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エストニアはコントラストが豊かな国

です。原始のままで、未開の自然を目に

できるようなところは、ヨーロッパでは

数えるほどしかありませ

ん。ハイウェイから数百

メートル入ると、そこは

無垢の森。オオカミやク

マ、そして山猫が自由に

歩き回っています。

国土の多くが自然保護地域に指定され

ているエストニアは同時に、技術開発の

先駆者でもあります。世界で知られるイ

ンターネット電話「スカイプ」の開発拠

点は、エストニアにあります。

エストニア－
森の中でWiFiが息づく国

ワイヤレスインターネットは、バスや

電車内でも利用できます。森の奥深くに

ある小さな農場でも世界のニュースがイ

ンターネットを

通じて届きますの

で、街までわざわ

ざ車を走らせてま

で、新聞を買いに

行く必要はありま

せん。また、子どもたちは初登校の日、

教科書とともに、先生に捧げるシオンの

花束を片手に学校に向かいます。その一

方で、ポケットには携帯電話を忍ばせて

いるのです。エストニアでは携帯電話普

及率は120％に達しています。

東をロシア、南をラトビアと接してい

るため、その人柄は穏やかで行動はの

んびりしていると思われています。しか

し、北にフィンランドという隣人を持つ

エストニア人は、行動が速く、ついて行

くのに苦労するほどです。ラトビア人の

ジョークには、エストニア人の気質がよ

くネタになっています。ガードが堅く、

疑り深いと思われがちなエストニア人

は、現実は正反対なことが、親しくなる

と分かります。

小さく、美しい、魅力あふれるこの地

に、足を踏み入れてみましょう。

現代都市に垣間見る

中世の美   
早朝、タリンのホテルから一歩外へ出

ると、そこには石畳の曲がりくねった小

路がクモの巣状に広がっています。通り

を歩くと、旧市街の城壁や赤い石屋根が

目に入り、時計の針が数世紀も戻された

ような世界になります。あちらこちらの

パン屋から焼き立てのパンの甘い香りが

広がり、遠くからは始発トラムの音が耳

に入ってきます。

夜明けとともに、のっぽのヘルマンの

上に国旗が掲揚され、街の人たちは旧市

庁舎前広場を通って仕事に向かいます。

世界で最初のクリスマスツリーが1441

年に立てられたのが、タリンの旧市庁舎

前広場です。当時はツ

リーに火を点け、人々

が周りを囲んで生き生

きと踊っていました。

現代に入ると、旧市街

地のモミの木は優しい

キャンドルライトで照

らされるようになり、毎年恒例のクリス

マスマーケットで賑わいを見せるように

なりました。陽気な商人たちは、さまざ

まなクリスマスフェアを催しています。

旧市庁舎前広場では、現在でも営業す

るものとしてはヨーロッパ最古の薬局が

1422年からの営業を守り続けています。

街の長老たちは体調が悪くなると、この

薬局に足を運び、乾燥させた蛙の足、ミ

ミズの皮や黒猫の血を買い求めていまし

た。今日では、薬局にはさらに多くの伝

統薬も置いてありますが、昔ながらのマ

ジパンが今でも売られています。マジパ

ンというものが最初に歴史に登場するの

が1806年。タリンとリューベックの両市

で生産されていたとのことです。

6月にハンザ同盟の旧都タリンで行われ

る旧市街祭は、暗黒の時とされる時代の

中世でも実際は味わいのある艶やかな時

代だったことを肌で感じることができる

良い機会です。騎士、

剣士による試合、各種

フェアなどの多彩な催

しで賑わいます。バ

グパイプの演奏がどこ

からともなく聞こえ、

ロングドレスやキャミソールを身にまと

った娘たちがフェルト帽の試着に誘いま
世界とつながっています

中世旧市街＜タリン＞

エストニアの遠く離れたところに

大切なものを忘れたとしても、大

きな問題ではありません。その日

のうちに、すぐに戻って来ます。

あちらこちらのパン屋から焼き

立てのパンの甘い香りが広が

り、遠くからは始発トラムの音

が耳に入ってきます。
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ポットです。何世紀も前、エストニアの

農夫たちが煙突のない家々を建てたもの

で、まるで大学で黄金比を学んだ人々が

建てたかのような建築技術を体感するこ

とができます。

多くの世界的交響楽団で首席指揮者と

してタクトを揮ってきたネーメ・ヤルヴ

ィはタリンの生まれです。また、エスト

ニアを代表する音楽家アルヴォ・パルト

は、エストニアのパイデという小さな町

の出身です。時には、見覚えのある顔を

路で見かけることがありますが、それは

何かの間違いではありません。たとえ

ば、スーパーモデルのカルメン・カース

も、エストニア人のひとりです。

ヘルメットを被った長い口ひげのタリ

ン人について触れるのを忘れていまし

た。その名をヴァナ・トーマス（トーマ

スお爺さん）という公認衛兵のことで

す。旧市庁舎前広場から旧市庁舎の頂上

を見上げると、屋根の上で風向計として

睨みを利かせています。1530年以降、彼

はこの街を守り続けており、タリン市で

もっとも名前の知られた人物となりまし

た。

タリンを訪れた際にぜひ足を運びたい

のが、テラス状の石灰岩の上に建つクム

近代美術館。街を一歩出たところにある

ロッカ・アル・マレ野外博物館も良いス

す。革製の仕事着に身を包んだ鍛冶師が

巨大シャンデリアの製作を完成させるま

での過程を見ることもできます。

中世のタリンでは、午後9時になると

衛兵が吹くラッパを合図に城壁の門が

閉じられ、パブが閉店となっていまし

た。現在のタリンで午

後9時といえば、ナイ

トライフはまだ始まっ

たばかり。レストラン

やバー、ナイトクラブ

が豊富で、海外から訪

れる人々もビールの安さ、ナイトクラブ

の流行、心地良いサービスとフレンドリ

ーな雰囲気を楽しみます。ほとんどの店

舗でクレジットカードによる支払いが可

能で、ネットサーフィンが必要な場合に

は、カフェやパブの無線LANからアクセ

ス可能です。

アイルランドの黒ビール、質の高いイ

タリア料理をはじめ、シャツをズボンに

入れずに着たウェイターが、凍ったウォ

ッカを一筋の弧を描くように注ぐロシア

料理などは、エストニアの豊かな国際色

を表しています。モザンビークの人が唐

辛子やにんにくを片手に中華鍋を振る様

子を見ることもあります。

タリンの文化は、通訳者、映画監督や

アーティストといった世界で活躍する

人々を排出してきました。現地でポフ

（PÖFF）と呼ばれる、バルト諸国でもっ

とも著名な映画祭「ダークナイツ」は、

毎年首都タリンで開催されています。ジ

ャズ祭の「ジャズカール」、観客までも

が劇の一部となるビルギッタ修道院オペ

ラ祭やタリン国際オルガン祭なども、よ

く知られているイベントです。 タリンでのエストニア歌の祭典

旧市庁舎前広場の旧市街祭

ブラックヘッド・ギルド・ハウスのファサード

タリン新市街

タリンの風見鶏「トーマスお爺さん」

（ヴァナ・トーマス）

2万5千名の人々が一堂にステージに上が

り、聴衆が共に歌を口ずさむ姿。もっと

も人気あるこのイベントには、10万人近

い歌い手が集います。

1530年以降、彼はこ

の街を守り続けてお

り、タリン市でもっ

とも名前の知られた

人物となりました。
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ピョートル大帝がエカテリーナ二世の

ために作らせた、カドリオルグ（エカテ

リーナの渓谷）宮殿も外すことはできま

せん。

歌の祭典に居合わせることができるな

らば、エストニア的な思いを味わうこと

ができます。2万5千名の人々が一堂に会

しステージに上がり、聴衆が共に歌を口

ずさむ姿を思い描いてみてください。

もっとも人気のあるこのイベントに

は、10万人近い歌い手が集います。数え

きれない歌声が一つになり、それは一つ

の魂となって、感情を揺さぶります。お

そらく、人生で二度と経験することのな

いような体験となるでしょう。この歌の

祭典に、もう一度訪れる場合を除いてで

すが。

エストニアには、タリン以外にも“季

節首都”と呼ばれるものがあります。冬

の首都は、オテパーです。クロスカント

リースキーの世界選手権

が開催され、エストニア

人がスキーヤーを心から

応援します。降り注ぐ雪

の中には、スキーヤー

が作ったサウナ小屋があ

り、日常生活のストレス

を洗い流すと言われてい

ます。

夏の到来とともに、“首都”の称号

は130キロ西方にあるパルヌへと移りま

す。街ではミツバチたちの飛び交う音が

溢れ、ビーチへと誘います。そこは、両

側に菩提樹が立ち並ぶ場所。パルヌでは

スパ施設で身体を癒し、アメンダ・ヴィ

ラのシックでアールヌーボーな風に当た

りながらスウィングやジャズを聴く。目

を移せば、カフェやナイ

トクラブが近くにある。

それがパルヌの街並みで

す。パルヌ公会堂は、グ

ランドパーティや正餐の

中心で、他のエストニア

の地域とは一風異なりま

す。

パルヌの文化の中心は近代美術館で、

「パルヌドキュメンタリー・アンソロジ

ー国際映画祭」が毎年開催されます。こ

の映画祭とパルヌとは自然な組み合わせ

でした。それは、エストニアの人気作曲

家ライモンド・ヴァルグレを記念して開

催される音楽祭でも同じです。ヴァルグ

レのメランコリーな歌がメロディーと一

体となって、聞く者の記憶に留まり、親

しみを湧かせ、ロマンチックで太陽のよ

うに暖かいエストニアの夏の首都パルヌ

をイメージさせてくれます。

タリンから180キロのところには、タ

ルトゥがあります。スウェーデンのグス

タフ二世・アドルフ王がタルトゥ大学を

創設した1632年以降、ここはエストニア

の科学と教育の中心として君臨していま

す。この大学は今日でもタルトゥの顔で

あり、中枢です。学生の伝統は大学から

周辺の街まで広がり、街のいたるところ

で見られます。中には面白い伝承もあり

ます。トーンペア公園にある著名文化人

や教育者の銅像に、学生が祝いのシャン

パンでシャンプーする行為が見られるか

もしれません。タルトゥの住民は慣れた

ものです。たとえシャンプーされている

のが、哺乳類の卵を発見したベーアや、

エストニア初の詩人クリスチャン・ヤー

ク・ペテルソンだったとしても。

タルトゥでは、カフェが知識人をはじ

め皆が足を伸ばしてくつろぐ場であり、

待ち合わせ場所として利用されてきまし

た。

タルトゥを訪れる際には、エストニア

文化の宝庫、エストニア民族博物館、も

しくは植物園がお勧めです。エストニア

にあるこの小さな敷地内には6,500種も

の植物が集められています。

タルトゥでは、エマユギ（母なる河、

の意）川をパインタールの香るゴーベリ

ー調の遊覧船に乗って東へと進み、エス

トニア最大のペイプシ湖まで行くことが

できます。

タルトゥが持つ穏や

かなリズムによって、

よい考えが頭に浮かび

ます。“知恵の街”と

呼ばれる由来は、そこにあります。

パルヌビーチの夏の日 キスをする学生の像＜タルトゥ市庁舎前＞

メロディーと一体となって、

聞く者の記憶に留まり、親し

みを覚え、ロマンチックで太

陽のように暖かいエストニア

の夏の首都パルヌをイメージ

させてくれます。

学生の伝統は大学か

ら周辺の街まで広が

り、街のいたるとこ

ろで見られます。

オテパーのスキーファンたち
タルトゥ大学本館
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小さな中にも多様な姿
エストニアは九州ほどの大きさの小さ

な国ですが、均一な景観を持つわけでは

なく、地方ごとに異なる風景を楽しむこ

とができます。北部の村と南部の村とで

はまったく異なる顔を持ち、西部の島々

やペイプシ湖沿いの東部の村について

は、その差が特に顕著です。そのコント

ラストは、見る人を飽きさせません。エ

ストニアにはさまざまな地域があり、そ

れぞれに習慣や伝統が違うため、予想外

の驚きが隠れていると言えるでしょう。

エストニア北部の海岸沿い

では、一方を海、もう一方を

海抜56メートルの高さまで聳

える石灰岩の岸壁という光景

が数十キロにわたって続きま

す。春になると、ヴァラステ滝では30.5

メートルの高さから水が落ち、段丘から

は灰色や黄色、緑色の地層を見ることが

できます。形成されるまでに数百年かか

ったこの地層は、まるで「石灰岩のケー

キ」のようです。岩石が多い海沿いには

カスム村ならではの船長たちの白壁の家

いるのは砂岩です。アフヤ川を小舟で下

ると、タエヴァスコヤ（空の家）という

所に辿り着きます。ここは川の流れによ

って砂岩の川底が削り取られ、黄色と赤

褐色の岸壁が天空に向かって伸びるよう

に姿を見せています。その高さは約20メ

ートルに達し、氷河期の終わりから数万

年の時を経て、川の流れにより形成され

た自然の造形です。グランドキャニオン

からコロラド川を見たことがある人であ

れば、タエヴァスコヤに何か共通点を感

じることでしょう。

この地点からそう遠くないところにピ

ウサ砂岩洞窟があります。これはまさし

く地下の聖堂で、動物学者によると、そ

の高いアーチには冬に7種のコウモリが

推定3,000羽生息しています。

温かい8月の黄昏時、南部エストニア

の丘陵地にあるレイゴ農場では、ナイト

キャンドルが灯されます。牧草地に横に

なり、音楽に耳を澄ましているうちに、

水面の光と8月の夜空に輝く星々との境

目が分からなくなるような時間が訪れま

す。

並みが輝いています。かつて、これらの

家のベランダからは妻たちが海を眺め、

主人の船を捜す姿が見られました。1930

年当時、カスム村には100世帯の家族に

62人の船長がいました。

建築物が好きな人々は、荘園めぐりが

楽しみとなるでしょう。古い荘園はかつ

て、バルト系ドイツ人の邸宅として使わ

れていたもので、その数はエストニア国

内で数千にもおよびます。領主がモーニ

ングコーヒーを片手に椅子で寛いでいる

間、家政婦はキッチンとダイニングルー

ムの間を走り、農家の子

どもたちは熊手を持って

牧草地へと入りました。

現在では、これらの荘園

は豪華なホテル、レスト

ランや会議場として利用され、中には学

校として利用されているものもありま

す。エストニアの真珠と呼ばれる荘園

は、数えきれないほどたくさんありま

す。

南部エストニアには、石灰岩の痕跡は

ありません。この地域の基盤岩となって

エストニア南東部の郊外に、セト王国

があります。ここでは地上における神の

執政補佐としての王をはじめ、醸造所監

督、ウォッカメーカー、その他の要職が

選出されます。休日には、セトの人々は

正教会周辺で歌い、男性はかかとの高い

ブーツ、女性は何キロもあるシルバーの

首飾りを身につけます。

セトの人々
北部エストニアの特徴－石灰岩の岸壁

1930年当時、カスム村に

は100世帯の家族に62人

の船長がいました。

レイゴ湖岸のコンサート
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そのあと、セト人は親戚の墓地に、豪

奢なテーブルを広げます。セト民族のパ

ーティに一度参加した人々は、セト人と

して生まれなかったことに後悔の念を抱

きつつも、セト人の皆と仲良くなれたこ

とに無上の楽しみを覚えます。

エストニア西部の島々（ムフ島、サー

レマー島、ヒ―ウマー島）では、苔に覆

われた石垣と茅葺屋根のログハウスとと

もに、使われなくなった小型の漁船が村

の小道に沿って並んでいます。ムフ島の

コグヴァという、自然

に保護された沿岸村で

は、家屋が200年の時を

経た高さ2メートルの石

壁に囲まれています。

フェリーを降りてヴ

ォルムシ島に足を一歩

踏み入れると、スウェーデンに着いたか

のような錯覚に陥ります。アストリッ

ド・リンドグレーン作の童話文学に登場

するような、赤い家に白枠の窓は、スウ

森と巨岩の地
「私の故郷は森そのもの」あるエストニ

ア人が夜の炉辺でそのような歌を口ず

さむ－まさしくこの歌が示すように、エ

ストニアの国土の半分が森に覆われてい

ます。市街地からどの方角に移動して

も、振り向くと、そこには森がありま

す。水平線上に森が見えないのは市街地

や海岸だけでしょう。巨岩や大きな石の

数では、ヨーロッパでエストニアの右に

でる国はありません。湿地帯の数では第

3位、草地１平方メート

ル当たり76種類という植

物の数では第2位を記録

しています。エストニア

は、落下した隕石の数も

際立っています。

エストニア人は大地と

のつながりが強く、多くの人々がお気に

入りの巨石、巨木や森の湖があり、何度

も訪れるうちに旧知の間柄のようになり

ます。

ェーデンの小島シークロウを彷彿とさせ

ます。

キヒヌ島では、地元の女性が、明るい

色彩で、縞模様の民族衣装を風に靡かせ

ながら、サイドカー付きのバイクを運転

しています。このような光景を、他で見

ることはできません。キヒヌでは冬にな

ると、女性が縞模様のスカートを自分用

にこしらえるため、機織り仕事をする音

が聞こえます。赤色をたくさん織り込め

ば、人生は歌と喜びで満ち溢れ、青色や

黒色を織り交ぜると、

家の日常生活の悩みを

抱えていることを意味

します。キヒヌの女性

を喜ばせるには、その

伝統柄のエプロンを作

るための生地を手に取

りましょう。キヒヌの

女性は、エプロンには弱いのです。

キヒヌ特有の民族文化は、ユネスコ世界

無形文化遺産リストに登録されています。

ハイウェイから離れると、厚い高架道か

らちょっと足を踏み入れただけで、すぐ

にあたりは柔らかなミズゴケの茂みとな

ります。曲がった松の木が天空に向かっ

て高く伸び、湿地帯に茂るシダ類の合間

からは陽光が反射し、青い空と流れる雲

が水面に映ります。木道を行けば、すば

しっこい小鳥－ハクセキレイ－が長い尾

を振りながら先を歩いています。また、

遠くにはマキバドリのさえずり声が静か

に耳に入ってきます。

夏のはじめごろ、エ

ストニアの母親たち

は、家族を連れて森

でアンズタケ、野イ

チゴやブルーベリー

狩りに出かけます。

秋が近づくと、リン

ゴンベリーやクラン

ベリーなどが湿地帯で収穫されます。暗

い冬の期間に飲む家族のお茶を作るた

め、エストニアの女性はこの時期、森や

草地でハーブを摘みます。キヒヌ島の地元女性

エストニア人は大地とのつなが

りが強く、多くの人々がお気に

入りの巨石、巨木や森の湖があ

り、何度も訪れるうちに旧知の

間柄のようになります。

キヒヌ島では、地元の女性

が、明るい色彩で、縞模様の

民族衣装を風に靡かせなが

ら、サイドカー付きのバイク

を運転しています。 エストニアの伝統農園
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す。イノシシとその家族が道路を横切っ

たり、子ブタが列をなしてお互いの後を

ついていったりするときもあり、その姿

は、大型機関車の後ろを小さな縞模様の

客車がついていっているようにみえま

す。高台の展望台に座って眺めている

と、ブタが行き交い、クマやその子供た

ちが飼桶に近寄ってきては軽く食事をし

てまた去っていく様子が眺められます。

時には、森の動物たちと出会えない日も

あります。そんな日は、草地や雪の小道

で起こっていたであろう、出来事を読み

取りましょう。誰が誰を追いかけたの

か、誰がこの地を去ってしまったのか、

誰が美味なる獲物を手に入れ、そして、

誰が手にできなかったのか。

春と秋は、渡り鳥の季節です。エストニ

ア西部には、防寒着を身につけた男女の

団体が、双眼鏡やカメラを手にバスでや

って来ます。エストニア西海岸では、マ

ツァル自然保護区域は、渡り鳥の天国で

す。エストニアは、何千万匹の渡り鳥に

とって飛路の中心にあたります。エスト

ニア生まれの渡り鳥も南への旅立ちをは

じめます。コウノトリは干し草畑に群が

り、トランペットのような鳴き声が森の

奥深くへと消えて行きます。
エストニアの四季は、自然を多面的に紹

介してくれます。夏は緑がみずみずしく

生い茂り、秋は色彩豊か、冬には雪凍土

が覆い、そして春には木々が芽を吹き、

鳥がさえずります。

エストニアには、洪水の季節と呼ばれる

五つ目の季節があります。この不思議な

現象が見られるのは、エストニア西部に

あるソーマー地域に限られ、しかも、毎

年見られるわけではありません。雪解け

水が排水されず、河川

の水が水床から草地や

道路、農地にまで上が

ってきます。かつて乾

燥地やじゃがいも畑だ

ったこの地は“公海”になり、村の女性

は小舟を漕いで庭から納屋へと移動し、

豚や鶏に餌を与えます。この状態は一週

間続くことがあり、それ以上に長くなる

年もあります。

この時期のソーマーの小舟による旅は特

にスリル満点です。多少のバランス感覚

が必要ですが、太いアスペンの幹を削っ

て作る小舟ハーブヤスの旅は素敵です。

森の道では減速するポイントは自然にわ

かります。そこかしこにシカ、アカシカ

やウサギがいつも顔を出しているからで

秋の黄葉＜ソーマー＞

森の動物が訪れるエストニアの静かな道

エストニアの四季

は、自然を多面的に

紹介してくれます。

フクロウとの遭遇
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森の静けさ、泥の癒し、

そしてサウナ

スパ、クロスカントリースキー、海岸

や静かな森の道が、心身の休息を求めて

エストニアを訪れる人々を迎えます。

40の温浴施設は、人口約140

万の国にとっては十分な数。

各都市に一つの割合になりま

す。温浴施設には大小あり、

収容人数が多いところもあれ

ば、高級な施設もあり、かな

り現代的なものもあれば、ソ

ビエト時代の風情を醸し出す

ようなものもあります。

ハープサル、クレッサーレとパルヌは

長い間、リゾート地として知られてきま

した。ハープサルで最初の泥クリニック

が開業したのは1825年。それから帝政ロ

シア時代を含め、世界中の泥風呂を求め

る人々の心をつかんできました。

本土からフェリーで30分、エストニア

最大の島にあることから、クレッサーレ

市はエストニア人自身にとっても、長い

間外国のような感覚でした。近代的なス

パでのウォータートリートメントを受け

たあとは、クレッサーレ城の中庭で開催

なサウナでは、白樺の枝で身体を刺激し

て、血行を促します。サウナの室温は

120℃に達し、99種類の疾病に効果があ

るとされています。氷のように冷たい水

をかけ、気を引き締め、幸せと健康を手

に入れています。

特段に心地良いのが古風なスモークサ

ウナ。薪が半日間燃え続け、煙が窓やド

アの隙間から抜けたところで、中に入り

ます。このサウナでは、燻された石がト

マトのように赤く熟しています。

エストニアに来て観光客がリラックス

できるスポットは、スパや温浴施設だけ

ではありません。ビーチや森の中にある

湖では、何にも邪魔されずに水や陽光を

浴びることを楽しめます。森には無数の

ハイキングコースがあり、雪が積もれ

ば、そこはクロスカントリーのスキーコ

ースへと変化します。

北のリヴィエラとして有名なナルヴ

ァ・ヨエスーには、約8キロにおよぶ砂

浜や、養生松の森が広がっていて、ここ

数十年間、リゾート地として栄えて来ま

した。

エストニアでは、何が来訪者を迎えて

されるサーレマー・オペラ祭に足を運ん

だり、古い海沿いの町の散策を楽しんだ

りできます。そのほか、隠れた魅力とし

て、島民による自家醸造ビールの試飲で

のどを潤すこともできます。飲み過ぎに

は、ご注意ください。

パルヌは、保養施設、浅瀬、白砂のビ

ーチや美しい公園で有名です。こんがり

と日焼けした肌や、楽しそうな様子を見

れば、どこから来たかは別として、パル

ヌで数日過ごした人々だということが、

すぐにわかると思います。

ハープサル、クレッサーレとパルヌの

リゾートタウンでは似たようなところ

がありますが、これら三都市に共通して

言えることは、19世紀の風情を残してい

るということです。並木浜の散策路、集

会所、貝殻状の野外ステージとともに、

住宅地には歴史的な木造家屋や、帰りた

くなくなってしまうような安らぎのカフ

ェ、気品あふれるレストラ

ンなどが並んでいます。

さらなる共通点として

は、100年以上の海泥の健

康利用に関する歴史を持つ

ということです。泥風呂

の利用者はまずベッドに横になり、身体

中に温かい泥をのせてもらいます。そし

て、温かいタオルで身体を覆い、温かく

湿った中に身を委ねている間は、日常生

活の心配事を忘れ去ることができます。

泥風呂では本当のリラックスを体感でき

ます。起き上がって泥を洗い流せば、身

も心も生まれ変わる思いになるでしょ

う。

サウナは、古代エストニア人にとって

聖地でした。それが現在では、リラッ

クスと疲労回復の場となりました。エス

トニアには豊富な種類のサウナがありま

す。エストニアの観光農場にある伝統的

くれるでしょうか。「静けさです」。ホ

ッキョクグマ、熱帯雨林やシベリアトラ

などとともに、静けさは現代社会では希

少な天然資源のひとつとなってしまいま

した。しかし、エストニアに来れば、現

在でも静けさがあります。遠くまで行か

なくても、ここでは静けさを楽しむこと

ができます。休暇中に時間の移ろう感覚

がなくなってしまったなら、ただサウナ

のベンチでパソコンを開き、帰りのチケ

ットを確認してください。あるいは新し

いチケットを予約して、数週間後にもま

た訪れてください。

スパでリラックス

自然の彩を味わう

静けさを楽しむ

泥風呂では本当のリラ

ックスが体感できま

す。起き上がって泥を

洗い流せば、身も心も

生まれ変わります。
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www.visitestonia.com
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エストニア概要
正式名： エストニア共和国

面積：　 45,227km2

人口：　 136万人

首都：　 タリン（人口405,000）

公用語：　 エストニア語

政治形態： 議会制民主主義

法定祝日： 2月24日（独立記念日）

国鳥：　 ツバメ

国花：　 矢車菊

エストニア共和国は、欧州連合、シェンゲ
ン地域およびNATO加盟国です。

エストニアは、東ヨーロッパ時間帯（GMT/
BSR +2:00）に属します。

エストニアの国番号は＋372です。エストニ
ア国外へ国際電話をかけるには、00に続い
て国番号を押してください。
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