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Journey through time No.2  

 

Journey through time No.2 “ケルキラ島からレフカス島へ”   

不定期的に載せる企画と書きながら、なぜか連載になっています

が、今月もイギリスで修士号を取っている Chikoさんがあまりに
忙しく、お休みになってしまいましたので、今回もスタッフ Rie
が記事を書かせて頂いています。 
先月号ではギリシャ、ケルキラ島の魅力を色々お伝えしました。 
さて、ケルキラ島に住む友人はセーリングの仕事をしています。

つまりはいろんな国からやって来る観光客の方達が、ちょっと船

をチャーターしてイオニア諸島の島々を訪れたい！という時にこ

う言った船のチャーター会社があり、モーターボートではないの

で、帆船を運転出来るキャプテンが必要になるわけです。キャプ

テンは船舶の免許を持った人でなければいけないのはもちろんで

すが、時には料理人となり、船の上でお客さんにお食事を振る舞

ったりと、、人の命を預かる事もあり、結構大変な仕事です。ケル

キラ島には、そう言った船のチャーター会社が多く（ほとんどは

地元の人ではなくドイツ、オランダ、イギリス等のヨーロッパ人

オーナーでしたが、、）２、３人用の小さなボートから十数人乗れ

るものまで様々です。イタリアが近いせいか、私が居た時はイタ

リア人のお客さんがとても多かったのですが、短いセーリングで 

１〜３日、時には１週間、または afford出来るものならもっと長いセーリングとかで、エーゲ海
の方まで行ったりするツアーも予算との相談で出来るようです。もちろん自分の船で世界各国か

らも訪れる方も多いのでヨットハーバーは結構ありました。そして時には船を届ける仕事もあっ

たりするので、別の場所で船をピックアップして、ケルキラ島まで自分たちでセーリングを楽し

みたいと言う人の為に、キャプテンが船を届けたりするのですが、そんな時は私がちゃっかり便

乗したりしていたのです。その代わりに私は、無償でボートの掃除をしたりお手伝いをしており

ました。燦々と輝く太陽の下、短パンとＴシャツでボートを洗うのも中々気持ちが良いものでし

たよ♪ 
そんなわけで、ケルキラ島から、Sail Boatに乗り、プレヴェザ、と言う所に一旦立ち寄り、レフ
カスと言う島まで行きました。レフカス島も一般的にはレフカダ島と呼ばれていますが、カサレ

ヴサ（ギリシャの公的言語。ギリシャ語も方言が色々あるようです。）ではレフカス島と呼ばれ

てますので、ここではやはり、レフカス島にしておきましょう。さて、レフカス島に着き、友人

は仕事があったので私は一人で町をぶらぶらしたり、美しいビーチで寛いだりしてたのですが、、

レフカスとかレフカダという地名を聞き、私はある小説家を思い出してました。と、そんな私の

気持ちを察するように、地元の人とおぼしきおじさんが、ビーチの簡易ベッドで良い感じで横に

なっている私に話しかけて来たのです。 
おじさん“Are you Japanese?”  
私(ちょっと疑うような眼差しで)“Yes,I am.”  
おじさん“Do you know Lafcadio Hearn?”  
え？ラフカディオ・ハーン？	 小泉八雲？	 そうだそうだ、この島って小泉八雲の英語名に似て

たんだ！	 とは、おじさんには言わなかったのですが、この数年前に私は一人で島根の松江を旅

した事があり、小泉八雲の小説と言うより、彼自身がとても気になっていたんです。  

 

するとこのおじさんは、ラフカディオ・ハーンはこの島がまだイギリス領だっ

た頃ここで生まれ（この時はまだ彼がこの島出身とは私は知らなかったので

す）、西洋で教育を受けたが、出版社の通信員として日本に来日してから日本

に魅せらせてしまい、シマネのマツエと言う所に暮らしてたんだ等と、ペラペ

ラペラペラ癖のある英語で話しまくったのです。ラフカディオ・ハーンに始ま

り、近隣の島についてとか、ひとしきり喋り尽くした後、、「じゃあ、僕はそろ

そろ失礼するよ。あー、それとね、、君が寝そべっていたその簡易ベッドね、、

４ユーロだから！」（え？ただじゃないの？このおじさん回収屋？）なんだか

わからないまま私は４ユーロ払い、おじさんはそれを握り締めスタスタとビー

チ沿いを歩き去りました。まあ、そんな事があったりのレフカス島ですが、町

はケルキラ島よりさらに田舎の感じで、でも昔ながらのお店がいっぱいあった

りしてとても良いの雰囲気の所です。カフェではおじさん達がGreek Coffeeを
飲みながら、何を話してるんだか？ずーっとベラベラ喋っていて、古き良きギ

リシャの時代を語っているような、、そんな感じでした。写真は島をさらに車

で南下した大きなビーチの方ですが、本当に海が美しいです。あの海の色がま

だ目に焼きついています。２回に渡りイオニア海にあるギリシャの島のお話を

しましたが、もし機会があったら訪れて頂きたい所です。 
                                                            	 	 	 	 	 Rie 
 



元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
みなさんこんに

ちは。まだまだ残

暑は厳しいです

が、夏休みは充実

した時間を過ご

されたことと思

います。僕はとい

えば、初めて、甲

子園に高校野球

観戦に行ってき

ました。暑くて熱

くてヘトヘトに

なりながらも感 
動をいただいて帰ってきました!    ↑写真(上)はWikipediaより 
実は野球自体にはそんなに興味はなくて普段は野球は見ません。作戦タイムの時に外野選手

がピッチャーの元に集まらないのも知らなかったですし、ダブルスチールとヒットエンドラ

ンの違いなどもよく知りません。一緒に行った友人が唖然としていましたが、僕の目的は「本

気で頑張っている人たち」を見に行くことでしたので、そんなことは問題ではありませんで

した(笑) 
僕が行ったのは 8月 13日、大会 6日目の 2回戦。1塁側のチケットを購入しお昼過ぎから 2
試合を観戦。中でも印象に強く残ったのは二松学舎大付属(東東京)–明桜高校(秋田)戦でした。
二松学舎大付属の大応援団のすぐそばに座ったこともあって、その時点で(二松学舎とは関
係がないのに便乗して)仲間入りとなり、僕の本気の夏が始まったわけです。吹奏楽部隊に
は木琴が入っていて、爆音のラッパ系楽器に圧倒されつつも華やかさを加え、その演奏に合

わせて踊るチアリーダーたちも、応援席に入場してくるときには随分華奢な子たちだなと思

って見ていたんですが、応援ダンスが始まったら楽しそうに生き生きとしていてその結束に

驚かされました。またチアリーディング部はビックリするほどの大所帯で客席の 3つの通路
に前から後ろの席の方まで長〜い縦列が編成され、一体感と品のあるチアダンスをして⤴︎ 

いました。肝心の野球の方も自慢の強力打線がバンバ

ン打って、ガンガン得点してくれたので気持ちよかっ

たですね。こんな応援部隊に、球場が揺れんばかりの

応援をされるって、なんて幸せなんだ‼と︎︎、、、。内心か

なり羨ましくもありましたが、そう、このシーンを見

たかったんです。例えば誰でも一生懸命やっているこ

とってあるじゃないですか。でもそれを実現するには

大きな壁だったりがありますよね。そんなときにこう

思うわけです。 
「僕が〇〇を成し遂げた結果幸せになる人が、この 5
万人の観衆なんだ! この 5万人の大応援団が、将来の
僕の成功を待っていてくれている!! だからたとえ今
が少々きつくってもみんなのために頑張ろう!!!」 
これ、勉強でも仕事でもクラブ活動でも、何にでも応

用できますので、一度試して見てくださいませ♪	  
それに、本気でやった人だけが得られるもの、って結

構多いような気がします。まずはその時間がすごく密

度の濃いものになり、強い絆が生まれたり一生付き合

える友人や仲間も見つかったりしますよね。 
さて、すっかり応援することが大好きになってしまっ

たわけですが、この明桜戦、結局 14対 2で二松学舎
大付属が圧勝するのです。二松学舎は序盤からリード

し、7回表に 3点を追加し 11対 1、8回表にも 2点を
追加し 13対 1、さらに 9回表にも 1点を追加し、その
時点で 14対 1。相手の明桜高校はプレッシャーもあっ
てか失策が連発しボロボロです。もう、明桜高校がか

わいそうで、さすがに「もういいでしょ」と部外者の

僕は思うのですが、それでも二松学舎は攻撃も大声︎↩︎ 
援も止まずにみんなで大喜び。どんなに点数を重

ね、どこまでも勝ち続けても、そこに制限がない、

っていう神経はきっと自分も持っているんだろう

なと思って、人間の非情さを確認したわけですが、 
この時にふとタモリの話を思い出しました。正確

ではありませんが「愛があるから、戦争は無くな

らない」というものです。甲子園から帰ってきて

調べたところ、キングコング西野著『魔法のコ

ンパス』に詳しく書かれているようです。以下引

用します。 
 戦争が無くならない理由はなんだと思う? 
それはな、人間の中に『好き』と言う感情がある

からだ。そんなものがあるから、好きな物を他人

から奪ってしまう。また、好きな物を奪った奴を

憎んでしまう。ホラ、自分の恋人をレイプした奴

を『殺したい』と思うだろ? でも、恋人のことを
好きじゃなかったら、攻撃に転じることはない。

残念だけど、人間の中に『好き』と言う感情があ

る以上、この連鎖は止められないんだよ。

『LOVE&PEACE』という言葉があるけど、LOVE
さえなければ、PEACEなんだよ。その生き方は、
かぎりなく動物や植物の世界に近いな。ただ、『好

き』がない世界というのも、ツマラナイだろう？	

難しい問題だよ、これは。どうしたもんかね？ 
ということで、ちょっと混沌としてまいりました

が、そんな気持ちに勇気を奮い立たせる詩を毎田

周一著『君	 気持ちを大きくもとう』よりお 

届けいたします。 
   
『雑草のうた』	 毎田周一 
   

このごろ	 人を見ると	 雑草に見えて困る	

随分	 失礼な話だが—	 もっとも	 私もそ
の雑草で	 一人の例外もない 
   

人が人に恋するなどと 大変騒ぐようだが	
雑草が雑草に恋するまでのこと それ以上
のことではない そう思って恋していれば
よいので 別に恋してはならぬというとい
うこともない 
   

雑草の中には	 よく伸びているものもあれ

ば	 密生して	 お互いに牽制し合って	 よ

く伸びられないものもある 
   

そのうちよく伸びたのが	 私は優秀だと思

っている	 優れた雑草	 これが世の中で頭

角を顕すもののこと	 雑草だという身の程

を忘れなければ	 それでよい 
     

駆除しても	 駆除しても	 生えてくる	 そ

れが雑草の特徴だ	 生命力の強さを	 雑草

ほどよくみせてくれるものはない	 頼もし

いのは雑草だ	 葉が踏みにじられたまま	

命を続け	 そして回復していつの間にか緑

そのものとなっている そして春ともなれ
ば	 花ともいえない	 目立たぬ花を咲かせ 

る	 実がなり	 実がこぼれて	 来る年をまた生

きのびようとする	  
   

真理が生命だとすれば  その生命の真理を  雑
草ほど鮮やかに示すものがどこにあろう  雑草
こそ むき出しの真理だ  真理などどこにあるか
という人に  雑草を示せばそれで充分	 ほかの
物では  真理の底の底まではわかりかねる 
   

雑草は弱い	 人が平気で踏みつけるのだから	

だが	 踏みつけられても	 どこまでも生きてゆ

く	 弱いいのち	 しかしそのいのちが強い 
	 	  

この弁証法が	 真理なのだ	 雑草は何も選ばれ

たものではない	 特別なものではない	 この非

特殊性が	 雑草なのだ	 あからさまな普遍性−−−

これが雑草にある	 特殊性にごまかされない	

真理そのものを	 雑草がまのあたり示すのだ 
   

雑草よ	 雑草を見ることに救いがある	 この世

に雑草を見るのほか	 何も見ないようになると

ころにこそ 救いがある だれを見ても雑草	 君
も	 彼も	 そして	 忘れてならないのは	 この

私も−−−	 雑草が雑草を見ている	 雑草が雑草に

対している	 これほど気楽なことがどこにあろ

うか	 楽しからずやと	 いわずに居られようか 
   

「死」があるというのか−−−雑草の死だ	 生は苦

労だというのか−−−雑草の生は苦労だ	 雑草とい

うことが	 そもそも	 苦労なことなのだ	 だが

苦労のほかに何もないとき	 どこに苦労がある

のか	 そこに開ける	 ただ「一」なる真理の世界	

君	 気持ちを大きく持とう 
   

こせこせするな	 雑草のくせに	 雑草なのだ	

雑草に何の気苦労	 弱くまた強く−−−真理のまま

に	 からりと開けた「無」の世界に	 ただ自在に

生きてゆくばかりだ	 ああ	 雑草の生	 今日も

雑草は眠り	 雑草は目覚める	 滔々として「一」

なる真理の生命が	 流れ去る	 ただそれだけだ	

これが雑草の賛歌だ 
	 	 さあ、雑草魂でいこう!!(笑) まとめ 小林義和 

          “It’s all Greek to me!”                 
	 	  

このフレーズを聞いた事がありますか？”Greek”（グリーク）と言うのが「ギリシャ語」「ギリ
シャの」と言う英語です。国は“Greece”（グリース）になります。さて、文頭の“It’s all Greek 
to me.”ですが、これは「ちんぷんかんぷんです。」と言う意味なのです。なんだかギリシャ
の人には失礼なようですが、、これはShakespeareの Julius Caesarの台詞なのです。当時、
ラテン語に比べ、ギリシャ語は高尚な言語で理解できる学者が少なかったからこのような言い

回しになったようです。しかしながらギリシャのアルファベットを見ているとΑ,α（alpha/アル
ファ）、Β, β（beta/ベータ）、π（pi/パイ）、Σ,σ（sigma/シグマ）、Ω,ω（omega/オメガ）あれあ
れなんか聞いた事がある言葉だぞ？と思いましたでしょ？そう、ギリシャ語は私たちの日常に

も知らず知らずのうちに入って来ているのです。 It’s not so Greek to us.ですよね。笑   Rie 
 


