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趣味に生きる（第２０回）～･ ～･ ～･ ～･ ～･ ～･

秘湯を巡って
奈

良

信

雄

(東京医科歯科大学 臨床検査医学)

◆はじめに
「定年後にしたいこと」。こんな類のアンケ

旅した際に訪ねた温泉を紹介したい。すべては
紹介しきれず，印象深かったものに留めたい。

ートをとると，回答の第 1 位は旅行だそうだ。
忙しく働き，国内外にゆっくり出かける余裕

◆お気に入りの温泉

のなかったビジネスマン諸氏にとって，積年の

国内旅行で驚いたことに，温泉天国といわれ

夢なのだろう。小生も旅行と言えば，学会に出

る日本には，どこに行っても温泉がある ！ 流

張したついでに，時間を割いては見聞を深める

石にないだろうと思われる東京都心にすら，温

のが関の山だった。

泉はある。

ところが，この 5 年間で仕事の内容が大きく

温泉と言えば，北海道，東北，信州，九州な

変わった。臨床検査医学を本務とするのは同じ

どがまず思い浮かぶ。これまで利用した温泉で，

だが，片手間(？)に行ってきた医学教育の仕事

とりわけ特に気に入っているのは，北から並べ

が増大の一途をたどり，国内外に出張する機会

ると，天人峡温泉(写真1)，網走湖温泉(写真2)，

が増えた。とりわけ 2008 年からは，旅芸人よ
ろしく，海外 14ヵ国 36 大学 5 施設を視察する
プロジェクトを担当することになった。毎月 1
回は海外に出向き，自宅の書斎では，スーツケ
ースがタンス化していつでも旅立てる段取りだ
った。パスポートはアッという間に出入国スタ
ンプで埋まり，航空機マイレージはたまり放題。
時差ボケが漸く治ったかと思えば，次の時差ボ
ケに再突入。といった案配になった。
国内では，学会，講演会，調査，研究打ち合
わせなどで訪れる機会が増え，足を踏み入れて
ない県はなくなった。定年後の夢が意外にも早
く実現したといえよう。
もっとも，いくら仕事での出張といっても，
四六時中仕事に没頭することはあるまい。国内
出張だと，夜は温泉にノンビリつかり，地酒を
飲んでは郷土料理に舌鼓を打つ。いつしかこの
パターンが趣味になった。本稿では，国内外を

写真1

天人峡温泉
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知床オシンコシンの滝

写真4

山中温泉

写真3

写真5

草津白根山

しまなみ海道

支笏湖温泉，安比高原温泉，米沢湯ノ沢温泉，

ところで，初めて知ったことがある。眼鏡橋

草津温泉(写真3)，堂ヶ島温泉，山中温泉(写真

は長崎のものばかりと思っていたが，実際には

4)，芦原温泉，美ヶ原温泉，龍神温泉，道後温

熊本が本場だそうだ。頑丈で壊れにくい眼鏡橋

泉(写真5)，玉名温泉，霧島温泉など。

を作るには熟練の業が必要で，熊本に職人が多

もちろん箱根，熱海，伊豆，有馬，別府など，
屈指の温泉は数え切れない。が，ここでは，意
外性があり，湯量・湯質ともに特に気に入った
温泉を挙げることとする。

く住んでいたらしい。玉名市内でもあちらこち
らで眼鏡橋を見かけた(写真6)。
郷土料理を楽しんだ後，温泉へ。温泉は湯量
が豊富で，掛け流しだ。流れ滝よろしく，湯舟

① 玉名温泉

が幾層かあり，上の湯舟が熱く，そこから流れ

熊本駅から電車に揺られること約 30 分。玉

た湯が次第に冷めつつ下の湯舟にいく趣向だっ

名市に着く。小野小町にゆかりがあるそうで，

た。その上，打ち湯もある。お好みの温度で温

菊池川が流れる町は穏やかそのもの。駅からは

泉を楽しむことができる趣向だ。広い庭を眺め

バスで小高くなった丘にある玉名温泉に着く。

ながらの湯浴みは，旅の疲れ，そして人生の疲

春にはサツキで庭一面が真っ赤に覆われるとい

れを吹っ切って余りがある。

う宿に泊まった。
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熊本眼鏡橋
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霧島えびの高原

相撲土俵があり，四天王は白鵬，朝青龍を模し
ているという相撲で有名な蓮華院誕生寺を訪ね
た。次いで古墳群や竪穴式石室を見て回り，山
鹿市を訪ねた。ここには 100 年前に作られ，坂
東玉三郎が毎年公演を行う歌舞伎の八千代座が
ある。天井には当時の店の広告が模様になり，
レトロ感満点である。千人灯籠踊りも山鹿の風
物詩である。女性の頭に乗せる灯籠は和紙で作
られ，職人の巧みな技を見た。お盆の季節には
幻想な踊りになるのだろう。
温泉もさることながら，歴史に興味ある人に
写真8

は，たまらない場所だろう。邪馬台国九州説も

酒寿司

あながち幻ではないと感じた。
② 霧島温泉

りの寿司が原因だったかもしれない。

鹿児島空港でレンタカーを借り，霧島へと足

さて，鹿児島市内で温泉を楽しむとすれば，

を伸ばす(写真7)。ドライブの道すがら，あち

城山温泉の露天風呂がお勧めだ。朝早く起きて

らこちらで蒸気が立ち上り，硫黄の匂いがする。

朝風呂につかると，桜島からゆっくりと上って

まさしく活火山の温泉そのものだ。地鶏を食べ，

くる御来光を湯の中から拝める(写真9)。

焼酎を飲む。霧島温泉の湯量はきわめて多く，
ふんだんな湯で満ちた露天風呂に身体をノビノ
ビと伸ばすことができる。

③ 龍神温泉
和歌山市内からレンタカーで山の中を走る。
大半が山で占められている和歌山県では，車を

ところで，鹿児島市内で一風変わった寿司を

走らせると，徐々に山奥深くなる。四方が杉や

食べた。その名も「酒寿司｣(写真8)。かつての

檜の林で，日高川が谷を縫うように流れている

土地柄から酒を飲むのが憚られた婦人達は，酢

(写真10)。ここなら龍が出たとしても，ちっと

の代わりに日本酒を使って寿司飯を作った。そ

も不思議ではなかろう。

れが現在まで続いているそうだ。これが意外と

そんな神秘に満ちた山奥の龍神村にひっそり

いける。酢で作った寿司とほとんど変わらない

と龍神温泉がある。小説「大菩薩峠」の主人公

が，顔がいくらか赤くなったのは，やはり酒入

机竜之助が失明した眼を洗ったとかいう滝も，
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写真9

桜島

写真10

龍神村

写真11

長良川

御利益がありそうで情緒がある。
夕食は山奥の料理で，猪やら熊が出た。山賊
になった気分で夜道に出ると，ホタルがゆるゆ
ると舞っている。そして温泉に浸かる。美人の
湯というのがうたい文句だそうで，アルカリ性
の湯がまったりと肌にまとわりつく。取り立て
て観光者向けの温泉地ではないが，女性には大
喜びの温泉に違いない。
◆変わり種の温泉
変わり種の温泉もある。
① 長良川温泉
岐阜市にある長良川温泉。市内をゆったり流
れる長良川のほとりに温泉がある(写真11)。た

に入る。湯は茶褐色。鉄成分が含まれているの

またま投宿日は小生の誕生日であった。頼みも

だろう。泥の湯に浸かった気分で，下を見ると

しないのに，｢一部屋だけ露天風呂付き個室が

何も見えない。それでもポカポカ温まるには十

空いています」との粋な計らいで，個室露天風

分だ。有馬温泉には派手好きな秀吉お気に入り

呂のある部屋へ案内してくれた。閑散期とはい

の黄金の湯があるが，それに比べ，質素な感じ

え，嬉しいプレゼントとなった。

の中にほのぼのとした味わいがある。個室露天

夕暮れ迫る中，岐阜城のある金華山を汗をか
きかき上り，市内を眺めた。それまで織田信長

風呂からは，湯につかりながら長良川に映える
満天の星空を楽しめた。

が岐阜にこだわった理由が理解できなかったが，

② 指宿温泉

山上に立つと得心がいった。東海道と中山道か

ご存じ，砂風呂で有名な温泉だ。話には聞く

ら上洛する様子が一目で見て取れるのだった。

が，一体どんな温泉なのか，興味津々訪れた。

IT なぞなかった時代だ。人の眼しか信用できな

鹿児島空港からカーナビの指示で指宿温泉に

い。京都へ上る軍勢に眼を光らすのには格好の

到着した。温泉とはいうものの，地熱で温めら

レーダ基地そのものだったのだろう。

れた砂にスッポリ埋まり，体を温める仕掛けで

さて，長良川でとれた新鮮な鮎を食べ，温泉
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第に熱が回り，カチカチ山の狸状態となって，

港に出向いた。17 : 35 発，旭川には 19 : 10 着の

アチチと叫びながら飛び出した。そして普通の

フライトであった。

風呂に駆け込んで，体に纏わり付いた砂を落と
した。

不安が的中した。羽田空港の案内板に，旭川
からの機材到着が大幅に遅れ，出発が遅延され

九州で驚いたことがある。電車に乗ると，英

るとのこと。仕方なく，空港のビジネスラウン

語はもちろんのこと，中国語と韓国語のアナウ

ジで案内を待ちながら生ビールグラスを傾ける

ンスが飛び込んでくるのだ。それほど観光客を

こととした。その夜は花神楽温泉を予約してお

呼び込んでいるのだろう。指宿温泉の旅館で普

り，夕食は 20 : 00 までだった。到着が遅れるこ

通の温泉につかっていると，顔かたちはどう見

とを 電話したら， 「折り詰めに して置いて お

ても日本人なのに解読不明な言語で話し合うグ

く」との宿の計らいだった。嬉しくなった。何

ループに遭遇した。

しろ，地方巡業ではレストランの早終いに泣か
されたことは一度や二度でない。

◆お安い温泉

さて，30 分遅れのはずが 1 時間遅れ，さらに

温泉宿にもピンからキリまである。個室の風

90 分遅れとどんどん延長した。そのたびにグラ

呂がある高級宿から，トイレは共同なんてのも

スが空っぽになっていった。酔い心地の上に，

ある。施設はしっかりしているのに，安く泊ま

夕食も確保できている。気持ちがだんだん大き

れた宿を披露したい。

くな り，不安はい つしか遠のい た。どうに か

お買い得の宿はいくつかのタイプに分類でき

20 : 30 頃旭川空港に着くことができた。その時

る。まずはあまり有名でなく，アクセスも良好

には低気圧は旭川を通過していた。しかし，道

でないゆえの安さがある。この分類では，老神

路は一面の雪。しかもアイスバーン状態だった。

温泉を紹介したい。次に，公営施設。お勧めは

夜が遅いのを気にしてか，タクシーは時速 90

名寄温泉，旭川花神楽温泉，天岩戸温泉がある。

km でビュンビュンとばす。地元のプロだから

最後に，ビジネスマンをターゲットにした宿で，

慣れているのだろうが，背筋に冷たいものが走

部屋は広くないが，食事と温泉は十分な宿があ

り，羽田でのほろ酔い気分はすっ飛んだ。

る。

宿は旭川空港にほど近く，15 分くらいだった。

出張で利用して安かったのは，上山温泉，浅

夕食は重箱で部屋に届けられた。それを食して

間温泉，皆生温泉だ。いずれも老舗の宿だった

から，いざ温泉へ。これが素晴らしい。低気圧

が，単身者向けの部屋に泊まった。聞くと，昔

が通り抜けた空は，澄み切った漆黒の満天に目

は温泉にも観光バスが停まり，運転手やバスガ

映いばかりの星が宝石さながら煌めく。しかも

イドのために個室を用意していたのだそうだ。

周りは真っ白。幻想的な雰囲気の中，室内でゆ

旅行が多様化した昨今，観光バスが停まるのは

ったり暖まってから露天風呂に。氷でツルツル

余程の観光地しかなくなった。そこで，少しで

すべる足元に気をつけながら，2ヵ所の露天風

も客を呼ぶために知恵を絞っているらしい。イ

呂を回った。コンコンと湯がわき流れる中，広

ンターネットで検索すると，簡単に見つけられる。

い露天風呂に手足を思う存分のばし，雪見風呂

もっとも，筆者の温泉巡りは冬が多く，季節

を満喫できた。料理は重箱でも内容は素晴らし

外れという点が安さにつながっていることをご

く，温泉も大満足。それでいて料金は正月明け

容赦いただきたい。

ということも手伝い，食事付きで 8,000 円！。

① 旭川花神楽温泉

ところで 2010 年は憑いている年だった。2 月

2010 年の正月早々であった。あいにく前日か

に熊本に出張したが，霧で視界が悪く，熊本空

ら北海道上空に強い低気圧が接近し，吹雪模様

港上空を航空機は 1 時間ほどゆっくりとグルグ

との予報だった。不安を覚えながらも，羽田空

ル回り，ついに諦めたパイロットは福岡空港へ
－289－
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向かった。そこからは電車を乗り継いで熊本へ。

ど印象に残っていないが，神話の国での湯浴み

予定を 3 時間も遅れ，楽しみにしていた熊本の

に感慨深いものを感じた。

馬刺しを食べ損なった。

翌日は講演に間に合うべく，レンタカーをと

不運は続く。よもやのことに羽田空港が霧で

ばした。途中，飫肥(おび)に立ち寄った。飫肥

封鎖される事態があった。ちょうど長崎からの

天をご存じだろうか？ 薩摩揚げは全国的に有

帰りで，早朝の長崎空港で羽田の大混乱を知っ

名だが，小生は黒砂糖の入った飫肥天の方が好

た。もう一泊したいところだったが，15 : 00 に

物だ。レトロな雰囲気の残る城下町だった。町

は重要なアポがあり，焦った。11 時頃にようや

内には一日限定数の玉子焼きの小さな店があっ

く飛行が再開されたと連絡があった。出発は予

た。玉子焼きしか売っていない。よほど美味し

定便順とのことで，予約していたフライトは 3

いに違いないと店に声をかけたが，時すでに遅

時間遅れの 14 時頃に出発するとのこと。慌て

く，限定分は予約完了と。次の機会には，ぜひ

てカウンターに行き，一番早い便に変更しても

食べてみたい。

らった。最後の一席が最後尾に残っていたのが
せめてもの救いだった。

宮崎市では市民を聴衆に臨床検査の話をし，
終了後には郷土料理を食べることとした。グル
メの案内を見ると，伊勢エビが名物らしい。伊

② 天岩戸温泉
「いつもあなたは旅行できて良いわね｣。こん
な妻の視線が背中につき刺さり，宮崎市での講
演には妻を同行することにした。講演会は日曜
日午後だったので，土曜日に宮崎入りし，妻が
長年行きたがっていた高千穂峡に連れて行くこ
ととした。写真で見る光景は流れ落ちる滝の下
をボートがゆっくり行き交う優雅なものだった
が，実際には大勢のボートがトラフィックジャ
ム化 し ， あ ち こ ち で ぶ つ か り 合 う 様 で あ っ た
(写真12)。
夜は天岩戸温泉(写真13)。カッポカッポと音
がする竹筒に入ったカッポ酒を飲み(写真14)，
高千穂神社で夜神楽を楽しむ。温泉自体はさほ

写真13
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写真12

写真14

高千穂

高千穂かっぽ酒
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勢の名物とばかり思っていた伊勢エビが，実は

なら，店頭に陳列している焼き物を探して買う

水揚げ量は宮崎のほうが多いとか。フルコース

だろう。が，彼は違った。まずは陶芸作家が代

の伊勢エビ料理で財布は一挙に軽くなってしま

表作を展示している陶芸館を訪ね，そこでお気

ったが，たまには妻孝行もしなくっちゃ。

に入りの作家を窯元に訪ね，直接に作家から買
うという方法だった。実際，作家心理として，

◆こんな所に温泉が？

自分の気に入った作品はなるべく手元に置いて

旅ゆ～けば～。えっ，こんな所にも温泉が！？

おきたいらしく，さほどでもない作品を売って

たとえば，東京都内の鴎外温泉，京都市内の

生計を立てているのだそうだ。

嵐山温泉(今では有名になったが)，名古屋市郊

さて，彼のお眼鏡にかなった作家の住所を陶

外の犬山温泉，千葉の富津温泉，奈良市内の宝

芸館で確認し，3 人の作家宅を訪ねた。流石に

来温泉など。地元の大学の人も知らない温泉を

物が違う。作家宅で見た陶器は，素人の小生で

見つけ出しては訪ねるのも一興だ。

すら，惚れ惚れとする逸品ばかりだった。特に

ここでは，外国人もびっくりの温泉を紹介し
①大

人間国宝と称されている作家の作品には，ただ
ただ驚嘆するばかりだった。

たい。

くだんのアメリカ人は気に入った陶器を手に

津

外国人客員教授を招いたときのことだ。来日

とり，是非とも手に入れたいと思った。それは

早々でホームシックの彼を見かねて，気分転換

理解できる。が，彼は多くの陶器を集めたいた

に滋賀大学への出張に連れていくことにした。

めか，途方もないディスカウントを要求した。

宿は大津市にした。市内には温泉はないだろう

そもそもが値段など付けようもない代物だ。彼

と思っていたが，温泉国のご多分にもれず，立

は作家が 10 万円にしておきますという花器を

派な温泉ホテルがあった。展望温泉風呂からは

嘱望し，思いっきりのディスカウントを願った。

琵琶湖が眺められる。アメリカ人はすっかり温

英語の通じない作家との交渉役は，見回しても

泉が気に入った。夜は近江牛すき焼きを食した

小生しかいない。日本人ならとても恥ずかしく

が，頬がとろける美味しさで，彼も気に入って

てできない交渉役をやむなく買ってでた。10 万

くれた(写真15)。

円が 8 万円になり，7 万円，遂には持ってけ泥

アメリカ人ながら，小生以上に日本通の彼は，

棒とばかり 5 万円になった。彼はようやく財布

陶器に造詣が深かった。お気に入りは備前焼。

の紐を解いて 5 万円で立派な花器をゲットした。

そこで，滋賀大学の帰りに信楽を訪ねた。普通

以来，国内出張には事情の許す範囲で同行し
た。そしていつも陶芸作家宅を訪問しては，お
買い得を楽しんだ。
後日談になる。数年後，サンフランシスコ市
内にある彼の邸宅を訪ねたところ，広いリビン
グに所狭しとばかりディスカウントの最高級陶
芸品が陳列されていた。
②高

知

高知に出張した折り，市内に温泉はないもの
か探した。ヒットしたのは，土佐 24 万石 山内
家の下屋敷が変身した三翠園だった(写真16)。
元大名屋敷の広大な庭園の中に宿があり，近く
には鏡川も流れて，早朝に散策するととても気
写真15

大津

持ちが良い。歩いてすぐの高台に高知城がある。
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写真17
写真16

ダブリンでの昼食会

山内家下屋敷跡

理を頂戴した(写真17)。何しろ時差で体は夜。
土佐に縁のなかった山内一豊は，それまで土佐

勧められるアルコールを拒む理由なぞなかった。

を治めていた長宗我部一族の残党と苦戦を強い

午後に会議があるにもかかわらず，ワインがつ

られ，高知城を築くには，相当な苦難があった

いつい進んだ。

そうだ。そんな苦労話も今は昔。天守閣から眺

それにしても飲み過ぎ，午後にはすっきりす

めた景色はいかにも南国土佐にふさわしく，穏

べく，コーヒーをオーダーした。ウェイターが

やかで素晴らしかった。

持ってきたメニューの一番に Irish Coffee とあっ

料理は勿論，鰹がふんだんに盛られた皿鉢料

た。アイルランドに来てアイリッシュコーヒー

理。酒は「酔鯨」。ほどよい機嫌で温泉に行く

を 飲 ま な い 訳 に は い く ま い 。 す か さ ず 「 Irish

と，季節外れもあってか，意外と入浴客が少な

Coffee, please !」と言ったら，同席のアイルラ

い。湯気の向こうに日本人らしからぬ御仁がい

ンド人が一斉にニヤニヤ。理由はすぐに分かっ

る。話しかけてみたら，アイルランド人だった。

た。コーヒーを一口飲んだだけで酔いが倍増。

こんな所で外国人，しかもアイルランド人に出

というのも，コーヒー，ミルク，ウィスキーが

会うとは！

1 : 1 : 1 でブレンドされてたのだから。アイルラ

たまたま 5ヵ月後にアイルランドのダブリン
大学を訪ねる予定だった。そこで，彼にダブリ

ンド人はクリスマスにしかこのコーヒーを飲ま
ないとか。無知ほど怖いものはない。ヤレヤレ。

ンでお勧めの場所を聞いた。まずはギネス。こ
こではビール工場の中身が再現され，階を上る
ごとにビールの醸造プロセスが説明されている。

◆海外の温泉
世界に眼を転じると，意外にも温泉があちこち

最後に最上階は 360 度の展望室になり，ギネス

にある。マグマの上に饅頭の薄皮よろしく土地

ビールを飲みながらダブリン市内をじっくり味

が乗っかっているわけだから，どこに温泉が噴

わえるそうだ。次いでパブ。アングロサクソン

き出ていてもちっとも不思議ではない。ドイツ

に追いやられたケルト人の気質がみなぎり，ア

のバーデンバーデン，モーツアルトやベートー

イルランド独特のウィスキーを飲みながらアイ

ベンも利用したウィーン郊外のバーデンが有名

リッシュダンスを堪能できるそうだ。

だろう。そもそも，ドイツ語のバーデン(Baden)

ここで余談だが，アイリッシュコーヒーをご

自体が「入浴する」を意味する。

存じだろうか。海外の大学訪問では，東方から

そういえば思い出した。箱根で湯けむりの中

来た遠来の客人を招くとかで，いつも大歓迎を

に温泉大好きドイツ人がいた。彼はドイツの温

受けた。ダブリンでもランチにはフルコース料

泉をしきりと自慢した。その自慢とは,「混浴で,
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日本統治下の悪印象が色濃く，市民投票で「ブ
サン」が圧倒的支持を得たとのことであった。
東萊温泉は鄙びた日本の温泉とはすっかり異
なる。むしろ，健康ランドのような感じだった。
広い室内にいくつもの湯舟があり，次から次へ
湯舟を渡り歩いた。
釜山の料理と言えば，焼き肉と海鮮料理(写
真19)。前日に定番の焼き肉を食べたので，敢
えて海鮮料理に挑戦することとし，ウナギ鍋を
注文した。店員が鍋を静々と運んで来て，新鮮
ですよとばかり蓋を開けてみせた。アッと息を
写真18

韓国釜山の東萊温泉

飲んだ。そこには，黒い細長の物体がクネクネ。
一挙に食欲がなくなった。それもつかの間。美
味しそうな匂いにマッコリ酒の酔いが手伝って
罪悪感は霧散し，蒲焼きとはまるで違ったウナ
ギ料理を味わえた。
◆温泉での失敗談
好事魔多しとは言うが，温泉巡りをしている
うちに失敗やら思わぬことに出くわしたことも
少なくない。恥を忍んでこぼれ話を披露したい。
① 脇田温泉
博多の奥座敷。こんな宣伝文句に惹かれ，福

写真19

韓国焼き肉

岡市内から車で小 1 時間かけて脇田温泉に向か
った。玄界灘名物の「クエ」が食べられるのも
魅力だった。

しかもご婦人は裸をまるで気にしない」。筆者

露天風呂につかっていたら，ちらちらと白い

がドイツに出張すると言ったら,「Don’t miss hot

ものが舞い降りてくる。手に取るとすぐに消え

spring !」と，別れるまで三度も宣った。よほど

た。ゆったりと風流に浸りながら，雪見温泉を

に嬉しい思いをしたに違いない。

楽しんだ。

ハンガリー，スペインなどにも名だたる温泉

朝起きてみてビックリ。一面が銀世界に化し

がある。いずれの地も出張で訪れたが，仕事優

ていた。朝食もソコソコに，宿にタクシーの手

先なので，レンタカーを借りなければ行けない

配を頼んだ。待つこと 30 分。すぐに来ますと

場所は断念せざるを得なかった。

いう番頭の言葉とは裏腹に，一向に車が来ない。

海外で唯一楽しめた温泉が，韓国釜山にある

玄関から外を見ていたら，バスがチェーンをつ

東萊温泉(トンネオンチョン)だ(写真18)。韓国

けてノロノロ走っているではないか。慌ててバ

最古の温泉で，新羅時代から愛用されていたと

スに飛び乗った。どの世界も同じだが，慣れな

か。温泉はオンチョンと発音し，日本語に近い。

いことは大変だ。旭川の運転手氏に比べ，おっ

話はそれるが，釜山をプサンと発音される人が

かなびっくりで九州のバスはゆっくり進んだ。

大半だろう。ところが現地ではブサンと発音し

それでもバスターミナルで JR に乗り換え，3 時

ていた。不思議に思って聞いてみると，前者は

間ほどもかけて，やっとこさ九州大学へたどり
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着いた。もちろん，予定の時刻は過ぎており，

ことはあり，危なげなく大学に到着できた。く

平身低頭であった。

わばら，くわばら。

以来，翌朝に予定がある場合は大学の近くに
投宿することに決めた。

③ 弥彦温泉
新潟にも温泉は多い。ネーミングが気に入っ

② 浅間温泉

て，弥彦温泉に泊まることにした。が，不覚に

過去の反省はすぐに活かすべし。信州大学へ

も，その 2 週間前に右足を強打した。

出張した折り，徒歩で 15 分ほどの浅間温泉に

打撲だから痛いのは当たり前。医者の不養生

泊まることとした。ここも老舗の宿がいくつか

よろしく，X 線検査もせずに湿布をして様子を

あり，一人でも宿泊できる宿をインターネット

見ていた。一向に痛みがとれないものの，その

で選んだ。

うちに治るだろうと高をくくり，良くない患者

雨模様の中，松本駅に降り立った。タクシー

の見本を地でいった。

で浅間温泉に着いてまずは驚いた。ガラガラと

さて，弥彦温泉には早く着いたので，弥彦神

玄関を開けて入った小生の顔を見て，いきなり

社に参拝して弥彦山頂にある奥の院御神廟まで

番頭が「“ナラ” 様，ようこそいらっしゃいま

行くことにした。もちろん右足は疼くように痛

し｡」と宣ったのだ。有名人でもないし，指名

かったが，ロープウェイで弥彦山に到達し，そ

手配されているわけでもない。首を傾げながら

れから尾根伝いに細い山道をトコトコ歩いた。

部屋に入った。

あたかも新緑の季節で，澄んだ空気がおいしか

謎はすぐに解けた。夕食後に温泉へ｡「ご自
由に」との番頭さんの声で，まずは 1 階にある

った。山頂からは遠く日本海が望め，気分は爽
快だった。

風呂。次いで 3 階の大浴場と露天風呂。最後が

泊まった弥彦温泉には竹下夢二の絵が随所に

4 階の家族風呂。しかし，どの湯に入っても，

飾られ，香が焚かれて趣があった。屋上の露天

人っ子一人いない。そういえば，ライトは廊下

風呂からはこぢんまりした町並みが望め，田舎

の安全灯だけで館内が暗く，風呂に入るたび点

の温泉という感じにゆったりした気分を味わえ

灯しなければならなかった。ナ，何と，4 階建

た。

ての立派な宿に，宿泊客は私一人 ！ 妖怪屋敷

温泉に入ったものの，一向に右足の痛みは消

に迷い込んだのか？ これなら有名人ならずと

えない。やむなく帰京してから X 線検査を受け

も，予約簿から個人を同定するのはいとも簡単

たら立派な骨折であった。温泉の薬効がないの

なわけだ。

も宜なるかな。慌ててギプスを巻いたが，時遅

さて立派な温泉を一人占め。露天の樽風呂に

し。治癒が遅れたのは年齢のせいばかりではな

つかっていたら，空から白いものがチラチラ。

い。早期発見・早期治療の重要性を説く医師に

またもや雪見湯。先ほどまでの雨が，夜が更け

あるまじき行いだった。医者ともあろうものが，

るとともに結晶しているらしい。脇田温泉の悪

恥ずかしきことこの上なし。

夢が脳裏をかすめる。だがここは大学のすぐそ
ば。這ってでも行ける。
案の定，翌朝は白銀の世界と化していた。が，

イヤー，本当に温泉っていいですね。日本に
生まれてよかった！

宿でタクシーを頼むとすぐに来た。雪国だけの

読者の方にはさまざまな趣味をお持ちの方がおいでかと思います。
編集室では本コラムへのご投稿を心よりお待ちいたしております。
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