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元の轟尺とサぶK率じし、b氏托バ均榔、、好インドやルコ,

Bernの 町は 3方 をAare川 に囲まれ東側にのみ城壁を作れば防御 しやすい所から

町が出来た様だ。町の姿は天狗の御面を横から見た形 となる。旧市街は幅 500m、 長さ

1500m程 の西に突き出して天狗の鼻のような高台に出来ている。川はアルプスの氷河

を水源とし、ベルンでは南側、丁度天狗の上唇の辺 りから入 り、出つ張った鼻の先端を回

り込み、目の辺 りから北に流れて行く。水源からBasel辺 りでRhein川 に合流す

る約 300キ ロの間に 1500m余 り下る急流でBernの 辺 りでも流速は早く可也の水

量である。

町には何本もの橋が架かってお り、略丸 2日 の滞在中、旧市街 と対岸を結ぶ 7つ の橋を

全部往復する事が出来た。人だけが通れる釣 り橋もある。対岸からの旧市街の眺めも素晴

らしい。景観だけでなく、要塞としての立地の良さも手に取るように理解出来る。特に天

狗の鼻の先端に架かるNy d ettg橋 を渡つて左手の坂を上った高台のバラ園からの眺め

が業情らしい。此処には日本からのiSll体観光客が来ていたⅢバスは橋を波つた ドの道路で

駐車し、此処まで登つて来るには大変な筈だ。バラ園は広 く今は共の時期では無いが、大

勢の人で賑わつていたぃ郎闘、石楠花、藤などが統鹿であつた.隷 地 t)広く、多くの人が

日光浴をしていた.

地|ヌ|に載つている名の付いた建物は殆んど全部回る。 IIo s te lは Iミathaus

Casseに あり、之はネズミ小屋では無く市庁介の中!だⅢその傍にある大処」と、その他

の教会もll」lる。宿力ゝら庄ぐ傍には時計塔もある。又道路を隔てた市立劇場、その隣の図書

館、之は苦穀物llX引所であつた様だ.CasinOや コンサー トホール等美 しい仕物は沢

山ある。綺庭な建物が有るのは旧市街だけでは無い.カ ジノの傍の橋の向こうには立派な

建物が見える。行つてみるとBern歴 史博物館である。共のけには美術博物館、|コ立図

許鮮など立派な建物が幾つかある。口「rの質南にある劇場やその傍にある帝楽学校等t)立派

な建物だc

美 しい建物は歴史的建造物だけではない。キ|卜岸に多くたつている住宅も集合任七を含め、

皆美 しく、11なる捕型の容株では無いのだぅ どの建物も個性 と遊びがあり、ナにれで肘て街

並み企体の謝和が取れている。 どの建物を見ても優雅で、生活のユ トリを感 じる。通 りそ)

奇麗で、ゴミなどは落ちて‖ない。 フテンの日では良く見られる大の糞も無く、安心 して

美しい物に見とれて歩くtiが出来るc

次の日の朝、駅 (ここは天狗の面で言えば日にlSH当する位置)の 束側に見える高台の 立

派な7dt物に1句かつて歩く。坂を liり、階段を Lつてイfく と広大な絆地に出るて,そ ば)先に先

ほど見えた立派な建物がある.建 物に近づく前に緑地の淵から駅のl14側を見る.十日市街の

全体が見える。地図を兄るとここが展望台の一つに成つて居る。建物に近づくとBcrn

大学であることが分かる。建物は2棟 あり、どちら()大きく堂々としてお り、美くしいt

用 りの民家 もこれに劣らず立派な物が多い。更にその奥まで行 くが、観るべきt)のが見当

たらず、別の道を通 り、け|き返す。賜くの付近はl■l開発の最中で大きなクレーンが立ち並ん

でいる。此処にも箱型のの醜い建物が並ぶのであろうか?

天狗の日に位置する1,orrain補 を波 り、対岸の1せ物囲に行く。此処は無料で開放

して居 り、熱帯植物園もあり、可なり広大だ。春の草花が咲いて居 り、共れなりに楽 しめ

る所だ。次しヽで1司じ対岸の川に作ヽつて_L流に向かつて 1,5キ ロほど歩き、天狗の環ユ先の

やゃ上流にある、有名な熊公側に行く.ブ|1沿いの広大な似斜地に4頭 の熊を自然に近い形

で飼つているとい う。行つた時は一頭だけが外にHlて居た。薄茶色をしてお り、大きさは

日本の熊 とほぼ同じだ。沢山の子供たちt)来て冊り、或る時間に行われる熊の去を楽 しみ

にしているという。此処にはt)う一度訪れたが、共の時は4匹 全部見る手が出来、熊たち

は若草を食つていた。熊が草を食うのを見たのは初めてだ。

Bernは 此処を築いた最初の領iが 倒 した控物が熊であつた事で、その名が付いたと

され、熊は市の象徴で市旗のデザインと成つて居 り、至る所に日旗 と共にこの旗が掲げら

れている.

熊公園から更に川沿いを上流に向かつて歩く。道は森の中の小道と成る。途中流れ方向

に300m程 渡 り、河床の高さが違 う所があり、此処で流れは略直角に流れを変え、幅方

向に流れる。落差は 2m程 であるが、水煙 と轟音が聞こえてお り、水はこちら側に流れて

くる。此処は当然川幅が倍以上になつて居 り、此方の岸にぶつつかつた水の流れは元の方

向となる。
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水は薄禄の乳濁食をしている。此処は町の眺望の一つと成つて居る。其之先で

森の小道を抜け、高い橋脚のKirchenfeld(英 語のChirchfield)

桁の下を港 り、直ぐ先の川面スレスレに掛かる小橋 (Dalmaz橋 )を 渡 り1日市街に戻

る。この補は天狗の鼻と上唇の付け根に位置し、連邦議事堂の略真下に当たる。

午後は旧市街側を川沿いに下流に向かつて歩いて見る。連邦議事土から下り川沿いに出

る。Aarestrassc(ア ー レ通 り)は 舗装の立派な道であるが、現在工事中であ

る。直ぐに先ほど対岸から見た河床の高さの違 う所を通 り、水飛沫 と轟音を立てて流れを

変える水流の凄まじさを更に近くで暫く見入る。道の名前が変わり更に進んで鼻の先端を

回 り込むと森に入つて行く。更に行くと小さな吊り橋がある。余 り意味は無いが、一応波

つて帰って来る。其の直ぐ上流に宿からは一番近いKornhaus橋 がある。この橋の

下流側の棚千からは長いロープが降ろされて居 り、之を利用 して数人の若者がサーフボー

ドを楽 しんでいた。 ロープに掴まって居れば、川の流れによって浮力が生 じる。恰もモー

ターボー トに引かれた様に、ボー ド上に浮き上がる事が出来るのだ。川幅一杯に蛇行をし

て楽 しんでいる。色々な遊びを考えるモ)のだと感心する。氷河が水源なので水は極めて冷

たいに違いなく、危険も大きいが、お遊び代只の誘惑には勝てないのであろう。

Bcrnで の 2日 の滞在を終え、6日 早本朝Baselに 向かう。此処のHostelも

事前の情報で容易に見つかる。駅から歩いて 10分 程の所である。Hostelで 荷物を

預け散策に出様 とすると、 2日 間有効な市内乗 り放題の切符を渡 して呉れる。地図を貰い

市電に乗つて旧市街に向かう。

Basclは 北西の国境を接する位置にあり、Rhein川 が束から北北西に湾曲して

流れている。此処の水も薄緑の乳濁色をしてお り、急流である。川幅は200m程 あり、

市の大部分は旧市街も含め其の南東側にある。此方側はGrosse(大 )Baselと

呼ばれ、対岸はKlein(小 )Baselと 呼ばれている。川には4本 の橋 と最上流に

高速道路 ・鉄道橋が架かって居る。この他 4か 所でフェリーが運航されている。急流なの

で、フェリーは何れ も両岸から張られたケーブルに沿つてブ||を横切る。この様なフェリー

を見たのは此処が初めてだ。

最初は町の全体像把握の為、十日市街 を通 り過ぎ、対岸 まで行 つてみる。そこで電車をお

、旧市街の教会を眺めなが ら橋 を歩いて戻つて くる。教会は茶色の砂岩で出来ている様

キ
、高い 2本 の鐘楼が青空に隼えている。此処か らだと全体像が見渡せ るぐ屋根に特徴が

ある。鱗状のス レー ト章であるが、その上に多色の幾何学模様が描かれている。 1日市街に

'、り先ず教会を目指す。裏手 の方か ら教会に入 り、川岸の崖の上にたつ。フェリーが流れ

に筑 して、流れで直 ぐ消える短い航跡を吐き出 しなが ら懸命にこちら側を目指 しておる。

年会の史手に当たるこの広場には大木 もあ り、lFll人かがそこで寛 ぎ、あるいは川を‖)とめて

tた十,欺 会の |ビ十七十に向か うと、ここに も史に広い広場であったが、広場の外れ まで行 って

モ教会
/fヽ

体の写真は保 る11下が1町】ぐなかった。広場をljllんでいるのは地つかのltti4勿1付
~Cあ

る.

|1市仕fをIHIる雑つかのお働めコー スがJ也図に11士って丹るが、僕は気の向 くままに歩 く。 1田

|lβi1/j大きさはltさ 1キ W幅 50011〕性度なので、住ての道 を歩いたとしても大したⅢは

んいf起 伏の多い所で、狭い路地や|!常段 もある。電寸この適る道に出て、右手の方に進む と、

夕広場)がある。広場は和‖た く、多 くの 人が野外のテーブルで飲父に興 じている。広場を1身|

也建4勿は ドレも秒岩で||1来て方11り、 立 派な物だ。略貞ん中に赤味がかった褐色の建4勿があ

る、 1611L化ヤ)」頭に起湖〔をもつ市庁合である.そ の後修復や増架を枠 り返 し、今の姿に成

つたと言う。建物の色は顔料を4つ たものであ り、内ヤ|;には1司じ様な色調の壁F可が】対かれ
~t~い

る。今はロイナ芋舎の機能は無 く、 卜|イくで言文_ば県にイ+l当→
~る

1也方行Ilk区の議Jf性として

使われている.観 光の名所であ り、予約の時間に説明付き館内案内もある。

使方此 方歩いて居 ると立派な破風が見えて来たので、共方の方に行 つてみ る。 Ba―

串e人 ■υ)の柱物凶であつた(本 のギE花が咲 く中、多 くの人が柿I物の手入れを してしヽた。 兄

せる花を咲かせ るのは大変な事なのだ。夕ヽ常植物1斉|では、幾柾類かの南|ヨの鳥の姿 t)兄ら

れをっ紫色を した、細長 い電球の様な形を したバナナの花の下には鉛筆よりやや柳 く、長

さようcm柱 のバナナがlllllをH文均ルJむように成 つて居た。その 卜に も幾屑かlrllじ様な物が

成ってはた。バナナは何lrllも同 じlllllの上で花をHたかせ、共之度に新たな層の実を付けて行

く7)であろ うか ?余 りに t)分か らないことが多すぎる。と性十の‖1問、タロ十であろ うか。

兄 こr的染っばが大きい。 人人の Lll・より大きい。 哨1に写真を撮つたのでは大きさが分か ら

な″ヽび)で、竹に居た仙l夫人に柴の杖に立つて貰い写真を保 つた。革 も太く、高 さ2.5-

3om程 もある。熱帯ではこの十を主食としている所 t)在るそ うだ。

卜きな十日市街の建物を除 くと、Basalの 大部分の建物は何処にで t)ある箱型建築で

見るべきものは無いっ スイスのWTで 一般的に云えることは、路面電車を多用 して居 seで あ

ろう, トロリーバスやバスの路線 ()多く、公共交通機関は 十分に発達 している様だ。

‐「LHostelに 戻 り、Checkin後 再び出かける。宿で、 ドイツに行 くには と

斗 laると、交通機関を教えて典れ るc術 か らは直線だ と5キ ロほど真化が ドイツ|コ境で、

共 と先200mで 左折 し、人のみが渡れ る稀を歩き、Rh e ill川 の中央か ら先はフラン

ス どと教えて県れ る。


