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無題 [ リスト ]

新大阪労働安全教習所 www.shinosaka-lss.com

高齢者の防犯にはココセコム www.secom.co.jp

自動車保険はアクサダイレクト www.axa-direct.co.jp

< ４日目午後（フランクルセンター・ポリクリ… ５日目（空路ウイーンからプラハへ、プラ… >

５日目（鉄路ウィーンからプラハへ）
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研削砥石、自由研削といしの特別教育を新大阪で！土日も開講。

大切な人や車の位置をGPSで確認。緊急時には要請でセコムが急行！

他社から切替えた新規の方の96.3％が保険料に満足。ネット割最大10000円

Ads by Yahoo! JAPAN

2008/9/12(金) 午後 4:59  無題  練習用

2015 9月

最新の記事一覧

-  ７日目（最終日・研修旅行の振り返り）

-  ６日目夕方（自由行動・ビヤホール）

-  ６日午後（テレジン記念館・ゲットー博物館）

-  ６日目午前（テレジン小要塞）

-  ５日目（空路ウイーンからプラハへ、プラハ

自由行動）

すべて表示

過去の記事一覧

-  2008年9月 (20)

最新のコメント

-  このツアーの言い出しっぺのIです。Stif...

すべて表示

 

日 月 火 水 木 金 土
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27 28 29 30

  今日 全体

訪問者 1 1161

ブログリンク 0 0

コメント 0 1

トラックバック 0 0

開設日: 2008/9/11(木)

記事検索

[ロゴセラピーゼミナール] ウィーン・プラハ研修旅行

クリップ追加

0 0

女性/-

人気度
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写真：上より、ウィーン南駅4番ホーム、ボヘミアの大地、ボヘミアの村、プラハ・ホレショヴィツェ駅。

【ボヘミア行】

ボヘミアンに憧れていた、正確にはその言葉の響きに憧れとか夢みたいなものを感じていたのだろう。自由

人・芸術家・根なし草、体制からはみ出してみたい男たちのロマンをどこかくすぐる。ボヘミアンの故郷はボヘミア

の大地、チャンスがあればぜひ行ってみたいと思っていた。旅程が知らされたとき一番気になったのがウィーン

からプラハの移動のこと、M.A.さんに鉄路もありますよと言われて直ぐ申し込んだ。

楽友会でT.F.さんとY.N.さんが話に乗ってくれ、ミュンヘンのT.K.くん加わり、総勢4人の小旅行と決まった。成田で

European Train Ticket を手にした時のこと忘れられない。

フランクルもボヘミアを旅している。旅とは言えない、テレージェンシュタット収容所に向けての移送、フランクルに

とって過酷な運命の始まりだった。1942年9月24日フランクル一家の5人（両親のガブリエル・エルザ、妻ティリーと

母親エマ）はアスパング駅（＝現ウィーン南駅）を出発、夜を徹して北上した。普通の人たちは貨車に積み込まれ

たが、フランクルは医師の立場で座席付きコンパートメントに乗ることができた。赤坂本で移送経路を確認する

と、ウィーンを北西に向かい国境を越えてまっすぐ北上、プラハを通過してテレージェンシュタットに一番近いバウ

ショヴィッツ駅までである。出発時行く先を告げられていたかは分からない。そのころアウシュヴィッツの存在は知

らされていなかったので、せいぜいリトアニアかチェコスロヴァキアかポーランドかの感覚であったようだ。普通の

人々は真っ暗闇のボヘミアの大地を夜通し、それこそ、闇雲に移送させられていたのだ。

我々が乗る列車はEC（ヨーロピアンシティ）172号、ウィーンが始発、プラハ・ドレスデン・ベルリンと経由しハンブ

ルグが終点の国際列車である。Ｆさんがすっと消えやがてビールとワインを携えて嬉しげに現れた。ウィーン南駅

での先ずの仕事はキヨスクを見つけることと言うから恐れ入る、とても研修に参加する態度とは思えない。ここ

だ・ここと指定の席に座り、乾杯は動き出してから…とワクワクしていたら、怖そうな顔のあんちゃんたちがここは

俺らの席という。切符を確かめるともうひと車両先、おおわらわで移動、出発前にやっと間に合い座って安堵の胸

をなでおろした。6人掛けのコンパートメント、すでにチェコ人らしき老夫妻が静かに腰かけている。EC172号はな

んの前触れもなく動き出す、この何気なく動きだし気がつくと停まっているという感覚、いかにも欧州の鉄道らしく

なかなか好いもので気に入っていってしまった。

とりあえずは無事にプラハに向かうことが出来たことに乾杯！でボヘミア行が始まった。ウィーンを出て間もなくド

ナウ川を渡り、スロヴァキアとの国境沿いに流れるモラバ川を北に遡りチェコに入って、丘陵地帯が広がり大地ら

しい風景になってきた。喉も潤いほろ酔い加減となったころ、このボヘミアについての押し付けガイドを俺が始め

る。車中一杯にチェコの地図を広げ、ウィーンとプラハはここ、フランクル一家が通ったのはこの経路、テレージェ

ンシュタットはここアウシュヴィッツはここ、チェコ語表記ではOswiecim と指差し、さらにフランクルはミュンヘンの

西のダッハウまで移送され、そこで解放された、移送途中、育った街レオポルドシュタット近くのウィーン北駅から

故郷をのぞき見たことなどを、さも自分の目で見てきたように説明をする。なんのことはない、すべて赤坂本に載

っていることのパクリである。

これを機に車中談義がにぎやかに始まった。ロゴゼミとロゴセラピーはもちろんのこと、Ｋくんのいまとこれからの

ことを聞き、Ｎさんのご家族とお仕事の話を聞き、Ｆさんと俺の話はどこかにすっ飛んでしまった。これではヤバイ

と思った俺、かねて用意のCDスメタナの「我が祖国」をＫくんの耳にあてて聴かせる。これを見てＮさん、わりかし

ロマンチストね、男ってみんなロマンチストですよと俺が反抗する。そうね、そのときのＮさんの目は遠い東京のご

主人を見ていたと思うが、どうか。Ｋくんは心地よげに居眠りの精神次元の世界にいっている。どうやら、ボヘミア

ンの心を揺する「我が祖国」もＫくんにはボヘミア地方の子守歌でしかなかったようだ。車窓にはボヘミアの風景

が流れている。茫洋としたボヘミアの大地を眺めたり、写真に収めたりして前半戦は終了した。

Ｆさんが列車の中に売店を発見、チェコ語を駆使しビールとワインを仕入れてきて、後半戦が始まった。国境を越

クレカ支払いのお金がない時は…
ヤバイ、支払いが多すぎてサイフが空っぽ
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５日目（鉄路ウィーンからプラハへ）
について思ったことをコメントしてみよう

名前 パスワード ブログ
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トラックバック先の記事

< ４日目午後（フランクルセンター・ポリクリ… ５日目（空路ウイーンからプラハへ、プラ… >

えてボヘミアの奥深く、ビールもシュティーグルからピルスナー・ウルクェルに変わっていた…か、よく覚えていな

い。前半戦と同じように活発な車中談義を交わした…のだろう…、じつはこのこともよく覚えていない。気がついた

ら、あっという間に時間が通り過ぎていたのだ。午後2時を過ぎたころ、もうそろそろですよ、のＫくんの声に我々

は降車体制にはいる。EC172号プラハは通過点、このまま酔っていたらハンブルグまで行ってしまう、Ｋくんはそ

のままミュンヘンに帰ればいいが俺たちはどうする？の軽口もでてくる。列車は20分以上も悠々と遅れ、なにげな

くホームに停まった。そこがプラハ郊外ホレショヴィツェ駅、わが故郷青森駅に似たさびしげなホーム風景だっ

た。ホームに降り立った人たちの顔立ちもなんとなく昨日までとは違う気がする。…おもえば遠くに来たもん

だ…思わず口ずさんでいた。それにしてもこの4時間半のボヘミア行、贅沢な時間だった。

問題はこれから、どうやってホテルに辿り着くかである。まずは駅構内で円をコルナに両替し、駅前に出てタクシ

ーを探す。プラハ郊外ホレショヴィツェ駅前は殺風景、タクシーらしき車が数台並んでいるだけ。大柄・屈強な男

が近づいてきて、乗っけるぜ・どこまで行くんだいとでも言っているのだろう。さっきまでにこやかな顔のＫくん毅然

とした態度で交渉を始めた。OKと答えたかどうか、とにかく走りだす。最後になにを聞いたの？ホテルまでのだい

たいの料金ですよ、押さえどころです。なるほど、一同Ｋくんに最敬礼、こうして我々は無事到着、カレル橋でみな

さんに再会できたのであった。（M.N.記）

この記事に 0
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もっと見る

再発・転移がんでお悩みの患者様、ご家族の方へ医療相談受付中≪無料≫

ポイントが貯まる年会費無料カード比較！9月限定2千円分ギフト券もらえる／提携

岡町駅徒歩11分、梅田まで直通16分プロジェクト始動、資料請求受付開始
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７日目（最終日・研修旅行の振り返り）
写真：プラハ空港、ウィーン空港のミーティング３枚 最終日の8月31日は5時…

６日目夕方（自由行動・ビヤホール）
写真：プラハ市内のビヤホールで 記念館を見た後、バスでプラハの街に戻…

６日午後（テレジン記念館・ゲットー博物館）
写真：上から、テレジン記念館、ゲットー博物館、子供たちの絵４枚 【TEREZ…
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