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ちゃんもプラザロ
コでお弁当を物色
していざＳＬへ
「あっれっれ違う
やん、客車はレト
ロだが引っ張るや
つは古い電車？」そうなん
ですトーマス号以外のＳＬ
はハイシーズンしか走らな
いんです。 月の連休とか
紅葉シーズンだけしか走り
ません。ＳＬも老朽化して
いるので休ませてるみたい
ですね。時刻表をよく見る
とＥＬ急行かわね号と書い
てある。ＥＬ 客車だそうだ。
勘違い勘違い。思い込みに
よるこのパターンは多いだ
ろうね。まあ乗ったら前は
見ないし、トンネルで煙も
来ないのでまあいっかー。
昭和 年製客車のレトロ感
は半端じゃないので、ワク
ワクです。観光列車なので
車掌さんが色々解説してく
ださる。さあ窓を開けて白
ワインでお弁当をいただこ
う。田園風景の大井川沿を
千頭 に向
けて 走っ
てい きま
す。 沿線
のＳＬビュー
ポイ ント

では 観光客が
手を 振ってく
れま す。やっ
ぱレ トロな客
車の魅力かなぁ？
前半は千頭
駅ま でで 時
間。 後半は千
頭駅 で南アル
プスあぷとラインに乗換え
る。赤色トロッコ列車、ま
るでスイスの山岳鉄道のよ
うです。「あぷと」とは急
勾配を上る電車の方式であ
ります。線路のギアと電車
のギアをかみ合わせて登っ
ていく。アプトいちしろ駅
でアプト電車を連結する。
「乗客の皆さん、只今より
アプト電車を連結します。
分間停車しますので、ご
見学ください」みんな興味
津々で駆けていく。あれれ、
線路の真ん中にギザギザが
ありますよ。これに引っか
かって滑り落ちないように
登っていくの
ね 。 今 ま で
「ループ式」
「スイッチバッ
ク」は経験し
たが「アプト
式」は初めて
です。これで
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のでそれもさみしい。やっ
と一軒、井川でひなびた旅
館が予約できました。これ
で泊まる所が確保できた。
次の問題はどこに車を置く
か？この問題に半日悩む。
やはり前日に中間駅の千頭
に置き車することに決定。
その後電車で島田のビジネ
スホテルへ。ここらは楽々
取れますよ。翌日ＳＬ出発
の新金谷駅に向かう。おっ
と車が 台は押しかけてい
る。ＳＬ予約者は優先策は
あるが、車を停めるのに一
苦労しそうです。機関車トー
マスが子
供さんに
大人気。
こちらは
１か月前
から満席
です。乗
れない人
も一目見
ようと沿
線は人だ
かり。大
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「最 後の聖域 、大井川
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上流に行ってきました」
大ちゃんの未開拓地である
大井川上流。大井川鐡道・
南アルプスあぷとライン・
奥大井湖上駅・寸又峡温泉・
夢のつり橋・桃源郷井川と
魅力満点です。いの一番に
大井川鐡道のＳＬの予約で
す。３日前にＷＥＢをチェッ
クすると、 時 分のＳＬ
に余裕あり。へーじゃあ行っ
ちゃうか。ＷＥＢで申し込
むと翌日メールで予約番号
をもらえます。予約は確実
になさってくださいね。当
日券はほとんどありません。
次は行程であります。連休
とＧＯＴＯキャンペーンで、
旅館はほとんど空いていな
い。全線を日帰りで往復も
可能だが、行きが
時間帰りが 時
間の乗りっぱなし
になる。乗り鉄と
か呑み鉄ではない
52
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大 急勾 配 列
車を完全制覇。
ま あ ＳＬ よ り
も こ っち が 大
好 き 。次 は 奥
大 井 湖上 駅 に
向 か う。 こ こ
で 大 半の 乗 客
が 下 車す る 。
電車は 駅先
の井 川で折り返し て戻っ てく
るまで、カフェで 分のティー
タイ ムです。残念 だがビ ール
はな かった。景色 は最高 だが
ちょ っと退屈。元 気な人 は鉄
橋を 対岸へ渡って 展望台 まで
行っ ている。でも ね展望 台は
電車 が走ってこそ 値打ち ある
が、 電車を見てた ら置い てか
れる 。さっき乗っ てた電 車の
折返 しが最終。湖 上駅に 置き
去りなんてシャレにならんわ。
千頭 駅へ戻って置 き車に 乗っ
てま た井川まで走 る。道 は狭
いので明るいうちに走ろうね。
しか し井川に着い た頃に は周
りは 真っ暗、どこ に旅館 があ
るのか心配に
なる。携帯も
つながらんし、
困ったなー。
どうにかたど
り着いた大西
屋旅館。昔は
お茶と林業で
賑わってい ましたがー 、今 は
その影はな い。産業も なく ひ
なびた村で あります。 そん な
ひなびた井 川を盛り立 てよ う
と、大西屋 の女将は実 家の 旅
館へ帰って きた。女将 はソ ム
リエの資格 を持ちイタ リア で
も料理の修 業をした。 その 腕
を試すべく ワインとイ タリ ア
ン・和食を 味わえる料 理旅 館
に変革。夕 食はシイタ ケの 陶
板焼きとヤ マメのパピ ル焼 き
他。地元産 の食材を工 夫し た
料理をあて に、ソムリ エお す
すめのシャ ブリをハー フボ ト
ルでいただ く。ソムリ エの 選
んだシャブ リさすがに おい し
い。なんで シャブリっ てい う
か知ってる ？大ちゃん も名 前
は知ってた が、由来は 知ら な
かった。フ ランスのシ ャブ リ
村で作られ たからシャ ブリ だ
そうです。 もう つシ ャル ド
ネとはブド ウの種類で す。 こ
の つを知 ってたらハ ナタ カ
ですからね 。翌日の朝 食で は
キノコご飯 をいただく 。食 後
のコーヒー はＪＡＬの ファ ー
ストクラスで出されるスペシャ
ルテ 円を
勧められる。
「じゃあそ
れで」料理
とサービス
はいいのだ

が設備は昭和のままなんです。
そん な旅館に後継 ぎとし てソ
ムリ エ娘（大きな 娘）が 帰っ
てき て料理とサー ビスで 活路
を見い出そうとする姿。大ちゃ
んも 財布のひもが 緩む。 隣の
部屋 の人も「じゃ あそれ で」
の連 続でありまし た。さ てス
ペシ ャルテとはソ ムリエ がス
ペシ ャル豆を目の 前で説 明付
きで 挽いてくださ り、紅 茶の
容器 で湯出しして 出てき た。
人生 初のスペシャ リテ最 高で
した 。しかしそう ゆっく りも
して いられない。 今日は 寸又
峡温 泉へ向かいま す。美 人温
泉と よばれる秘境 の温泉 郷で
す。 また有名なの は夢の つり
橋で す。 人が定員な ので本
日も 分の大渋滞であります。
さっ さと渡ればい いのに 、ア
ジアの若者連れが橋の上でポー
ズを決めて写真を撮り続ける。
行っ たり戻ったり で自分 たち
だけで 分は粘っただろうか？
待ってる人たちは心の中でブー
イン グ。昔は「親 の顔が 見た
い」なんて 言っ
てましたっ け。
思わず「
」と叫 びそ
うになった 。夢
の吊り橋は 絶景
スポットと共に、
橋の真ん中 で恋
60
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に関する願い
事をすれば叶
えられるとい
われるパワー
スポットでも
あります。湖
水はエメラル
ドブルーに輝
く。「一生 に一回は渡 りた い
つり橋」と か。全国人気 指
に入るだけの事はありました。
満足満足。 寸又峡温泉 では 名
物ワサビそ ばとみそ田 楽を い
ただく。「 温泉は？」 「美 人
になっても 困るやん」 。次 は
最後の目的 地の千頭駅 前「 お
ざわ屋食堂 」でありま す。 寅
さんが 作で泉 ピン子とご 飯
食べた食堂 です。バス 停が 千
頭駅前と見えたのでずっとずっ
と訪れたい とあこがれ たい ま
した。やっ とやっと思 いが 叶
う。実は一 昨日も行っ たが 営
業時間外で バツ。今日 こそ は
と、昼食後 の重い腹を 抱え な
がらも、かつ丼食べるぞと狙っ
た。しかー し残念なこ とに 火
曜日は定休 日だって。 残念 ！
また来いってこと
なのね。了解了解
どうせビールも飲
めへんし。と負惜
しみを言いながら、
運転手は一路姫路
へ急ぐのであった。
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