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薩南諸島の旅

まえがき

　これは、1998年 10月 1日から 23日間に渡って行った旅の記録です。

　私はこの年の6月初旬に椎間板ヘルニアの手術を受けており、退院後初の長旅になりまし

た。しかも自転車によるという、決して術後に適した旅とは言えない方法にて行ったもので

す。これは、私の健在ぶりをまわりの方々に知っていただく意味と、自分自身が、我が身の

回復ぶりを確認する意味がありました。後者の意味が強かったのは、言うまでもありませ

ん。

　旅の模様は、私が主宰しているホームページ「Internet Photo Magazine Japan（http:/

/www.apn.co.jp/photo/）」の「Interactive Photo Report DO-YAH」のコーナーに、リ

アルタイムに近いリポートを掲載し続けました。入院の模様も入院中に病室から発信してい

ましたから、読者の方々に健在ぶりを示せたのはよかったと思っています。

　従いまして、このリポートは、インターネットに載せたリポートを加筆修正したもので

す。写真は、中判コンパクトカメラ撮影のポジ、35mmコンパクトカメラのネガ、35万画

素デジタルカメラで撮影されたものをスキャンしてレイアウトしました。

　内容は、深く掘り下げることなく、淡々と綴っています。これは、島に関われば関わるほ

ど、書けないことが増えてしまっているからです。それでも、私の文章の中から、何かを読

んでいただければ幸いです。
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使用機材

カメラ関係
FUJIFILM DS-8、2MBスマートメディア x2、ニッカド単 3（1,000mAタイプ）x4、FUJIFILM

GA645、220サイズカラーリバーサルフィルムx15、予備電池（CA123Ax2）、RIC0H GR1、IS0400

ネガカラーフィルム x2、予備電池（CR2x1）、LPLミニ三脚（脚長 15cmくらい）

電子機器
CASIO CASSIOPEIA A-55V、コンパクトフラッシュメモリー（20MB、4MBx2）、コンパクトフ

ラッシュ PC カードアダプター、スマートメディア PC カードアダプター、ニッケル水素単 3

（1,500mAタイプ）x4、充電器（デジカメの電池もこれで充電）、ASTEL PHS AP-15、ASTEL

DATACARD XN-11、ケーブル、充電器、TDK M0DEM DF3314E、ケーブル、マイクロカセッ

トレコーダー、テープx2、YAESU FT-728（緊急連絡用ハンディアマチユア無線機）、ザウルスPI-

4000、シェーバー、二股コンセント、単3アルカリ乾電池 x12、腕時計（プロトレック・トリプル

センサー）

自転車関係
PEUGEOT DIAMONDSPRINGS改（MTB）、Specializedサイクルコンピューター、空気入れ、リ

アキャリア、リアサイドバッグ、輪行袋、パンク修理キット、レンチセット、ボトルホルダー、軍

手、予備チューブ、ガムテープ、ワイヤー、ライト、防水バック

キャンプ用品関係
DUNLOP R-207（2人用テント）、UNIFLAME エアーマット、シュラフ（3シーズンダウン）、ゴ

アテックスシュラフカバー、へッドランプ、キャンドルランタン、予備キャンドル、蚊取り線香、ト

イレットペーパー、ミニスコップ、ロープ、ガソリンストーブ、風防、予備燃料1L、ライター、コッ

ヘルセット、シェラカップ、ビクトリノックスアーミーナイフ、レザーマンツール、アウトドアグ

ローブ、グランドシート、竿&リール、フォーク、スプーン、泡盛入りフラスク、コーヒーセット

（豆、フィルタ、ハンドミル）

衣類等（着ているもの含）
長袖Tシャツ（コットンx2、化学繊維x2）、長袖シャツ、トランクスx4、海パン、短パン、登山用

化学繊維長パン、靴下x4、ヒモ、洗濯挟、軽登山靴、サンダル、ソフトコルセット、タオルx2、石

鹸、シャンプー、歯磨きセット、クシ、日焼け止め、薬品セット（胃薬、絆創膏など）、双眼鏡、ミ

ニノート、ペン、ティッシュ、ウェトティッシュ、財布、現金、カード、免許証、文庫本 4冊、首

を支えるエア枕、折畳傘、雨合羽、帽子、眼鏡、小型ザック、ザックカバー、大型ウエストポーチ
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行程表

これは持参した予定表で、実際とは異なります。（10/14以降）

10/1 羽田 0630発　JAS549便で奄美大島へ　奄美大島 0845着

ツーリング開始

10/2～ 3 奄美大島滞在

10/4 奄美大島名瀬港 0700発　十島村村営船「としま」乗船

トカラ列島の旅開始

口之島 1800着　以下、鹿児島着まで船は「としま」

10/5～ 6 口之島滞在

10/7 口之島 0510発　小宝島 1150着

10/8 小宝島 0745発　諏訪之瀬島 1010着

10/9 諏訪之瀬島滞在

10/10 諏訪之瀬島 0920発宝島 1240着

10/11 宝島 1030発　中之島 1640着

10/12～ 13 中之島滞在

10/14 中之島 0630発　悪石島 1010着

10/15 悪石島 0920発　鹿児島 2100着　トカラ列島の旅終了

10/16～ 22 屋久島、種子島を巡る予定

10/23 鹿児島 1940発　JAS378便で羽田へ
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10月1日　新宿－奄美大島

　さぁ旅が始まるぞ、と張り切って朝4時に起き

たのだが、無情にも外は雨。とほほ、と、出鼻を

くじかれる。

　早起きは、奄美大島直行便が朝6時半発しかな

いから仕方ないんだけど、これ、始発だと思って

いたら、上には上がいるもので、6時 20分の那

覇行きANAが始発でした。ひょええ。

　新宿の自宅からは、徒歩7分で地下鉄丸の内線

の新宿御苑駅なんだけど、地下鉄では始発に

乗ってもフライトに間に合わない。で、小雨降る

中、自転車で JR新宿駅まで行き、そこで自転車

を輪行袋にパッキングして山手線に乗り込んだ

のでありました。

　それにしても、その荷物の重いことといった

ら！

　5 0 m 歩くごとに小休

止。階段は2往復。おかげ

でヘロヘロ。羽田空港駅

からはカートが使えると

思っていたんだけど見当

たらず、モノレール改札

の係員に聞いたら、あか

らさまに無視。ああ、この

国は旅人に冷たい。ずる

ずる荷物を引きずって

JASのチェックインカウ

ンターに。

　厳重な荷物チェックとボディチェックを受け

（腰を保護するコルセットしているので、金属探

知器に反応してしまうのだ）、ようやく飛行機に

乗り込む。

　ほとほと疲れた。ああ、寝たい。

　とはいえ、私は高いところも苦手なら飛行機

も駄目で、もう50回以上は飛んでいるというの

に、ちっとも慣れない。緊張しているのか眠れな

いし、実は、トイレに立ったことすらないのだ。

　ヘッドホンで音楽を聞いて気を紛らわせるの

がいつものパターンなのだが、今回乗ったMD-

81には未装備。とほほ、と、定刻をやや遅れて

奄美空港に到着。なかなか奇麗な空港だったが、

荷物の引き渡し場所の床に 5センチくらいの蟹

がいたのには驚いた。海上空港だからなのだろ

うか。珊瑚礁埋め立ててウラメシヤ、とか。（同

じく海上空港である長崎空港は、蟹の這い入る

隙間なく、という感じだったけど）

　天候は晴れ時々曇一時雨という、南国お馴染

みの状態。晴ベースはありがたいのだが、とにか

く暑い。

　雨は、出発準備中に15分間の土砂降りがあっ

たが、出発後は、降っても雨具を着る程にはなら

なかった。だいたい2時間おきくらいで5分ほど

パラパラと降る。

　空港前で準備をしていると、タクシーの運転

手が話しかけてきて、地図をくれた。こういった

現地情報は本当にありがたい。

　結局出発出来たのは10時近くで、まず北の「あ

やまる岬」に向かった。

　漕ぎ初めは軽登山靴に長パンだったのだが、

30分もしないうちに道

の脇で短パンとサンダ

ルに着替えてしまった。

車がほとんど通らない

ので、パンツ姿も、

まぁ、いいでしょう。

　時々自転車を止めて

調整を繰り返し、5km

の道のりを 1時間かけ

て「あやまる岬」到着。

　 う ー ん 、 南 の 島

だぁ！

　島の北の外れまで行きたかったのだが、今日

はウォーミングアップなので無理をせず、名瀬

市へ向かうことにする。

　岬から空港まで、海沿いにサイクリングロー

ドが整備されていたので、戻りはそこを通った

のだが、このコースは自信を持ってお薦め出来

る。これぞ奄美大島、という感じの海岸線が続

く。時間が許せばしばらく干潟で遊んで行きた

い所だった。

　後ろ髪引かれる思いでエッチラオッチラ名瀬

を目指す。

　途中の雑貨屋で食料と水分を補給しようとし

たのだが、どういう訳かどこも鍵がかかってい

て営業していない。しかし、その謎はすぐに解け

た。近くの小学校で運動会があり、そこに人が集

まっていたのだ。

山手線内の大荷物
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　私もしばらく見学し、郷土芸能風の踊りを堪

能させていただいた。

　結局その集落では買い物出来ず、次の集落で

パンと飲み物を仕入れることが出来た。

　頻繁に休憩を挟みつつ、名瀬へ向かったのだ

が、龍郷町役場近くの「どうくさぁや館」という

保養施設で停滞することにした。疲れが予想以

上に出てしまったのだ。「どうくさぁや（お元気

ですか）」どころではない。

　入浴料 500円で風呂に入り、結局 15時まで、

1時間半くらい停滞した。和室で少し寝るつもり

だったのだが、テレビを見始めた人がいたので、

寝転がりながら、携帯端末でインターネット用

の原稿を書いた。

　その後、名瀬へ向かったのだが、バテバテで

ちっともペースが上げられない。腰の調子も今

ひとつ。

　結局、名瀬に着いたのは16時過ぎ。ダイエー

での買い物&パッキングに意外に手間取り、市

役所の観光課に行けたのが17時30分頃で、当然

クローズド。

　港で 3日後に乗る予定の十島村村営船「とし

ま」のことを調べようと思ったんだけど、ターミ

ナルにあたるものは一切なし。近くの釣具店で

聞いてみたら、「いつもその辺から出てる」とい

うことで、いきなり行って乗るものらしい。

　陽も暮れてしまったので、今日はこの辺りで

キャンプすることにする。前述の釣具店による

と、「夏は奥でキャンプしている人が大勢いる」

ということで、港の中にテントを張った。念のた

め釣りをしているひと何人かに聞いてみたのだ

が、「土砂運搬船の方じゃなかったらいいよ」と

のことだった。

　釣り具店は、情報だけでなく、水ももらってし

まったので、ルアー 2個を購入。

　テントサイトは、近くにISDN公衆電話もある

し、と思ったら、PHSが使えた。奄美空港での

タクシー運ちゃん情報は確かだった。島内で

PHSが使えるのは名瀬だけらしい。携帯電話は

全島OKだけど。

　テントを張ったら夕食の準備。ところが、箸を

買い忘れたことに気付き、港の近くを徘徊する

羽目に。商店はすでに閉っていたので、結局弁当

屋さんで箸だけもらった。ありがとうございま

した。

　今夜のメニューは、米を炊き、レトルトカレー

をかけ、バナナとキウィフルーツ。旅の間は、だ

いたいこんなメニューになってしまう。

　インターネットへデータを送ったり、ヘッド

ランプの明りで本を読んだりした後、寝袋に潜

り込んだのでした。

空港近くの海岸

理想のキャンプサイトとは言い難いけどね

運動会が見られて得した気分
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10月2日　奄美大島2日目

　キャンプサイトは港の中とあって、深夜まで

土砂の積み込み作業音は響くは、早朝出船の音

は轟くはで、何度も起こされる羽目に。とはい

え、テント内がサウナと化す8時半くらいまで寝

てましたが。

　パン、バナナの朝食を採り、出発したのは9時

半頃。天候は相変わらず晴れベースに時々曇&

にわか雨。

　体力の衰え、腰の具合の悪さから、奄美大島一

周は早々に諦め、本命のトカラ列島に備えて体

調を整えることに専念することにした。レンタ

カーを24時間5,000円で借りれば一周はたやす

いんだけど、今回はビンボー旅に専念するので

パス。また来る機会もあるでしょう。（奄美南部

の加計呂麻島で行われる

シーカヤックマラソンに

来年行く可能性もある

し）

　まず、市内の奄美博物

館へ行った。入館料 300

円也。

　エアコンの効いた館内

のトイレで歯を磨き、休

憩。

　時間をかけて展示物を

堪能した後、ビデオを見

ながら原稿を書いた。

　11時頃、ようやく博物館を出発。本来なら昨

日泊まるはずだった小浜キャンプ場を目指す。

　が、キツイ峠で、遅々として進まない。

　何度も休憩をとり、ようやく大浜海浜公園へ

到着。公園直前にものすごい長い急な下り坂が

あり、また上るのが嫌で、今日はキャンプ場に停

滞することにする。

　大浜海浜公園内の小さな水族館の受付でキャ

ンプ場のことを聞くと、隣の施設だという。受付

の方が、今日は休みだというそこの管理人の自

宅へ連絡をとってくれた。キャンプ場の利用は

もちろんOK。ガイドブックには使用料無料と

あったのだが、今年から 300円に改定されてい

た。

　折角だからと、水族館も見学することにする。

涼しいし。で、800円也。映像関係も全て見た。

　キャンプ場は隣の施設だったんだけど、1km

くらい離れていた。しかも、途中に柵がしてあ

り、自転車お断りになっている。徒歩でキャンプ

場まで200mくらい歩くと、先客がひとり。徒歩

旅行中とのこと。

　テントサイトは芝生で、目の前に砂浜が広が

り、屋根付きの休憩所、炊事場、シャワーまであ

る。

　まさに、絶好のロケーション。

　徒歩で自転車の所まで戻り、ちょっと狡をし

てキャンプ場まで乗っていった。混んでいるな

ら危険があるかもしれないが、閑散としている

からいいでしょう。

　休憩所の屋根の下で、ご飯とインスタント

ラーメン、缶詰、という昼食をとったのは14時

過ぎだった。

　その後、キャンパーと

話をしたり、釣りをした

り（釣れなかったけど）

して過ごし、夕食は 20

時頃、ご飯、ソーセージ、

バナナ、キウィフルー

ツ、カップスープ、とい

うメニューで採った。ゴ

キブリの多さには閉口

したけど。（わさわさ

寄って来るのだ）

　その後は、釣りに行っていた別のキャンパー

も加えて3人で深夜1時過ぎまでビールと黒糖焼

酎で飲んだくれてたのでありました。

いやあ、かなりバテてますねぇ

キャンパーたちと集合撮影
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10月3日　奄美大島3日目

　朝は 8時起床。テントが山影になっていたた

め、9時過ぎまでは寝られそうだったのだが、管

理人に起こされ、金を取られた。

　今朝は雨も全く降りそうになく、快晴。

　朝食のメニューだったパンを野良猫に食われ

てしまったので、カロリーメイトのような箱入

り食品とキウィフルーツ 2個と挽きたてのコー

ヒー（旅にハンドミルは欠かせないっ）で食事を

済ます。

　天気がいいので、溜まってないけど洗濯をす

ることにして、海パン一丁になり、石鹸手洗いで

炎天下に干す。

　他のキャンパーはというと、ひとりは今朝の

船に乗るために夜のうちに旅立ち（徒歩の人）、

もう一人は街のコインランドリーへ行ってし

まった。（バイクの人）し

たがって、キャンプサイ

トも海もひとりじめ。

　誰のか判らないけど水

中眼鏡があったので、拝

借して少し潜ってみるこ

とにする。恥ずかしなが

ら私は泳げないので、足

の立たない所へはいかな

かったけど。それでも、

モンガラカワハギ、ツノ

ダシ、子アジの群れ、そ

の他様々な熱帯魚系の魚たちを堪能できた。

ちっとも逃げないので手が届くくらいまで近付

ける。餌付けをしたいところだったが、それに最

適な食料がなくて断念。

　また少しルアーを投げてみたんだけど、すぐ

根掛かりしてしまって、貴重な一個を失った。普

通の針を持っていれば、子アジを釣れそうだっ

たのに惜しい。

　今日は、名瀬に戻って明日の朝7時の船出を待

つのみなので、水のシャワーを浴びた後、パンツ

一丁（海パンは干してある）で日陰に座って原稿

を書いたり本を読んだりして過ごした。ああ、お

気楽極楽。

　結局昼飯もそこで食べ、出発したのは14時近

くになってからだった。

　いきなりのキツイ登りに打ちのめされ、休憩

ばかりで名瀬に向かい、それでも30分くらいで

博物館に着いた。そこの庭で大休止。原稿の続き

を書く。港はそう遠くないので、そこからまずは

昨日の分をインターネットへ送信するつもりだ。

　送信した後、新しい港の方へ行ってみた。

　小浜キャンプ場で得た情報通り、脇の公園は

トイレも水場もあり、テントがひとつ張って

あった。

　で、今日のテントサイトはここに決定。早速テ

ントを張る。

　その後、明日船に乗る古い港を偵察し、ISDN

公衆電話から昨日のデータをインターネットへ

送り、釣具店で仕掛けを買い、食料品店で若干の

仕入れをした。

　テントサイトから釣りポイントの防波堤まで

徒歩1分。行くと、小浜キャンプ場で一緒だった

バイクの人が釣りをして

いた。すかさず餌をもら

う。

　日暮れまで釣り、私は

2匹を釣りあげた。食え

そうな 1 匹を持ちかえ

り、晩飯の足しに。

　塩を擦り込みフライパ

ンでオリーブオイルで焼

いたんだけど、味はイマ

イチ。半分も食べなく

て、残りは猫にプレゼン

ト。

　テントサイトは猫だらけで、今、こうして街灯

の明かりで原稿を書いている周りを数えると、

おお、6匹もいるではないか。うち一匹は、私の

隣に座っていて、まるで私の飼い猫のようだ。

　この後、これを書き終えたら古い港へ行って

明日乗る「としま」を確認し（もう入港している

はずだ）、ISDN公衆電話から今日のリポートを

インターネットへ送り（テントサイトでPHSが

使えるけど）、早目に寝ることにしよう。明日は

早い。

極楽テントサイト
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10月4日　口之島１日目

　結局昨夜もあまり眠れなかった。テントを

張った公園は、若者達の憩いの場所になってい

たようで、しかも、島の若者達はスロースター

ターばかりだった。テントから出なかったので

音から判断するしかないのだが、少なくとも3つ

のグループが、いずれも 23時頃から宴会をス

タートさせ、2時半頃まで騒いでいた。

　まぁ、土曜の夜にそんな所へテントを張る私

が悪いのだが。

　朝は予定通り5時20分起床。外はまだ明るく

なっていない。そこへ、「もしもしカメよ」と歌

いながら渇歩するおばちゃん登場。もっと寝る

つもりでも起こされたでしょうね。

　テントを畳み、顔を洗

い、水を補給し、などの

朝の支度を整え、10分く

らい自転車を走らせて、

定員248人の十島村村営

船「としま」へ。場所は

昨夜確認済みなので問題

なし。ただ、タラップが

急な上に段差付き、さら

には鉄ドアの敷居と、自

転車を持ち上げなければ

ならない所がいくつかあ

り、船員の方に手伝っていただいた。自転車は、

屋根のある甲板にロープで簡単に固定。なぎだ

から平気だそうだ。

　PHSが使えたことを思い出し、慌てて 4日目

出港の原稿を書きインターネットへデータを送

る。終わった所で定刻 7時、「としま」は数人に

見送られて待合所すらない岸壁を離れたのであ

りました。

　天候は曇。朝日は出ず、雲に覆われていて、時

折小雨が降った。

　私は屋根のある甲板でパンとお茶（船内に無

料で用意してある）の朝食を食べた後、2等船室

で寝転がりながら原稿を書いた。最初の来港地、

宝島は10時10分、私が降りる口之島は18時到

着の予定。十島村有人7島のうち、一番南が宝島、

一番北が口之島である。本当に南北に長い村だ。

日本一は伊達じゃない。今回私は平島を除く6島

に滞在する予定だ。

　村営船としまには、ちっぽけな食堂スペース

はあるが、自販機のみである。うどん、タコ焼き、

カップ麺、ビール、ジュース。某船とは違い、船

内だからと言って割増料金にはなっていない。

お湯、お茶は無料だし、電子レンジもあるので食

料は持ち込んだ方がよいだろう。ただし、揺れて

も平気なものに限る。

　結局 1時間くらい寝た。

　としまは、各島々に短時間づつ停泊して進む。

その度に写真を撮る。天候悪化その他の理由に

より来れなくなるかも知れないからだ。停泊は

本当に短時間で、時刻表などお構い無し。荷下ろ

し荷積みが終わったらさっさと出港してしまう。

18時到着予定の口之島にも17時頃着いて、あっ

という間に行ってしまっ

た。

　話は前後するけれど、

昼食は早目の時間に自販

機のうどんを食べた。

350円也。冷凍麺に熱湯

を注ぎ、さらにレンジで

2 分半。なかなかうま

かった。やるな加ト吉。

　その後甲板へ上がって

みると、あれ？　イル

カ？　って感じで群が跳

ねてるじゃありませんか。今イルカが横にいま

す、とか放送してくれるサービスはないらしい。

もっとも、全乗客20人くらいだし、地元民がほ

とんどだから、珍しくもないのだろう。

　イルカは、船に並走していたのではなく、その

場に留まって跳ねていた。カメラ！　と思って

いる間に遠ざかってしまった。一応撮ったけど

点だろうなぁ。

　それは悪石島入港前のことで、その後は、また

来ないかなぁ、とイルカ待ちのため、だいたい甲

板にいた。船の後方部には屋根があり、風と日射

しが一応防げる。しかし、飛び魚ばかりでイルカ

の姿は無し。まぁ、それもいいけど。

　口之島のひとつ手前、中之島からバックパッ

カーの女の子が乗って来たので情報収集。食料

品店の有無などを聞いた。彼女は鹿児島大学の

学生だそうで、鳥を見に行っていたとのこと。珍

かなり寂しい出港風景
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しいのがいるそうな。カツオ漁らしい船の近く

を通りかかると、海鳥が沢山群れており、早速双

眼鏡を出しながら、あれが何で、あれが、と解説

してくれたのだが、すまぬ、奇麗さっぱり忘れて

しまった。アホウドリの話題で、ちと盛り上が

る。（私は見たことあるんだよ、いいでしょ）

　彼女に見送られて口之島に上陸。ここは面積

13平方キロで人口169人。（ちなみに、奄美大島

は 720平方キロに 7万人）

　船が行ってしまうと、港にはだぁれもいなく

なってしまった。集落は峠の反対側なので頑

張って越える。港から夕焼けを見たい所だった

のだが、夜の移動になってしまうので諦めた。

　口之島販売所で少々食料を買い足し（キャッ

シュレジスターすらな

く、一品一品手書きの帳

簿を付けていた。高目だ

けど品揃えはまあまあ）、

テントサイトを探す。

　天気はいいけれど風が

強い。陽も暮れた。

　農道で4人のおばちゃ

んに出くわしたので、テ

ントサイトを聞いてみ

た。おばちゃんも強風を

心配してくれる。

　案内版でアタリをつけておいた「神社はどう

ですか？」と問うと、「あそこならいい。神様も

守ってくれるし」

　決まりである。

　行ってみると、森に覆われていて風は来ない

のだが、覆われ過ぎていて暗いし、ジメジメだ

し、祠が墓みたいで境内はやめることにした。で

も神様には守られたいので近くの農道脇にテン

トを張った。風は完璧には遮られていないけれ

ど、空が広い。やがて満月に近い月が出て、ヘッ

ドランプいらずに。

　またまたインスタントカレーに缶詰にスープ

に缶ビールな夕食なのでありました。

　その後原稿を書いたけど、インターネットへ

送信するすべがありません。携帯電話なら使え

るらしいんだけど。

10月5日　口之島2日目

　起床は9時。結局昨日もなかなか寝付けなかっ

た。

　テントはそのままに荷物を減らし、島内サイ

クリングに出掛ける。時計周りに一周道路を走

るつもりだ。

　ヘリポートなど、あちこち散策しつつ進むと、

道路に柵がしてあった。工事中だろうか？　す

ぐ手前に山へ入る道があったのでそちらに進む。

たぶん迂回出来るだろう。詳しい地図が手に

入っていないので、よく判らないのだ。

　荒れた砂利道を延々進んでから、道が島で一

番高い前岳（628m）を登っていることに気が付

いた。その山は、明日登

るつもりだったのだ。引

き返そうかとも思ったけ

ど、「るるぶ」のちっぽけ

な地図によると、道は山

をまいた所で終わって

いる。もう少し道が出来

ていれば、一周道路に接

続する。登山道の入り口

も調べる必要があるし。

で、進むことに。

　しかし、結局道は行き

止まりだった。すぐ下に一周道路が見えていた

のだが、チョン、という感じで道は終わってい

た。山頂への登山道も発見出来なかった。目茶目

茶ショック！　かなり過酷な未舗装路を苦労し

て登ったというのに。（ちなみに、ランドナーで

は無理です。MTBでも経験の浅い人は苦労する

でしょう）

　仕方なく引き返し、行き止まりのゲートへ。こ

れ、スライドさせて開ければ済むものだったの

だ。放し飼いされている牛用のものなのかも知

れない。道理で「進入禁止」などの案内板がない

訳だ。

　どっと疲れて島一周を再開。

　この時すでに気がかりだったのが水。もとも

と 500ccしか持たずに出発したのだが、すでに

半分以下になっている。食料も、魚肉ソーセージ

とカロリーメイトしかない。

　しかし、途中にあるセランマ温泉へ行けば水

とっても地味な神社
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は補給出来ると思っていた。

　頻繁に休憩をとり、途中ソーセージとカロ

リーメイト半分を食べ、牛に行く手を阻まれ睨

み合い、カモシカのようなヤギを追いかけ、道が

崩れていた所を苦労して渡り（荷物を少しずつ

運び、最後に自転車を運んだんだけど目茶苦茶

恐かった）、セランマ温泉へたどり着いたのは14

時頃だった。しかも、何たることか、浴場は休み

で鍵がかかっていた。窓から岩風呂の浴場が見

えてしまうあたり、がっかり度 200%増しであ

る。

　残り水は 100cc程で、私が朝から採った全水

分は 600ccである。曇っているとはいえ、汗だ

くでペダルを漕ぐ身には危険な程少ない。（ずっ

と山なので急勾配ばかり

なのだ）

　温泉施設の脇に小川が

流れていたので、飲めな

いものかと行ってみる

と、それはお湯であっ

た。しかも、丁度よい湯

加減。

　決めた。入ろう。

　斜面を探してみたのだ

が、浸かれそうな淵はな

かった。というか、本当

にささやかな小川だったのだ。

　しかし、そう簡単には諦めない。風呂には 10

月1日に奄美大島の「どうくさぁや館」で入った

きりなので（10月 3日に海に入った後で冷水の

シャワーは浴びたけど、石鹸は使わなかったの

だ）、いいかげん髪もギトギトなっている。

　自転車に装着してある1.5リットルペットボト

ルを利用して湯を汲み、シャワー代わりにした。

　どーせ誰もいないからと、素っ裸。繰り返し湯

を汲み、髪を洗い、体を洗ったのでした。ボディ

シャンプーがオレンジの香りだったので、花ア

ブが寄ってきて驚いたけど。

　さすが温泉。湯をかぶっただけなのにいつま

でもポカポカ。フリチンのままウロウロする。裸

で日差し（とはいえ曇天）を浴びるのは気持ちい

い。病みつきになりそう。

　施設はお休みだったけど、縁側があったので

しばしくつろぎ、最後の水を飲む。出発は14時

40分頃だった。

　また延々アップダウンを繰り返し、水、みず

う、とヘロヘロになって集落へ戻ってきたのが

16時過ぎ。小雨も振り出した。

　しかし！　口之島販売所は営業していない。

近くで農作業をしていた人に聞いたら、18時か

らだという。もう一軒ある食品店も鍵が掛かっ

ていた。

　昨日も買い物をした口之島販売所は、島民が

交代で店番をするシステムとのことだ。

　仕方なく、販売所前の蛇口から水を拝借し、喉

を潤す。残された食料、カロリーメイト半分と

ソーセージを食す。ああ、腹減った。テントサイ

トまで戻れば食料はあるのだが、ヘロヘロに疲

れた身で何か作りたくな

いし、小雨降ってるし、

何よりも、テントサイト

は急坂の下なので、また

上がってくるのは御免

だ。

　お店が開くまでの時間

を潰すために、自転車を

残して集落を散策した。

小雨は降っていたもの

の、ほてった体をクール

ダウンするにはいい。

　地図が手に入ると情報を得ていたコミュニ

ティセンターへ行ったのだが、小さな役立たず

の略図が、しかもFAXによるコピーで手に入っ

ただけだった。

　あちこち歩きまわり、民家のない所でイタチ

のような動物にであった。うーむ、戻ったら調べ

よう。

　歩きまわると言っても集落は狭く、結局販売

所前で雨宿り。

　まず、17時頃に店の人が戻って来て、口之島

販売所斜め前の商店が開いた。行ってみたが物

は少ない。「野菜はそれだけで、船が来るまでな

い」という会話が聞かれた。それだけって、かぼ

ちゃとじゃがいもだけってこと？　そこでは明

日用の菓子パン 2つと缶飲料を買った。

　販売所前で待っていると、前を通るおばちゃ

んや、向かいに住むおばちゃんから声がかかる

ので、しばし会話を楽しむ。

建物の中に入れない悔しさよ
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　結局17時40分頃に店を開けてくれて、ビール

と缶詰などを買い、それを夕食にしたのでした。

　雨はやがて雷を伴った土砂降りになり、うる

さくって、ちっとも寝られやしない。

　時折吹く突風でテントが大きく揺すられ、不

安感を煽る。

　テント飛ばされたらヤだなぁ。

10月6日　口之島3日目

　朝になっても雨はやまず、10時半頃、テント

の中でスパゲッティと魚肉ソーセージ（ああ、こ

ればっか。カロリーメイトとか売っていないの

だ。無調理で食べられるものといったら、あとは

パンと缶詰くらいしかない）とコーヒーのブラ

ンチを採る。

　今日のスケジュールは昨日こなしてしまった

ようなものなので、停滞してもよいのだが、港は

集落と峠を挟んだ反対側なので、明日朝5時過ぎ

に寄港する船に間に合うように移動しておく必

要がある。

　11時半頃、雨が小降りになり、空が明るくなっ

て風も止んだ。

　チャンス、とばかりにテントを這い出し、撤

収。

　集落へ、と、思ったら、自転車の後輪がパンク

していた。ゔ、痛いっ。

　とりあえず空気を入れ、様子見のために押し

て集落へ向かう。

　徐々に空気は抜けて行くのだが、そんなに大

きな穴ではなさそうだ。

　口之島販売所前で直すことにする。お店は営

業していない。18時からなのだろう。

　チューブを外し、穴を見つけ、接着剤、と思っ

たら、パンク修理キットの接着剤が、長く使って

いなかったせいか、乾燥して使い物にならなく

なっていた。

　昨日パンを買った近くの商店に行って見たの

だが、接着剤はなし。口之島販売所にも売ってい

るかどうか判らないと言う。

　仕方がないので、チューブごと交換した。

　そうこうしているうちに、また雨が降り出し、

みるみる土砂降りに。

　販売所前で停滞を余儀なくされた。原稿を書

き、本を読む。本は2冊目に入った。出発直前古

本屋で4冊200円で買ったもので、読み終えた一

冊目は荷物を減らすために破棄した。

　14時半になってようやく雨もあがり、出発。島

の北峰、フリイ岳（235m）へ行って見た。途中

からは徒歩で、牛と牛の糞だらけの所を40分く

らい歩いた。道が土砂崩れに埋まっていた所が

あり、びくびくしながら無理矢理越える。テント内で調理すると暑いっす

突然の牛は結構焦る

道は突然終わったりする
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　時折ぱらぱらと雨粒が落ちてくる嫌な天気。

　結局山頂までは行かず、その手前の峰で引き

返した。標高200mくらいだと思う。かなり切り

立った山なので、港や遠くの島々が一望できた。

曇空なのが惜しい。

　山を下り、港へ着いたのが 16時だった。

　船の待ち合いらしき小屋で水が出ることを確

認し、汚れまくっていた合皮貼の長椅子を一脚

磨き、荷物を下ろす。

　相変わらず小雨だ。釣りをしようと思ってい

たのに。

　仕方がないので、原稿を書く。

　この分だと今夜も雨みたいなので、この小屋

の中で寝ることになるのだろう。着いた時は「待

ち合いでは寝てはいけない」と言われたのだが、

さっき会ったお兄ちゃんは「ここで寝ればいい」

と言っていた。うーむ。

　その後、青年団長を名乗る男がやってきて、

いきなり「泊りはいかんぞ泊りは」と怒る。いき

なりなんだ、とムカつきつつ、雨宿りはいいです

よね？　と食い下がってみる。すると、「それは

いいが泊りはいかんぞ」と威圧的。

　だあれもいないんだし、朝 5時の船なんだか

ら、泊ってもいいと思うが。

　無用のトラブルは避けたいので、後で防波堤

の陰にテントを張るとしよう。

　ふと見ると、釣りをしている人がいる。300m

くらい先だけど、傘をさして見に行く。その途

中、何気なく海を見たら、30cmくらいの魚がバ

シャバシャ群れているではないか。

　急いで釣り人の所へ行き、あの群れているや

つは釣れませんか？、と聞き、一緒に現場へ戻っ

たのだが、すでに群はいかなった。無念。おじさ

んに釣らせて一匹もらおうと思っていたのに。

　おじさんはイカ狙いだったが、釣れていな

かった。

　暇なので、私も竿を出すことにした。小雨の

中、ルアー投げる。15分で飽きた。

　そろそろ米でも磨ぐかな、と、戻る途中、何だ

かデカイ物が水中にあるのが見えた。ゴミかと

思ったら、浮上してきた。そいつは海亀だった。

港の一番奥に何故？

　野生のは初めて見た。飛び込んで一緒に泳ぎ

たい気分だったけど、私は泳げない。

　しかも、こういう時に限ってカメラを持って

来ていない。

　防波堤に沿って湾の外へ向かって泳いでいく

亀をしばし眺めた後、急いでカメラを取りに

戻ったのだが、残念ながら再び見付けることは

出来なかった。無念じゃ。

　今日も夕焼けない。

　雨宿りポイントで米磨ぐワタシ。

　風が強い。下手な場所にテントを張ると飛ば

されそうだ。

　で、ハタと気付く。泊りは駄目だけど雨宿りは

いい、ということは、雨が降り続けている限り、

待合所にいてもよいことになる。

　夕食後も小雨&強風は変わらずで、キャンド

ルランタンの明かりで本を読むことにする。

　時折雨が止むことはあっても、風が止むこと

はなく、そのまま一冊読み終え（読み終えた本は

そのまま燃えるゴミ行きである）、0時半頃、長

椅子で寝てしまった。防虫用の網をかぶって。

（蚊取線香はたいてあるし、虫除けも塗っている

のだが、昔、フナムシに唇を奪われた経験があっ

て恐いのよ）

フリイ岳へ続く峰より港を望む

この雨だもの、ひるむよ
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10月7日　小宝島

　4時 20分起床。身仕度を整え船を待つ。風は

強いが雨は上がっている。朝日は拝めそうもな

い。

　定刻に船は出、私は朝食（パンと自版機のカッ

プ麺）を食べ、眠ることにする。揺れがすごく、

船底がバンバン波にぶつかっている。何かにつ

かまらないと歩けない。ただし、酔う前兆はカケ

ラもなかった。

　中之島を過ぎ、平島で問題発生。ちっとも出港

しないので天候待ちかな、と思ったら、なんと荷

揚げ装置の油圧故障。1時間半も停滞する。

　諏訪之瀬島を過ぎ、悪石島に着いた所で、すか

さず昼食を採る。揺れながら食うのは出来れば

避けたい。自版機のお好み焼きと無料のお茶。小

宝島には食料品店がない可能性が高かったので、

なるべく手持ちの食材

には手をつけないよう

にした。

　そんなこんなで、小

宝島には13時過ぎに到

着。

　自転車を下ろしても

らった人に、「これ、名

瀬からも金払ってない

でしょ」と指摘された。

今まで何も言われな

かったので無料だと

思っていたのだが、そうもいかないらしい。明日

また乗ることになるので、その時に話し合うこ

とになった。自転車の運搬費だけで、今までで5

千円は超えるらしい。うーむ、バラして輪行袋に

入れて持ち込むか？（そうすれば無料だけど大

変）

　小宝島は、周囲3.2km、1平方キロの小さな島。

人口は 40人。最高峰でも 103m（2階建の家が

一軒だけあるんですよ、とは、後述する某嬢の

弁）、島内一周道路は徒歩でも 30分だそうだ。

　天候は曇。当分雨の心配はなさそう。ただし、

船内で見たTVによると、夜は雨らしい。確かな

ことが判らないのは、鹿児島と那覇と大東島の

予報から予測するしかないのだ。降水確立は、那

覇 70%、鹿児島 30%。

　港近くの待合所に行くと、荷物持ち込みおよ

び泊り禁止、水使うなら500円と書いてあった。

ショックである。

　諦めて立ち去ろうとすると、船のタラップを

フォークリフトで運んでいたオッチャンが声を

かけてきた。500円払えば中で寝てもよいと言

う。ぜひ、お願いします、です。

　寝ぐらも決まったことだし、と、島内一周道路

を巡る。

　楽しみにしていた湯泊温泉の露天風呂は、2つ

共（透明湯と乳白色湯）熱すぎて入れなかった。

バケツでもあれば海水を足したのだが。

　仕方がないので小宝温泉センターへ行く。

　鍵は空いているのだが、誰もいない。

　ま、いっか、と、入浴。と言っても、湯船に4

分の3程張られた温泉（茶色い沈殿物が溜まった

透明湯）は冷めていた。バルブを開ければいいの

かも知れなかったけど、

気が引けたし、暑かっ

たのでそのまま浸かる。

　洗い場はシャワーも

あってお湯も出た。

久々のまともなシャン

プー。

　小学校では運動会の

練習をしていた。

　郵便局と診療所（医

者がいるかは不明）は

あったが食料品店は見

付けられなかった。こちらのお店はほとんど民

家のままなので、あったとしても判りにくいの

だ。

　ひと巡りして船の待合所に戻って来ても15時

半だった。

　洗濯をし、待合所内にロープを張って干した。

明日朝までに乾くとよいのだが。（結局短パンは

乾かなかった）

　待合所の裏手が土木事務所になっていて、重

機の音が夕方までずっと続いていた。

　待合所内には漫画や小説が100冊くらいあり、

それを待合所前の階段に座って読んで過ごした。

ただし、蚊取線香は手放せない。風があるので効

きが悪くていくつも刺されたけど。

　夕暮れ、徐々に空が赤く染まってきた。

湯泊温泉。左奥に見えるのは無人の小島（地名）
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　待合所前のゆるやかな坂を下ると船付場であ

る堤防へ出、そこからだと夕日がよく見えるは

ずだった。しかし、読みかけの本を明るいうちに

読み終えたかったし、雲が多かったから、水平線

に沈む太陽は見えないと思っていた。

　ふと見ると、25歳くらいの女性が前を横切っ

て堤防の方へ坂を下って行った。互いに「こんに

ちは」と挨拶した。

　堤防まで下りて行った彼女は振り返り、「すご

く奇麗ですよー」と叫ぶ。

　折角のお誘い。私もノコノコ出掛けて行って、

水平線に沈む赤い夕日を見た。

　私は、彼女が何か用があって堤防へ来たと

思っていたので、邪魔しちゃ悪いと思い、声をか

けないで待合所前の階段へ戻った。しばらくす

ると、彼女が戻って来た。ただ夕日を見に来ただ

けらしかった。集落まで徒歩だから10分くらい

かかりそうなのだが、そこがベストビューポイ

ントなのだろう。

　前を横切って帰る彼女に、いきなり「この島に

住んでいるんですか？」と問いかけた。わざわざ

夕日を見に来るくらいだから旅行者だと思った

のだ。

　だが答えは予想に反してイエスだった。

「いつまで島に？」と聞かれたので、「明日の朝の

船で諏訪之瀬島へ行きます」と答えた。

「あした運動会なのに残念ね」

　なるほど、そう言えば今日練習風景を見た。

「本当は3日前にやるはずだったんだけど、天気

が悪くて」

　とのこと。運動会は島の一大イベントなのだ

ろう。

　食料品店の事を聞いたら、飲み物しかないと

いう。しかも冷えていない、と付け加えられた。

うーむ、明日行く諏訪之瀬島にも食料品店がな

いと、ご飯にフリカケの生活が始まるゾ。

　と、話はこれだけである。ドラマな展開などカ

ケラもない。

　今思えば、彼女は学校の先生ではなかったか

と思う。完璧にヒヤリング出来たのだから。（標

準語だったのだから当たり前だけど。でも、だん

だん標準語に飢えてくるのよ。でも、その予想は

間違いだったことが翌日判明）

　その後、お馴染みの夕食を作って食べ、ヘッド

ランプの明かりで本を読んだり、月明かりで散

歩したり、原稿を書いたりで、寝たのは 0時頃

だった。

　寝床は木製のベンチだけど（電気は止められ

ている）、虫がいなくて快適だ。少々暑いけど。

（待合所はずっと閉めきってあるため、中の虫は

干からびて死んでしまうようだ）

快適だった船待合

いい夕景でしょ

明日の運動会に備えて練習中



- 17 -

薩南諸島の旅

10月8日　諏訪之瀬島1日目

　6時20分起床。身仕度を整え船付き場で待つ。

　天候は予想に反して晴。雲ぱらぱら、というお

天気。ただし、風は結構ある。

　船を待っていると、オジサンが話しかけてき

た。

　どこから来たの？　次どこ行くの？　など、

お馴染みの質問である。

　オジサンによると、この島には東京から何人

か移住して来た人がいて、昨日のお嬢さんもそ

のうちの一人だった。

　と、噂のその人が現れた。船の人に届け物が

あったのでやって来たのだ。彼女は今年の3月か

ら住んでいるという。諏訪之瀬島には食料品店

があるという情報もくれた。ひと安心である。朝

食べたパンは半分食べ

た所でカビているのに

気付き、泣く泣く捨て

る羽目に。彼女は缶詰

もくれようとしたのだ

が、さすがにそれは辞

退した。

　船の中で改めて朝食

をとり直し（冷凍タイ

プの 2 ケ入りホット

ドック350円也）、悪石

島をやり過ごして諏訪

之瀬島へ上陸。

　料金が問題になっていた自転車については、

船内で話し合いが持たれ、通常手荷物5ケ分の料

金の所を、全行程8千円弱にしてくれることで話

がついた。約1万円引きである。ああ有り難や。

奄美大島と鹿児島がからむ所だけ通常料金で、

それ以外は手荷物一個分の料金にしてくれたの

だ。

　先に全料金を払い、全行程入金済みを示す

シールを貼った。これは帰ってからもずーっと

貼っておこう。なかなかの記念品だ。

　船を下りて待っていると、自転車が船の荷揚

げクレーンによって吊り下げられて降ろされた。

ちっ、写真撮り逃したぜ。

　諏訪之瀬島は、22平方キロもあるのに65人し

か住んでいない。御岳（799m）の噴火により全

島民が脱出し、何十年も無人島になってしまっ

たこともある。島の復活は明治になってからの

ことで、歴史は浅い。

　上陸後、まずは集落へ行くため峠をひとつ越

え、食料品店を探す。

　しかし、集落をくまなく回ってみても見つか

らない。

　人に聞いても間違えた。

　食料品店は、ごく普通の民家だった。鍵は掛

かっていなくとも誰もいないので、後程来るこ

とにする。

　テントサイトは、地蔵の近くがいいと教えて

もらっていた。水もトイレもあるという。

　たまたま地蔵に線香をあげに来ていたおばあ

ちゃんと35歳くらいの男の人にテントサイトを

聞くと、この裏当たりならどこでもいいと言う。

トイレはそれで、その

右に水道もある、と教

えてくれた。早速雑草

をかき分けトイレを確

認。工事現場にあるよ

うな簡易個室タイプで

ある。水道は、しかしこ

れが全然見付からない。

　男の人とおばあちゃ

んも加勢して 3人で蛇

口を探しまわり、よう

やく発見。男の人の話

では、半分くらいの高さにまで砂に埋まってし

まっているという。あったはずの階段もなく

なっているらしく、裏の、一見雑木林に見える砂

山（というか、火山灰質の山）から砂が流れ込ん

できているらしい。

　テントは、草のやや刈られた地蔵に近い所に

張ることにした。守られるだろうか？

　地蔵は横並びで16体。どういうわけか、男女

が肩を組んだ造りのもある。どれも古そうだ。よ

く見たらその男女のだけ石ではなくブロンズで、

しかも線香が具えられているのはそれだけだっ

た。（あとは湯飲茶碗に水のみ）断崖の多いこの

島で、まぁ、そういうことなのだろう。

　男の人に、テントを張ったことを駐在に届け

るように言われていたので出向いたのだが、特

に何か書かされることもなく、登山の前には入

これが商店と言われてもねぇ
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山届を出すように言われただけだった。まぁ、そ

れに書くからいいのだろう。

　駐在員に明日の天気を聞くと、すかさず電話

で聞いてくれた。北東の風なので登山に問題な

いらしい。北風だと火山灰がすごくて難しいと

いう。

　食料品店に行って見たが、品揃えは乏しかっ

た。接着剤は当然の事ながら無い。

　缶詰やラーメン、レトルトカレーなど、お馴染

みの食材を仕入れる。マーボー豆腐の素が沢山

あったのに、豆腐がないのはどういう訳だ？　

パンが欲しかったので聞いたら、「もう終わっ

ちゃったんだけど、これならある」と、冷凍庫か

ら菓子パンをいくつか出してくれた。明日の登

山に欲しかったので、とりあえずひとつだけ買

い、残る2つは明日買いたいことを告げたら、8

時に来てくれと言う。ちなみに、その冷凍パンは

賞味期限切れであった。

　おやつだけを持って、自転車を身軽にして島

内散策に出掛ける。

　としまが着く港ではない反対側の港で、昼食

を採りつつ釣りをした。餌は魚肉ソーセージの

カケラで、釣れる方がおかしい、というレベルだ

けど。

　青空、風が気持ちいい。

　昨日に続き、また海亀発見。昨日のよりデカイ

し、明るいので種類も判別出来た。アカウミガメ

だ。今度はすかさずカメラを準備する。浮上途中

をデジカメで撮り、その後フィルムで撮った。残

念ながら鼻を上げて息をしている所は目を合わ

せただけで撮れず終いだった。（「やべ」って顔を

してイソイソ潜って行ったように見えて可愛い）

　結局 1時間もしないうちに釣りに飽きて、移

動。ヤマハが作って放置した滑走路を見に行く。

丘を登り、道を曲がったらいきなり滑走路の上

だった。荒れておらず、今でも使用可能なよう

だった。建物は一切ないけど。

　その後、としまの着く港近くの干潟を歩きま

わり（なんでこんなにヒトデが多いのだ？）、堤

防で佇んだ。珊瑚は死んでいるようだが、それな

りに魚はいる。

　コブシメのような感じの、でもちっちゃいイ

カがいて、しばし双眼鏡（壊れていて単眼鏡にし

かならないのだが）で観察する。足の中に魚を抱

きかかえていて食事中らしかった。

　その他、この日見た珍し物系としては、イタチ

2匹とクイナの一種。クイナは、西之表島に沢山

いるタイプともヤンバルクイナとも違ったやつ

だった。

　その他の話題としては、診療所について。診療

所は全島にあるのだが、医師の方は、一ヶ月で十

島村全島をひと巡りするようだ。船に予定表が

貼ってあった。船の都合により、一島3日程度。

　16時頃、再び食料品店を訪れたのだが、留守

だった。

　仕方なく、前の路上に座って原稿を書き始め

る。時々子供たちが前を通ったり、島の人が通っ

たりして、挨拶を交わした。

　40分ほど待ち、牛乳を買う。常温保存可能な

1リットルタイプで、開栓後冷蔵庫保存しなくて

はならない。もったいないのでテントサイトへ

戻ってから全部飲み干した。げっぷ。

　ビールも買おうとしたら隣りだと言われ、隣

りの民家で洗濯物を取り込んでいた若奥さんか

ら買った。品物は、縁側脇に置かれた普通の家庭

用冷蔵庫から出てきた。こういった商品は、どう

いう取り決めで扱われているのだろうか。販売

免許はともかく（薬が雑貨屋で買えるし）、

ちょっと気になる。

　夕焼けは今日も素晴らしかった。明日も晴れ

るだろう。

　月の出は深夜なので、どんどん暗くなる。雲が

ほとんどないのでなおさらだ。

　急いで原稿を書く。牛乳をガブ飲みしたせい

で、腹はちっとも減っていない。

　原稿を書き、本を読み、それでもお腹はあまり

減らず（下痢しないだけマシ？）、結局350ml缶

ビール 1本が夕食で、21時頃おやすみなさい。

地蔵脇がキャンプサイト
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10月9日　諏訪之瀬島2日目

　7時起床。ぐっすり眠れた。

　今朝も天気がいい。

　登山の準備をして、まずは約束通り 8時に食

料品店へ。冷凍されたパンを2ケ仕入れる。うー

む、クリームパンの方は10月2日賞味期限切れ。

もっとも、レーズンパンの方ですら、10月 6日

賞味期限切れなのだが。

　駐在に寄って入山届けを出してから、登山道

入り口までは自転車で行く。

　登山道は、牧場の中から始まっていた。5、6

の人たちが牛を追って群れを移動させている。

何かあるのだろうか。

　8時 25分に登山開始。快晴、風やや強しで気

持ちいい。

　登山道は、標高450m地点

辺りまでは木に似せた樹脂の

階段が付けられていた。とは

いえ、ややヤブ漕ぎなので、

長袖シャツ長ズボン手袋は必

携。

　標高450m地点を越えると

道はない。火山岩のガレ場を

適当に進む。

　景色は富士山の3,000m地

点付近似なのだが、空気が濃

いので妙な気分。木は全く生

えていない。

　見せかけの山頂に騙されつ

つも、11時40分頃に山頂到着。途中軽食を食べ

たり、腰をいたわる為に休憩ばかりしていたの

で、随分時間がかかっている。

　山頂は、ひとことで言えば、無茶苦茶恐かっ

た。私が高い所が苦手なことは前にも書いたけ

ど、ああ山頂に着いた、と思ったら、その裏は断

崖で、遥か下に噴火口が見え、噴煙を上げてい

る。

　山頂で昼食だ、と思っていたのだが、それを見

てすっかりおよび腰。アルペン踊りを決めるど

ころではない。

　わずか 10分くらいで頂上を後にする。

　少し下った平坦な所で昼食。と言っても、パン

とソーセージであるが。

　それにしても、この島の水のマズさには参る。

硫黄臭というか、薬っぽいのだ。

　で、ソロソロと下山。

　御岳は、799mと低いものの、それなりの装備

で登ることをお薦めする。靴も、ローカットタイ

プは避けたい。登山道のないガレ場を登るのだ

が、もろくてよく崩れた。パーティーで登る時は

落石に注意しよう。

　ずーっとよく晴れ、登山中、諏訪之瀬島はもち

ろんのこと、平島、悪石島、我邪島（無人島）が

よく見えた。山頂からは、中之島も見えたが、残

念ながら奄美大島までは見えなかった。

　下山は、山頂付近は慎重に。足元は滑り易く、

ルートを外れ易い。しかも、外れれば崖である。

視界の悪い時には動かない方がいいだろう。溶

岩流の後が深い裂け目になっ

ており、ビバークはたやす

い。

　結局私は何ごともなく、14

時 10分くらいに麓に着いて

しまった。駐在へ下山の報告

を書きに行く。

　後半、わざと水分を断ち、

ビールに備えていたのだが、

ビール販売民家へ行くと、5

歳くらいの男の子が2人いる

だけだった。

　ビールのことを聞くと、冷

蔵庫から出してきてくれた。

500mlと 350mlを一本づつ

受け取り、お金を渡すと判らないと言う。千円札

を渡し、お母さんに言付けを頼む。お釣は、まぁ、

そのうち受け取れれば、ということで。

　テントサイトへ戻り、水、その他食料を持って

港へ出かけた。としまの来ない小じんまりとし

た方である。当然誰もいない。（メインの港でも

誰もいないだろうけど）

　快晴、風やや強し。

　防波堤の壁にもたれ、ビールを飲む。

　ああ極楽。

　15時と早いけれど、夕食のサバ味噌煮缶とス

パゲッティを作って食べ、ビールを飲む。結局、

昨日の、飲まなかった 350ml缶まで飲みきって

しまった。

御岳山頂
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　その後は、だあれもいない防波堤でだらだら

過ごした。

　天気がすごくいい。

　野生の羊が鳴いている。

　上半身裸で寝ていると、鳥がすぐ近くまで

やってくる。

　17時過ぎになって、釣り人がひとりやってき

た。工事のおっちゃんらしい。

　風が少しおさまったので、私もルアーを投げ

る。

　そうこうしているうちに、素晴らしい夕日に

なった。水平線へ陽が落ちる。

　その後、釣り人は3人に増え、餌釣でいい型を

釣り上げる。

　ルアーも食いそうな口をしていたので、俄然

私も張り切るが、結局釣れず。（実際釣れてし

まったら結構困るのだけれど）

　月がないのであっと言う間に真っ暗。降るよ

うな星空に流れ星。さすがに人工衛星までは見

えなかったけど。

　夜道をてくてく歩いてビール屋さんへ。お釣

をもらい、それでもう一本 350mlを買う。

　テントに戻り、荷物の整理をしつつ缶詰を肴

に飲んだのでありました。

　今日もいい一日でした。おやすみなさい。

10月10日　宝島

　7時起床、テント撤収、港へ向かう。

　天候は曇。風は相変わらず強い。雨でないのが

救い。

　港へは早く着きすぎてしまって、一時間くら

い時間を潰した。丁度満潮で、一昨日遊んだ干潟

は海の中だった。

　定刻やや早目で、としま入港。

　早速船内で朝食。牛乳110円と2ケ入りアメリ

カンドック350円也。終いにゃ自販機のメニュー

全部食べ尽くしてしまいそうだ。

　歯を磨き、ひと眠り。

　悪石島、小宝島をやり過ごし、11時半に早目

の昼食。自販機の冷凍タイプカップ天ぷらそば

だけど。

　12時過ぎに、宝島到着。土曜日と祭日が重なっ

たせいか、人が多い。いやに物資の下ろしが多い

なぁ（沢山のオバチャンたちが港で検品してい

た）、と思ったら、今日の14時から運動会なのだ

そうだ。納得。

　鹿児島からの、親子連れ釣り人の姿も。

　とりあえず、テントや炊事道具等、重い荷物を

船待合室（小宝島と全く同じ造り）に運び入れて

身軽になる。誰も盗みやしないだろう。

　宝島は、6平方キロで127人。ただ、どの島に

も言えることだけど、工事関係者もいるので、実

際にはもっと住んでいるように感じる。

　まずは、観光の目玉（？）、大鐘乳洞へ向かう。

探検してやろうと、ヘッドランプ持参だったの

だが、足場がなくて入り口で撤退。

　島内一周道路をあちこち道草しながら回る。

晴れてて気持ちがいい。アップダウンもそれ程

でもなくて、快適快適。

　途中、としまの来ない港の防波堤で釣りをし

ている人がいて、しばし見物する。コブシメ（イ

カの一種）釣りが始まったのだそうだ。旨いらし

い。

　防波堤に座り、おやつに菓子を食べた。

　島の最高峰、イマキラ岳（292m）展望台へ行

こうかと思っていたけど、キャンプ場の情報が

得られたので、そちらへ行くことにする。

　大籠海水浴場の一帯がキャンプ可で、建物も

あり、シャワーは使えなかったけど、男子トイレ一日の終わりとしては上出来でしょう
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だけは空いていた。水もある。そして何より、小

さいながらも細かい砂の美しい浜がイイ。周り

を岩で囲まれ、プライベートビーチのようだ。

　建物の屋根の下にテントが張れそうなので、

キャンプ地をここに決める。

　郵便局の奥さんが管理担当らしい、というの

で集落へ戻って行ってみると、特に名前を書く、

ということもなく、料金も請求されなかった。

　食料品店は、かなり立派なのがある。残念なが

ら午後は18時からということなので、出直すこ

とにして、港の船待合へ向かう。

　荷物をピックアップし、キャンプ場へ。

　洗濯物を干し易そうだったので、早速ロープ

を張ってお洗濯。今着ていた物も洗ってしまっ

て、海パンで海へ。

　ゔゔ、水中眼鏡がな

いことが悔やまれる。

　風があるので、海か

ら上がると寒い。

　トイレの洗面所に

ホースがあったので、

それを利用してシャン

プー&身体を洗う。お

お、久々で気持ちいい

ぞ。

　その後、イマキラ岳

は、ま、いっか、と、パンツ一枚のままテントを

設営、日光を浴び、風に吹かれながら原稿を書

く。

　ビールがありゃあなぁ。

　雲は多目だけど、何とか夕焼けでした。

　米を研いだ後、集落へ買い出しに行く。1km

くらいの距離だ。

　お店は、今までのうちで最も品揃えが豊富

だった。ゴム系接着剤もあった。これでようやく

パンク修理が出来る。

　戻る途中、エコーのかかった笑い声を聞いた。

　むむむ、あの窓からか、と、坂を登って回り込

むと、温泉浴場があるではないかっ。

　着替えはないし、タオルもないし、だったけ

ど、これは入るっきゃない。

　タオルは、自転車に付けてあった雑巾を使う

ことにした。まぁ、自分の身体を拭くだけだか

ら、よく洗えば問題ないでしょ。

　島外者は 200円で入れた。

　湯はぬるく、長湯にぴったり。色は小宝温泉セ

ンターに近い茶色だった。

　湯上がると、すっかり闇だった。自転車に照明

を付けていなかったら、道すら判らないところ

だった。実際、一回道を間違えて岸壁に激突しそ

うになった。

　街灯も月もない闇の楽しさ。

　テントサイトへ戻り、夕食。

　豪勢である。350ml缶ビール2本、ゴマラーメ

ン（生卵入り）、500ccヨーグルト、トマト1個、

ご飯。他にもみかんや桃の缶詰などがあったの

だが、そこまでで腹一杯になってしまった。

　食事は、星を眺めながらだった。

　降るような星空。天

の川がイマキラ岳から

立ち昇り、天空を横

切って海に落ちる。落

ちた所には、かすかに

小宝島の明かりが見え

た。

　完璧である。

　見えるのは、星と、遠

くに灯台の明り、小宝

島の明り。街灯は一切

見えない。星は見えす

ぎて、星座が良く判らないくらいだ。以前短期間

住んでいた、北海道十勝平野の冬の星空を思い

出した。

　聞こえるのは、波の音、虫の声。

　ビーチまで歩いて行って振り返ると、テント

サイトがキャンドルランタンの明りで浮き上

がって見えた。

　完璧過ぎる。

　強いて言えば、傍らに美しい女性がいないこ

とか。いないことにより、より完璧なのかも知れ

ないけれど。

　随分星を眺めていたつもりでも、テントに

入ったのは 21時半頃だった。

　明日こそ早起きしよう。

独り占めにはもったいないビーチ
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10月11日　中之島1日目

　7時起床、のつもりが7時半。ま、そんなもの

でしょう。テント撤収、菓子パンと白桃の缶詰

（570円もした逸品である）で朝食。

　天候は曇。風は昨日よりはやや弱まった。

　船が来るまでの時間を利用して、イマキラ岳

（292m）展望台へ向かう。荷物は港の待合所に

置いておいた。

　なかなかの勾配を制し、トカラ馬を摸したと

いう展望台へ。足がすくむ程恐かったが、360度

のパノラマを満喫する。晴れていれば、と惜し

い。

　船は定刻10時半に出港。珍しいこともあるも

んだ、と思ったら、かなり口うるさそうな責任者

らしき人が仕切っていて、いつもの人ではな

かった。日曜日だから

か？

　船内で昼食を採った

り、寝たり、映画「エ

ビ ー タ 」 を 見 た り

（WOWOWも見られる

のだ）して時間を潰す。

波が高く揺れまくって

いる。

　16時過ぎに中之島到

着。雲間から日差しが

覗いている。

　出港して行く船に紙テープが何本も渡されて、

子供たちが歌を歌った。エールの交換なんかも

している。どうやら教育関係者が島を離れる所

に出くわしたようだ。すがすがしい光景だった。

（ちょっと違ったことが後に判明）

　中之島はトカラ列島最大で27平方キロ、人口

も 184人を数える。

　さて、私はというと、キャンプ場へ向かうこと

にした。

　島の中央を抜ける道ならたやすい（とはいえ

8.5km先）のだが、南周りで海岸線を行くこと

にする。

　ところがこれが大失敗。

　道行く人からの情報では、行ける、行けない、

と意見が別れた。行けると言った人も、ひどい道

だとのことだったが。案内板を見ると、道がある

ので行って見ることにする。

　ところがこれがひたすら登りで、挙げ句の果

てには鉄柵で通れないようにしてあった。その

先の工事現場で道は終わっているらしい。

　そうこうしているうちに、日も暮れた。

　戻りは、林の中だと道すらもおぼつかない。

　集落まで戻り、店で買い物を済ませたら真っ

暗である。

　とりあえず、温泉でひと風呂浴びることにし

た。

　島には3ケ所温泉浴場があるらしいのだが、最

初行った所は工事中でお休みだった。

　次に行った所は乳白色のいいお湯で、シャ

ワーの設備もあり快適。募金箱があったので心

ばかしの寄付を。

　湯上がりに、近くのベンチでビールを飲みな

がら休んでいると、い

ろんな人が声をかけて

くれる。東京から嫁に

来た人、大阪から嫁に

来た人、まぁ色々であ

る。別なキャンプ地も

紹介してもらえたし、

港でテープの見送りを

受けていた人たちが小

笠原から来た議員の一

行だったということも

判った。

　結局そこで原稿を書きつつ、缶詰 2つと魚肉

ソーセージとビール 1リットルを消費したので

ありました。

　ほろ酔い気分でテントサイトへ。

　そこは東区区民センターで、すでに2つのテン

トが張ってあった。もう21時頃だったので、う

ちひとつのテントの住人と少し話をし（その人

は、25年前の小学校 3年生の時まで島に住んで

いたそうだ）、集会所脇の屋根の下で野宿するこ

とにする。

　エアーマットを膨らませ、シュラフカバーに

潜り込む。

　風が強かったうちはよかったけど、弱まった

ら蚊が寄ってきて、何ヶ所も刺された。仕方な

く、また網を被って寝たのでした。

こんなお見送り、いいよね
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10月12日　中之島2日目

　7時20分起床。起きて見ると、そこが極楽キャ

ンプサイトであることが良く判った。屋根の下

に炊事場があり、トイレは区民センター内の水

洗が使える。学校の向かいに位置するので、教育

上いいのかな、と、余計な心配をしてしまう。

　先にテントを張っていた両名は埼玉に住む仕

事仲間で、休暇を利用して来ているそうだ。うち

一人は25年振りの故郷であることは昨日も書い

た。お陰で差し入れが豊富。豊かな食料事情がう

らやましい。

　台風が接近しつつあるらしい。ま、気にしない

で行こう。

　朝食を済ませた後、島の最高峰御岳（979m）

を目指してペダルを漕いだ。

　ところがどっこい（死

語？）、お馴染み道を間違え、

山を一周する道へ。間違いに

気付いたんだけど、ま、山は

明日にするか、と、戻らず。

　結局山を一周した後、路上

でラーメンと缶詰の昼食をと

る。30分以上道を占領したん

だけど、誰も通らず。ま、特

に驚きませんが。

　御池（通称底無し池）と、昨

日行くつもりだった七ツ山海

水浴場キャンプ場（設備は

整っているものの、手前の道

が崖崩れのため休止中）へ行った後、昨日断念し

た南周りでの一周を逆から辿るため、灯台を目

指す。

　灯台では、3人の作業員により、灯台脇に灯台

の代わりになる電波発射装置（？）を施設する作

業をしていた。

　オッチャンたちと話が弾み、内緒だけど、と、

灯台の上へあがらせてもらえた。上からでない

と見えない岩場があったりして絶景。

　自転車をトラックで運んでやる（集落からは

車でも40分だそうだ）、とか、弁当食ってけ、と

か言われたのだが辞退。夜、宿に焼酎を飲みに来

い、と言われて行く気になっていたのだが、場所

がよく判らないのと、夕方から酔ってしまった

ため（後述）、結局行かなかった。惜しいことを

した。

　話は戻って、灯台を後にし、南周りの道を行っ

たのだが、結局ヤブ漕ぎになってしまい、やがて

その道も判らなくなってしまったので撤退。

　灯台へ戻り、メインルートで集落へ戻った。

　目茶目茶疲れた。

　最後はビールだけを望みにペダルを漕いだ。

　が、16時頃集落へ戻ってみると、店はまだ開

いておらず、ビールは飲めず。仕方なくそこに

あった蛇口から水を飲んでいると、テントサイ

トで一緒になっているキャンパーがやってきた。

聞くと、ビールを扱っているお店はもう一軒あ

るらしい。

　慌ててそちらへ行き、ありついたのでありま

した。

　その後、時間潰しに港へ釣

りに行き、やっぱり 5分で飽

きて、他の釣り人を見学。白

鯛（？）狙いの人（実は駐在

さん。十島村で警官がいるの

はここだけかも）、イカ狙い

の人、イセエビ狙いの人、と、

様々である。

　結局、鯛ゼロ、イカ1匹、エ

ビ 2匹という釣果であった。

エビは、テトラポットの間

に、ザリガニでも釣るの？　

的仕掛けで釣ってしまうの

だから羨やましい。うち1匹

は 1kg以上ありそうな大物だった。

　あまり夕焼けなかったが、18時半には真っ暗。

テントサイトへ戻った後、温泉へ。今日もいい湯

でした。

　温泉に浸かり、ビールを飲んだら疲れがどっ

と出て、早々に寝袋に潜り込み、おやすみなさ

い。

灯台上からジンニョム岳を眺める
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10月13日　中之島3日目

　7時起床。天候は雲多目なれど晴。青空が美し

い。暑いけど。

　見たいと希望をずっと出していた資料館（十

島村唯一）が 14時から開くことに。

　急いで9時に御岳（979m）山頂を目指して出

発。急坂をひたすら登る、登る、日陰が少なくて

倒れそう。軽くするために水の量を減らしたの

は大失敗だった。とかく今回の旅は水に泣かさ

れた。

　標高750m付近にはTVの中継施設があり、そ

こまではコンクリート舗装の道が続いている。

そこから上は徒歩。

　TV中継施設の日陰に逃げ込んで昼食にしたの

だが、食べ終わったら12時を過ぎていた。もう

14時に資料館というの

は絶望的。

　そこで軽登山靴と長

パンに履き替え、荷物

を極力減らして（水も

200ccくらいしか残っ

ていなかったので持参

せず）、山頂を徒歩とほ

目指す。

　かなりバテバテ状態

で、1時間以上もかかっ

てしまった。

　山頂からの眺めは、噴火口と集落。天気はいい

んだけど、ガスがかかって遠くが見通せないこ

とも。

　山頂で福岡の女性バックパッカーに会い、話

をした。旬の話題は台風の影響によって船がど

うなるか、ということ。山頂から自転車を置いた

所まで一緒に下り、彼女は徒歩なのでサヨウナ

ラ。私はまたいつもの短パン、サンダル姿に着替

える。

　私の短パンは、一昨年、西表島の「ペンション

星の砂」で買ったものなのだが、バックパッカー

は、それについているマンタのマークに気付い

ており、どうやら彼女がそこでバイトしている

時に、私はそこを訪れていたらしい。世の中狭

い。

　また、彼女の話では、トカラ列島の他の島々

で、コルセットをした自転車乗り（私の事だ）の

話を聞きました、とのこと。うーむ、噂は広まる

のね。

　自転車をスタートさせた時にすでに 14時に

なっていた。

　今度は延々下り。握力勝負である。すぐにバッ

クパッカーを追い越す。

　地図によると、集落まで下らないで、左にそれ

る道を行けば、多少遠回りになるものの、山を下

り切らないで資料館へ行けそうだった。集落ま

で下りると、また標高200m以上登らなければな

らない。

　が、これも失敗だった。

　脇道は未舗装路で、ほとんど登りだった。だん

だん草が多くなってくる。

　20分くらい行った所で、下りる道との分岐へ

出た。地図にはないけ

ど、と、行ってみると、

道はすぐにすごいガレ

場になり、自転車を押

して下っても危険な程

だった。10分くらい苦

労して下ると、いきな

り道は終わっていた。

突き当たりは砂防ダム

で、どうやら作業用の

道が放置されていたら

しい。

　かなり怒る。

　目茶苦茶苦労して自転車を押し上げる。

　ヒロウコンパイ、ビール出せ！　である。

　悪い事はさらにつづく。

　分岐点へ戻った後、さらに未舗装路進むこと

にしたのだが、だんだん荒れてきて、遂に全く進

めなくなってしまった。戻るしかない。

　ああ青空、照りつける太陽。

　草が生い茂っている上に道が荒れているので、

長パンと軽登山靴に履き替え、草原に突っ込む

感じで山を駆け下る。

　ぜぇぜぇ。

　コンクリート舗装された道へ戻り、またまた

バックパッカーを追い越す。

　登った道と同じ道で集落へ行き、登山届を出

した役場へ。

噴火口内に見える段差は硫黄の採集跡
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　役場の人に道の話をすると、「この島では、舗

装されていない道を行っちゃイカンのです。聞

きませんでした？」と怒られた。んなこと言って

もさぁ、島内のあちこちにある観光案内板には

ちゃんと道が書いてあるじゃんやう。

「道の事をちゃんと言わなアカンと、私は言っと

るんですが」

　だそうである。

　資料館のことを聞くと、「2回も放送をかけた」

と、また文句を言われた。山まで聞こえる筈が無

い。「あんたたちが見たいというから開けたの

に」と言うくらいなら、少しはこちらの都合も考

えて開けて欲しいものである。昨日や一昨日

だったらよかったのに。

　しかし、「まだ開けて

いると思う」とのこと

だったので、商店でポ

カリスエット250ml缶

を肴に、350ml缶ビー

ルで水分を採り、我な

がらタフだよなぁ、と、

自画自賛しつつ 1時間

くらいかけて資料館へ。

着いたら 17 時近くに

なっていて、まずはト

イレで水をガブ飲み。

　結論から言ってしまうと、資料館はよかっ

たっす。館長さんが1時間以上も丁寧に説明して

くれたし、貴重なVTR資料もそろっていた。頑

張って来た甲斐があったというもの。

　資料館を出ると、もう陽は沈んでいたけど、か

すかに夕焼けてました。

　台風の接近が信じられなほど、海は穏やか。

　夜は素晴らしい星空で、それを見、キャンパー

が手に入れてきた魚（40cmくらいあり、頼まれ

て、私が刺身と味噌汁を作った）を肴に、ビール

に焼酎、最高の気分。

　また、突然電話回線を借りることが出来、数日

分のデータをインターネットへ送ることが出来

た。電池切れになってしまって全て送れなかっ

たのは残念だったけど。

　台風は着実に近付いて来ていて、船は、鹿児島

を出港したとの情報は得られたが、十島村最南

端の宝島には泊らず（本来は、翌朝宝島を出港す

る）、すぐ折り返すとのこと。しかも、その次の

船は欠航が決まっていた。

　従って、翌朝乗って悪石島に行っても、数時間

で鹿児島行きの船が来てしまうことになる。し

かも、上りの船が悪石島に接岸出来る保証がな

い。接岸出来なければ、一週間も島に滞在しなけ

ればならなくなる。

　さて、どうなりますやら。

　とはいえ、0時近くまで酒盛りしていたんだけ

どね。

極楽キャンプサイトとはこのことだ

これのどこが道じゃ
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10月14日　悪石島

　5時 20分起床。

　やべ、二日酔い気味。

　船は予定通りやってきて、6時過ぎに出港。や

はり宝島ですぐ折り返すという。

　私は戻りの船が接岸することを祈って（すで

に小宝島は往復とも通過が決定されていた）悪

石島に行くことに決めた。

　天候は晴。

　無茶苦茶暑い。この旅最高に暑い。これも台風

の影響だろうか。

　海は、うねりが大きいものの、風が穏やかなの

で白波すら立っていない。

　予定通り悪石島へ下り立つ。船は3時間くらい

で戻ってくる予定だという。

　港から見る海は、穏

やか過ぎて不気味だ。

　灼熱の太陽が照り付

ける中、集落への坂を

駆け上がる。

　集落では、5歳の男の

子と女の子にすっかり

遊ばれてしまった。幼

稚園などないので、一

日ふらふらと遊んでい

るのだろう。公民館等

に連れまわされた挙げ句、ポケモンフリカケを2

袋取られてしまった。（それでも2袋は取り戻し

たのだ）

　カメラに興味があるらしく、デジカメをちっ

とも返してくれなくて疲れた。

　集落から港へ戻り、近くの海中にある温泉に

も入った。単なる岩場で脱衣所もなし。誰もいな

いので気にすることはないんだけど、日射しが

強くて帽子は外せないし、サンダルも履いたま

までないと危険だ。

　入ってみると、海中で湧いている温泉は火傷

しそうに熱いのだが、海水とうまく混ざらず、身

体の半分だけ熱い、なんて妙な感じに。おまけ

に、浴槽（単なる岩場なのだが）の中に小魚が沢

山泳いでいる。波が絶えず入ってきているで硫

黄分にやられたりしないのだろう。

　悪石島には砂蒸し（指宿なんかが有名ですね）

もあったのだが、この暑さ、近付くだけでウッ、

となってやめてしまった。また、海水の入らない

高台に露天風呂や屋内風呂（これだけ男女別）も

あったのだが、露天風呂は配管が詰まっている

らしくて湯が無く、屋内風呂は熱すぎて退散し

てしまった。ちなみに、これらの施設はどれも無

人である。

　それにしても、この島は坂ばかりで、しかも

灼熱の太陽が照りつけるこの暑さ。熱射病にな

りそうだ。

　日陰に逃げ込んでいると、船の到着が14時10

分という放送が入った。なんだやう、予定より2

時間近く遅いじゃんか。

　で、暑さを避けて（と言っても避けられないけ

ど）、原稿を書くことにする。

　日陰の温度計は34度。無風。うげぇ、何とか

しちくれぇ。

　待望の船が接岸し、

エアコンのやや効き過

ぎた船内で生き返る。

　船はたいして揺れる

ことなく無事鹿児島へ

深夜1時50分に到着。船

の食堂で 0時くらいま

で島の人たちと飲んで

いたのであまり眠れな

かったけど、島の生の

話が聞けて面白かった。書かないけど。

　鹿児島は曇。風はない。

　港の近くのコンビニで少々買い出し、コイン

ランドリーでお洗濯。隣は銭湯だったんだけど、

2時までで、惜しいっ。

　待ち時間にデータをインターネットへ送信。

PHSが使えるので楽ちん。

　今夜はターミナル付近の路上で夜を明かすこ

とになりそうだ。としまでも寝られたんだけど

（下船した後、希望者は戻って寝させてもらえ

る）、買い物や洗濯がしたかったので街へ出てし

まったのだ。

悪石島の子供たちと
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10月15日　屋久島1日目

　洗濯を終え、フェリーの所へ戻ってみると、イ

カ釣りをしている人たちがいた。

　仕掛けをくれるというので私も参加したのだ

が、釣果は朝6時頃まで頑張ってゼロ。ただし、

釣っていた7人のうち、釣り上げたのは名人と言

われるただ一人で、しかも4ハイも上げていた。

おそるべし。

　ターミナルが6時に開いたので、中で休憩。歯

を磨いたり朝食を食べたり新聞を読んだりして

時間を潰した。今の所曇りだが、台風の動きが気

になる。

　ターミナルビルの周りでは、2人の旅人が寝て

いた。ひとりはサイクラーで、ひとりはスーパー

カブを駆るライダーで女の子だった。会話を交

わすことはなかったが。

　屋久島への「フェ

リー屋久島2」は8時45

分出港で、12時半に着

く。料金は3,970円で、

自転車は別に 740円で

あった。

　出港直前に今日のこ

れまでのデータをイン

ターネットへ送信。

　フェリーは、すごく

設備が整っていて、映

画館（機器調整とやらでやってなかったけど）、

ゲーセン、風呂、軽食堂、売店、ラウンジが揃っ

ている。4時間以下の乗船時間とは思えない充実

ぶり。しかも、乗る時はオネーサンが待ちうけて

いて客室の場所を教えてくれるし、男の常務員

は蝶ネクタイだし、客船の雰囲気を出そうと頑

張っている。

　海上にいる時から雨が降り出したものの、定

刻12時半に屋久島に到着した時は殆ど止んでい

た。揺れもなく、台風の影響はまだのようだ。

　屋久島は503平方キロで13,632人。自然遺産

登録の島だ。

　地図とにらめっこし、今日の宿泊地を屋久島

青少年旅行村に決めた。距離 45km、17時には

着くだろう、と思ったのが甘かった。

　雨は、走り出して30分もしないうちに本降り

となり、今回の旅初めての完全雨装備となった。

普段ハンドルに固定しているカメラ入りウエス

トポーチをリュックに固定し、それを含めて

ザックカバーで覆うため、肩と腰の負担は増え

る。

　雨は16時半頃までシャワー並みの降りで、そ

れ以降はまた小降りになった。風はなく、台風の

影響というよりは、台風によって活性化した前

線による雨のようだ。

　ずーっと海沿いの道なので、それ程アップダ

ウンはないだろうと予測していたのだが、ひた

すら上り下りで、時には標高300m近くまで上っ

た。

　道路は屋久島らしい森の中を進み、写真を撮

りたい風景も多々あったのだが、雨の降りと、加

えてカメラを出しにくい状況から、撮れず終い

だった。猿たちも可愛

かったのに。

　唯一、大川の滝だけ

は写真に撮った。雨の

せいか、ものすごい水

量で圧倒されてしまう。

これで台風直後だった

ら、と思うとにやけて

しまう。

　結局、今日もヒロウ

コンパイで、昼食もゼ

リー飲料だけで頑張っ

たのに、屋久島青少年旅行村に着いたのは18時

近かった。

　管理人が帰る直前という危うい所で、なんと

かシャワーを浴びることが出来た。管理人が

帰った後では施設に施錠されてしまうのだ。

　重い足取りで往復 1時間かけて徒歩で食材を

買いに行き、牛乳、パン（カビていて食えないも

のもあった。怒りをぶつける気力もない）、缶詰、

魚肉ソーセージにビールの夕食である。（調理す

る元気がない）

　炊事場で、他に長期滞在中の3人のキャンパー

と話をした後、その一角にテントを張らないで

寝袋&シュラフカバー&防虫ネットで眠ること

にした。

　原稿を書き、本を少し読んで、寝たのは23時

頃かな？

泊まった炊事場
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10月16日　屋久島2日目

　7時起床。風はあるものの、雨は止んでいた。

ただし、降っていないことが不思議なくらいの

空模様だ。

　どうしたものか。

　朝食を採りながら考える。

　時折強風が吹くこともあり、今でこれなのだ

から、ほとんど吹きっさらしのここで、台風上陸

に対処できるのだろうか。

　悩んだ末、出発を決めた。十数キロ先の1,500

円素泊り民宿を目指すことにする。

　テントを張っていないので、準備は早い。

　しかし、ぽつりぽつりと雨が落ちてきた。

　うーむ。

　管理人にお金を払い（テントを張らなかった

と言ったら 200円安く

なって 430円だった）、

出発。晴装備である。た

だし、短パンは乾きき

らなかったので登山用

長パンだが。

　しかし、雨足は徐々

に強まり、15分後には

ザックカバーを装着し、

ハンドルに固定してあ

るウエストポーチには

タオルを巻いた。30分

後には昨日並みに降り出し、たまらず、道路脇の

ドアのない物置に飛び込む。

　蚊が多く、たちまちいくつも刺された。

　蚊取線香を焚き、停滞を決め込む。台風は明日

の夕方最接近らしい。

　半分は来た筈だ。とにかく雨の小止みを待つ

ことにして、原稿を書いたり本を読んだりして

過ごした。

　結局一時間半の停滞の後（3冊目が読み終わっ

てしまった）、小降りになったので出発した。

　そこから目的の平内までは意外に近く、平内

海中温泉へ。ここの海中温泉は悪石島とは違い、

ちゃんといくつかの浴槽が作られていた。雨だ

し、水着禁止、サンダル厳禁などの注意書きがう

るさいので入る気にもなれず（脱衣所もない

し）、写真を撮っただけで出発。

　実は、そこへ行った最大の目的は、1,500円素

泊り民宿の場所を確認することだった。そこに

看板が出ていたという話だったのだ。しかし、看

板は発見できず、坂道を必死で上って元の道へ

戻った。

　平内の商店でも聞いてみたのだが、安宿の場

所は判らなかった。

　途方に暮れている訳にもいかず、先に進むこ

とにする。

　ところが、すぐまた雨が激しくなり、八幡小学

校前のバス停小屋で停滞。うろうろしていたら、

バスが止まってしまった。すまぬ。

　11時半になったので、飯にするか、と思った

ら、水を持っていないことに気付き諦める。小学

校へ水をもらいに行くのも恥ずかしいし。

　地図とガイドブックを熟読し、7キロ先の尾之

間に自然休養村という

記述を見つけた。キャ

ンプくらいは出来るだ

ろう。心配なのが、その

記述は手持ちの 4つの

地図のうち、ひとつに

しか載っていないこと

だ。

　あと、候補としては、

OUTDOOR誌に紹介

されていたゲストハウ

ス沈流庵がその手前に

ある。良さそうだけど、一泊二食付き5,630円は

痛い。台風をやり過ごすには2泊の必要があるか

らだ。

　雨が小降りになったので、悩みながらペダル

を漕いでいると、道脇にユースホステルの看板

があった。会員ではないので候補に入れていな

かったのだが、ああこんな所にあったのか、と、

道をそれて見に行くことにした。200m先との看

板は偽りだったけど（300mはありそう）、木造

の奇麗な建物だった。

　入って少し話をし、悪くない感じだったので、

会員になって泊ることにした。

　一泊素泊り2,800円、3泊以上だと2,500円に

なるとのこと。これは会員料金で、会員以外は

1,000円増しになる。

　私は年会費2,500円払って会員になり（今回だ

逃げ込んだバス停小屋
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けの利用だったら会員にならない方が得なのだ

が）、2泊の申し込みをした。

　で、畳の部屋に案内される。おおお、久々じゃ。

　台風接近のため、宿泊客は同室になる男性と、

他女性1名の、私を含めて3人だという。同室の

男性は出かけていていなかった。

　炊事場にはコンロや調味料が置いてあり、使

用料 100円だったが、私は自前のを使うので関

係なし。早速昼飯を作って食べた。冷蔵庫の使用

料も 100円で、こちらは後で食材を仕入れて詰

めておこう。

　食事の後、部屋で原稿を書いたりしてのんび

り過ごした。歩いて1時間半くらいかかりそうな

尾之間温泉に行くつもりだったのだが、いつの

間にか寝てしまった。こんなことは珍しい。

　16時に、お風呂に入れますよ、と、起こされ、

慌てて買い出しに行く。

徒歩 20分弱の距離で、

数時間前に道を聞いた

お店だった。

　2日分の食料を少し

奮発して買い（牛肉も

買ったのだ）、ユースへ

戻る。

　風呂に入り、缶ビー

ルで喉を潤し、19時く

らいから夕食を作り始

めた。

　焼肉、焼きギョウザ、ご飯、ビール、日本酒、

おお豪華豪勢。

　その後、泊り客、ヘルパーと雑談し、就寝は0

時頃か。

10月17日　屋久島3日目

　8時起床。同室の人も、もうひとりの宿泊客も

出かけた後だった。

　一日何もしない日のつもりだったのだが、風

はあるものの雨が止んでいたので、尾之間温泉

に出掛けることにした。

　パン、牛乳、コーヒー、バナナ、ヨーグルトの

朝食をとった後、ユースの一般電話を借りて

データをインターネットへ送信。

　9時半に徒歩にて温泉へ出発。

　途中時折小雨が降ったが、風がギリギリ傘を

させる程度で、そんなに濡れなくて済んだ。

　1時間半歩いて到着。

　入浴料は 200円。結構混んでいた。

　それにしても、ここの湯は熱い。

　源泉と水が出しっ放

しになっているのだが、

気合入れても 1 分と

入っていられない。意

地で出たり入ったりを

繰り返す。

　その間に他の入浴者

と会話を楽しむ。

　ハシゴするつもり

だったここから徒歩15

分の屋久島温泉は、尾

之間温泉の湯をパイプ

ラインで引いただけで、その分向こうはぬるい、

という情報も得た。おかげでハシゴする気が

すっかり萎えてしまった。

　湯から上がり、急いでバス停へ向かう。時間は

先に調べてある。風が傘をさせない程になって

いたのだ。

　しかし、11時 18分の大川方面（ユース方向）

のバスが時間になっても来ず、反対方向行きの

バスが止まった。運転手の話によると、そのバス

も次の尾之間までで台風の影響により運休する

かも知れないとのこと。大川方面のバスもどう

なっているか判らないという。

　運休の可能性も考えて、仕方なく歩き出す。

　後方からバスが来たら止めてやろうと、道の

真ん中を歩く。全然車は走っていない。

　2つバス停をやり過ごしたところで、ようやく

尾之間温泉



- 30 -

薩南諸島の旅

バスが走って来た。30分くらい遅れているよう

だ。

　手を挙げて止め、乗り込む。聞くと、このバス

を最後に運休するそうだ。

　約10分間、250円で、バス停はなかったけど

ユースの近くに降ろしてもらった。乗り込んだ

時には他にひとり乗客がいたが、私が降りた後、

バスの乗客はひとりもいなかった。

　予定より早くユースに戻って来たので、資料

の整理をし、原稿を書いた。

　昼食は、いつものメニュー。

　レンタカーで出掛けていた他の宿泊者も強風

の為戻ってきて、ユースで食事を採るとのこと

だった。私は孤独に炊事場で食事なのだけれど。

　その後、特にやることもないので、ユースに残

されたマンガ雑誌をひたすら読み続けた。

　外は、雨はそれ程で

はないものの、風がも

のすごい。

　16時には読むマンガ

もなくなり、うだうだ

していると、停電した。

16時 40分だった。

　思いたち、入浴する。

案の定、ボイラーは電

気式で、蛇口から湯は

出なかった。

　まだ明るいうちにと、

17時半頃から夕食を作り始めた。

　炊事場はブロック塀で覆われ、天井は塩ビト

タン張り、床はコンクリートなので異様に明る

い。雨は吹き込まず、突風が木々を舐める轟音だ

けで快適快適。

　メニューは、ご飯、マーボー豆腐、ビール、日

本酒である。ひひひ。

　ただし、予想通りマーボー豆腐は食べきれな

くて半分くらい残したが。

　停電は、18時半に一旦回復したものの、その

後 19時半頃まで点いたり消えたりを繰り返し

た。

　その後は、ユースに高級オーディオとCDコレ

クションが揃っている事を知り、消灯の22時ま

で堪能した後、眠りについたのでした。

10月18日　屋久島4日目

　7時起床。

　台風一過の青空が広がっていた。

　これはいい。今日の目標ポイントを改め、一気

に縄文杉へ到達し、高塚小屋宿泊を狙う。

　インターネットへのデータ送信のため、今日

の朝も電話を使わせてもらうことになっていて、

今日の分と合わせて昨日お金を渡しておいたの

に、主人（ユース用語でペアレントと言うらし

い。なんか馬鹿みたいだ）は留守で、事務所には

鍵。ヘルパーでは事務所は開けられず、言付けも

なし。むっ。

　朝食を採り、さぁ出発、と思って自転車を

チェックしたら、どうもおかしい。走行中から気

にはなっていたのだが、後輪側ブレーキが開放

してくれないのだ。後

輪といえば、ワイヤー

交換や振れ取りなど、

出発前に自転車屋に整

備してもらった箇所だ。

うーむ、お店は選ぼう。

　自分で再調整するの

に時間を要し、結局出

発したのは 8 時 45 分

だった。ただし、ブレー

キの方は前より全然使

いやすくなっている。

　実は、自転車、相当ガタがきていて、ディレー

ラーは時々異音を発っするし、チェーンは、もう

3回も外れているし、屋久島へ来てからフロント

ハブ辺り（スポークか？）からも異音が聞かれる

ようになった。（だから下り坂でも恐くてカッ跳

べない）

　持てばいいんだけどなぁ。

　走りだして1時間もしないうちに、千尋の滝と

書かれた看板を見つけた。絵地図を見ると、すぐ

近くのようだ。

　で、また失敗することになる。

　500m程坂を登ってから、体力温存のために自

転車を残し、身軽になって徒歩で登ることにし

た。

　しかし、行けども行けども全然着かない。遠く

に展望台のような建物があり、まさかあそこま

荒川別れのバス停小屋
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では（モッチョム岳登山道の一部だと考えてい

た）、と思ったら、まさしくそれ、というか、さ

らにそこから数百m先がようやく展望台だった。

標高約 300mである。疲れた。

　帰りは、写真を撮っていた人にお願いして車

に乗せてもらい、自転車まで送っていただいた。

札幌からの旅行者だった。

　なんだか一気にバテて、女の子ふたり連れの

ママチャリにも抜かれる始末。（向こうは空荷だ

けど）

　今日の縄文杉と高塚小屋はあっさり諦め、弁

当や明日からの食材を買い、屋久杉自然館の庭

で食べた。

　その後、施設を 2時間かけて見学し、14時過

ぎに出発。今日は荒川分れと呼ばれる付近で寝

ることを目標とした。

荒川別れは、電話とバ

ス停があることで旅行

者には結構知られたポ

イントである。

　8.3km手前の明星岳

展望台で大休止。風が

かなり出てきた。

　勾配はきつく、水2.5

リットルを含むフル装

備はペダルにずっしり

と重い。日暮れまでに

着けるのやら。

　で、結局、日暮れ後の17時半に目的の荒川分

れに到着。

　電話（ここが最後の電話ポイント）があったの

は、想像していたより全然いい小屋で、中で眠ら

せてもらうことにする。基本的には屋根だけの

小屋なのだが、電話のある部分だけ囲われてい

るので、そこの床を寝ぐらとした。

　食事をし、明日の準備を少しし、満天の星空を

眺め、寝たの 21時頃だったと思う。

10月19日　屋久島5日目

　起きたのは 6時過ぎ。

　寝る体勢が今イチだったので（脚が伸ばせな

かった）、何度も目覚めてしまった。気温の方は、

13度くらいまでしか下がらなかったと思う。

　天候は晴。

　今回はリュックが小型のため、何を持って行

くか迷いに迷い、準備にすっかり手間取ってし

まった。

　ようやく出発出来た時は、7時をまわってい

た。

　まず林道を 1時間歩いて登山道の入り口（ト

ロッコの軌道へ入るポイントなんだけど）へ行

く予定だったのだが、15分くらい歩いた所で車

に声をかけられ、ヒッ

チハイクすることに。

　乗せてくれたのは

「でたらめ」という素泊

2,500円民宿の主で、お

客さんを一人送る途中

だった。おかげで7時45

分にはトロッコ道へ入

ることができた。

　トロッコの軌道は、

高い鉄橋もあったりし

て、高い所が苦手な私

には、息が止まりそう。手摺なんて当然ないし、

歩ける幅は線路の幅しかないのだ。（トロッコの

線路幅は普通の鉄道よりかなり狭い）

　写真を撮りつつ、のんびり進んでいると、屋久

島青少年旅行村で会ったライダーのひとりが、

女の子を二人従えて追い付いて来た。彼らは縄

文杉を日帰りで見学すると言う。一ヶ月以上も

滞在しているライダーが、ガイドという訳だ。台

風について聞くと、最も酷かった夜は、建物の中

に避難させてもらえたそうだ。

　彼らは先を急ぐので、すぐに別れた。

　最初の見学地は、小杉谷事業所跡地。30年く

らい前までは、そこにかなり大きな集落があり、

小学校もあった。屋久杉自然館で当時のモノク

ロ映像を見ていたので、その変わり様が身に滲

みる。土台だけの建物跡、苔むした階段、静けさ、

沢の音、鳥の声、青空。

トロッコ道を行く
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　こんなに廃虚に惹かれるのは何故だろう。

　住居跡に座り、しばし佇んだ。

　その後も、興味深い樹木が多く、ペースは全然

上がらない。

　楠川別れという、楠川からの登山道と合流す

るポイントで、東京からの男女5人組の登山者と

出会った。結局彼らとは、下山するまで抜きつ抜

かれつになり、時々会話も楽しんだ。登山は今回

が初めてで、同じアパートに住んで知り合った

という。ちょっと珍しいパーティーだ。

　昼食は、翁杉の前で採った。メニューは、イン

スタントラーメン、御飯、バナナ、みかんで、い

つもとほとんど一緒。水が豊富なので助かる。

　個人的には、その後

見学したウィルソン株

の方が、縄文杉よりも

全然すごい気がした。

切株の中に10畳くらい

の空間があり、祠と、そ

の脇には泉が湧いてい

た。

　縄文杉は、それ程期

待していた訳ではない

けど、正直、ちょっと

がっかりした。今回の

旅で最も感動した樹は、諏訪之瀬島の名もない

路脇にあった巨大なガジュマルの樹である。ガ

イドブックに載っていた訳でもなくて、時間潰

しの散歩の途中、偶然畑の脇に見付けたのだ。そ

れまで見たガジュマルの中では最も大きく、枝

振りも素晴らしく、蚊に刺されるのも構わず、し

ばし見とれてしまった。

　それはさておき、宿泊予定の新高塚小屋へは

17時過ぎに到着した。

　無人なのだが（屋久島の山小屋は全て無人）、

しっかりとした造りで快適だった。今夜の泊り

客は15名程だったが、詰め込めば50人くらいは

入りそうである。

　夕食は、屋外で、わずかに残る明かりを頼りに

スパゲティを作って食べた。

　小屋の外にも広い整地があり、シーズンはテ

ントで賑わうのだろう。ヤクシカが小屋の周り

をうろついていた。

　夜は、20時頃から寝ようとしたんだけど、エ

アーマットを持ってこなかったので（寝袋の

み）、板の間が辛くてなかなか寝付けなかった。

他の登山者は寒くて寝付けなかったようだ。で

も、小屋内の気温は 13度くらいはあった。

翁杉の前で昼食

縄文杉、ですね
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10月20日　屋久島6日目

　6時起床。カロリーメイト、みかん、水の朝食

をとり、6時 45分出発。皆さん早起きで、私が

最後の出発だった。

　九州最高峰宮之浦岳（1,935m）を目指す。

　山頂付近で捜索隊に出会った以外はとりたて

て記すことはない。捜索隊は、12日入山して未

だ帰らぬ登山者の捜索を行っていた。

　下界は雲で、山頂から種子島は見えず、辛うじ

て口永良部島の一部が見える程度だった。でも

よく晴れている。

　下山は、花之江河湿原を通って淀川小屋に抜

け、ヤクスギランドへ至るコースをとった。大和

杉を抜けてヤクスギランドへ至るコースも考え

ていたのだが、こちら

を通るには時間が遅す

ぎた。前述コースだと

3km砂利車道を歩くこ

とになるのだが、いた

しかたないだろう。

　登山中のリポートは、

休憩の折に少しづつ書

いている。気分転換に

はいい。

　花之江河湿原で休憩

中、食事準備をしてい

た東京からの5人組から、おすそ分けをいただい

た。吉備団子風のもちっとしたものにあずきが

かかっているという、得体の知れない料理（すま

ぬ）だったけど、美味しくいただきました。

　で、14時にそこを出発。

　気分が乗ってきたので、1時間を切って淀川小

屋へ辿り着いた。（地図には 1.5時間とある）

　小屋の近くを流れる淀川の美しさも特筆もの

で、天候の悪化が予想されていなかったら、滞在

したい所だった。

　そこで休憩の後、登山道の入り口までは35分

で到着した。

　さらにそこから林道を 2時間近く歩いて自転

車を止めた荒川分れまで行く予定だったのだが、

30分もしないうちに車が止まってくれて、乗せ

て行ってもらえた。雨が降り出して来たので、本

当に助かった。

　荒川分れに戻ると、自分の以外にもう一台、旅

の途中の自転車が置いてあった。今回の旅で

会った旅の自転車は、これ一台きりであった。持

ち主とは、後日一緒に走ることとなる。

　出発の準備をしていると、雨は本降りになっ

てしまった。

　完全雨装備で 17時にスタート。

　安房までは14kmの下り。そこからはアップダ

ウンの続く島周回道路を通って楠川を目指す。

そこに温泉があるのだ。安房からだって15kmく

らいあるのだから、我ながらよくやる。

　雨は麓へ下りてきたら止んだので、晴装備に

て頑張る。

　結局、楠川の温泉には真っ暗闇の18時半に着

き、300円で久々の入浴。畳の休憩部屋があった

ので、20時の閉店まで

原稿を書きつつ寝転

がって大休止。

　外は月も無い真っ暗

闇。さて、どうしたも

のか。

　考えてても仕方ない

ので、さらに宮之浦港

まで走る。風が強い。

　コンビニで弁当を買

い、港の近くの公園で

食べた。その公園には

トイレもあったのだが、営業時間があって、昼間

しか開いていなかった。

　キャンプ禁止の看板は立ってるし、風は強い

し、で、ウロウロしていると、そこから300mく

らい離れた所（公園ではない）に、昔使われてい

たのかな、という感じの屋根付き休憩所を発見。

植え込みで囲われているので、風が抑えられて

いる。

　いい所みーっけ、という感じで、そこのコンク

リート製テーブルの下で、寝袋に潜り込んだの

でありました。

東京から来たグループを宮浦岳山頂にて
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10月21日　屋久島-口永良部島

　6時起床、と思ったけど、どーんと曇っていた

ので 7時まで寝る。

　休憩所テーブル下は、植えこみのおかげで道

からは全く見えないので好都合だ。

　今回、予定ではこの後、種子島へ渡ることに

なっていて、それには9時発の上屋久町営船「第

2太陽丸」に乗らなければならないのだが、大き

な島は屋久島で十分、という気になってしまっ

ているので、同じ船に13時に乗って口永良部島

へ渡ることにした。

　出港までは 6時間もある。

　それまでの時間何をしたか。

　レンタカーを借りたのである。

　島内にレンタカー会

社は沢山あるけれど、8

時か 8時半にならない

と営業を始めない。

　タクシー運ちゃん情

報により、民宿「清流」

も経営している屋久島

レンタカーなら早くか

ら貸してくれるのでは

ないか、とのことで、

行ってみると即OK。そ

れでも出発出来たのは8時5分前くらいだったけ

ど。

　で、激走。

　安房から山へ入り、荒川分れを過ぎ（この辺り

から雨）、ヤクスギランドを過ぎ、紀元杉で写真

を撮り（昨日はヒッチハイク状態だったので通

り過ぎてしまったのだ）、荒川林道を奥へ進む。

　と、東京からの5人組に出くわした。彼らは淀

川小屋でもう一泊し、翌朝のバスで下山すると

のことだった。もっと早く会うと思っていたの

だが意外に奥で、ヤクスギランド10時40分発の

バスに間に合うかどうか微妙な所。

　定員をオーバーしてしまうけど（カローラIIな

ので）、全員に乗ってもらって、尾之間温泉へ向

かう。

　ひと風呂浴びてさっぱりし（下界は雨はなく

曇空）、宮之浦へ戻り（楠川で2人降ろしたけど）

レンタカーを返却（ちなみに、4時間6,000円）、

乗せていたメンバーと別れ（彼らは今日の飛行

機で東京へ帰るとのこと）、私は本来のチャリ

ダーへ。

　港の船待合へ行ってみると、ISDN公衆電話が

あったので早速インターネットへデータを送信。

　結局、船は鹿児島からの船に連絡するために

10分遅れの13時10分に出港することになり、私

は自転車を船に積んだ後（車もエレベータで数

台づつ積むのね）、船待合の食堂で今回の旅初の

外食（米があと一食分だし燃料も乏しいので）、

うどんを食べたのでした。（カレーライスの大盛

りを頼んだら、「ご飯が炊けるまで10分待って」

と言われ、それじゃ船が出てしまうと言ってう

どんに替えたら、「少しだけど」と、ご飯とタク

アンを無料でくれた。ありがとう）

　船は13時5分に出港。

料金は 2,050円プラス

自転車 320円。

　おお、揺れる揺れる。

　としまと同じくらい

の大きさなんだけど、

スタビライザーがない

のか、結構横揺れもす

る。

　それでも、船は予定

通り15時前に口永良部

島に到着。38平方キロメートルに、168人が住

んでいる。

　マヌケなことに、私はここに日立のコマー

シャルでお馴染みの「この木なんの木」があると

思っていたのだが、島に着いてガイドブックを

改めて見たら、あれは沖永良部島だった。とほ

ほ。

　さらにマヌケポイントを追加するならば、船

のコンセントで充電していた充電器と充電池 2

本をそのまま船に忘れてきてしまったのだ。明

日まであるとよいのだが。

　気を取り直して温泉へ向かう。

　島には3つの温泉があり、まずは、唯一混浴で

はなく、港から最も遠い湯向温泉へ。

　自転車を走らせると小雨が降り出し、やがて

本降りに。慌てて雨具を着たら止み、その後、

時々小雨がぱらつく天候。

　結局湯向温泉には16時半くらいになってよう

お目覚めは、テーブルの下
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やく着いた。

　早速ひと風呂浴びる。

　洗い場には水の出る蛇口しかなく、湯を浴槽

から汲んで身体を洗う。透明な湯だが、湯の花が

沢山浮いていたのでシャンプーは控えた。湯温

はぬる目。浴槽にいた人の話によると、島内にあ

る寝待温泉の方が湯温は高いと言う。ただし、あ

ちらの温度が上がればこちらが下がり、こちら

の温度が上がればあちらが下がる、というもの

らしい。

　湯上がりに、港の近くの商店でもらった焼き

鳥の缶詰（レジへ持って行ったら、賞味期限切れ

だからとくれたのだ）を肴に、別の店で買った

ビールを飲みながら原稿を書く。ああ極楽。

　実は、温泉の建物内

で寝れば、と言って下

さった方がいて、それ

を狙っているのだが、

結構ひっきりなしに人

が来て、ちょっと焦っ

ている。まぁ、駄目なら

島内あちこちにある避

難豪（コンクリート製

で屋根と三方壁）で寝

るまでだけど。

　頻繁に現れる人、掃

除当番らしい子連れの若奥さんに聞いても、「い

いんじゃないですか」だったのだが（スパゲティ

を作って食べていた時で、無茶苦茶焦った）、20

時40分頃きたオバチャンが、「許可取ったのか」

ときて（最初寝ることを提案された時に区長へ

断りに行った方がいいでしょうか、とも聞いた

のだが、いいんじゃないの、ということになって

いた）、「寝られるのは困る」とか、「以前ボヤ騒

ぎが」とか（これは眉ツバもの。失火すればたち

まち全焼しそうな建物だ）、とか、とか。

　区長は民宿をやっている家らしいのだが、今

更こんな夜更けに行きたくないし、場所もよく

判らない。残念だけど撤退することにした。

　荷造りして出発する所でオバチャンが出て来

て、「追い出したみたいで悪いねぇ」と言い残し

て去って言った。そういえば、入浴中、トカラ列

島の話をしていたら、「諏訪之瀬島にはヒッピー

が沢山いて」ということを言われた。そういうこ

とに神経質なのかも知れない。

　まぁ、温泉施設に泊ろうなどという、私が虫が

良すぎたのだけれど。

　外は、雨はないものの、強風で真っ暗。ライト

を消すと、何にも見えない。

　自転車のライトとヘッドランプを頼りに、寝

待温泉を目指す。情報によれば、そちらにもコン

クリートの囲いがあるという。

　で、一時間くらいかかって寝待温泉に到着。行

程の大半が登りで、せっかく着替えていた乾い

た Tシャツは汗でぐっしょり。

　寝待温泉は、温泉だけがあるのかと思ってい

たのだが、小さな集落だった。人しか通れない急

坂を400mも下った海際で、もちろん車も自転車

もない。電気はあるけ

どね。

　温泉は、囲いはある

けど寝られそうになく、

ひと風呂浴びた後で、

近くの避難豪で寝るこ

とにした。

　海際で、しかも夜の

せいか、フナムシ大発

生状態で結構気持ち悪

かったけど。

　相変わらず風ごうご

う状態で、寝付けたのは 0時頃だったと思う。

ビーチに置いてあるような簡易ベットがあった

のでなかなか快適だったけど。

寝そこなった湯向温泉

こちらは翌朝撮った海岸の寝待温泉
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10月22日　口永良部島-屋久島-種子島

　起床は 6時。

　空は重たい雲が立ちこめている。

　コーヒーを入れ、カロリーメイトの朝食をと

り、周辺の写真を撮った後、出発。

　昨日自転車を止めた場所まで荷物を抱えて登

る。本当に急な坂だ。年寄りは登れるのだろう

か？　寝待温泉には、歩けなかった人が湯治に

滞在し、歩いて帰ったという話が伝わっている

が、健康な私でも休み休みしか登れない坂なの

だから、信じられない話ではある。

　自転車を走らせることが出来たのは7時45分

になってからで、西之湯温泉を目指して坂を登

る。

　途中小雨が降り出し、

雨装備。ただし、この雨

は西之湯温泉に着く頃

にはすっかり止んでい

た。晴間は一切ないけ

ど。

　西之湯温泉には 8時

半頃到着。ここも混浴

で無人。ちなみに、島に

3ケ所ある温泉は、どこ

も入浴料200円である。

料金箱が置いてあるだ

けだけどね。

　波音を聞きながら、ゆったりと湯に浸かり、港

へ。

　9時半頃には切符を買って、防波堤で原稿を書

いたりして、ぼんやり過ごした。釣り人から缶入

茶の差し入れもいただいた。

　船は、予定通り入港。

　自転車を積み込み、船室へ。

　昨日忘れて行った充電器は、そのままの状態

でそこにあった。よかった、よかった。

　船はバンバン跳ね、揺れた。寝ていたので酔い

はしなかったけど。

　定刻で屋久島へ到着。船を下り、待合所の辺り

をウロウロしていると、荒川別れにあった自転

車に乗ったサイクラーを発見。彼は和歌山から

来ていて、この後、種子島へ行くという。

　彼と別れ、鹿児島行きの船を待っていたのだ

が、やはり私も種子島へ行くことにして、慌てて

乗船券を買い（1,400円プラス 320円）、再び第

2太陽丸へ。船員が、「あれ、また乗るの？」。たっ

た今降ろしてもらったのに済みません。

　最初から種子島までの乗船券を買っていれば

（第2太陽丸は、3島間を航行している）、自転車

の追加 320円はいらなかったと思う。

　船室へ行くと、さっき別れたサイクラーがい

た。

　荷物をそこへ残し、ターミナルへ戻る。

　今度はそこに、屋久島青少年旅行村で会った

もうひとりのライダーがいた。彼は四万十川が

好きで流域に移住してしまい、結婚したという

経歴を持っている。私もカヤックによる川下り

が趣味なので、四万十川での再会を約束して別

れた。

　早く空腹を満たさね

ば。（鹿児島への船内で

昼食をとるつもりだっ

たのだ）

　食堂でカレーライス

を5分でかき込み、船へ

戻ると、すぐに出港し

た。

　やはり揺れ揺れで種

子島島間港へ。カレー

を戻すことは避けられ

たが。

　入港は、作業中の船があるとかで、やや待たさ

れて、下船したら 15時 15分くらいだった。

　天候は曇り。

　件のサイクラーが、同行したいとのことで、し

ばらく一緒に漕ぐことにする。

　向かうは、種子島宇宙センター。

　そこを1時間くらいかけて見学、その後、県道

を北上して平山を通りぬけ、熊野海水浴場近く

の温泉保養センターへ。

　ここで 18時半まで停滞。いいお湯でした。

　同行していたサイクラーはそこの隣りにキャ

ンプするとのことで、見送られて出発。

　おお、真っ暗闇。風が強くて辛い。

　目指すは、住吉のキャンプ場（西之表港の6km

くらい手前）。炊事場くらいはあるだろうから、

その下で眠らせてもらうつもりだった。

種子島と言えばロケットでしょう
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　ところが、20時過ぎに住吉へ着き、歩いてい

た人にキャンプ場の場所を聞いて行ってみたん

だけど、場所がよく判らない。漁港をウロウロし

ていると、漁協の施設前のテーブル脇で寝てい

たオッチャンに声をかけられた。で、またキャン

プ場の場所を聞き、行ってみたんだけど、やっぱ

り判らない。暗い、というのも場所を判らなくし

ていた。

　通りかかったバイクのオッチャンに、またま

た聞いてみる。そしたら何と、キャンプ場は毎年

8月いっぱいで閉めてしまっているという。

　がーん、となっていると、バイクのオッチャン

は、漁協の倉庫で寝ていいとう。

　まさに、渡りに船。

　漁協の施設に戻り、

寝ていたオッチャンに

倉庫の場所を聞くと、

隣りだと言う。

　行ってみると、倉庫

とは言え、なかなか立

派な建物。

　前で食事の準備を始

めると、寝ていたオッ

チャンが、こっちは電

気もついてて明るいの

で、こっちでやればい

い、と、呼びに来てくれた。

　お言葉に甘えて場所移動。

　テーブル、椅子、広い軒下と、最高の環境。

　オッチャンは、2時からキビナゴ漁の船に乗る

ので、家で寝ていて寝過ごさないように、ここで

寝ていたという。

　今夜の食事は、最後の米を炊き、親子丼の素を

かけたものと、缶詰、魚肉ソーセージ、缶ビール

である。（温泉保養センターを出た直後に集落で

買っておいた）

　これで手持ちの食料は、翌朝用のパンと、コー

ヒー豆、非常用のカロリーメイト、クッキーだけ

となった。

　食べていると、オッチャンもビールを飲み出

し、それが焼酎になり、私もご馳走になった。つ

まみは、塩茹でしたキビナゴと、キビナゴの刺し

身（生をまるごと食うだけだけど）である。

　話をしていて、私も漁船に乗れるよう親方に

頼んでくれることになった。

　起こしてくれる、とのことで、その漁協の施設

の畳の部屋で 23時前に眠りについたのでした。

オッチャンは外で寝てたけど。

見るからに揺れそうな鹿児島行き

今宵の寝ぐらも上々だ
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10月23日　種子島-鹿児島-東京

　結局漁船には乗れなかった。

　話し声で目覚めたのだが、焼酎の酔いがまだ

残っていた。呼びに来てくれたら行ったのだが、

結局来てはくれなかった。雨が降っていたから

だろうか。

　寝直して、起きたら 6時 40分だった。

　漁船が戻ってきていて、話し声で起きたのだ。

　急いで出発の準備をする。漁協の施設には 5、

6人の人がいたが、昨日のオッチャンはいなかっ

た。

　出発は、7時 10分になってしまった。

　雨上がりでウェット路面状態。風が結構ある。

　西之表港へは8時頃着いた。なんだか、目眩が

する程都会である。

　パンと缶コーヒーの

朝食をとり、ISDN公衆

電話からインターネッ

トへデータを送信した。

　9時発、鹿児島商船の

フェリーは、鹿児島ま

での 2,540円プラス自

転車600円。奇数日は種

子島から、偶数日は屋

久島から出ている。

　荷物積み込みに時間

がかかり、定刻より遅

れて出港。

　古い船なので、かなり揺れる。寝るに限る。

　鹿児島には 13時近くに着いた。

　雨。

　雨装備で走り出し、すぐ隣りのかごしま水族

館へ。私はアクアミュージアムフリークなのよ

ん。入場料は 1,500円也。

　ついでに中で薩摩黒豚カツカレーを食す。650

円也。

　水族館の内容は、1,500円としてはまぁまぁで

（ジンベイザメを輸送中に死なせてしまったので

いないのが残念だけど）、奄美の海中3D映像20

分間はよかった。

　雨は相変わらずで、ペリカン便の受付へ行っ

て大半の荷物を送った。

　おお、自転車が軽い軽い。

　15時過ぎに空港へ向け 10号線を進む。

　最悪の道だ。命賭けになると言っていい。悪態

をつき疲れた。自転車や歩行者の事などまるで

考えられていない道で、歩道のある所ですら、草

むらと化していたり、看板だらけだったり、柱が

立っていたりで走れない。

　この道を走るくらいなら、さっさと輪行すべ

し、である。

　10号を離れて、ようやくマシになり、空港ま

であと10kmという所で、龍門温泉1kmの看板

を見つける。すかさず曲がり、入浴、停滞。お風

呂セットも送ってしまっていたのでシャンプー

出来なくて残念だったけど、ガラス張りの浴室

から龍門滝が眺められていい気分。

　18時近くまで停滞して、懐中電灯も送ってし

まっていたことを思い出し、慌てて漕ぎ出す。

　雨、雨、雨。

　しかも、空港までは

ひたすら登りの上に、

その道の酷いことと

いったら！　再鋪装工

事が道の端まで行われ

なかったせいで白線の

すぐ外側に段差が出来

ており、自転車が走る

ことが不可能なのだ。

仕方なく白線の内側を

走るんだけど、車から

見れば、自転車とガードレールの間には空間が

ある訳で、そちらへ避けろとばかりに、スレスレ

を凄い勢いで追い抜いて行く。それが鹿児島の

自転車に対する礼儀なのかもしれないけど。

　鹿児島には、自転車で走れる道はないのか？

　一年分の悪態をついて、18時40分にようやく

空港到着。マシな服に着替え、自転車を輪行袋

へ。

　飛行機は19時40分に羽田へ向けて飛び立つ。

　19時20分に、最後の現地からのリポートをイ

ンターネットへ送信、旅の終わりを宣言した。

ヒロウコンパイのジ・エンド
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まとめ

費用

23日間で 127,000円（航空券除く）

内訳は以下の通り

交通費　 計 57,598円

　飛行機　　　JASのキャンペーンに当選したので無料

　船　　　　　38,020円（人）

　　　　　　　10,175円（自転車）交渉して 1万円値切っている

　レンタカー　6,000円（屋久島にて 4時間）

　ガソリン代　1,483円

　モノレール　470円（浜松町までの JRはカード使用のため不明）

　バス　　　　屋久島　250円　羽田 -新宿　1,200円

ユース宿泊費　2,800円 x2泊+入会料 2,500円 =8,505円（税込）

テレカ代　　　2,000円

キャンプ場代　奄美大島　300円　屋久島　430円

釣具代　　　　計 3,000円くらい

温泉代　　　　計 3,000円くらい

水族館入場料　奄美大島　800円　鹿児島　1,500円

博物館入場料　奄美大島　300円　中之島　210円のはずが無料　屋久島　600円

屋久島地図　　700円

カラーネガフィルム1本、接着剤、絵葉書、切手　計 2,000円

防虫スプレー、蚊取り線香　1,500円

コインランドリー　300円

ペリカン便　1,690円（鹿児島から岐阜の実家まで）

ここまでで　84,223円　他にもあったかも知れないけど思い出せない

残りは食費で　42,777円　一日あたり 1,860円

　食費については、予想以上にかかってしまっている。酒代が大半のような気もするが、缶

詰めが都内の倍以上の価格で売られているのだから仕方ないところもある。自転車だから量

も食うし。

　ちなみに、毎日のように食べていた「サンマ蒲焼」缶が 180円～ 210円もするのだ。

通信環境は？

　今回、初めてWinCE2.0機であるカシオペアA-55Vを使用したんだけど、その使い心地

には納得するしかない。

　とんでもなく馬鹿なIM（IMによって使える言葉が限定されてしまうことを実感）には泣

かされたけど、現状では、これしかないのだから仕方ない。心配していた電源の方は、船に

乗る度にコンセントから充電させてもらったので、4本持っていった充電池で事足り、一度

もアルカリ乾電池を使うことはなかった。



- 40 -

薩南諸島の旅

　これで、JPEG画像のリサイズが出来るソフトがあれば理想なのだが。

　FTPには、ソリトンシステムズのSolFTPを使用したのだが、どういう訳か、私の環境で

はサーバ側のファイル名が正しく表示されない。開発元に問い合わせているのだが、未だに

回答は得られていない。ソフトの機能そのものは、まとめてFTP出来ない不便さはあるも

のの、現状のWinCE用 FTPソフトとしてはNo.1だろう。

　メーラーは、qmailを使用。ただし、これは大きな添付ファイルを送れない（もしかして

私だけ？）ので、受信トレイも併用。

　HTMLは、Poket Wordで書いたんだけど、いちいち「全てのファイルを表示」にして

開かなければならない不便さは、本当に腹が立つ。しかも、「全てのファイルを表示」メ

ニューを出すにはスクロールさせる必要があり、マイクロソフトの大馬鹿野郎、と、声を大

にして叫びたい所だ。（だから嫌いなんだよマイクロソフト）

　また、ポケットエクスプローラーでは、DS-8から送った画像が正しく表示されなかった。

確認出来ないのは辛い。

　PHSは、奄美大島の名瀬と、鹿児島で使用できた。その他の島は、大半の地域で今年か

ら携帯電話が使用できるようになっていた。高台に立つ、DoCoMoのアンテナが眩しい。

　ISDN公衆電話については、トカラ列島には全く無し。公衆電話もほとんどなく、あった

と思ったらダイヤル式のピンク電話だったりして、留守電を聞くのにも苦労した。ただし、

一般回線を借りれればデータの送受信は当然できる。

　屋久島、種子島とも、港と役場以外で ISDN公衆電話を見掛けることはなかった。

　今回、公衆電話経由ではso-netの鹿児島アクセスポイント、PHSでは福岡アクセスポイ

ントを使用したのだが、いずれも一発で繋がり、通信に支障はなかった。

持参した機器について

　緊急用にハンディアマチュア無線機を持って行ったのだが、これは役に立ちそうにない。

メインチャンネルを聞き続けても、誰も通信などしていないのだ。島内でアマチュア無線の

アンテナを見かけることはなかった。やはり、携帯電話を準備すべきだろう。

　PHSは、使える所がほとんどなかったため、持って行った充電器は邪魔なだけだった。

　マイクロカセットレコーダーは、結局使わず終いだった。

　ストーブ（コンロ）については、予備の燃料1リットルを丁度使い切るところで、心配し

ていた途中補給の必要はなかった。

　自転車に付けていたサイクルコンピュータは、もともと調子が悪かったのだが、小宝島で

無くしてしまった。距離の計測が出来なくて残念。

　リアキャリアは、船に何度も積み降しするうちに曲がってしまい、タイヤに接触しそうに

なっている。次の旅には使えそうにない。もっとも、自転車そのものも、もう長旅には耐え

られないかも知れない。

　パンクが1回で済んだのは助かったけど、ブレーキのセッティングに時間を取られたこと

もあった。腕の良い自転車屋に頼まないとねぇ。
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宿泊について

　テント泊 9日

　ユース泊 2日（台風を避けるため）

　無人山小屋泊 1日

　漁協施設泊 1日

　無泊 1日（鹿児島港で夜釣り）

　シュラフ泊 8日（炊事場、避難壕等）

　この時期はまだ気温が高いので、全行程テント無しでも大丈夫だったと思う。

トカラ列島の旅について

　食料の確保。これに尽きる。

　とにかく、物がないのだ。特に野菜が売られていることが少ない。缶詰やインスタント食

品の価格の高さには驚かされた。私の旅には欠かせないスパゲティを売っている所は少な

かった。パンも、船が来る日以外は無いので要注意である。

　お店は、だいたいどこも朝1時間と、夕方から2時間営業するだけで、しかも、物がない

時は開かない。これは、旅人にとっては本当につらい。

　民宿はどこも3食付きで5,000円から6,000円くらいだが、宿泊しつつ旅をしているバッ

クパッカーによると、沖縄方面の島に比べて料理の質は悪い、とのことだ。

　トカラ列島では、ほとんど名物料理というものがなかったし（中之島の資料館で芋菓子の

話を聞いたのだが食べる機会を得られず）、そもそも食堂が無いので外食しようがなかった。

　島の子供たちはフレンドリー、というか、好奇心旺盛というか、暇というか、挨拶も含

め、よく声をかけられた。その調子で屋久島の子供たちにこちらから挨拶をして気まずい沈

黙になったことも。

　大人の方はと言うと、声をかけてくれるのは、大半、島外出身者だった。最近島へ移住し

てきた人、20年以上前に嫁いで来た人、など、など。

　島の暮らしや、島に住む人たちについても、様々な興味深い話しが聞けたのだが、ここに

は記さないことにする。知りたい人は、自ら訪れてみるといい。

　旅の途中では、まとめに、あれも書こう、これも書こう、という気になっていたのだが、

書き始めると、様々な問題を含んでいることでもあり、簡単には書けなくなってしまった。

　島旅は奥が深い。
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あとがき

　今回の旅で得られたものはなんだろうか。

　何もなかったような気もするし、たった1枚のスナップ写真のために旅があったような気

もする。

　身体の方は、旅によって深刻な事態に陥ったということはない。（ソフトコルセットの汗

臭さが結構深刻だったけど）

　もちろん、完調という訳ではないのだけれど、それは旅のせいとは言えないし、手術前に

比べれば遥かにマシなのだから、付き合って行くしかないだろう。ホノルルマラソンは遠慮

したいけどね。

　さて、これからも私の島旅は続く。

　また会えたら嬉しい。

1998年 11月　あきらけい
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