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に米子駅周辺のビジネスホ
テルに一泊。翌朝 時 分
に七類港を目指しサイクリ
ング。 時間かかるのでパ
ンクしたらアウト（乗り遅
れる）。メンバーは解っちゃ
いないが、リーダーはひや
ひやで走る。 時間前に到
着、乗船名簿・切符・自転
車ばらし（そのままだと
千 百円の手荷物代をけち
る）で 分。船とか飛行機
は余裕を見とかないとね。
今回は隠岐とくパックとい
うものがあり。宿泊すれば
帰りは無料の特別切符が
千 百円也。ＧＯＴＯ関連
で今が旅行のチャンスです
ね。 時 分フェリー「く
にが」に乗って出発。ほと
んどの乗客の皆さんは船室
へ直行。自分の場所を確保
して寝転がっている。これ
が行き慣れた人のスタイル
と理解する。大ちゃんは場
所取り争いはせず、ビール
を片手にデッキへ、せっか
く来たのに景色を楽しまな
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「な かなか行 けなかっ
た隠岐諸 島サイク 」
最近日曜日の朝 時からＮ
ＨＫで太平記の再放送を見
ています。島流しされた後
醍醐天皇が名和長年の助け
を借りて島から脱出し公家
の政権を復活し「建武の新
政」を行いました。そんな
お話にひかれて行ってみた
くなった隠岐諸島。ついに
先日実行できました。ツアー
で行くなら伊丹空港から隠
岐空港まで一路だが、こち
とらチャリンコ隊なので大
変だ。七類港からフェリー
で 時間。それも朝の 便
と午後の
便しかあり
ません。こ
れを上手に
乗って島め
ぐりするの
が至難の技
でした。木
曜日の夕方
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くちゃーね。 時間で知夫
里島に到着。ここは人口も
少なく観光地も少ないので
降りずにパス、ごめんな。
時西ノ島の別府港へ降り
立つ。観光案内等もあり、
賑わっていました。やっぱ
り離島対策とかで政府から
お金が落ちているようだ。
お昼ご飯も食べずに早速国
賀半島へ向かう。よく写真
に登場しますよね。崖の上
に馬が放牧されている写真。
隠岐の最大の広告塔であり
ます。島なのでアップダウ
ンは多少あるが難なく（少
し押し有） 分で国賀半島
到着です。 ローソク岩とか
通天橋・摩天崖などの素晴
らしい景色が眺められます。
隠岐は大きな海底火山が爆
発してできたカルデラの島々
なので海蝕により風光明媚
な海岸が多くあります。遠
くの崖の上に馬が数頭草を
食んでおり
ます。これ
が観光ポス
ターにある
展望所であ
ります。し
かしそこへ
は急登の道
が予想され、
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チャリンコ
隊はここで
十分、だれ
もそこを目
指さない。
夕刻にみつ
け島荘さん
に到着。ひ
と風呂浴び
て待ちに待った夕食です。
出てきたお料理の品数にびっ
くり。何からいただきましょ
うか？まずは姫路でありつ
けない岩ガキでしたね。う
まーい海の１Ｌ牛乳パック
です。ここで女将が登場、
お料理の説明を事細かく。
「隠岐へ来たからには新鮮
が魚介類と隠岐牛は必ず食
べて帰ってくださいね」
「しかし今日は諸事情で隠
岐牛に近いオーストラリア
のお肉で我慢して」だって、
笑いも交えて説明が続く。
やっぱ女将が説明した料理
の味は３割増し説は本当だ。
やっぱ口も大
事だなー。続
いては隠岐牛
ではないお肉
を固形燃料で
焼く。贅沢で
すねー。これ
だけ手をかけ

ると 「素晴らしー おいし かっ
たで す」の声がな いとや りが
いな いし怒るよね 。よう やく
妻の 気持ちが解り ました 。こ
れか らは「美味し ーい」 の連
発し ますね。これ は引い てい
えば自分に返ってくるもんな。
魔法 の言葉「美味 しーい 」で
すよ 。各々方ご理 解くだ さい
ませ 。翌日は８時 の島内 フェ
リー に乗り、 分で中 ノ島へ
到着 。ここはリゾ ートア イラ
ンド となっていて 、港の 建物
がか っこいい。後 鳥羽上 皇の
御所 とお墓に参拝 した後 は、
海辺のテラス席でさざえカレー
のラ ンチをいただ きなが ら、
追っ かけてくるフ ェリー 「く
にが 」を待つ。ナ イス旅 程で
しょ 。島後の西郷 港まで は１
時間 の船旅で 時到着 。まず
は島 の中央部の隠 岐郷土 館へ
の山岳 コー
向か う。片 道
スで あります。島 後は大 きな
島な ので山は高い 。「明 るい
うち に帰ってこれ るかな ー」
の不安はつゆにも見せられず。
リー ダーは進むの であっ た。
ハー ドコースは本 日中に と発
破を かける。往復 時間 で夕
刻の 暗くなるころ ホテル へ到
着。 ここで反乱が 「今日 は雑
魚寝 でなくて一人 部屋に 泊ま
りた ーい」との声 がちら ほら
と。 ホテルが古そうなので
ビジネスホ テルと勘違 いし た
のかなー。 交渉するも 「全 館
満室です」のあたり前の返事。
団体を引率する場合、こういっ
た事がむつ かしい。唯 一の 一
人部屋をじゃんけんで決める。
回目大ち ゃんが勝利 。し か
し「勝った人がどうするんやっ
たけ？」だ って。「ウ ッう そ
やろ」「ル ールが説明 され て
なかった」 と、しょう がな い
のでルール を決めて再 度じ ゃ
いけん。また大ちゃんが勝利。
「ヤリー強 いね、ここ ぞと い
う時のじゃ いけん今日 もぐ っ
すりでーす 」。夕食は フロ ン
トのお姉さ んに聞く「 おい し
いとこ何処 ？」「ちょ っと お
高いですが 点さんがい いで す
よ。電話し たげましょ う」 な
んてラッキ ー。メンバ ーの 大
方はサンデ ー毎日の年 金族 。
余命は心も とないが金 はた ん
まり時間も たんまり。 早々
時にお店に 到着。お魚 がカ ウ
ンターに一
杯並んでま
す。のどく
ろもあるん
だって。大
ちゃんはあ
まり興味な
し。ペンネー
ム佐々陽太
朗（さっさ

と酔うたろう）
さんが魚喰い
なので全面的
にお任せです。
あこう・活き
ダコ・活き鯖
の刺身がやっ
てきた。皆さ
んこれは美味
いと 舌鼓をうつも 、大ち ゃん
はお 任せといいな がら、 高級
すぎ て口に合わな い。刺 身は
イカ かマグロが専 門なの で、
大ち ゃんも白いか の刺身 と芝
海老 のから揚げを オーダ ー。
うん これは普段の 味でお いし
い。 その後のどく ろのお 寿司
が一 人に 巻ずつ 登場。 新地
で食 べたら 万円 だが、 高級
品だ から好みとは 限らな い。
巻 を味見してあ とは好 きな
人に 差し上げる。 「もっ たい
ない 」といわれま したが 、味
を喜ばない人が食べるのも
「も ったいない」 もんね 。最
後に出たあ
ら煮は美味
かったなー。
これは家で
は出ない料
理ですね。
お代金は一
人 千円だっ
たかな。皆
さん大満足
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の大満足。 しかし翌日 には あ
の店の名前 なんだった け？ な
んて質問が。「往生しまっせ」
人 間 の 記憶 力 は 味 覚 ↓ 視 覚 ↓
知覚の順に 弱くなって いく よ
うでありま した。ビジ ネス も
同じかも「 文字情報は 弱い 、
利用感を大 事にしなく っち ゃ
ね」と、勉 強になりま した 。
税務署様、 隠岐旅行も 視察 旅
行として計 上してもよ ろし い
でしょうか？ なんて都合の
いいことは だめですよ ね。 翌
日のランチ は海辺のテ ラス レ
ストランで 隠岐牛ステ ーキ 丼
をいただき 幸せ幸せ。 これ で
心残りなく 帰れます。 しか し
お支払いを 日使用期 限切 れ
の地域クー ポンを使っ ちゃ っ
たんです。 でもこれは 佐々 陽
太朗さんの 「店は別に 日 位
期限が切れ ていても損 はし な
い」という ささやきに そそ の
かされまし た。フィリ ピン の
店員さんご めんね。も う二 度
とあなたの 店ではしま せん 。
反省！。こ れで隠岐旅 行も 無
事終了。皆
様もぜひ隠
岐諸島お尋
ねください
ね。島の人
はすごく親
切でありま
す。
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