に走る。でも、恐くなり、減速、そんな繰り返しをしながら、あっと言う間に立野

に着いた。少しだけ時間に余裕があったのでそのまま熊本城見学をした。はじめての熊本城だが、百聞は一見に如かずを

実感。写真で見ていた石垣とは大違いの美しさ。 草千里の手前にある有名な米塚

振り返ると絶景が 旬のミヤマキリシマ 火山博物館があった



展望サイトから見た草千里浜、左前方、火口の方向に白い煙が

石垣の綺麗なこと ご存知、熊本城

雲仙普賢岳ヒルクライム

スーパーホテルに連泊の後、朝食抜きで 6時すぎ出発、向かうは熊本港。熊本港 7：30発、島原外港行きの高速双胴船

に乗るためだ。今日は、雲仙普賢岳を越えて、長崎市の宿まで長距離なので、時間節約のため遅い他の船は止め、自転車

と人で 1,100円と少し高いが有明海をたった 30分で渡るオーシャンアロー高速船を選択した。熊本市内のホテルから熊本

港までは、自転車で約 1時間で、朝早いためか道はすいていて、また道自体も走りやすい。熊本港が近づいて来ると、正

面に異様に茶色い山が有明海越しに見えてくる。もちろん雲仙普賢岳の平成新山だ。えーこんなに大きいのって言うのが

第一印象。とにかく乗船し船内のブッフェで朝食をとった。

熊本港手前からうっすら平成新山が 高速船デッキ、綺麗な船だ 島原外港へ向かう船から見た平成新山

島原外港へ入港すると車やバイクと一緒にフェリーから降りる。自転車なのに車並みに係りの人の指示で動かされる時、

自転車もやっぱり道交法で言う「車両」なんだと実感。当世、自転車ブームの風が乱れ吹いている、しかし、自転車なん

だから逆走（右側走行）しようが、信号無視しようがへっちゃらなんて低い意識がまかり通っているじゃありませんか。

そんな人はこのフェリーに一度乗ると良い。目が覚めるかも。さて、サイクリングの醍醐味、ヒルクライムが始まる。島

原市を出発し、国道 57号を行くが、道は狭く、車が多い。はじめのうちは神経を使い、アップダウンも結構あったが、し

ばらく行くと急にひらけたところに出た。すぐにあの不幸な出来事が起こった水無川と分かった。平成 3 年 6 月 3 日午後

4 時 8 分の大火砕流、43 名の犠牲者、あの場所だ。写真左は「みずなしおおはし」から上流を、右は下流有明海方向を見

たものだが、21 年経過し、何事も無かったように静まり返っているが、はけで掃いたような山肌や構造物が自然の猛威を

忘れさせない。ここからはさらに登りがきつくなる。俵石展望所を過ぎるとせみの鳴き声が聞こえてきた。ここはもう夏

なんだと、九州にいることを思い出させてくれた。



みずなしおおはしから平成新山を望む みずなしおおはしから有明海を望む

標高約 750ｍまで上がったところで、仁田峠への分岐があらわれる。妙見岳ロープウエイに乗るには仁田峠へ行く必要

がある。このまま 57 号を下りれば楽だが、ここまで来たのだからと右折し、かつて有料道路だった道へ入った。すぐに協

力金集金所が現れた。係りの人が、こまったように、「自転車ですかあ。。。」。まずいですか？と訊くと、だめではないです

があ、とすすまぬようす。ここで引き下がってはと何とかお願いしますと食い下がると、じゃあ自己責任でね。了解が得

られた。実は私は、もうすぐ峠だろうと軽い気持ちだったので、こんなに食い下がれたのですが、ここから標高差250ｍ

以上と知っていたら、あきらめたかも。本来要らない協力金、バイク並みの 100円をほうり込むと勇んで登攀を開始した。

しかし、いけどもいけども着かない、と言うより、あまりの激坂ゆえ、とうとう歩き始めてしまった。ここは、一方通行、

だめだと思っても引き返すことなど出来ない。車やオートバイがひっきりなしに抜いていく。乗用車に乗っている家族連

れは、車の中で、きっとこう言っているにちがいない、「ねえ、へんなおじさんがいるわよ、大丈夫かしら」ってね。大丈

夫じゃあないのです！！。でも、ところどころに咲く、旬のミヤマキリシマのピンク、私は、立ち止まってはカメラに納

めたりしていると、車の人には出来ないので、むしろ羨ましいって声がしている。もう観念してのんびり登っていくこと

にしたが、約 1 時間くらいで仁田峠に着いた。休憩していると、見知らぬ人から、さっき自転車で登っていた人ですか、

と声をかけられ、「どちらから」などとけっこう会話になったりしていた。私が見た限りでは、自転車は他に一台も無かっ

たので、この日は私だけかも知れない。ここの見ごろは、ミヤマキリシマの初夏と秋の紅葉だそうだ。私のようなヘタレ

サイクリストではなく、ちゃんとしたサイクリストならおそらく 30 分くらいであがれると思うし、コースとしてもとても

面白い。全国のサイクリストよ来たれ！って、宣伝しちゃおう、でも無責任だから撤回します。もし登るなら、道がせま

いので、車に注意しながら、皆さんにご迷惑にならないよう配慮がいるでしょう。仁田峠のミヤマキリシマ群落（人工的

ですが）はすごいよ。さあ、妙見岳ロープウエイへ、あまり混んではいないのですぐに乗れた。さらに高い妙見山頂 1,333

ｍ付近へ、展望ポイントまで少し歩く、がここで足が重たいことに気がついた。どこかのおばさんがすいすい登っていく

のについて行くのがやっと。やはり、あの登りでヘタレてしまっている。でも、がんばって展望台へ。見えました、間近

の平成新山、見れば山頂付近は尖って、不安定な岩がまだ在るようにみえる。もちろん登山禁止ではあるが、周りの妙見、

国見、普賢岳などには登れるようになったばかりだ。なお、平成新山の高さは 1,486ｍで雲仙岳では最高峰になったのだ。

仁田峠のミヤマキリシマ 間近に見える展望台からの平成新山



そして長崎へ

仁田峠で景観を堪能し、休養を取った後、下りに入った。再び 57号へ入り、雲仙ゴルフ場を過ぎたところで、389号へ

右折した。いずれ 57号へ合流するので、いいだろうと思い、静かな道を選んだのだが、完全に静か。めったに車に出会わ

ないし、田代原牧場を左折し、上峰川という小さな川沿いに入ると、陽の光も射さないような森の中を行く。願ったとお

りだが、チョット不安もよぎる。下り勾配の連続でスピードも出るので、転倒して骨折でもしようものなら、携帯は圏外

だし、確実に三日くらい発見されず、アウト！。ブレーキを頻繁にかけ減速しながら慎重に下る。一人旅と言うのは、こ

んなリスクは付き物なので、なれっこになってはいるが、その度、気を付けている大切な心構えである。途中で一端停止

して、ホイールのリムに触れると、わされないくらい高温になっている。ブレーキパッドの方は大丈夫かとチェックしな

がら休み休み下って行く。民家が出てくるとほっとするものだ。間もなく 57号に戻ったが、千々石と言うところから愛野

の間は道が狭く、交通量、とくにダンプカー、トラック、その上観光バスまで激しく通行していて、とても走れるもので

はなかった。さらに工事中の箇所ではすっかり立ち往生になってしまうほど。今回のサイクリングで最悪の道路であった。

愛野と言うのは、諫早干拓地で、島原鉄道の愛野駅がある。チョット見すぐ干拓地だなあと分かるような平坦な場所であ

る。ここからちょうど北の方角には、諫早湾ギロチン締め切りで有名な干拓工事が行われている。開門だ、いやダメだと

争っているので、ちょっと見学したいが、時間の余裕がないので残念。関東の利根川上流、吾妻川の八ッ場ダムもそうだ

が、引けぬとこまでやったもの勝ちみたいなところがあるので、諫早湾干拓も結局やることになるだろう。政治決着と言

う便利な概念でね。それはさておき、長崎へはまだ遠い、当初計画では、愛野駅で電車に乗って諫早のりかえで長崎へと

いうのが第一案だったが、もう少し行って諫早で長崎本線に乗ろうと変更。諫早までは 15ｋｍ程度だから 1時間くらいの

ものだ。アップダウンも少なく快調に進んだ。さあ着いたと駅に入ってびっくりした。駅名は「ほんいさはや」、なんと島

原鉄道の駅で、諫早のひとつ手前だ。”ほん”が付いている方がホンではなかったのだ。はじめてのところと言うのは、そ

して体力が落ちてきた時ほど勘違いも起り易いので注意が必要だ。被害は少なかったので、急いで引き返し諫早へ向かう。

諫早と言う駅は国道からは入り難い、国道から一段下がったところにあるので、入り口を何回か聞いてやっとたどり着い

た。諫早発 17：33かもめ 31号、20分弱の 17：51長崎に到着。特急電車は速い、もし自転車ならアップダウンの多さか

ら 3時間はかかっていただろう。だからはじめからこの間は走るつもりはなかったのです。ホテルは、人生初挑戦のバッ

クパッカーズホテル、一泊 2,000円、名前は「カサノダ」って言います。恐る恐る入って行った、人の良さそうな男の人

が出てきた、周りには外人ばかり、うっかり”アイハブアリザベーション（予約してます）”って言ってしまいそうな雰囲

気。でも、その男は日本語で「お待ちしてました」って言うのでホッとした。この人が野田さん、あの消費税増税の野田

総理とはちがって、みんなが観音様みたいに良い人と言っていて、とても親切な人らしい。私にとって、はじめての長崎

の夜は、二段ベットの下段に自分で布団を敷いて休んだのであった。

竜馬さん、そして爆心地

朝食は、食パン 2枚にジャムバター、ゆで卵にコーヒー。宿賃からいって朝食など付かなくて当たり前だが、付く。せ

っかくなのでトースターで焼き、自分でジャムをつけて、コーヒーを入れて飲んだ。なんのなんの充分である。宿泊して

いるのは外人が多く、日本人は同室の若い青年。休みが取れたので、長崎に来たそうだ。とにかくこのホテル実に合理的、

つまり余計なものは無いが必要なものは全てある、と言っていい。でも人によれば、何もないと言うかもしれない、価値

観のちがいでね。さて、今日は、一日サイクリングではなく、長崎観光だ、でも車ではなく自転車で。長崎は坂が多く、

大変だって聞いてきた、果たしてどうなんだろう。事前に調べた結果、まず南の方からはじめる。ホテルから南に進むと、

出島だ。実はすっかり埋まってしまっていたものを掘り出して観光の目玉にしようと盛んに工事をやっていた。出島に渡

る橋、よく教科書に載っている絵にあるアレだが、この橋はまだ無い。何れ用地買収して作るとのことで大変そうだ。

右が野田さん 自転車で観光出発前 掘割の向こうが出島、でも橋は無い



そのまま南下しグラバー邸を目指す。途中オランダ坂を登ってみた、でも自転車ではとうてい登れないほど急坂。坂の

歴史的意味が実感できない私には、石畳がすごいなと思うほかは特に印象はうすい。でも観光案内には超有名ポイントと

して必ず載っている。いよいよグラバー邸に入る。入場料は大人 600円、出島が 500円、出島は割高か、工事費などがか

かるのでしょうがないな。

ばらの季節でした 海を見下ろす。。。。。 三菱重工のドック

グラバー邸の定番写真 大きな観光船も入港中

グラバー邸、手入れが行き届き、すばらしい。坂が大変なので、動く歩道は必需品だねと納得。「スコットランドから

21歳のとき、長崎開港と同時にやってきて、グラバー商会を設立」と説明があるが、維新の志士同様若かったのですねえ。

故郷を遠く離れて、日本人のツルさんと結婚し日本に根を張った、聞けば聞くほどスゴイって思う。日本人感覚だと望郷

の念などがエピソードとして残っていてもいいように思うが、ここではあまり語られていないのが不思議だ。

グラバー邸を後に、中華街、中の茶屋、崇福寺をまわり、長崎訪問の楽しみの一つ、亀山社中記念館へ。入り口で早速

坂本竜馬（役の人）さんがお出迎え、記念写真のシャッターを押してくれ、中に入ると竜馬の刀など説明してくれ、月琴

の演奏も聞かせてくれ満足。ただ、ここはかなり高い場所で階段で登るので、自転車を手に持って上がるのは大変。

中の茶屋 亀山社中の跡前で 竜馬のブーツ、高所が分かる写真



浦上川に沿って 206号線を北へ向かう、目的地は爆心地。JR浦上駅を過ぎ、206号を離れ右折し坂を上がると長崎原爆

資料館、国立長崎原爆死没者追悼平和記念館が見えてくる。自転車をどこにとめていいのか迷う。自転車来館者にも配慮

を、って言いたい。適当にロープキーで止め入館した。なんと子供の多いことか。みんな先生に引率されて、手に手に資

料と鉛筆をもっている。なんだか興ざめだが、しかたないのかなあ。私は、時間のあるかぎりじっくり展示物を見させて

もらったが、あまりの悲惨さに、あらためて核の恐ろしさを認識した。ここでもやはり大人こそ見に来るべきだと感じた。

外に出てくると展望所があり、眼下に爆心地の記念公園を見渡すことができる。さらに北となりには、片手を天に、片手

を水平にした平和記念像のある平和公園があり、子供たちが合唱している姿に不覚にも落涙してしまった。

茶色がきれいな浦上天主堂わきをとおり帰途に就いたが、なにか重たいものを懐に入れてしまったような気分でペダル

を踏んだ。

大村湾を見ながら長崎空港へ

バックパッカーズホテルに別れを告げ、一路長崎空港へスタート。ついに最終日だ。最後まで無事故で終えようと心を

引き締め朝 7時スタート、206号は通学、通勤、バス、市電で混雑、時間は充分あるから無理せずゆっくり、ぶつかりそ

うなときは譲って行く。時津町で大村湾に出るが、ここを右折すると 207号線、長与港を過ぎると大村湾を左に見ながら

アップダウンの繰り返し。伊木力というところを過ぎたころ、ふと左下を見ると線路がある、長崎本線だ。長崎を出てし

ばらく並走していたが、いつの間にか離れたものだ。西諫早駅手前までは並走だが、そこでこちらは左折し、県道 37号を

北上する。37号は気持ちのいい道だ。交通量も少なく、左は大村湾のどかな風景、いいサイクリングだ、最後をかざるに

ふさわしい。海岸線の道というのは平らではない、川が流れ込んでいるところは低く、次の川までの間は小高くなってい

るのが普通だ。だからアップダウンは覚悟しなければならない。問題はその落差だが、ここ大村湾はサイクリングには丁

度いい感じだ。全く平らでは、見渡す景観がなく単調でつまらない。ここは 20～30ｍ程度の上がり下がりがあるので変化

がいい。大村市に入ると 34号に変わり、空港はもう近い。途中釜揚げうどんを食べ、箕島大橋と言う 1ｋｍくらいの橋を

渡ると長崎空港到着。予定した時間より 3時間ほど早くついたが、遅れるより、はるかにいい。のんびりと空港見学など

して、夕方の飛行機で東京に向かった。ごくろうさん。無事でなによりでした。---おわり---

最後まで読んでいただきありがとうございます (^_^)/~


