


2009 12/28 日本出発

コペンハーゲン経由でヘルシンキに行きます。
これはスカンジナビア航空。SAS。
Salmon Always Salmon　と皮肉られるほど機内食にサーモンが出てくるらしいのですが、
とりの時は一度も出ませんでした。



2009 12/28 動機。

そもそもどうしていきなり北欧に行くことになったのでしょうか。

当時、3月末で退職し、療養と再就職の日々を送っていたのですが、
なかなか上手くいかず、閉塞感。
10月頃に、「どこかにふらっと行ってしまいたいなぁ」と思ったのです。

「誰もいないところに行きたい・・・」
「どうせなら海外に行ってしまおうか・・・」
なんて思ったのが全ての始まりです。

すぐに行けそうな海外旅行ツアーを探ってはみたものの、
どれもハワイやグアム・タイや韓国など、日本人がいそうなところばかり。
ふと頭をよぎったのが、アカペラ。

アカペラで有名なThe Real Groupという人達がいるのですが、
その人達はスウェーデンの人なのです。

そうだ、北欧に行こう！

そしてすぐ行ける日程を探したのですが、
海外旅行ですぐに、というのはなかなか見つかりません。
すると、年越しを海外で、という案が思いつきました。

すぐに予約を取りました。
2009/12/28〜2010/1/3です。
その時までに就職しているかわからなかったのですが・・・

11月に就職が決まり、年末休みの予定をみると、
仕事納め：2009/12/27
仕事開始：2010/1/4
と、ぴったりです。
ぴったりすぎます。

そんなわけで、フィンランドはヘルシンキに5日間行くことにしたのでした。



2009 12/29　コペンハーゲンで乗換え

コペンハーゲンに着きました。真夜中です。



2009 12/29　コペンハーゲン空港　セブンイレブン

どこにでもあるのですね。
nが小文字なのはデザインなんでしょうか。



2009 12/29　コペンハーゲン空港　ロビー

深夜だからか、閑散としていました。



2009 12/29 コペンハーゲン　お店

実はさっきのロビーは、パスポートチェックの前なのです。
ロビーで暇をつぶしていて、いざ時間になって、
こちら側(お店がたくさんあるところ）がとても広く長くて焦りました。



2009 12/29 コペンハーゲン　出発

さぁ、いざヘルシンキへ出発です。



2009 12/29 ヘルシンキでの弾丸ツアー行動予定

ここで、今回の旅のメインである「弾丸ツアー」の詳細を書きたいと思います。

20:30　ヘルシンキ空港に飛行機が到着
なんだかんだで30分はかかるでしょう。
空港からTAXIで30分くらいでホテル到着
歩いて中央駅まで行って、切符を買って、
22：23発のサンタクロースエキスプレスに乗る。

とまぁ、なんとも無茶な計画を立てたものです。
一応、乗れなかった場合を想定して、朝早くの電車を乗り継ぐプランも考えておきました。



2009 12/29 ヘルシンキでの弾丸ツアー　実際は・・・

ほぼ定刻に飛行機は着いたのですが、
お決まりの「荷物が出てこない」パターンです。

写真を撮る余裕もなく、ただただ焦って、ひたすら待ちました。
どうやら同じ便に乗った人の全員分の荷物が来ないようです。

45分くらいでしょうか。やっと出てきました。
この時点で21時を回っていました。

TAXIでホテルまで行き、21:30・・・
ホテルにチェックインして、荷物を置いて、
今日明日帰ってこないから！
とフロントに言い残して駅までダッシュです。



2009 12/29 ヘルシンキでの弾丸ツアー　切符が買えない！

2〜3人に駅までの道を聞いて、やっとヘルシンキ中央駅までたどり着きました。
外はマイナス気温なのに、汗だくです。

ここで僕はミスに気づきました。
自動券売機はアテにしていなかったのですが、
夜も遅いので窓口が閉まっているのです。。

仕方がないと券売機へ。
しかし、英語のメニューがありません。
わからないなりに、切符を買おうとクレジットカードを絵の通りに差し込むも、
無情にも返却されるカード。。。

そうこうしているうちに22：23分は迫ってきています。
自動券売機を諦めたのが22:10くらいだったでしょうか。

そうだ！車掌さんに聞こう！

と思いつき、ホームへ。
ホームもどちらかわからず、地下鉄に行ってみたりとか、、、

ありました！サンタクロースエキスプレスです。

ホームを歩く人に声をかけ、
「乗りたいんだけど切符が買えないんですよー」
と必死に伝えてみました。



「乗って待ってろ。買ってやるから。」
みたいなことを言われ、とりあえず乗り込みました。

席に座った直後に発車ベル。
あぶないところでした。



2009 12/29 体調不具合

車内です。
２等席なので、まぁこんなもんでしょう。
本当はベッドにしたかったのですが・・・

飛行機から薄々と感づいていて、
騙し騙し来たのですが、実は熱があったのです（汗）

水を買って、飲むとー！
炭酸水でした・・・げほげほ。

唯一あったミニッツメイドに僕はこの先何度もお世話になるのでした・・・

解熱剤にもね！



2009 12/30 ロヴァニエミ到着！



　

朝、ロヴァニエミ駅に到着しました。
駅舎の窓に、子供達が描いたような絵があります。
ここから町の中心までは、歩いていかねばなりません。

当然他の人達は車で・・・





2009 12/30 巨大雪だるま

なんとも大きいこのサイズ。
2段じゃないんですね。3段なんですね。

しかもこれ一体じゃなくて、もっとたくさんどんどんと置いてあったんです。



2009 12/30　オーロラは見られなかった

一応淡い期待をしてはいたのですが、
雪のため、オーロラは見られませんとのこと。
しかも日本語！



2009 12/31 朝5時出発！

翌日朝6時発の電車にのってヘルシンキへ。
街はまだ眠っていますね・・・



2009 12/31 言葉ではないコミュニケーション

朝6時少し前のロヴァニエミ駅。
ドアに鍵がかかっていて、開かない。

横におじいさんがいて、英語で
「開きませんねぇ」
なんて言ったら、
手を左右に振られて、ワカラナイの意思表示。
そうでした。
フィンランドあたりは、お年寄りは英語が通じないのでした。

お年寄りは何も言わずに3本の指を立てて、それから時計を指差しました。
ちょうど5：57くらい。
6時に開くってことなんでしょうね。

ちょうど横に横断幕的なものがあって、日本の国旗があったので、
それと自分を交互に指差したら、
「ヤパーナ」
と返ってきました。

あ、ちょっと通じた（笑）



2009 12/31 北欧っぽいもの

駅の中にあった木製の電車。
かわいい。



2009 12/31 ヘルシンキへ戻る

帰りもこの電車。
10時間くらい揺られて、やっとです。

ついたときにはもう日が暮れていました。





2009 12/31 スーパーマーケット

ショッピングモールでスーパーマーケットを発見しました。



これでもかってくらいの果物です。



セルフレジのようです。

ここは何かを買わないと出られないような雰囲気だったので、
炭酸が入っていない水をさがして、evianにたどり着きました。



2009 12/31 ヘルシンキの日本料理店

歩いていると、色々なお店があるものです。

思いっきり日本語（笑）



Keittoはスープでしょうか。
ミソスープ。



2009 12/31 日付間違えた・・・

時差があったんですよね。
時差。

ということで、今が12/31の朝だと思ってください。

朝食です。



2009 12/31 ヘルシンキの街並み

なんとなく撮った写真達です。

交通標識

ホテル裏のショッピングモール



建物



トラム





2009 12/31 かもめ食堂

今回の旅の目的は「かもめ食堂」を見に行く、です！

今更何を・・・（苦笑）

というわけで、かもめ食堂ことKAHIVILA SUOMIを見てきました。
事前情報で年末はお休みということを知っていたので、外側だけ。

ちゃんと「かもめ食堂」って書いてあるんですねー。
日本語のメニューもあるそうですよ。



これまた日本語で、お休みしますの張り紙。
情報によると、中で料理を作っている人は日本料理のシェフだそうで。
この文字もその人が書いたのかな？なんて。



2009 12/31 教会のようなところ

歩いていると、観光バスに出会ったりもします。
もともと無計画に歩いていたので、観光スポットとかあまり分からず・・・
でもここはたくさんのカメラ抱えた人達と観光バスがいたので、メジャーなんだなとわかりま
した。

入り口は洞窟のよう。

中は大きな空洞になっていて、左側に大きなパイプオルガンが見えます。



ちょうどパイプオルガンとヴァイオリンの演奏が行われるところでした。
しばしうっとり。





2009 12/31 ロシア人に声をかけられた

この大きな銅像の写真を撮っていたら、
変なガイジンさんに声をかけられました。
（ガイジンはあなたですから！）

マルコフさんという方でした。
多分ロシア人。

マルコフさん「この銅像はなぁ、キングなんだよ。立派な角をしているだろう？」
とり「あ、えぇ、、、そうですね。」
マルコフさん「そうだ！銅像と一緒の写真を撮ってやろう！」
とり「あ、ありがとうございます・・・」

ってここで警戒心発令。
はい、チーズ、の瞬間にダッシュされて
もしかしたらカメラ盗られるかもしれない　
なんてことを考えながら、パチリ。3枚くらい。

マルコフさん「一緒に撮ろうじゃないか」
とり「そですね」

なんつって。
パチリ。



結局いい人なんだかよっぱらいなんだか・・・（笑）



2009 12/31　大聖堂

大聖堂にたどり着きました。
今夜はここでカウントダウン祭が開催されるようです。
写真右下にステージが見えます。

ステージ拡大。
この後リハーサルにも立ち会えました。
暇人なので（笑）





2009 12/31 港に行く

港です。
海は当然ながら凍っておりまして・・・

船も動けませんね。





2009 12/31 デパート食品売り場

早くに日が落ちてしまって、外があまり面白くないのでデパートっぽいところへ行きます。
デリが売ってますねぇ。

お寿司もありました。
梅・菊・桜、の三種類（笑）





2009 12/31 カウントダウンの打ち上げ花火

フィンランドではカウントダウンに打ち上げ花火をするようで・・・
禁止の張り紙。
最初何かわかりませんでしたが（笑）

さぁ、大聖堂へ行きましょう。



2009 12/31 大聖堂でのカウントダウン

大聖堂です。
ステージが出来てますね。

写真を撮った時点で夕方9時くらいでした。
夜11時からカウントダウン祭りをやるようで、
このときはリハーサルをしていました。

このあとここにすごく人が集まってきました。白い地面が見えなくなるくらい。





2009 12/31 カウントダウンこぼれ話

12/31 23：59　カウントダウンが始まります。
人々の熱気も最高潮。

◎△％＆！　　（ん？

■＝＃＄！　　（あれ？

％＄＝○！　　（もしかして・・・

＆％▽∵！　　（フィンランド語！？

わぁぁーーー！！！！！（歓声　　（あ、今か！

自分：わぁー・・・

歓喜の瞬間には参加出来ませんでした・・・

どの国に行くのも、挨拶と数字くらいは覚えておきたいですね（苦笑）



2010 1/1 新年！

街をぶらぶら。

  

もう一度大聖堂に行ってみました。

ステージは片付けが始まっていて、なんとなく淋しい気持ち。
大聖堂をぐるりと一周すると・・・

なんと！今日結婚式があるそうで。
中は見られませんでしたが、お幸せにー！



2010 1/1 トナカイさん

食べてみたいと思ってたのです。
じゅるり。

こんなお店です。
中は左右で別れていて、左側がカフェ、右側がレストランでした。
いざ、レストランへ。

じゃーん！
右上のはにんにくかな？その下はポテトでした。

トナカイ肉の感想はー・・・
食感は牛肉に近い感じで、けものだなぁって感じ。
くさみとかないです。
美味しかった。

写メール撮って日本に送ったら、



「用済みだからって！」
みたいな感じでネタにされてました・・・

確かに（笑）



2010 1/1 国境を越えて

キッコーマンです。
醤油です。



2010 1/1 夜景

もうそろそろ旅も終わりです。
ここは有名なところだったけど、名前を忘れた・・・



2010 1/2 帰国の途

朝6時くらいのヘルシンキ
バス乗り場です。
この時も空港行きのバスナンバーを両手で教えてもらいました。。



2010 1/2 ヘルシンキ空港

スタッフの移動に使われていたもの。
えっ？！っと思ってしまいました。

空港内。冬的な飾りがいい感じです。



2010 1/2 コペンハーゲンへ。そして日本へ。

SK6455便でコペンハーゲンへ。
↓
コペンハーゲン空港です。

そして無事、日本に帰ってくることが出来ました。
また行きたいな、北欧。

来年も年越しで来よう。

なんて思っていたら、半年経たずに、
今度は真夏の北欧に飛んでしまうとは、
この時夢にも思っていなかったのでした。

To Be Continued !


