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横付けし観光客を降ろしていた。かれらは軍艦島のアパート群のそばには近寄れな

遺産のすごさは理解していたのではないだろうか。世界遺産登録後、見

この産業遺産をどのように管理し、どんな形で将来に残していくのか、興味は尽きない。

を調査した。そこにはボランティアガイドの

方がいて、懇切丁寧に建設経緯と修船場が利用された状況を説明して頂いた。私はソロバ

ンドックの意味を間違えて理解していて、今回の説明であらためて理解させて頂いた。

その後、長崎市の景観の一つである急

な斜面を体現することとなった「諏訪

大社」に参拝した。市役所

道に入り、タクシーがどんどん斜面を

駆け上がっていく状況は、少し、滑り

落ち、転落等の危険性を感じさせるに

十分な傾斜であつた。運転者は平気な

顔で、これぐらい

いっていた。
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       れているので

年配者の送迎でタクシーの運転手も慣れているのであろうか。
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福岡へ帰還の途についた。
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