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＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#1 プロローグ 
 

さてと、今日は八月の十九日、水曜日だ。灯台紀行、三回目の

旅は、新潟の角田岬灯台、山形の鼠ヶ関灯台に決めた。昨晩、

燕三条のビジネスホテルに、二十三日の日曜から、二泊、予約

を入れた。 

 

…ほぼ予定通り、前回の三浦半島旅の画像補正と＜旅日誌＞

は、二週間で終わった。画像補正は、選択枚数が少ないので、

あっという間だった。＜旅日誌＞の方は、内容的に、多少の方

向転換をしたので、つまり感じたことや思ったこと、考えたこと、事

物や事柄を、もう少し正確に記述しようと思ったので、やや長くな

ってしまった。今在る＜自分＞にも触れてみようと思った。二泊

三日の＜旅日誌＞が原稿用紙で 100 枚、長くなったゆえんであ

る。 
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盆も過ぎ、依然としてコロナの感染者数も減らない。だが、もう限

界だろう。やるべきことはやったのだし、また灯台巡りの旅をしよ

う。新潟の角田岬灯台へ行くことは、前々から心づもりしていた。

ネット画像で見る、山の上から見下ろす灯台と海と空の景観。カ

ネと時間をかけても、撮りに行きたい。文句なしだ。マップシュミ

レーションもほぼ完ぺきに済ませているし、どの位置から撮るの

か、行ったこともないのに、完全にイメージされていた。 

 

片道 270キロ、おおよそ四時間の行程。はじめは二泊するつもり

でいた。一日目の午後に着いて、灯台周辺の下調べと撮影。二

日目は午前・午後、ゆっくり撮影。三日目は帰路のみ。という大

まかな計画だった。が、念のため、新潟県の灯台を調べなおし

た。以前とは、少し、灯台についての考え方が変わっていたのだ。

つまり、灯台の景観が、撮影選択の絶対的基準ではなくなった。

というか、さほど景観が期待できない、ありていに言えば、写真と

してモノにならない灯台でも、ついでに寄れるものなら、観光気

分で撮りに行こう、というわけだ。 

 

翻って思うに、おおよそ、灯台は＜…灯台＞と＜…防波堤灯台

＞に分類されている。＜灯台＞は陸地にあり、＜防波堤灯台＞

は防波堤にある。当たり前のことだが、その形、フォルムにより分

類するならば、この基準は絶対ではない。つまり＜灯台＞なのに、

いわゆる＜防波堤灯台的な形＞をしているものもあれば＜防波

堤灯台＞なのに、小ぶりながらも、いわゆる＜灯台＞の形をして

いるものもある。 
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＜灯台の形＞？一般的には、白い細長い、先に行くにしたがっ

て、やや細くなっていく円柱で、てっぺんのドームの中に、レンズ

が入っている。一方＜防波堤灯台的な形＞？とは、こちらもかな

り多様ではあるが、ある類型がある。つまり、前に書いたが＜直

方体を縦にして、その上に細長い円柱がくっついている。そのて

っぺんには、円柱の直径よりやや大きい、平べったい台座があり、

光を出す機械が鎮座している＞という形だが、見れば、おそらく

誰もが＜ああ＞と了解する形だ。とにかく、これまで＜防波堤灯

台＞は、似たりよったりの形なので、よほどの景観以外、ロクに調

べもせず、撮影対象から除外していた。あまりに数が多いのだ。 

 

（2020-10-25 追記 ＜防波堤灯台的な形＞は、上記のほかに、

もう一つある。やや上の方、あるいは真ん中辺が少しくびれた、

いわゆる＜とっくり型＞である。この形もよく目にする。) 

 

…せっかく新潟まで行くのだから、付近に寄れる可能性がある灯

台や防波堤灯台はないのか？と、覚書などを見ながら、調べな

おした。だが、やはり佐渡は別にして、角田岬灯台以外、新潟県

の日本海側には、わざわざ行くほどの灯台はなかった。前回の

三浦半島のように、すぐそばにあるのなら話は別で、観光気分で

ついでに、ということもあるが、残念ながら、どれもみな角田岬か

らは、かなりの距離がある。 

 

と、＜鼠ヶ関＝ねずがせき灯台＞の文字が、地図上にある。よく

見ると、新潟県と山形県の、ほぼ県境だ。この灯台は、山形県の

灯台の中で、唯一、行ってみたい灯台だった。灯台のすぐそば
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に、というか斜め前に赤い鳥居がある。珍しい！灯台と鳥居の組

み合わせ、面白い光景だ。 

 

調べた。角田岬灯台からは、およそ 140キロある。住所的には山

形県鶴岡市鼠ヶ関。むろん、付近にビジネスホテルはない。約

40 キロ離れた鶴岡駅付近にはたくさんあるようだが、遠すぎるだ

ろう。ちなみに、この灯台は、自宅から 400 キロ以上離れた北東

方向にある。車で行くつもりはなかったし、自分の体力では、一

気に行くことなど、とうてい無理だろう。要するに、新幹線・レンタ

カーで行くしかない灯台なのだ。 

 

ところで、山形の上、秋田県男鹿半島には、いずれコロナがおさ

まったら＜新幹線・レンタカー＞を使って、行くつもりだった灯台

が、二、三、ある。有名な入道埼灯台と塩瀬埼灯台だ。宿まで決

めている。その時に、鼠ヶ関灯台にも行ってみようかな、とぼん

やりと思っていた。とはいえ、にわかに撮影の射程に入ってきた、

この灯台のことを詳しく調べてみた。男鹿半島からは 200 キロも

ある。ついでに、というわけにはいかないのだ。おそらく、この鼠

ケ関灯台は、そのためだけに、新幹線で鶴岡まで行って、そこか

らレンタカー移動となる。それまでして行く灯台なのか、と思って

いた。 

 

だが、新潟との県境、距離にして 140 キロ、半分は高速で、時間

的には約二時間。一日目に角田岬灯台を撮って、二日目に行

って行けないこともないな、と思い始めた。ベストは、灯台のある

鶴岡に、二日目は泊まることだ。だが時すでにおそし。燕三条の
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ホテルに二泊予約済み。140 キロ行って、また 140 キロ、帰って

こなくてはならない。むろん、二日目は、戻らずに、鶴岡に泊まる

という選択肢もある。コロナのキャンペーンで、宿代が安くなって

いるから、さして無駄にもなるまい。だが、この考えを実行しなく

てよかった、と今では思っている。そのことは、あとで書こう。 

 

さて、日付は、2020-8-19 日水曜日だ。予約キャンセルは明日

が期限。旅の日程を最終決定しなければならない。旅中の天気

を念のため確認した。あれ～、日曜月曜、二日とも、曇りマーク

になっている。昨日までは、晴れマークだったのに。土曜日に準

備、積み込みして、日曜日の早朝に出かけるつもりだったのだ。

再度、燕三条方面の十日間天気予報を確認した。明日、あさっ

てに晴れマークがついている。そのあとは、曇りと雨ばかり。 

 

急いで、ホテルの予約状況をネットで確認した。幸いにも、明日、

あさってと予約可能だ。決断した。前の予約をキャンセルして、

新たに八月二十日、二十一日を予約しなおした。念のために娘

に連絡して、ホテルの電話番号などをラインで送った。この時点

では、まだ鼠ヶ関灯台へ行く決心はついていなかった。明日の

撮影次第だ。 

 

急遽昼過ぎから、旅の準備、荷物の積み込みを始めた。猛暑、

汗だく。でも、さほど暑いとは感じなかった。およそ一時間で完了。

三回目だから、手際がいい。これなら、今からでも出かけられそう

だ。とはいえ、さすがにこれは自制した。暗くなってからの運転が、

いやだったし、何しろ、心の準備がまだできていない。 
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一息入れて、シャワー。冷たいノンアルビールがうまい。明日か

らの旅の日程を、今一度考えた。今晩は夜の八時に消燈、明日

は四時起き。五時出発。おそらく、九時に角田岬灯台到着。そ

のあと撮影。急な階段だった。山登りになりそうだ。 

 

その後、気になっていた鼠ヶ関灯台のことをまた調べた。ネット

写真など眺めて、どの位置取りがベストなのか考えた。灯台正面

から、赤い鳥居を入れて撮るのが定番だな。ほかに、浜から撮る

こともできる。でも、問題は明かりの具合だ。行ってみないとわか

らない、とひとまず結論して、早めに夕食。予定通り、八時過ぎ

には消燈。いや、寝たのは九時過ぎだ。道順とか、しつこく、いろ

いろ調べていたのだ。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#2 往路 
 

八月二十日(木曜日)、一日目。 

四時ちょっと前に目が覚める。外はまだ暗い。目覚ましが鳴る前

に、スイッチを切った。昨晩は、九時ころ消燈し、夜中の十二時

ころにいったん起きて、お菓子などを食べた。夜間飲食は、悪い

習慣だ。だが、最近、どうもやめられない。無性に食べたい。これ

は、ストレスから来るものだ、と何となく了解しているのだが。 

 

昨晩は、旅前日の興奮も、わくわく感もなく、比較的平静だった。

よく眠れたのだろう、今朝は眠くはなかった。整頓、洗面、かるい

朝食。排便は、ほとんど出なかった。着替え、部屋の確認など、

ゆっくりこなした。玄関へ行き、外へ出る前に、一応、振り向いて
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＜行ってくるね＞とニャンコに呼びかけた。切なさは全然なかっ

た。習慣的な感じだ。外は明るくなっていた。 

 

車の運転席に座り、ETC カードを機械に飲ませ、ナビを角田岬

灯台にセットした。午前五時八分だった。最寄りのインターまで、

見知った道を走り、高速に入った。平日のせいか、大きなトラック

が目に付く。横からの朝日が眩しかった。むろんサングラスはし

ているが、百均で買ったサンバイザーも額につけた。朝日という

ものは、いいもんだ。生理的にも何がしかの効用が認められてい

る。 

 

習慣になっている、朝のコーヒーを、今朝は飲んでいない。標識

のコーヒーカップが目に付く。ま、一時間は走ろう。渋滞情報で

有名な＜花園インター＞付近まで、あっという間だった。次に藤

岡ジャンクション、高崎、前橋の文字が出てくる。…高崎、前橋の

文字を見ると、時として思い浮かんでくるのは、遠い昔、高校生

時代の思い出の一片だ。 

 

勉強もせず、深夜放送をよく聞いていた。群馬県の高崎高校と

前橋高校は、ともに県内有数の進学校で、互いにライバル校だ

った。そこの生徒たちが、深夜放送へ投稿してくる。よくは覚えて

いないが、互いの悪口などを、面白おかしく書いてくるのだ。バ

スケ部で一緒の同級生も、その番組を聞いているらしく、教室で

よくその話をして面白がった。 

 

夜中の電波を通じて、今まで全く知らなかった、県外の、似たよ
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うな進学校の生徒たちの、軽い話を聞いて、何か、親近感のよう

なものを感じた。たしか、パーソナリティーは＜キンキン＞だった。

愛川欽也の軽妙な語り口もよかった。ただ、この思い出は、これ

だけでは終わらず、想念は、バスケ部の同級生にまで及んでい

く。詳しくは、思い出したくない。ただ、彼は、若くして交通事故

にあい、寝たきりになり、その後亡くなった、と誰かに聞かされた。 

 

…前橋を通過すると、次は伊香保だ。なんでだろう、関越道下り

方面には、思い出がたくさんある。地の利があり、夏や冬に遊び

に行く場所なのだ。キャンプやスキー、旅行。それらの思い出に

は、人との関わりがあった。それゆえだろうか、どこか切なく、陽

炎のような感じだ。自分も若かったし、関わった人たちも若かっ

た。 

 

おっと、長い上り坂だ。アクセルを少し踏み込んだ。かれこれ、一

時間運転している。次のパーキングまで、少し運転に集中して、

車を走らせた。赤城高原 SAは、その名の通り、高いところにあっ

た。かなり登ってきたのだ。駐車場は、さほど混んでもいない。ト

イレで用を足し、自販機でコーヒーボトルを買い、眺めのいい展

望広場のようなところへ行った。家族連れなどが、ベンチを占領

していて、朝っぱらから、子供たちが騒いでいる。 

 

少し離れたベンチに陣取り、コーヒーを飲みながら、体の屈伸な

どをした。暑くはない。半袖の腕が少し涼しいほどだ。そうこうし

ているうちに、家族連れがいなくなった。柵際へ行って、一帯を

眺めた。連なる山並み。案内板があり、その山々の名前が記して
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ある。案内板と、本物の山々を見比べた。中で、気になったのは

＜武尊山＞。よく見かける名前で、ぶそんやま、と読むのだろう

か？なるほど、ほたかやま、と読むそうで、標高も 2000m 以上あ

る。日本武尊＝ヤマトタケルノミコトの、武尊、という漢字が頭に

残っていたのだろう。ちなみに、武尊山の山頂には、ヤマトタケ

ルノミコトの像があるそうな。 

 

時計を見たのだろう。六時半になっていた。一時間以上は走っ

たのだ。駐車場を後にして、坂を下ったような気もするが、そのう

ち、また、かなりきつい上り坂になった。月夜野、水上、谷川岳が

近い。要するに、群馬と新潟の県境だ。トンネルの前に、チェー

ンの装着場があった。ふと記憶がよみがえった。そうだ、ここでチ

ェーンをつけたことがある。難儀したよな。トンネルは、いやという

ほど、これでもかというほど長かった。もっとも、この時はこのトン

ネルが、あの＜関越トンネル＞だということを失念していたのだ

が。 

 

トンネル走行には、細心の注意を払った。目線を真っすぐ、前方

の車の、赤いテールランプを見続けていると、なんだか、頭がく

らくらしてくる。このまま突っ込みそうだ。これはいつもの経験な

ので、目線を、トンネル右側についているオレンジ色のライトに、

少しそらせて走ることにした。頭のくらくらは、少し収まった。 

 

我慢の時間が続いた。トンネルを脱出？したあとは、長い下りで、

その間、短いトンネルと幾つもくぐった。と、視界が開ける。湯沢

だ。スキー場で有名な観光地だ。長いトンネル走行の後だけに、
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気分がいい。山の斜面が、ところどころ緑になっていて、リフトが

見える。ホテルのような建物も見える。ここを通過するときにはい

つも、スイスのようだ、と思う。とはいえ、むろんスイスに行ったこと

などない。写真か何かで見たスイスの風景を思い出すのだろう。 

 

この牧歌的な景色がしばらく続く。石打、六日町、と、この＜六日

町＞だ。幼い娘たちを連れて、家族でスキーに行ったことがある。

スキー自体は、初めてだったので、面白いどころか、不安で怖か

った。ただ、家族でスキーという常識的な娯楽に関しては、さほ

どいやでもなかった。自分が、子供のころに経験できなかったこ

とを、娘たちにしてあげられることに、何か意味があるような気が

していた。きっといい思い出になる、と。果たしてそうだったのか、

今に至るまで娘たちに聞いたことはない。 

 

…二時間以上走っている。二回目のトイレ休憩。たしか大和 Pだ

ったと思う。トイレだけの、小さなパーキングだ。車外に出ると、極

端に蒸し暑い。日差しも強い。撮影用のロン T に着替え、顔と手

の甲、指先に日焼け止めを塗った。時刻は七時半、とメモしてあ

る。トイレで用を足し、すぐに出発。地形が変わって、高速道路

の両脇には、緑の稲田が広がっている。それも延々と、きりがな

い。小出、小千谷と看板が出て来て、じきに長岡ジャンクション。

関越道はここで終わり、北陸道に接続する。新潟方面へと、さら

にひたすら走る。八時半、三回目のトイレ休憩。たしか三条燕の

ちょっと前の小さなパーキングだったと思う。ほぼついたな、と少

しホッとしたような気もする。 
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＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#3 

角田岬灯台撮影 1 
 

高速出口料金は、六千円ほどだったと思う。さすがに、ここまでく

ると高い。一般道に下りた。ナビの指示に従って走る。道は、平

日の朝だけど、田舎だ。さすがに空いている。そのうち、マップシ

ュミレーションでみた風景が目の前に広がった。左側は海＝日

本海、緑の断崖絶壁と大きな奇石が連なっている。トンネルをく

ぐる前に、断崖に白い灯台がちらっと見えた。あれだな。 

 

トンネルを抜けて、海沿いの一般道を左折、角田浜に入った。何

回もマップシュミレーションしているので、初めての感じがしない。

コロナ禍で今年は海水浴場が閉鎖なのだろう、人影がまばら。

空いていて気持ちがいい。もっとも、砂浜沿いに海の家というか、

民宿が何件か並んでいて、景観的にはイマイチだ。 

 

車から降りた。とんでもなく暑い！一応、汚い公衆便所で用を足

した。ま、公衆便所に入れば、その観光地の格がわかるというも

のだ。左手断崖の角田岬灯台を見た。遠目過ぎて写真にならな

い。ま、いい、期待していた場所でもない。すぐ車に乗って、浜

沿いに少し走り、断崖の下の駐車場に車を止めた。目の前には、

休業中の年季の入った民宿がある。見上げると、白い灯台の頭

が少し見えた。何枚か、記念写真として撮った。 

 

灯台へ登る階段は、海沿いにある。とんでもなく急なことは、マッ

プシュミレーションで了解していた。と、左側に、何やらトンネル。
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つまり、目の前の断崖の下をくり抜いて、向こう側の海へ抜けら

れる。これはと思い、近づいていくと、何やら看板。＜名勝 判官

舟かくし＞。…いま改めてネット検索すると、要するに、義経伝説

の一つで、奥州平泉に逃げる際に、この断崖の下にある洞窟に

舟を隠して、追っ手をやり過ごしたそうな。 

 

トンネルの中は涼しかった。足場が多少濡れていたものの、軽登

山靴を履いているので、全然問題なし。そうそう、今回からは、足

の甲の、日焼け湿疹の対策として、愛用の＜ダナー＞の軽登山

靴を履いている。思えば、とんでもなく暑かったのに、足元はさ

ほど暑さを感じなかった。思惑が、見事に当たった。ただし、薄

手の靴下だったので、靴の中で足が動いてしまい、歩きづらかっ

た。もう少し厚手の靴下を履き、きちっと紐を締めなければだめ

だ。 

 

二十メートルほどの真っ暗なトンネルを抜けると、断崖に沿った

遊歩道がある。柵はなく、目の前は海。要するに、断崖を削り取

った遊歩道だ。幅は1メートル強、さほど広くもないし狭くもない。

海が穏やかだったせいか、波しぶきはかからない。灯台に背を

向け、ある程度歩いて、ふり返る。灯台が断崖の上に見える。た

だし、あまりいい位置取りではない。でも一応写真は撮る。うねう

ねと、さらに行く。と、行き止まり。腰丈の柵がある。すり抜けること

も出るが、そうすると、灯台は巨大な岩の死角に入る。これ以上

行っても意味がない。イマイチだな～と思いながら、ここでも何枚

か写真を撮った。引き返そう。義経伝説か、昭和の観光地の匂

いがした。 
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遊歩道は渇いていた。足元にさほど注意もせず戻った。といって

も途中までだ。そこに、灯台へ登る階段がある。ほぼ真っすぐ、

灯台へ向かっている。さすがに、この断崖の階段には柵がつい

ていた。暑かった！急な階段の途中で何回も立ち止まった。そ

の都度灯台を見上げながら、写真を撮った。斜めに落ちる緑の

断崖、その中ほどに、白い灯台が垂直に立っている。海も空も真

っ青。モノになるかもしれないと思った。 

 

息を切らせながら、灯台に到着した。一休みだ。灯台は立派で、

見上げると巨大だ。だが、敷地がほとんどない。灯台の胴体すれ

すれに歩いて、正面に回り込む。階段を二、三段あがると、三畳

ほどのコンクリの平場。そこが、唯一バックをおろせる場所だ。多

少の日陰もあり、ほっとした。汗びっしょりのロン T を脱ぎ捨て、

給水。上半身裸のまま、下の海水浴場、角田浜をもっとよく見よ

うと、反対側の柵際まで行った。景色はいい。 

 

替えのロン Tを着た。濡れたロン Tは、バッグに巻き付けた。こう

して背負って歩けば、自然に乾くというものだ。ほんとは、もう少

しゆっくりしたかった。だが、この灯台は、ハイキングコースの終

点になっているらしい。断崖の上の方から、あるいは下からも、け

っこう人が来る。おちおち休んでもいられない。 

 

灯台を背にして、断崖の登山道を登り始めた。ハイキングコース

になっているとはいえ、ひどい悪路。岩がぼこぼこ出ている。歩

きづらい。しかも、幅は、人がやっと通れるほど。少し登って、ふ

り返った。幸いにも、明かりは順光。灯台の白が眩しい。だが、電
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信柱が邪魔だ。まるっきり、灯台に重なっている。誰かが灯台の

景観に嫉妬して、わざと邪魔させている、と疑いたいほどだ。どう

考えたって、この構図は無理でしょう。 

 

位置をずらせばいいのだが、右手は低木が生い茂っている。柵

などもあり、踏みこめない。左手は断崖。柵はないので、一歩、

いや半歩くらいなら、登山道からそれることができる。だが、かな

り危なっかしい。足を滑らせたら転落だ。それに、半歩それても、

依然として電柱は灯台に重なったままだ。構図的には、むしろ、

ますますよろしくない。 

 

ご想像願えるだろうか。つまり、少し高いところから、白い灯台を

見下ろしている。背景は真っ青な空と海。灯台は緑の断崖に立

っているわけで、素晴らしい景観だ。ところが、その灯台の真正

面に、無粋な灰色の電柱が立っているのだ！ 

 

何とか、位置取りをずらして、灯台と電柱が重ならない場所を見

つけなければならない。と、ほんの一歩だけ、登山道からはみ出

た場所がある。バックをおろすこともできない、狭い岩場だ。それ

でも、電柱君は、灯台のかなり右側に移動した。というか、すれ

すれで、横に並んでいる。邪魔だけど、贅沢言ってられない。慎

重に、何枚も撮った。 

 

さらに登ると、登山道から右へ分岐する道がある。下り階段で、

海側に柵もある。下って行くと、海沿いの一般道へ出られる。そ

の歩道から、灯台が見える。要するに、横から撮れるわけだ。マ
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ップシュミレーションして見つけた場所で、当然行くつもりだった。

が、念のため、もう少し、登ってみようと思った。電柱君が、灯台

さんから離れる位置が見つかるかもしれない。 

 

登山道は、灯台から、ほぼ一直線に頂上へ向かっている。そこ

は、角田山というらしい。急な悪路を、文字通り、一歩一歩、登っ

て行った。暑い、なんてものじゃない。それに、足元がおぼつか

ない。軽登山靴の中で足が動いてしまい、なんだか踏ん張れな

い。薄手の靴下を穿いていたので、スカスカなのだ。こんな本格

的な登山なら、靴も、本格的な登山靴を履いて来ればよかった、

と少し悔やんだりもした。 

 

と、登山道の右側、つまり海側に少し広い岩場があった。といっ

ても、一メートル四方だが、どこか、人工的に踏み固められたよう

な形跡がある。これはいい。登山道から外れて、眼下の灯台にカ

メラを向けた。例の電柱君が、灯台さんから、少し距離をあけて

いた。これまでで、最高の距離の開け方だ。ま、何とか、写真に

なる。かなり慎重に、念には念を入れながら、何枚も撮った。 

 

この位置からが、ほぼ、ベストショットだろう。撮り終わって、一息

入れた。バックをおろして、座りこみたいところだった。だが、岩

場は、ごつごつしていて、しかも狭い。肩からバックだけおろして、

給水した。そうか、ここでみんなが写真を撮るんだな、と思った。 

 

念のために、撮影画像のモニターなどしていると、上から軽装の

若い男が二人下りてきた。＜こんちわ＞と軽く会釈すると、＜日
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本語＞らしからぬ発音で＜こんにちは＞と返された。中国人か、

いや東南アジア系だな、と思った。それと、この猫の額ほどの岩

場は、写真を撮る場所、というよりは、すれちがう登山者の待機

場所だろう、と考えを改めた。灯台を撮りに来る人より、ハイキン

グをしに来る人の方が、おそらく圧倒的に多いにちがいない。 

 

バックを背負った。グーグルマップによれば、さらにこの上に、も

う一か所。撮影ポイントがあるようなのだ。とはいえ、登山道はさ

らに急になり、足場も非常に悪い。しかも、海側も低木で遮られ、

視界がない。むろん、ふり返れば灯台は見える。しかし、かなり

遠目。写真的には、もうこの辺が限界。立ち止まって、左側に樹

木を入れて、何枚か撮った。 

 

上を見上げた。緑のトンネル、急な上り坂。死ぬほど暑いし、膝

もガクガクしている。山登りは、もううんざりだ。それに、この上の

撮影ポイントは、木々の間に灯台が見える、という感じで、是が

非でも撮りたいというほどでもない。言い訳だ。苦労して登るのが

嫌になったのだ。 

 

もういいだろう。引き返した。下りは、上りより楽だ。だが、滑って

転ばないようにと神経を使った。すぐに先ほどの、猫の額ほどの

岩場だ。いくらも登らなかったのだ。立ち止まり、一息入れた。明

かりの具合が少し変わったかもしれない。美しい灯台の景観を、

性懲りもなく、同じような構図で何枚も撮った。 
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＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#4 

角田岬灯台撮影 2 
 

さらに少し下ると、分かれ道。まっすぐ行けば灯台。左側に逆Ｖ

を切って回り込む。断崖に斜めにかかる階段だ。たらたらと、二、

三歩下りては振り向いて、写真を撮った。ちょうど、斜めに落ちる

緑の断崖の途中に白い灯台が見える。空も海も真っ青。人影は

ない。涼しい風でも吹いていたら、立ち止まって、この景色を頭

に焼き付けておきたいほどだ。しかし、現実は甘くない。風どころ

か、きびしい日射に晒されている。感傷に浸る状況じゃない。 

 

階段を中ほどまで下りると、灯台は、断崖の上にちょこんと見える

程度になる。それに遠目過ぎて、もう写真にはならない。そのま

ま振り向きもせず、真っすぐ下りて、一般道の歩道に出た。すぐ

左手は短いトンネル。向こうが見える。そっちにはいかないで、

手すりのある歩道を行く。断崖の灯台を横から見られる位置だ。

カメラを構えた。何枚か撮ったが、どうもよくない。 

 

歩道の手すりをすりぬけ、中に入った。そこは見晴らしのいい、

少しひろい場所で、そばに巨大な岩がある。柵のない断崖の上

で、危ないから、歩道から入れないようにしているわけだ。ま、危

険は承知だ。なるべく、崖っぷちには近づかないで、草ぼうぼう

の中を、そろそろ歩いた。見ると、今下りて来た階段の全貌が見

える。断崖の上には白い灯台、下には、波打ち際の、断崖を削

った遊歩道。義経が舟を隠したという、洞窟も見える。空には、う

っすら雲がかかり、海は青のグラデーション。何とも、壮大で、美
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しい光景だ。でもやはり、この大風景の中で、主役は灯台だろう。

もし灯台がなかったら、たんなる自然景観であり、わざわざ撮りに

来ることもなかったのだ。 

灯台は、ある種の象徴なのだろうか。断崖の白い灯台、人間は

それを見て何を思うのか？いや、自分は何を思い、感じているの

か？定かではない。自分の人生や存在を、灯台に投影している

のだろうか。あるいは、男根の象徴として、半ば無意識のうちに

魅かれているのだろうか。性懲りもなく、若さや生命力を渇望して

いるのだろうか。わからない。ただ、真っ青な海と空のなかに、屹

立する白い灯台が、美しいと思うのだ。 

 

ここぞと思い、何枚も何枚も、同じような構図で写真を撮った。こ

れ以上撮っても無駄だな、と思うまで撮った。ベストを尽くしたよ

うな気もするし、撮り損ねているのではないかとも思った。暑かっ

た。限界を超えた暑さだった。巨大な岩の下が、少しだけ日陰に

なっている。一息入れたい。だが、草ぼうぼうで、腰をおろすこと

はできない。バックを背負ったまま、モニターした。大丈夫だろう

と思った。いや、頭がぼうっとしていて、正確な判断はできなかっ

たようだ。 

 

引き上げよう。歩道に戻った。少し歩いて、灯台へ向かう階段の

前に来た。バックをおろして、給水したような気がする。そして、

手すりにつかまりながら、ゆっくり階段を登って行った。途中、何

度か止まり、カメラを灯台に向けた。今さっき撮った構図だから、

感動はなく、なおざなりにシャッターを押した。灯台に着いた。最

後は少し足取りが重かった。本来なら、ここでもう一度休んで、ゆ
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っくり辺りを眺めたいところだ。だが、暑すぎた。早く車に戻りたか

った。涼しいのは車の中だけなのだ。 

 

灯台の狭い敷地を右に回り込むと、浜へと降りる階段がある。そ

の階段が、急なうえに、非常に狭い。人一人通るのがやっととい

う感じ。すれ違いなど、到底できないし、待機場所もない。いや

な予感がしていたら、案の定、下から、爺さんが登ってきた。目

が合った段階で、爺さんは止まった。どう考えたって、自分がい

る以上、上には行けないのだ。なんとか、互いに体を横に向けて、

やり過ごした。すいませんと小さな声で言った。だが、愛想のな

い爺さんで、ちゃんとした返事は返ってこなかった。 

 

これほど急で狭い階段は、経験したことがない。昭和の作りなの

だろうな、などと思いながら、浜に降り立った。灯台の上り下りも、

死ぬほど暑かった。が、浜辺は、何か種類の違う暑さだった。要

するに、むっとする暑さだ。それに、日射が半端なくきつい。脇

目もふらず、車へ向かった。幸いなことに、わが愛車はすぐそこ

に止まっていた。白い車体が眩しかった。 

 

車の中は、蒸し風呂状態だった。月並みの言い方だ。実態を正

確に記述していない。蒸し風呂状態どころか、それ以上の暑さだ

った。焼けるような暑さだ。いやこれは、修飾過多だろう。とにかく、

暑くてすぐには入れないような状態だった。エアコンを全開にし

て、しばらく、ドアを開けておいた。 

 

外で着替えをした。上半身に日射が当たり、痛いように感じた。
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ただ、足の甲はなんでもなかった。軽登山靴が日射を防いでく

れたのだろう、日焼け湿疹はできなかった。車の中に入った。す

べての窓にシールドを張り、後ろの仮眠スペースに滑り込んだ。

むろん、靴下もジーンズも脱いだ。涼しい風が来る。 

 

ほっとして、横になった。少し頬が熱い、それに軽い頭痛。保冷

剤入りバックに入っているペットボトルの水を飲んだ。冷たかった。

軽い熱中症かも知れない。少し眠ろう。念のため、耳栓もした。

目を閉じて、この後の行動日程を考えた。十一時半頃だったと

おもう。九時から撮り始めたのだから、二時間くらい灯台を撮って

いたことになる。ま、限界だな。ふっと、意識が遠のいた。 

 

なにか、いろいろ考えていたような気もするが、時計を見たら十

二時半を過ぎていた。小一時間横になっていたわけだ。元気が

回復していて、気分もよくなった。だが、横になったまま、しばらく

考えていた。…この後の予定、浜辺から断崖の灯台を撮る。その

あとどうしようか。宿に入るには早すぎるし、だいいち時間がもっ

たいないだろう。ふと思いついたのは、観光だ。近くに、弥彦が

ある。 

 

弥彦、という言葉は、小学生の頃から知っている。＜国定公園記

念切手＞の中に、佐渡弥彦、という切手があったからだ。当時と

しては、きれいなカラーの切手で、金持ちの同級生が、そのシリ

ーズを全部持っているのが羨ましかった。もっとも、当時も今も＜

弥彦＞の実態は知らない。なんで有名なのかも知らない。山が

あって、神社があって、とその程度の知識だ。だが、その弥彦が
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目の前にある。 

 

そう、今日の朝、高速を降りて、角田岬へ向かう途中、ふと不思

議に思ったことがある。周りは、一面青々とした稲田。なのに、海

の方に山が見える。大きな塊が二つあって、右側が目的地の角

田岬。その隣が、おそらく弥彦だろう。平野の中に、いきなりそこ

だけが山なのだ。しかもその向こうは海だ。普通は、山があって

平野があって海になる。だが、順番がおかしい。目の前に広がる

光景は、平野があって山があって、その向こうに海だ。要するに、

平野の中に、ぼこぼこっと大きな山並みが二つある。あまり見た

ことのない地形だなと思った。 

 

今ネットでちょっと調べた。地形に関しては、海底火山が隆起し

たものなのか、ほかの理由なのか、詳しく研究されていないとの

こと。まいったね！弥彦神社に関しては、越後一の宮と言われ、 

信仰の中心地だったらしい。現在はロープウェイなどもあり、新

潟県有数の観光地でもある。なるほど、関東で言えば、御岳山と

か高尾山とか、そういった感じの場所だったんだ。 

 

ま、とにかく、景色も良さそうなので、午後はゆっくり弥彦観光だ

な、と心づもりして身支度をした。ちらっと、角田岬灯台の夕景を

撮ろうかな、と思った。何しろ、夕日のきれいなところなのだ。だ

が、夕方、暗くなって、あの急な登山道を上がるのかと思うと、気

持ちが萎えた。それに、まだ暑いだろう。宿のチェックインは六時

になっているし、暗くなって、車を運転するのも嫌だった。要する

に、何もかも、体力的なことが絡んでいて、それがやる気をすべ
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て殺いでいる。実存とはこうしたものだ。快に流れてしまうことに、

さほど抵抗はなかった。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#5 

間瀬港西防波堤灯台 
 

窓のシールドを外して、車を移動した。角田浜の北のはずれま

で行った。というのも、浜沿いに民宿が並んでいて、容易には、

浜へ出られない感じなのだ。つまり、民宿の敷地を通って行かな

いと砂浜に出られない。やや不満だった。なぜって、公共の浜

辺を民宿が占有しているわけだ。日本全国、やや大袈裟かな、

かような現象が多々あるような気がする。むろん、行政に許可を

もらっているのだろうが、なんか、釈然としないのだ。 

 

というわけで、民宿の切れた、浜の外れに来た。広い砂地の駐

車場だ。外に出ると、これまた、極端に暑い。暑いと思わないこと

にして、護岸下の、緩やかなコンクリの段々に立った。でかい望

遠カメラで灯台を狙った。遠目過ぎる。それに、垂直が取れない。

しようがない。浜に下りて、波打ち際まで進攻した。ま、それでも

だめだ。というのも、ほぼ逆光の上に、トップライト。紫外線でぼう

っとしていて、写真にならない。 

 

それに、海の中には、三々五々、水着姿の人がいる。むろん、砂

浜にもいる。男はどうでもいいのだけれど、女性もいる。水着だ。

でかいカメラを向けたら、怪しまれるだろう。盗撮してるんじゃな

いかと。それでなくたって、怪しい格好のオヤジだ。灯台を撮っ
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ていることを、無言でアピールしながら撮った。むろん、長居はで

きない。それに、この暑さだ。粘って撮るような風景でもない。撮

影終了。まったくの無駄足だった。 

 

車に戻った。さてと、今日の撮影は終わり！ちらっと、角田岬灯

台の夕景を想像した。だが、暑くて薄暗い中、あの急な登山道を

また登るのかと思うと、気持ちが萎えた。体力もあり、時間的にも

余裕のある時、しかも季節のいいときに、また撮りにくればいい。

とはいえ、少し後ろ髪を引かれた。 

 

ナビを弥彦の山頂にセットした。と、その前に、さっき浜で見た北

側の防波堤灯台を見に行こう。ナビで拡大表示すると＜巻漁港

＞らしい。すぐ近くだ。角田浜から出て左折。五分で到着。どん

詰まりで、開店休業のような鮮魚販売店があり、その前が割と広

い駐車場。かまわず止めて、外に出た。なるほど、奥の方に、確

かに白い防波堤灯台がある。ただし、関係者立ち入り禁止の看

板が立っている。要するに、漁港の中なのだ。釣り人が入り込ん

でいるものの、それまでして撮りに行く灯台じゃない。あっさり諦

めた。 

 

来た道を戻った。右手が海だ。角田浜を通り過ぎる際、キャンプ

場、の文字が見えた。ちょっとした木立に囲まれた狭い場所に、

二、三、テントも見えた。でも、だいぶ浜からは離れている。海水

浴場は閉鎖されているのに、キャンプ場はやっているんだ。ま、

規模が小さいからな。…その後は、うねうねと、海岸沿いを走っ

た。と、海の中に、赤い防波堤灯台が見えた。あとで調べると、
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間瀬港西防波堤灯台、という立派名前がついていた。逆光では

あるが、海と空は真っ青、その中に一点の深紅。よく目立つ。うま

いことに、手前に大きな民宿があり、その前が広い駐車場だ。入

るところに公衆電話のボックスがあり、中に緑の電話機が見えた。

珍しいなと思った。 

 

民宿の専用駐車場でもないような感じだったので、堂々と駐車し

て外に出た。一時半頃だった、とメモにある。強い日射をもろに

浴びて、うわあっと眉をしかめたような気もする。だが、何かに引

かれるように、海の中の、その紅一点に近づいていった。砂浜に

下り、波けしブロックを乗り越え、さらには、立ち入り禁止の柵を

すりぬけ、人影のない防波堤の下を歩いた。とはいえ、目の前の

背丈より高い防波堤を乗り越えないと、紅一点には会えない。 

 

無理かな、と思っていると、なんと、防波堤の先端にアルミの梯

子がかかっている。防波堤の上に上がれるのだ。誰が、何のた

めに、わざわざ梯子をかけたのか？ま、そんなことはどうでもいい。

細い、頼りないその梯子を数段、踏み外さないように慎重に上っ

た。と、見えました！お目当ての紅一点は、すぐ目の前。海の中

の防波堤に立っていた。運のいいことに、角度的にも、美人。だ

が、モロ逆光というか、トップライトだ。撮れなくてもともと、という

気持ちで、ほぼ同じ構図で何枚か撮った。正直言って、ある意

味極限的な状況の中で、大げさだな、紅一点にたどり着いた、と

いうことでほぼ満足していた。 

 

引き上げ際に、周りを見回した。自分のいる防波堤に、変な形の
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ものがある。コンクリのしっかりした台座の上に、白い塗装の剥げ 

た、それほど太くない円柱だ。高さ的には小男。その上に、頭の

白いライトがついている。それだけではない。円柱には、大小、

二つの輪っかが溶接されていて、下の方の径が小さい。いま撮

った写真で確認すると、上の輪っかは、太陽電池パネルを支え

る台座の役割を果たしている。一方、下の輪っかの役割は、ちょ

っと見わからない。ま、とにかく、こやつも、一応灯台なのだろう。 

 

ところで、防波堤灯台にはルールがあるらしい。ざっくり言うと、

港へ向かって、右舷は赤、灯色も赤。左舷は白、灯色は緑。つま

り、防波堤灯台は、ペアになっているわけだ。今一度撮った写真

をつくづく見る。と、そうかと思った。配置からして、こやつは、紅

一点さんのペア灯台、左舷の白い防波堤灯台だったのだ。 

 

変な形になってしまったのは、おそらく、外観が何らかの理由で

はく奪されてしまい、骨組みだけが残ったのだろう。下について

いる小さな輪っかが、その証拠だ。となれば、紅一点さんは、未

亡人ということになる。いや、骨組みだけとはいえ、やけに背丈

が小さいぞ。間違っているかもしれない。それに、緑の明かりを

毎晩灯しているわけで、死んではいない。未亡人は、言い過ぎ

だろう。ま、それにしても、こう考えると、真夏の真っ青な空と海の

中、紅一点さんの寂しげな姿が、ますます鮮明になる。 

 

引き上げよう。堤防にかかっている、小さな梯子を下りた。登ると

きよりも、危なかった。というのも、軽登山靴は嵩が張っているの

に、梯子の段々の幅は狭く、しかも、細い。へっぴり腰で、手を突
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いて何とか無事に下りた。来た道を戻った。しつこいようだが、暑

かった。砂浜で、ふり返り、今一度赤い防波堤灯台を撮った。逆

光で、よく見えなかった。遠くに、断崖と海が見えた。手前の浜に、

二、三、人影もある。静かだった。いや、心地よい静寂じゃない。

炎天下の、うわ～んと唸っている海辺だった。 

 

車に戻った。民宿の前に、黒っぽいオヤジがうろちょろしている。

ちらっと見ると、向こうもこっちをちらっと見た。見慣れぬ観光客

に対する興味と猜疑心だろう。そんな視線は慣れっこだ。知らん

顔して車を出した。三時頃だったと思う。メモで確かめた。さ、弥

彦観光だ。 

 

ま、それにしても、予定外の防波堤灯台を撮ることができてよか

った。防波堤灯台は、みな似たり寄ったりのフォルムで、ロケー

ションも似通っている。灯台としては、ほとんど無名で、灯台オタ

ク以外、わざわざ見に来る人もいない。だが、素晴らしい海と空

に恵まれれば、孤高の姿が際立ち、感動的ですらあり得る。もっ

とも、感動しているのは自分だけかもしれない。いや、ネットにた

くさんの画像がアップされているのだから、ある種の人間にとって

は感動的なのだろう。ある種とは？どういう種類の人間なのか？

そのうちゆっくり考えてみよう。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#6 

弥彦観光～ホテル 
 

ナビに従い、弥彦へ向かっていた。いくらも行かないうちに、海
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沿いの道からそれて、いよいよ山登りだ。といっても、登るのは、

わが愛車だが。軽登山靴を脱いで、素足にサンダル履きで運転

していたと思う。エアコンの風向きを、顔と足元にしていたので、

涼しい風がほてった足先に当たって、気持ちよかった、ような気

がする。と、なんだか、狭い、いわゆるヘアピンカーブの連続だ。

ちょっと、想定外だった。こんなに急なのか！ 

 

…ジムニーで秩父の山々を走り回ったことを、瞬間的に想起した。

あの時は、車が小さかったし、悪路用の車だ。だが、今は普通の

乗用車。一応今流行りのＳＵＶとはいえ、街中を走る車だ。山道

は得意ではないだろう。いや、こんなに急な山道は初めてなので、

得意なのか苦手なのかもよくわからない。ちらっと、ナビの画面を

眺めた。くねくねくねくね、まるで蛇だ。おいおい嘘だろう！まだ

まだずっとヘアピンカーブだ。 

 

真面目に？運転に集中した。幸いなことに、対向車にはほとん

ど出くわさなかった。というのも、曲がる瞬間は、上からの車が見

えない。道端が狭いのだから、スピードを出していれば、あるい

は、細心の注意を払っていなければ、おそらく、正面衝突は避け

られまい。そんな、ヒヤッとした瞬間を何度も経験している。ある

意味、対向車も、自分と同じようにスピードを落として、慎重に運

転している、と思わない限りは、こんな山道は、こわくて走れない

わけだ。いわば、運を天に任せている。 

 

…軽トラの運転手で生活費を稼いでいたころ、時々ふと、運転す

ることが怖くなったことがある。万が一にも、大型トラックがセンタ
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ーラインをオーバーしてきたら、それでお終いだ。実際、そういう

状況で昇天してしまった、顔見知りがいる。しかし、この恐怖は、

生活に迫られてではあるが、克服した。つまり、死ぬかもしれな

い、いや死んでもいいや、と思うことにした。びくびくしながら運

転するより、その時はその時だと、穴をまくったのである。ま、まだ

若くて、血気盛んだったころの話だ。 

 

まだかまだかと、慎重に運転しているうちに、少し目が回り始め

た。いかんいかん、と視点を動かし、さらにゆっくり走った。ナビ

をちらっと見た。目的地の弥彦山頂は目の前だった。道が平ら

になった。お～、やっと着いた。ナビの声も消えた。山頂に何か

施設のようなものがあるとばかり思っていた。が、何もない。道路

際に仮設の駐車スペースがあるだけだ。車が何台も止まってい

る。半信半疑で、そこに駐車して、外に出た。 

 

弥彦からは佐渡がよく見える、と思っていた。スマホからの情報

だろう。たしかに、佐渡は見えた。ただし、逆光の中、ぼうっとし

ている。目の前には、柵があり、案内板がある。右手には、見上

げるような山。草ぼうぼうの中、細い登山道が上へと伸びている。

ちらっと見ただけだ。登る気はしなかった。暑い中、あの急な山

道を登ったところで、佐渡島は霞んでいるんだ。ま、今思ったこと

だけれども、あの山のてっぺんが、実質的には、弥彦の山頂だ

ったのだろう。 

 

車に戻った。今日の予定は終了。宿へ行こう。ナビをセットして、

走り出した。と、何やら、巨大な展望タワーが立っている。今調べ
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ると＜弥彦パノラマタワー＞というらしい。ガラス張りの、ドーナツ

型の展望席がぐるぐる回りながら、細長い塔の上まで上昇してい

くのだ。たしかに、あの高さなら、展望は抜群だ。一瞬、乗ってみ

ようかなと思った。広い駐車場をそろそろ走り、入口近くまで行っ

た。時間は四時だった。また、体力的なことで、行動が消極的に

なった。何しろ、今日は、朝の四時から動いているんだ。それに

まだ暑いし、山登りもして来たんだ。佐渡島だって、きっと霞んで

いるに決まっている。帰ろう！ 

 

回転して、駐車場を出た。おそらく、もう二度と訪れることもない

だろう、とふと思って、かすかに気持ちが揺れるのを感じた。弥

彦山を下りた。下りは、比較的道端も広く、さほど急でもなかった。

対向車に出くわすこともほとんどなく、あっという間に下界に下り

た。要するに、観光用のルートだったわけで、走りやすいように

道を整備したのだろう。わざわざ急な山道を登ってしまった自分

が頓馬だったのだ。 

 

燕三条のビジネスホテルまでは、30 分もあれば着くだろう。一面

黄緑色の稲田の中を市街地へ向かっていった。途中、ナビのい

く方向が、工事で通行止め。ぐるっと回り道。要するに、本来左

折するところを、直進させられ、その後左、左、右と曲がって、本

来行くべき道に戻るわけだ。しかし、その迂回路が、信じられな

いほど長かった。とはいえ、黄緑色の中をぐるぐる走れたのは、

面白い経験だった。極端に広い農道、稲田一枚の面積もかなり

大きい。埼玉とは、規模が全然違う。異なる風土を感じた。これも

旅の面白さの一つなのだろう。 
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市街地に入る前に、給油した。セルフで値段も埼玉と変わらなか

った。ナビで事前に調べたあったコンビニに寄った。比較的感じ

のいいセブンイレブンで、おにぎり三個、牛乳、菓子パン、唐揚

げを買った。全部で千円ほどだ。宿はもう目の前だった。マップ

シュミレーション通り、ホテルの入口に一番近い駐車場に入った。

だが、並んでいる。駐車待ちだ。なるほど、ここはイオンの平面

駐車場で、誰もが止めたいわけだ。大きな立体駐車場もあるが、

売り場に遠くなる。ちなみに、ホテルはイオンと接続していて、駐

車場も兼用なのだ。五分くらい待って、駐車した。 

 

一応、サンダルをウォーキングシューズに履き替えた。カメラバッ

クの重さはさほど気にならなかったものの、飲料水や食料、多少

の着替えなどを入れたべージュのトートバックは、かなり重かった。

閑散とした＜サイゼリア＞の横を通り、広い道路に面した、ホテ

ルの正面玄関から入った。あれ、受付が見えない。左手は＜銀

座＞という名のレストラン、右手はロビー。比較的きれいで高級

な感じ。受付の文字を見つけて、右手に少し行くと、受付カウン

ターがあった。 

 

三十代くらいの若い男。対応はビジネスライク。問題はない。コロ

ナ関連や＜Go too キャンペーン＞関連なのだろう、書面にチェ

ックして、署名した。そのあと、現金で￥6760払った。二泊でこの

値段、安い！だが、いつも冷ややかな眼で見ている日本政府か

ら恩恵なわけで、心の底からは喜べない。領収証は、と聞かれた。

欲しいというとチェックアウト時に渡すという。ま、別にどうでもい

いことだ。 
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カードキーではなく、プラ棒についている鍵を渡された。エレベ

ーターに乗り、部屋に入った。まずまずきれい。こんなもんでしょ

う。とはいえ、気になったのは冷蔵庫。すぐ開けてみた。う～ん、

少し冷えている。前回のホテルよりはましだろう。荷物整理して、

テレビをつけた、その後シャワー。ま、気持ちよかった。出てきて、

お決まりのノンアルビール。今回は、保冷剤をいれた小さな保冷

バックに入れきた。冷えている。グラスの紙カバーを外して、注い

だ。うまかったと思う。 

 

おにぎり、唐揚げを平らげ、ベッドに横になった。ふと思って、カ

メラを取りだし、モニターした。撮れていても撮れていなくても、あ

との祭りではあるが、今日の成果を確認して、満足したかったの

だ。まずまずだった。天気がよかったからね。ひと安心した。そう

だ、まだやることが残っていた。メモだ。テーブルに向かって座り

なおした。出発してからのことを、時間軸にそって、思い出そうと

した。何時にパーキングに寄ったとか、灯台に何時に着いたとか、

昼寝の時間とか、ホテルに何時に入ったとか、ある意味些末なこ

とだ。だが、メモしておかないと、日誌を書くときに苦労する。時

間に関しては、まったく思い出せないことがしばしばあるのだ。 

 

今だって、正確には思い出せない。行動の節目節目に、腕時計

をちゃんと見て、時刻を記憶しているわけではないのだ。時計な

んか、ちらっと見る時もあれば、見ないときもある。だから、前後

関係で、類推してメモっている。したがって、やや時間がかかる

し、頭を使うのだろう。眠くなってきた。何時頃だったろう、夕方の

六時ころかな、メモには＜六時ねる＞と記してある。一応書き終
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えて、部屋を暗くした。エアコンは自動から 27 度にセットし直し

た。横になった途端、眠っていたと思う。 

 

今日の出費。 

宿代二泊￥6760、高速￥5950、ガソリン￥2355、飲食￥1147。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#7 

鼠ヶ関灯台撮影プロローグ 
 

二日目 

昨晩は、六時に寝て、九時頃いったん起きたようだ。おそらく、テ

レビをつけて、持参したカップ麺などを食べたような気がする。小

一時間して、また寝たのだろう。いつものように、一、二時間おき

に夜間トイレ。物音に煩わされることはなかった。 

 

五時起床。洗面、パンと牛乳で軽く朝食。便意がなく、排便なし。

身支度。出る前にちょこっと部屋の整頓をした。エレベーターで

一階に下りて、受付にキーを預ける。外に出ると、朝からもう暑い。

駐車場には、二、三台車が止まっている。ということは、この大き

なホテルに、二、三人しか宿泊しなかったということなのか？もっ

とも、巨大な立体駐車場もあるから、そっちに止めたのかもしれ

ない。とはいえ、昨晩の感じからして、宿泊客は少なかったに違

いない。部屋に出入りする音がほとんどしなかった。こっちはゆ

っくり眠れてよかったのだが。 

 

六時出発。その前に、お決まりの行動。ナビを鼠ヶ関灯台にセッ
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トした。駐車場を出て、ぐるっと右に回り込むような感じで、すぐ

に高速の入り口。北陸自動車道、三条燕だ。早朝だというのに、

意外に車が走っている。しばらく走って、新潟辺りに差しかかると、

道が分岐。むろん真っすぐだ。ちなみに右方向は、磐越自動車

道、会津の方へ伸びている。さらに行くと、日本海東北道の文字

が見える。＜日本海東北道＞？そんなのがあったのか、初めて

知った。いつの間にか、片側一車線になっている。 

 

タンクローリーや、軽自動車が前にいると、途端に車列ができる。

とはいえ、インターの出入り口付近になると、追い越し車線が追

加される。ここぞとばかり、後続の車が追い越しをかける。ま、自

分もその一台だ。そんなこんなで走っていくと、料金所があった。

ＥＴＣだから、現金は払わない。料金表示板に\2210、とあった。

わりと高いなと思った。 

 

目的地の鼠ヶ関灯台までは約 1４０キロ。うち高速走行は 100 キ

ロ、時間にして一時間半はかからない。だが、長く感じた。とくに

料金所を過ぎてからは、退屈だった。片側一車線、車の数も少

ない。車間距離をあけて走っていればいいわけで、おのずと、周

りの景色などが目に入ってきた。黄緑の稲田の中を、高速道路

が突っ切っている。左右には低い山並みが見える。延々と、この

景色が続いている。 

 

だが、いい加減飽きた頃、終点になった。＜朝日まほろば＞とい

うインターで、日本海東北道は終わっていた。要するに、未完成

の高速で、おそらく、いずれは、秋田を抜け青森まで伸びるのだ
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ろう。それにしても＜まほろば＞という聞きなれない言葉に、少し

惹かれた。あまり聞いたことのない日本語だ。いまネットで調べた

ら＜すばらしい場所＞という意味の古語らしい。となると＜朝日

まほろば＞とは、朝日が素晴らしい場所、ということになる。なる

ほどね～、語音が奥ゆかしい。 

 

その＜朝日まほろば＞で高速を降りて、一般道をこれから 40 キ

ロも走らなくてはならない。そうだ、書き忘れたが、高速を下りる

前にトイレ休憩した。パーキングの名前はよく憶えていない。一

般道 40 キロ、市街地なら二時間かかるところだが、おそらくは田

舎道だ。一時間で走破できるだろう。その準備としてのトイレ休

憩だった。要するに、少し気合を入れなおしたのだ。 

 

地図上では、国道 7 号線だ。山形県へ向けて北上した。道は片

側一車線。すぐに山間を走ることになる。ただし、道幅が広く、し

かも、信号がほとんどない。走りやすい。60 キロ前後で、ずうっと

行く。道の両側には、民家が点在している。比較的大きめな、板

塀の日本家屋だ。どこか懐かしい。 

 

育った板橋の長屋も板塀だったし、通った小学校の校舎も板塀

だった。板塀のくすんだこげ茶色に、昭和を感じた。雪国の厳し

い風土も感じだ。おそらくは、日本の近・現代化から切り捨てら

れた過疎地だろうとも思った。ただよく見ると、玄関口をサッシ窓

で取り囲んで、寒気を防いでいる。そういう家が多々ある。人影

は全くなかったが、生活の気配はする。小さな製材所も見えた。

林業で生計を立てているのだろうか。よけいなお世話だ。ふと＜
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常民＞という言葉が脳裏をよぎった。自分の知らないところで知

らない人間たちが生息している。どうでもいいことだと思いながら

も、いやな感じはしなかった。 

 

そのうち、完全に山の中だ。上ったり下ったり、トンネルをくぐった

り、＜洞門＞と呼ばれる、片側がコンクリの格子になっているトン

ネルなどもくぐった。県境はどこでも険しい山なんだ、と思った。

と、視界が開けた。左側に海。彼方の岬に灯台が小さく見える。

ナビの指示に従って、七号線から右にそれて、灯台の見える方

へ向かった。やっと着いた。 

 

小さな港に入った。鼠ヶ関灯台は観光地になっているものの、下

調べの段階では、付近に駐車場などはない。ま、その時は、港

の空いているところに止めてしまおう、とアバウトに考えていた。

なにせ、最果ての観光地という感じなのだ。案の定、閑散として

いる。もっとも、まだ八時二十分だった。メモに記してあった。二

時間半くらいかかると思っていたから、少し早かったなと思った。 

 

ゆっくり、辺りを見回しながら、鳥居の見える方へ、車を動かした。

なるほど、左側に、五、六台車を止めるスペースがある。公衆便

所も横にある。止めるならあそこだな。どん詰まりの神社の前で

回転、その道路沿いの駐車スペースに、車を頭から突っ込んだ。

二、三台、車が止まっていた。だが、駐車スペースはおろか、港

のどこにも人影は見えない。 

 

ちなみに、今ネットで、この鼠ケ関についてちょっと調べてみた。
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この場所は、義経が、追っ手を逃れて奥州平泉へ落ち延びる際

に上陸した地で、そのあと、現在の七号線のあたりにあった、奥

羽三大関所の一つ、鼠ヶ関を弁慶の奇計をもって通過したらし

い。ま、歴史的にも地理的にも、由緒あるところだね。 

 

それと、鼠ヶ関灯台の手前にあるぼこっとした山は、名勝弁天島

といい、昔は、海の中にあったようだ。その付近の小島をつなげ

て、今では陸続きになっている。なるほど、灯台も絡めて、観光

地化したわけだ。さらに、手前の神社は厳島神社といい、弁財天

と金毘羅様を祭っているとのこと。夕日が美しいことでも有名らし

い。 

 

鼠ヶ関灯台の初点灯が大正 14 年。その時には、おそらく、陸続

きになっていたのだろう。名勝弁天島、義経伝説、厳島神社、灯

台、夕日、海産物。とまあ～、観光地の条件はそろっている。古

代、中世、近世、近代と、長い間、人々が行き交ってきた場所な

のだろう。とはいえ、今現在の雰囲気は、やや寂しい。廃れた感

じがしないでもない。もっとも、自分的には、その方が好きだ。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#8 

鼠ケ関灯台撮影 1 
 

さてと、車から出た。これは、と思うほど蒸し暑い。もちろん陽射し

も強い。たが、ここまで来た以上、暑いの寒いのと言っていられ

ない。カメラバックを背負った。横にあった、公衆便所で用を足し

た。それなりの臭いがした。便所の正面には、自分の背丈以上
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の錆びた錨が、どんと置いてあった。なんじゃらほいと思いなが

ら、記念写真をパチリと一枚撮った。 

 

便所の横を回って、浜に出た。緩やかなコンクリの段々があり、

背後には一段と高くなった、小さな展望台があった。屋根がある

から、多少の日陰になっている。あとで、あそこからも撮ろうと思

った。向き直ると、弓なりの浜の向こうに、なぜか、そこだけ凹っと、

三角の岩山がある。てっぺんの方に松が密集して生えている。

そのまま視線を左に移動すると、鳥居が見え、さらにその先の断

崖に灯台が見えた。 

 

浜からは、ちょっと遠目、灯台の垂直もイマイチよくない。だが、

左手に、海の中に突き出た防波堤がある。撮るならあっちだなと

思いながら、近づいて行った。長い距離ではない。が、そこまで

行くにも、二、三歩行っては、カメラを灯台の方へ向けてシャッタ

ーを押した。念のためというよりは、できることなら、灯台を全方

向から撮りたいのだ。その中からベストのものを選ぶ。 

 

むろん、海側からは撮れないし、今回の場合は灯台の向こう側

の浜からも撮れない。それでも、全方向から撮る、という原則は

貫きたかった。もっとも、最近は＜ドローン撮影＞というものがあ

って、字義通り、全方向から撮ることも可能だ。灯台に関しても、

＜ドローン撮影＞をした動画がユーチューブにたくさんアップさ

れている。空からの、見たこともないアングルだから、面白い。 

 

＜ドローン＞か！少し食指が動いて、ネットで調べてみた。結果、
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＜ドローン＞撮影を請け負う会社があるくらいで、素人が、ちょこ

っと撮影できるようなものではない、ということが判明した。もちろ

ん、趣味で、小さなドローンを、ちょうど、ラジコン飛行機のように

飛ばすことはできるだろう。だが、こっちの目的は、巨大な灯台を、

海側から、あるいは、背後から撮るという壮大なもの？で、どう考

えても、高度な技術とかなりの金が必要だ。ま、俺に野心があっ

たなら、ドローン技術を習得して、誰も見たことのないアングルで、

灯台を撮ることができるかも知れない、などと一瞬アホな夢想を

した。 

 

山形県鶴岡市の、鼠ヶ関灯台の撮影に戻ろう。風景撮影は午前

中が鉄則、と何かで読んだ覚えがある。別に、それに従ったわけ

でもないが、午前中の、よい光の中で撮影ができた。つまり、運

良く、灯台に光が当たっていたのだ。それもほどよく！思えば、

昨日の角田岬灯台にも、光が当たっていた。やはり午前中だ。

主要被写体の灯台に光が当たっていないと、何となくさえない写

真になってしまう。犬吠埼灯台で経験済みだった。今回は、ある

意味、千載一遇のチャンスかもしれない。防波堤を隅から隅まで

歩いて、できうる限り、慎重に撮った。 

 

一息入れよう。撮りながら戻り、先ほどの展望台に上がった。とい

っても、浜よりほんの少し高い程度だが。コンクリのテーブルが二

つあり、それぞれに腰掛が左右一つずつある。なるほど、対面し

て、灯台や夕日が眺められるわけだ。案内板には、海の向こうに

夕日が落ちる写真も印刷されている。 
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一つのテーブルには、横からの日射が当たっている。日陰にな

っている方に陣取り、まずは着替えた。びっしょりになったロンＴ

を、その、陽の当たっているテーブルの上に広げた。上半身裸

のまま、ベンチに腰かけて、給水。一息入れて、バックから、望遠

カメラを撮りだした。横着して、三脚は持ってこなかった。すぐそ

ばの車の中にはある。が、取りに行くのが面倒だ。それに、この

位置からだと、灯台の垂直がイマイチよくない。必要ないだろう。

しゃがみこんで、柵の上にカメラを乗せ、何枚かは撮った。 

 

ろくにモニターもせず、二台のカメラをテーブルの上に載せたま

ま、海の方を眺めた。上半身裸のままだ。靴下も脱いでいたと思

う。夕日がきれいだとは聞いていた。目の前の光景を、頭の中で

夕景に変換した。なるほど、確かに海に沈む夕日はきれいだろう。

ただし、灯台も岬もシルエットだ。是が非でも撮りたいとは思わな

かった。それに、日程的に無理だろう。二時間半かけて、三条ま

で帰らなくてはならないのだ。 

 

多少の心残りを感じながら、身支度をした。展望台を下りて、辺り

を見回した。弓なりの砂浜沿いに、背丈ほどの、頑丈そうなコンク

リの護岸がある。その下が遊歩道になっていて、灯台の方へ続

いている。あそこを歩いてくのが一番楽だ。だが、灯台の垂直を

考えるならば、浜の波打ち際を歩きながら撮るのがベストだ。そ

れに、浜が切れたところに、波消しブロックに守られた防波堤が

る。あれに登って、先端まで行けば、灯台の垂直はほぼ確保で

きるだろう。 
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砂浜を歩き始めた。きれいな砂浜ではない。プラごみなども散乱

している。とはいえ、海水は透き通るほどきれいで、断崖に立つ

灯台は真っ白、神々しいほどに美しい。近寄れば近寄るほど、そ

ばにある鳥居の赤が目にも鮮やかだ。青空にうっすら雲がたな

びき、かすかに波が押し寄せている。これで、海風が心地よかっ

たら、最高だろうなと思った。実際は、歩き始めるとすぐ汗だく、

陽が高くなり始めていて、これは危険な暑さでしょう。 

 

砂浜は波消しブロックで終わっていた。その波けしブロックをよじ

登って、防波堤に上がった。凹凸のある表面で歩きづらい。とは

いえ、灯台は目の前だ。水平線と灯台の垂直が両立している。

大小二本の鳥居もはっきり見える。もっとも、灯台見物に来た観

光客の姿もはっきり見えた。さいわいにも、人数的には少なくて、

若いカップル、爺ちゃんコミの家族、若者一人、若い母親と子供、

確かそのくらいだった。煩はしいというほどでもなかった。さすが

に最果ての灯台だ。防波堤を行ったり来たりしながら、ゆっくり楽

しみながら撮った。 

 

さてと、いよいよ灯台のある断崖に上陸だ。砂浜から上がって、

断崖にかかる急な階段を登った。その階段の手すりが、ちゃっち

い感じで、半分壊れかけている。見ると、断崖の岩盤に、直接ぶ

っといフックのようなものが打ち込まれている。なるほど、以前は、

この階段すらなくて、フックにロープか鎖を通していたんだ。それ

を手にして断崖をよじ登る。山の急な岩場などを登るときの仕掛

けだ。一、二度経験したことがある。その方が面白かったなと思

った。 
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登るまでは、大した高さの断崖じゃないと思っていた。だが、実

際登ってみると、息が切れた。いや、こっちが疲れていたんだろ

う。それに、もうジジイなんだ。色の塗ってない、しらっ茶けた、大

きな木の鳥居をくぐった。と、断崖の上に到着。平場になってい

て、コンクリの通路が灯台へと続いている。なんだか、雑然とした

感じがしないでもない。 

 

そもそも、自然の岩場、断崖の上に、コンクリの通路があるのが、

おかしいでしょう。それに、赤い鳥居、ま、これはきれいだから許

せるとしても、その奥の、灯台の真横にある、小さな、ちゃっちい

社（失礼！金毘羅様が祭られているらしい）、それに鐘撞台だ。

いや、今調べたら、鐘撞台じゃない、＜幸せの鐘＞というらしい。

最近設置されたようだ。とにかく、灯台の周りが、多少ごちゃごち

ゃしているような気がした。とはいえ、さすがに、コンクリ通路の両

側には、ちゃんとした柵があった。何しろ断崖の上なのだ。 

 

案内板を見た。付近が、ちょっと広くなっている。なるほど、ここが、

写真の画面に灯台がおさまる限界なのだろう。ネットでも、この辺

りから撮ったであろう画像がたくさんあった。ま、文句はない。正

面から灯台を撮るには、ここしかないのだ。赤い鳥居を入れて、

気合を入れて何枚も撮った。狭い断崖の上を、右に左にと移動

して、粘るだけ粘った。もう限界だろう。＜金毘羅様＞も＜幸せ

の鐘＞も＜コンクリの通路＞も、この際関係ないような気がした。

気にならなくなっていた。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#9 
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鼠ヶ関灯台撮影 2 
 

灯台に、これ以上近づくと、写真にはならない。被写体がでかす

ぎて画面におさまらないのだ。いや、縦位置なら入る。でも＜縦

位置＞は禁じ手にしている。何が何でも＜横位置＞で撮ること

にしている。理由は、灯台を風景の中に開放したいのだ。正確

ではない。わかりやすく言えば、灯台のある風景が好きなのだ。

横位置の画面は、横への広がりがあり、当たり前だ、＜横位置＞

なんだから、風景写真に適している、と思っている。 

 

とにかく、近すぎて灯台はもう撮れない。だが、行けるところまで

行く。近づけるところまで近づく、というのが信条だ。＜信条＞と

いう言葉は大袈裟すぎないか？ま、いい。鮮やかな赤い鳥居を

くぐって、灯台の根本まで行った。笑っちゃいけないんだけれど

も、座面に＜恋のいす＞と書かれた、背なしの木製ベンチあっ

た。＜恋＞は赤色、＜のいす＞は青色になっている。設置した

ばかりなのだろう、真新しい感じだ。カンカン照りの炎天下でなけ

れば、面白半分に腰かけたかも知れない。 

 

さらに、灯台に近づいた。と、その前に、左手にある＜金毘羅様

＞を見た。もっとも、この時は＜金毘羅様＞だとは思っていない。

赤い鳥居をくぐった先にあるのだから、＜神様＞を祭っているこ

とくらい気づいてもよさそうなものだ。だが、くすんだステンの柵

に囲まれた、石の小さな社を、何かの冗談かなと思ったような気

もする。何しろ、背後の高いところに、ジングルベルの鐘がぶら

下がっているし、脇には金属製の細いポールが立っていて、て
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っぺんにピンクの布切れがひらひらしているのだ。おそらく、ちゃ

んとは見ていない。何しろ、暑くて、早く日陰で休みたかったの

だ。 

 

＜燈台もと暗し＞とはよく言ったものだ。誰が言い出したことなの

か、まったく知らないけれど、面白い比喩だ。その＜灯台のもと

＞、根本に近づいたのは、＜信条＞だけではなく、生理的な欲

求も絡んでいた。つまり、灯台の根本には、必ず日陰になってい

る場所があり、そこで一息入れたいのだ。 

 

鼠ヶ関灯台の正面？灯台への入り口のドアは、なんだかにぎや

かだった。一番上に赤系統の浮き輪がレイアウトしてある。撮っ

た写真で確認すると、その下は灯台の案内や説明のパンフなど

が貼りつけてあるような感じだ。ま、とにかく、レイアウトの色合い

がきれいだなと思った。 

 

灯台の根本は、ぐるっと腰かけられるようになっていた。ご丁寧な

ことに、コンクリ細工の小さな座布団までしつらえてある。思った

通り、日陰があり、うれしいことに、涼しい海風が吹いている。と、

海に向かって、この狭い場所に木製の背なしベンチがある。座

面に＜愛のいす＞とある。仕様は＜恋のいす＞と全く同じ。＜

恋＞という文字が＜愛＞に変わっているだけ。まいったな、と苦

笑いした。汗びっしょりのロンＴを脱ぎ捨て、給水。上半身裸、靴

下も脱いで裸足になり、一息入れた。＜十時半灯台で休憩＞と

メモにあった。 
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八時から撮り始めたのだから、二時間も、炎天下の中で写真を

撮っていたことになる。その間、さほど暑いとも、疲れたとも感じ

なかった。だが、今は、さすがにぐったりだ。涼しい海風も吹いて

いる。ここで、小一時間休んでいこう。背筋を伸ばして、座りなお

した。というのも、灯台根本の縁のような腰掛の幅が狭くて、背筋

を緩めた楽な姿勢では座れないのだ。つまり、灯台本体に背筋

をぴたっとつけて真っすぐに座る方が、まだ楽だ。背中が灯台の

冷たさを感じた。首や手足の筋肉を緩めた。頭を垂れた感じで

姿勢よく座っている。さいわい、灯台見物の観光客は誰も来なか

った。目を軽く閉じて、この後の予定を考えた。微かに波音が聞

こえたような気もする。何しろ、さほど高くはないが、断崖の先端

に居たのだから。 

 

明かりは、この後、日が昇るにつれて、ますますトップライトだ。灯

台はもとより、海も空も断崖も、きれいには撮れないだろう。もっと

も、無理して撮ることもない。午前中の、最高の明かりで、写真は

五万と撮っている。あれ以上の写真が撮れるとは思えない。とは

いえ、午後の明かりはどうだろう。灯台が、また違った姿を見せて

くれるかもしれない。 

 

姿勢を変えた。狭い縁の腰掛に、肘を枕にして横になろうとした。

だが、これは無理だった。縁の腰掛は、灯台の胴体に沿ってい

るわけで、緩やかにカーブしている。うまく横になれない。その上、

心づかいのコンクリ細工の座布団が、腰に当たって痛いのだ。そ

ばにあった、着替え用のロンＴを当てがったものの、寝心地の悪

さは改善しなかった。 
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少し我慢していたが、そのうち起き上がった。先ほどよりは、多少

緩やかな姿勢で座りなおした。足は曲げずに、投げ出すように

前に伸ばした。足先が少し、日陰から外に出た。多少引っ込め、

そのまま頭を垂れた。夕陽までは、さすがに待てないような。日

没がおそらく、六時半、それから夜道を二時間半走って、宿に戻

る。いや、三条のホテルには戻らず、鶴岡に宿をとる、という手も

ある。その辺の民宿という手もあるが、これはやはり却下だな。そ

れにしても、ここから、鶴岡市街までどのくらいあるのだろう。 

 

座りなおした。少し頭がはっきりしていた。携帯で、鶴岡までの距

離やホテルの予約状況などを調べた。距離は約 40キロ、一時間

強。ビジネスホテルはたくさんあり、当日予約もできなくはない。

だが、翌日の帰路が大変になる。自宅まで、おそらく 400 キロ以

上走らねばならない。あ～、来る前にさんざん考えたことだ。日

程的に、夕景の撮影は無理なのだ。また、いつかそのうち、撮り

に来ることもあるだろう。自分の気持ちをなだめた。 

 

さてと、なんだか、目が覚めてしまった。といっても、まだ十一時

過ぎだ。この暑さ、どう考えたって、二時過ぎまで、撮影は無理

でしょう。もう少し、ここでゆっくりしよう。改めて、辺りを見回した。

なるほど、いい景色だ。望遠カメラを撮りだした。裸足のまま、数

歩歩いて、例の＜愛のいす＞に近づいた。ほとんど何のためら

いもなく、座った。目の前には、そう、真っ青な日本海が広がって

いた。 

 

眼下の岩場には、カモメのような鳥が一羽、波しぶきを受けなが
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らも、一か所にとどまっている。魚を狙っているんだなと思った。

望遠でのぞくと、何やら、目が鋭くて、怖い表情だ。なるほど＜ウ

ミネコ＞だ。向こうを向いたりして、なかなか表情がちゃんと撮れ

ない。周りに仲間はいない。まさに一匹狼？の、はぐれ鳥だろう。

少しの間、波間の岩場にとまっている＜ウミネコ＞を眺めていた。

自分より強いな、と思ったような気もする。 

 

＜愛のいす＞から立ち上がった。いったんカメラをおさめて、今

度は、海岸寄りの、海の中にある赤い防波堤灯台を、柵越しに

眺めた。よく見ると、灯台の立っている防波堤は、波消しブロック

で全面ガードされている。だから、その赤い物体は、波消しブロ

ックの上に立っているようにも見える。遠目とはいえ、空も海も真

っ青、小さいが、紅一点が目立つ。形は、昨日新潟で撮ったもの

とほぼ同型。だが、ロケーションが違うせいか、別物に見える。ど

こか、雄々しい感じがする。これはこれでいいなあ～と思った。 

 

十一時半を過ぎていたのだろうか。引き上げだ。灯台の日向側

に干したロンＴを取りに行った。日射をもろに浴びた。暑いな

～！ロン T はすっかり渇いていた。ふと、眼下の岩場を見た。＜

ウミネコ＞はいなかった。いや、海の方へ飛び立っていく姿を見

たような気もする。それに、休憩の最後の方に、若いカップルが

すぐ近くまで来たような気もする。自分の前を通って、＜愛のい

す＞に二人して腰かけたのだろうか。それとも＜恋のいす＞に

肩寄せ合って座っている姿を見たのだろうか。定かではない。夢、

幻か。 
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小高くなった、灯台周りの狭い敷地から、陸地側を見た。目の下

には＜恋のいす＞があった。赤い鳥居も見える。漁港とか三角

の岩山とか、なかば逆光だが、いいロケーションだ。と思ったの

だろう、パチリと一枚撮った。お遊びで、ブログに載せようとも思

った。灯台の敷地から降りた。案内板のあたりで、コンクリ通路が

二股になる。右側が、先ほど、海から登ってきた道。左側は、どこ

へ行くのだろう？三角岩山(＝弁天島)の縁沿いに続いている。

まあ、行ってみるか。灯台に背を向けて歩き出した。少し行って

振り返り、写真を撮った。太陽が、真上近くにあり、斜め逆光、き

れいには撮れない。この位置取りも、午前中に撮っておくべきだ

ったな。 

 

コンクリ通路は、緩やかな下りだった。と、向こうから、年配の夫

婦がやってきた。いわゆる、後期高齢者だろう。その旦那と奥さ

んの距離の置き方が、ややおかしい。つまり、旦那の方は、通路

の下の岩場を歩いて灯台へ向かっている。一方、奥さんは、歩き

やすいコンクリ通路にいる。サングラスにサンバイザーを被って

いたからなのか、二人の顔はよく見えなかった。いや、よく見なか

った。 

 

ただすれ違いざまに、左下にいる旦那の表情をちらっと見た。な

んだか、苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。ものすごく暑い、

ということもある。それにしても、互いに老い先短い夫婦が観光に
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来ているわけで、もう少し表情を崩してもいいだろう。余計なお世

話だが。 

 

三角岩山の影に入った。日陰だ。振り返って、灯台の方を見た。

もう、かなり遠くて、写真にはならない。同時に、例の老夫婦の姿

も目に入った。旦那は、岩場から、背丈以上高い、コンクリの通

路へよじ登ろうとしている。奥さんの方は、コンクリ通路の上から、

何か言っている。ようするに、旦那は、意固地になって道なき道

を進んで、危険を冒している。奥さんが諌めているわけだ。 

 

と、ふと思った。そうか、コンクリ通路ができる前は、波打ち際の

岩場を伝わって灯台を見に行っていたんだ。旦那がよじ登ろうと

している場所には、おそらく、ロープか鎖が架かっていたのだろ

う。いわば、灯台への、昔の通路で、ひょっとしたら、旦那は、以

前、今の奥さんではない、別の女性と一緒に歩いたのかもしれ

ない。その記憶が、あの意固地さの由来だったのだ。おそらく間

違いない！ 

 

日陰ということもあり、小休止方々、なおも、老夫婦の行方を眺め

ていた。旦那は、老体に鞭打って、あぶなかっしい感じで、何と

か、通路に這い上がった。奥さんの諦め顔が目に浮かぶ。その

あと二人は、やはり少し距離を置いて、灯台の敷地に上がって

いった。ふむ、＜恋のいす＞には腰掛けなかった。日向だから

な。 

 

そのあと、二人して、金毘羅様などをちらっと見て、灯台の根本
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へ行った。さっき自分が休憩していた、日陰だ。奥に旦那のシル

エット、手前に奥さんのシルエットが見える。と、旦那のシルエット

が半分になった。おそらく＜愛のいす＞に腰かけたのではない

か。そして振り向いて、こっちに来い、と奥さんに呼びかけたのか

もしれない。だが、奥さんのシルエットはそのままで、少したって、

灯台の縁に腰かけた。シルエットは離れたままで、肩寄せ合って

並ぶことはなかった。ま、あの旦那、奥さんに声はかけなかった

かもしれない。 

 

もういいだろう。灯台に背を向けた。三角岩山の裏側、というか表

側に来た。見上げてみたものの、登れるような道も階段もなかっ

た。それよりも、左手の漁港の向こうに、小さく、白い防波堤灯台

が見える。いま思えば、灯台の根本から撮った、赤い防波堤灯

台のペア灯台ということになる。近づくには、コンクリ通路からそ

れて、目の前の防波堤に登り、その上を百メートル以上歩いてい

かねばならない。 

 

大した高さでもない、いちおう、防波堤に登った。辺りを見回した。

炎天下の漁港に人影はない。ところが、防波堤は意外に高くて、

幅も狭い。ちょっと危険を感じた。そのうえ、暑くてかなわん！ま、

いいか、ということになり、コンクリ通路に戻った。灯台は、完全に

三角岩山に隠れて見えなくなった。 

 

少し行くと、朝来た時にＵターンした場所に出た。立派な神社が

目の前にある。日章旗が掲げてあったかな？目障りな感じがしな

いでもなかった。とはいえ、観光気分で、鳥居をくぐった。本殿の
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前に行って、財布から小銭を取りだし、賽銭箱に投げ込んだ。一

応、手を合わせ、垂れ下がった太い紐を引っ張って、鈴を鳴らし

た。さえない音色だった。それと、賽銭箱の前に＜おみくじ＞が

あった。一瞬、引いてみようかと思った。だが自制した。意味がな

いだろう。 

 

そうそう、書き記すのを忘れていたことを思い出した。灯台を去る

ときに、例の＜しあわせの鐘＞を、面白半分に鳴らしたのだ。意

外に大きな音で、海に響き渡った。と、むかいの防波堤の影から、

真っ白なプレジャーボートが、ものすごい勢いで、こっちに突進

してくる。一瞬、あれ～まさかと思った。いたずらが発覚したよう

な気持になった。そんなはずはない。なにしろ、ちょっと前、若い

カップルが鳴らしていたのを、この耳で聞いているのだ。むろん、

勘違いだった。白い波を立て、プレジャーボートは目の前を横切

って行った。 

 

どうでもいいことだが、鈴とか鐘とかがあると、意味もなく、鳴らし

てみたい衝動に駆られるようなのだ。なぜだかわからない。これ

まで幾多の神社仏閣で、賽銭箱に小銭を入れたのは、鈴や鐘を

鳴らしたいがための手続きだったような気がする。タダで鳴らす

には気が引けたのだ。 

 

なお、この＜厳島神社＞には、面白いものがあった。巨大な錨

で、それも三基、形よく並べてあった。何しろ、くっついている鎖

の(錨鎖＝びょうさ、と言うらしい)一個が、手のひらサイズの大き

さだ。なぜ、ここに置いてあるのか、案内板はなかったような気が
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する。まじめに？何枚かスナップした。ちなみに、この巨大錨は、

先ほど書いた、トイレ正面の、背丈ほどの錨の数倍はあった。 

 

これで、午前の撮影は終わり。十二時頃になっていた。鳥居を背

にして、ぐるっと辺りを見回した。左手は、漁港。先ほど、その上

から見た、防波堤下の道は、関係者以外立ち入り禁止だった。

依然として、人影はない。なるほど、漁港全体が工事中なのだ。

小さな立て看板を見たような気もする。と、真新しい灰色の防波

堤の向こうに、白い防波堤灯台が見えた。道から、立ち入り禁止

の漁港に少し入り込む。カメラを構えた。電線が邪魔だ。それに、

工事中だけあって、付近が雑然としている。気のないシャッター

を押した。 

 

向き直って、駐車場へ向かった。その時、一台の軽自動車がや

ってきた。なかから、険悪な表情をした爺が出てきた。なぜか、こ

ちらを睨んでいる。ちょっと体が不自由なようだ。その表情は、言

ってみれば、激高した人間のそれで、怒りと嫌悪に満ち満ちてい

る。何か、悪いことでもしたのかな、と自分を顧みた。あるとすれ

ば、コロナ禍の中、旅行していることだ。もっとも、それとて＜自

粛要請＞が出ているわけでもない。 

 

ま、シカとして、自販機でスポーツ飲料を買った。と、爺が、道の

向こうから、わざわざ自販機のそばまで、不自由な体を引きずっ

てきた。相変わらず、激高した表情で、こちらを睨みつけている。

あの体で運転して来たのか？いや、軽自動車から、息子のような、

介護者のような、貧相な中年男が、爺のもとへ駆け寄ってきた。
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今や、二人は自販機の前にいる。 

 

自分は五、六歩離れて、ふり返る。依然として爺が、こちらを睨

みつけている。貧相な男が爺の腕を抱えて、無言で、なだめて

いるようにみえた。なんだかよくわからない。自分の風体が気に

障ったのだろうか？でかいカメラをぶら下げているのだから、写

真を撮りに来た観光客であることは、誰が見ても一目瞭然だ。だ

が、じいっと何回も睨まれた。意味が分からない。釈然としなかっ

た。 

 

歩き始めると、右側の土産物店から、香ばしい匂いがしてきた。

いや、もっと前から匂いには気づいていた。暗い店の中から、シ

ルエットのおばさんが、＜いらっしゃいませ＞と声をかけてきた。

軽く会釈して通り過ぎた。見ると、日向になっている道の方には、

ずらっと台が置かれていて、その上に、イカとか魚とかが干して

ある。みな＜ひらき＞になった状態で、アウトドアで使う青い乾燥

用ネットや、金網の中できれいに並んでいる。エイリアンみたい

な形のものもあった。 

 

土産物屋は二軒しかなかった。公衆便所に近い方の店では、二

人のおばさんが、何か話しながら仕事をしていた。そばを通り過

ぎても、何の反応もない。そのあと、便所で用を足した時、その

店の、横壁の剥げかけた看板を見た。＜・・・生産組合弁天販売

所＞とあった。二軒の土産物屋の、おばさんの愛想の違いが、

理解できたような気がした。いま調べると、正確には＜鼠ヶ関水

産加工生産組合弁天販売店＞だった。愛想のいい方は＜弁天
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茶屋＞。おそらく昔からの土産物屋なのだろう。前者は、漁師の

おかみさんたちで、後者は茶屋の女将だったのだ。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020新潟・鶴岡編#11 

鼠ヶ関灯台撮影 4 
 

車に戻った。あまりに暑いので、バックドアを開け放して、着替え

などをした。駐車場には、三、四台車が止まっていた。あと二、三

台で満車だ。と、目の前の土留めコンクリに、何やら警告文が張

ってある。要するに、ごみは持ち帰れ、とくに、磯釣りに来た人間

のマナーがよくない、とのこと。駐車場が、どこの管轄で、誰が管

理しているのか、むろん知る由もない。だが、業を煮やしたのだ

ろう。＜警告文＞に怒りが出ている。 

 

旅中に出たごみは、自分の場合、だいたいはパーキングのごみ

箱に捨てるようにしている。だが、海、山、川、観光地、道路や駐

車場など、平気でごみを捨てていく輩も多い。どういう神経をして

いるのだろう。一種の嫌がらせなのか、理解できないことの一つ

だ。 

 

車の中に入った。蒸し風呂のようだ、なんてもう書きたくない。暑

いのは、当たり前になっていた。すぐエアコンをつけ、窓にシー

ルドを張り、仮眠スペースに滑り込んだ。少し眠るつもりでいた。

耳栓もちゃんとした。だが、何となく眠れない。 

起き上がって、胡坐をかいた。カメラを引き寄せ、撮影画像のモ

ニターなどをした。まずまずだなと思った。また、横になった。駐
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車場は少し傾いていた。したがって、車もすこし傾いていた。寝

る時に頭の位置が下がっているのは、生理的に受け付けない。

いきおき、頭の位置が運転席の後ろになった。車が水平なときは、

バックドアーの隅に枕を置いて寝ている。いつもとは反対側に寝

ているわけで、何となく落ち着かない。それでも、しばらくは、じっ

としていた。 

 

だが、うとうとしかけると、車の出入りとか、人の声とかで意識が引

き戻される。それに、エアコンは効いているものの、なんだかむし

暑い感じで不快。第一、この駐車場の立地がよくない、道路に面

しているし、ときどき車の出入りもある。そうだ、展望台のベンチ

で横になろう。あそこなら日陰で、それに風も吹いていた。車外

に出た。日除けシールドは、運転席側の窓だけを外して、そのま

まにした。隣には、平台のガタガタな軽トラが止まっていた。運転

席の窓が少し開いている。が、人は乗っていない。明らかに、何

かの作業に使っている車だ。 

 

便所の脇を通って、浜辺に出た。左手の展望台には、なんと、人

がいた。まったく予想していなかったことだ。というのも、午前中

に休んだ時には、誰一人来なかったし、静かな場所だったのだ。

ちらっと横目で、ベンチに座っている人間を見た。一瞬で、軽トラ

の作業員であることがわかった。中年の、くすんだ色の開襟シャ

ツを着た男だった。ちょうど昼時、休憩しているんだ。 

 

ま、この辺り一帯、日陰などほとんどない。致し方ないことだ。す

ごすごと車に戻った。おそらく、十二時半過ぎだったと思う。シー
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ルドのおかげで、車内は、さほど暑くなかった。一定の効果はあ

るなと思った。さてと、この炎天下、行く当てもない。また横になっ

て静かにしていた。というか、涼んでいた。 

 

と、いくらもたたないうちに、隣の軽トラが出て行った。昼休み終

了。このあとまた仕事だ。どんな作業をしているのか、想像するこ

ともしなかった。俺だって、生活のために、それなりの苦労はして

きたんだ。炎天下の作業員に同情する立場の人間じゃない。む

しろ、同類に近い。もっとも、今はそうした苦労からは解放されて

いる。だがそのかわり、歳を取って、ジジイになってしまった。 

 

少し、意識が遠のいた。何を考えていたのだろうか？夕日に染ま

る鼠ヶ関灯台！やっぱり夕方まで粘ろうかな、などと決着のつい

た問題を蒸し返していたのかもしれない。くどいぞ、セキネ！うる

さいな、いや、隣で車のドアの開け閉め、子供の声、親の声。眠

りかけの時は、外界の音が、ことさら、大きく聞こえる時があるもの

だ。むくっと起き上がり、シールドを少しめくって、外を見た。黒っ

ぽい乗用車。家族連れの観光客だな。午後の一時半になって

いた。 

 

そうだ、海辺と平野では、最高気温になる時間が違う。と、テレビ

で見たような気がする。ウソかホントか、定かではない話だ。普通

は、午後の二時前後が一番暑い。だが、海辺はそれより二時間

ほどピークが早い。ということは、ここは海辺、暑さのピークは過

ぎたわけだ。ま、いい。眠気も覚めていた。浜辺があまりに暑いよ

うなら、展望台で休憩だ。 
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装備を整え、浜へ出た。横着して三脚は持って行かなかった。と、

またしても、展望台に人。若い。一人は女子高生。格子柄のスカ

ートは制服だろう。もう一人は十代の男の子。白っぽいワイシャツ

姿。日陰になっているテーブルで、向かい合って座っている。ふ

～ん。そのうち引き上げるだろう。浜沿いの緩やかなコンクリ段々

に少し下りて、灯台にカメラを向けた。駄目だ。もろ、逆光。海も

空も、灯台も断崖も三角岩山も、すべてが紫外線でぼうっとして

いる。 

 

午前中に、撮っておいてよかったよ。振り返った、高校生のカッ

プルはまだいた。時間つぶし方々、砂浜沿いに歩いた。要する

に、灯台からは遠ざかっているわけで、まだ撮っていない位置取

りだ。と、何と言うか、休憩所のようなものがあった。コンクリの柱

が四方にあり、天井にこれまたコンクリの梁が渡してある。したが

って、日陰にはならない。柱に囲まれた中に、テーブルと腰かけ

があるものの、強い日射が当たっている。座って休憩などできな

い。 

 

また、展望台の方を見た。高校生たちは、日陰で涼しそうな顔を

している。こっちは、すでに汗だく。写真を撮る気力も失せてい

た。なおのこと、余計に暑い！辺りを見回した。日陰は全くない。

しようがない。カメラバッグをテーブルにおろし、装備を解除した。

つまり、カメラやポーチなどを首から外し、汗びっしょりのロンＴを

脱ぎ捨てた。 

 

上半身裸になると、ほんの少しだけ涼しい。それに、柱の影に隠
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れれば、日射を多少防げる。給水して、望遠カメラを手に取った。

柱に身体を押し付け、カメラをしっかり構えた。ぶれないようにし

て、逆光の灯台を撮った。まあ、これは高校生カップルが立ち去

るまでの言い訳だ。裸で、ぼうっと突っ立っているわけにもいか

ないでしょ。何としても、日陰の、海風が吹き抜ける展望台で、ゆ

っくりしたかったのだ。 

 

ところが、待てど暮らせど、高校生たちは立ち去らなかった。もう

限界。身支度を整え、未練たらたら、辺りを散策した。公園のよう

な感じの場所だったのだ。いま、撮った写真で確認すると、公園

正面のモニュメントには＜マリンパーク 鼠ヶ関＞とあった。立派

な台座の上に大きな錨が鎮座している。たしか、近くまで行って、

本物なのかオブジェなのか確かめたような気がする。だが、写真

で確認しても、どちらなのか判然としない。それにしても、たかだ

が数時間のうちに、大小三つの錨を見たわけで、何か特別な意

味があるのだろうか？と、今になって思った。 

 

伸びあがって、またしつこく展望台を見た。まだ居ます。時計を

見たのだろうか、メモには＜二時半引き上げ＞とある。宿へ戻る

のに二時間半かかるのだから、いい頃合いだ。展望台の下を通

ったときに、ちらっと上を見上げた。清楚な感じの女子高生、な

かなかの美人だ。男の子の方も、さわやかな感じで賢そうだ。い

まだに、対面座り。海辺の展望台でデートしているわけか。まだ

清い関係だと思った。いやらしいジジイだねえ～。 

 

＜灯台紀行・旅日誌＞2020#12 新潟・鶴岡編 復路 



58 

 

車に戻った。隣にあった、黒い乗用車はなかった。ゆっくり着替

えなどをした。たしか、軽登山靴も靴下も脱いで、サンダル履き

になったと思う。この後は帰るだけだ。それにしても、朝からいっ

たい何度着替えたことだろう。だが、思い出すのも億劫になって

いた。最後にまた、公衆便所に寄って、用を足した。公衆便所の

汚さと臭いは日本全国共通なのだろう。正面に置いてある、年季

の入った背丈ほどの＜錨＞をちらっと見た。どう考えたって、不

釣り合いでしょう。 

 

帰路は、ただただ運転のみだった。山間の低速道路？も、来た

時の感動はなく、周りの景色もろくに見なかった。小一時間走っ

て、高速道路に入ってからはなおさらで、前だけを向いて運転に

専念した。少し眠くなったものの、頻繁なトイレ休憩でやり過ごし

た。＜五時前にホテル到着＞とメモにある。 

 

イオンの平面駐車場には、またしてもすんなり入れず、先頭で待

機。時間が悪い。夕方の買い物時間だ。少し待っていると、女性

が店舗から出てきて、軽自動車の中に入った。お、出るなと思っ

たが、なかなか出ない。助手席には、中学生の男の子が乗って

いるようだ。となれば、女性は、母親なのだろか。なんだか手元

で調べている。それが長い！ 

 

目の前で待機している車があるにもかかわらず、平気なのだ。出

るのを待たれているのがわかれば、自分の場合、こちらの事情

は後回しにして、とりあえず、すぐに出ることにしている。鈍感な

人間は、男女年齢間関係ないんだ。でもちょっと癪だから、ハン
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ドルに腕をかけて、チラチラ見ていた。と、いい加減経った頃、シ

ートベルトをして出て行った。合図も会釈もなく、まったくのシカと

だった。むろん、この程度のことでは、腹も立たないし、イライラも

しない。世の中には、もっともっと鈍感で、非常識で、傲慢な人

間が五万といるのだ。 

 

ホテルに入る前に、イオンの食料品売り場へ行った。食料の調

達だ。おにぎり二個とミニカツ丼、菓子パンなどを買った。店内

は、それなりに賑わっていた。レジの接客態度にも、問題はなか

った。車に戻り、カメラバックを背負い、トートバックに食料品や

飲料水を入れて、ホテルの正面入口に向かった。受付でキーを

受け取り部屋に入った。部屋はきれいに清掃されていた。新しい

スリッパを袋から取り出して穿いた。そのほか、ベッドメイキング、

バスタオル類、アメニティー類もすべて新しいものに交換されて

いた。これが当たり前なんだよな。気分は良かった。 

 

＜五時半夕食＞とメモにある。そのあと、昼寝。七時過ぎに起き

てシャワー、頭も洗ったような気がする。テレビをつけながら、＜

メモ＞を書き、撮影画像のモニターをしたかもしれない。＜九時

に寝る＞。ほかに、これといって記述することはない。 

 

今日の出費。日本海東北道￥2210×2、飲食￥1290。 

 

お決まりのように、夜中には、一、二時間おきにトイレに起きたの

だろう。だが、六時過ぎに目覚めた時、眠気はほとんどなかった。

よく眠れた方だ。物音もしなかったような気がする。洗面、朝食・
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菓子パン二個、牛乳、備え付けのお茶とコーヒー。朝の支度を

終え、排便。今日もほとんど出ない。三日目だ。自宅にいる時に

は、こんなことはありえない。ほぼ毎日決まった時間に、ある程度

の量が出る。だが、環境が変わると、すぐに便秘する。神経質な

ところがあるのだろう。 

 

身支度をした。忘れ物がないか冷蔵庫の中を再度確認して、廊

下に出た。エレベーターで下におり、受付カウンターへ行って、

キーを返した。その際、手書きの領収書を受け取った。ホテルの

男性従業員は、ビジネスライクの応対で、問題はない。外に出た。

まだ、さほど暑くはなかった。が、これから暑くなるぞ、といった雰

囲気の朝だった。車に乗った。ナビはセットしなかったような気も

する。三条燕の高速入口は、頭に入っていたし、そのあとは関越

道をひたすら走るだけだ。＜七時二十分出発＞とメモにあった。 

 

高速は、長岡までは、朝の通勤時間帯なのだろうか、意外に混

んでいた。といっても、むろん、渋滞などはしていない。頭がすっ

きりしていたせいか、運転しながら、周りの景色をちらちら眺めて

いた。両側に、黄緑の稲田が、延々と見える。そういえば、昨日

も、日本海東北道・村上あたりからは、見渡す限りの黄緑稲田だ

った。何十キロ、こんな光景が続いているのだろうか。いや、百キ

ロ以上かもしれない。 

 

新潟県の面積が大きいのは、何となく知っていた。だが、全国で

何番目なのか、そこまでは知らない。今調べたら、五番目らしい。

それに＜長さ＞だ。端から端までは、350 キロもあるという。自分
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が実際に走った＜村上から長岡＞ですら、約 120 キロもある。カ

ンが当たったわけだ。そう、100 キロ以上、高速の両側が黄緑色

の稲田だったのだ。新潟・米どころ、とはよく言ったものだが、見

ると聞くとは大違い、とはこのことだった！ 

 

前に見える車列は、長岡が近づくにつれ、だんだん少なくなって

いった。みな、途中のインターで降りてしまう。そして、関越道に

入ると、ほとんど車が走っていない。ガラガラ。なるほど、広いか

らね、高速で県内を移動しているんだ。唐突に、でもないか、来

る時も思ったことで、関越を走ると、きまって、＜田中角栄＞を思

い出す。＜列島改造案＞だ。新潟県の人にとっては、神様のよ

うな存在だったのだろうけれど、マスコミの影響なのだろうか、あ

まりいい印象はない。 

 

だが、先日、ＮＨＫの番組で、＜田中角栄＞の軍隊時代のエピ

ソードが流された。一兵卒で、要領が悪かったのか？気に障る

奴だったのか？上官からしばしば暴行を受けていたのだという。

本人は、生前、そのようなことは一切口にしなかったらしい。…＜

田中角栄＞に対する偏見から、少し解放されたような気がした。

殴る人間ではなく、殴られる人間の方が、まだましだと思った。 

 

だいぶ走って、関越トンネル手前のパーキングで、トイレ休憩し

た。広い駐車場に、車は二、三台しか止まっていなかった。何や

ら、建物の中に入って、トンネル工事の写真やパネルなどを見た

と思うのだが、よく思い出せない。来るときは、いやになるほど長

くて緊張した、元日本一長いトンネルも、帰るときは、難なくやり
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過ごした。そのあとの、湯沢あたりの牧歌的な風景にも、ほとんど

目を向けなかった。 

 

ただひたすら運転していた。なにかを考えていたのだと思う。だ

がまったく思い出せない。トンネルを抜けて、一度だけトイレ休憩

をしたような気もする。だが、それもよく思い出せない。藤岡を過

ぎるあたりから、車が少し混んできた。花園の看板が見えた。連

休などではいつも渋滞するところだ。地元の埼玉に戻ってきた。

そのあとはあっという間だった。最寄りのインターでおりて、＜十

一時半帰宅＞とメモにある。おおよそ、三時間の高速走行。さほ

ど退屈することもなく、眠くもならなかったし、疲れてもいなかった。 

 

帰宅後、すぐに旅の片付け。車の中の荷物をアトリエなどへ移動。

小一時間で終了。埼玉も信じられないような暑さ！汗だく。シャ

ワー。冷たいノンアルビールを飲む。昼寝。六時過ぎに起きて、

撮影画像の選択。今回は 700 枚ほど撮った。夜更かしはせず、

夜の十時には寝ていたと思う。 

 

なお、その後、四、五日、何となく、調子がよくなかった。頭がぼ

うっとしていた。だるいし、眠い。軽い熱中症になっていて、その

後遺症だろう。一週間くらい後になって気づいた。給水には、十

分気をつけていたんだけどね。やはりジジイだ。あぶない、あぶ

ない。 

＜新潟・鶴岡旅＞2020-8-20(木)21(金)22(土)収支。 

 

宿泊費二泊 ￥6800(Goto割) 
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高速 ￥14500  

ガソリン 総距離 860K÷19K=45L×￥130＝￥5900 

飲食等 ￥2700 

合計 ￥30000 

以上。 

 


