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には典れだけを見れば,科の草其のものだ。十ストラ'アには火に強

い植物が多く、これも其の一つである。奈林の再生を促すため、比処では 15年 に一度は山焼きをすると言う。焼かれた

Crass Treeは 東つ黒になり、両手を伸ばして立っている黒人さながらに見える。このため、昔はBlack

Boyと この本は呼ばれていたが、今では差別用踏と見曲され、この呼びちは消えたのだという。

2時 間ほど歩き、一旦川の水面近くまでおり、Perthの 市街に向かい、その後とに向きを変え、又上りだし、K

ing・ s Parkの 駐車場に戻る。一旦家に戻り、急いでシャワーを浴びた後、長兄の出ると言うPoloの 試合

を見に出かける。

☆合は 2時 からであるが、間に合いそうになし、 場所はパースー リ、イ時輌以上かお▼ ておいr‐時に 、

は賞合は始まつていた。広大な会場の入り日近くにはイタリア、 ドイツなどの高縁スポーツカーの展示があり、金持ち

の生まる雰囲気が注れている。

大きなテントのある招待席に案内されワインをすすめられる。Champaignは France産 であるが、後は全

部白豪生産のものがふんだんに並べられている。

Poloの 賞合を見るのは始めてである。ルールも分からない。ただ見ていると非付にスピー ド8が ある人馬一体と

なったスポーツである。1チ ーム 4人 のチームプレーで、小さな木の玉を馬上から木樋で叩き、自陣に早く持ち込むと

T点 になるようだ。拭合は 7分 同行われ、休憩を快み何回か行われる。馬は其の都度新しい馬に代える。正に貴族のス

ポーツだ。休憩の間は飲んだり食べたり、社交の時間だ

テン ト内には大きなソファーも用意されており、優雅な雰囲気がある。Garyも 父親も来ておる。家族でこの年中

行事を楽しんでいるようだ。

Poloの 起源は中央アジアの晴馬族に始まり、縄元前 aXJ年 当時のPersia(現 イラン)と Turと oln a n

(トルクメニスタン)の ☆合の記録があるという。近代スポーツとしてこれを発展させたのは大楽帝国だ。

夕食は電車の駅のあるCiairmountま で歩き、駅前の Italian Restaurantで 御砲たにな

る。駅前の一等地にある大きなレス トランはPrendiville一 族が経営しているという。その後早めに就眠す

る。

恐るべし IdH T!

そんな miki Tの姿を見て少しは練習 しようと思つたのだが、さてどうなるやら

もう少し前にこの練習会が分かつていたら、ビールの量を減らしてたのにな (笑)

さ～て、鶴岡まで 2ヶ 月ちょつと。まずはコア トレがんばるぞぉ～ !!!
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18日 、日電日、Wendyが 迎えに来て、Freemantleの North Portま で送つて呉れる。この

事は苗国会った時に決めておいた。今日は Perth市 民の保養地でもあり、又世界各出から観光客が来る、

Rottnest角 に行くことにしていた。Caryは 支配人に活をしてこくので、島に若いたら是非自分のホテルに

立ち寄り昼食をするようにという。ホテルは船者おから程なく、島唯一のホテルなので迷わず行けるとも言つていた。

恐で往復の乗船券を買う。60オ ーストラリア ドル、m∞ 円弱か?島 までは 20キ ロで直ぐに付く。船若母の右左に

つ浜が広がり、古い要毒の跡も見える。第め左に見えるのがHotel Rottnestで あろうと見当を付け、歩

き出す。場所を強めた後、直ぐ傍の自転車屋に行き、自転=を 借りる。ギヤー付きの物は高いので、無段の物を 1日 20

ドルで借りる。簡単な鞄日とHelmetも 付いている。島は高い所でも200メ ー トル程と思われ、無段の自転車でも

行ける管だと語を情る。

出来る限り海岸換に沿つて、時針回 りに 1月するつもりだ。石灰岩の島で、全体に浜の色は白く、浸紺のインド洋と

の対比が実しし、 通年の島の気候はEEで 雨■は少ないので、巨木はなく、地肌が出ている所も多し、

出囲で見ると、北東南西に長い複権な形状の島で、長手方向には 15キ ロ弱、幅も最大地点で0キ ロほどの様だ。海

岸換を回つても40キ ロ組庫ではなかろうか? 走 り出すと問も無く鉄道に行き当たる。観光用の列車用で、 10キ ロほ

ど先の丘の砲台まで焼いているのだ。鉄道は飛行なの積に沿つて廷びている。ある組庁の起伏のある道で、ダー トの部

分もある。パスも時折通るが、自伝車の人が多く、時には歩いている人もいる。子供連れの人も多い。ほぼ半円したあ

たりの展望台で一体みする。高台にあり、海にも降りていける。木陰のベンチの辺りは暗くなつて居り、家族連れが休

んでいる。よく見るとベンチの下には島働が 2-3匹 動いている。現晴の差が大きすぎると、どちらを見ても'日 的に農

く見えないことがある。陰の中に入りよく見ると、兎ほどの成に似た動物が足元におり、子供たちがはつても速げよう

としない。これがRottnest島 の命名の元になつた動物、カンガルーの仲間だ。小理のカンガルーで鎮の特僚は

鼠そつくりだ。オランダ人が 1696年 にこの島に始めて上隆し、鼠典島 (Rott=Rat,Nest=nest)と

をづけたのだ。島はその後、要基、E獄 、軍事造段などとして使われ、観光地となったのは磯後である。この動的はカ

の後方比方に居るらしく、港の傍の公口でも見かけた。

所々に展望台があり、自転車を降り院めてみる。打ち寄せる白い波,同 ぎ合う岩、えの向こうには何匹かのイルカが

海面を飛んだりしている。時期によつては鯨も見られるのではなかろうかと思う。後方比方の小さな浜では泳いでいる

人もいる。季節的には日本の 10月 末に相当する。常産的には宮崎市とほぼ同じであるが、大陸の西に特有な温Eな 気

候で、降雨量も少ないのであろう。 3時 間ほどで一月 し、更に地図に出ている北師の湖が速なる所に行つて見る。非常

に注い湖が幾つか広がっているが生き物は見られない。乾争には完全に干上がつて仕舞 うのであろうか?

島を一月して、適当に起伏があり、景色も良く、事は少ないので、マラソンの舞台に相応 しいと思つた。後で調べる

とマランン大会もあり、また大臣日から島への個人及び団体リレー水泳大会もある事が分かつた。

ホテルのフロントに行くと、支配人が待つていたよという。先ず昼飯を食べてくれと、カー ドを渡 して呉れる。比れ

で全ての飲食は決済出来るので、好きなものを存分に選んで欲しいという。海の見える大きなレストランに座 り、ペノ

バロニピザと水を頼む。

ユックツと食べながら、海を見る。海との間には本褒りの床があり、そこで飲食をしている人たちも多い、右手の方

ではパーテーを■つているようだ。其の向こうに砂浜があり、英の先にホテル専用の掛着母がある。イルカも時折見え

る。ほぼ正面には20キ ロの海を隔ててPerthの 中心街のビル群が見える。ホテルそのものは大きく無いが、ユンタ

)と した雰囲気がある。                               ・

食事が終わり、カー ドを返しに行くと、支配人がホテルを案内してくれる。元々は挫督の別荘で 150年 以上前に建

てられた物をCaryが 東取り、ホテルとして使い出したと言う。大部分の改装は終わり、又別棟もたて営業している

が、一書古い部分の改豪は現在進行中だという。石造りの 2階 部分で、建物の中では中心の部分で見晴らしは良い。比

処はCaryの 専用の空間で工事は急がないという。可也広い空間に寝室、書斉、応接同、事務室など作る予定で、ほ

ぼ2晴 の大部分を金稼ぎのあではなく、私用に使うと言うの亀 Caryは 気が向いた時に専用の船を機構に横付けし、

何日か滞在する害だともいう。ゆとりとはこういうものなのであろう。

ホテルを後に出競までにやや時間があるので、伊にある生産物屋を見ながら綾歯に向かう。Freemantleの

港に戻ると、Carrolが 来ている告であるが見当たらない。同じ船に乗つてきた連中は皆去ってしまい、港の建物

の内外には若子の要員が居るだけだ。今日の営業は終わったのだろうか? 風 が吹くと寒いので、建物の中のめの当た

る所で暫く待つと、Carr。 1が探しに来た。

19日 7時 過ぎ、Clairmountの 駅に行く。自動販売機で券を買おうとしたが、カー ドでは買えない。現金

6ド ルを入れ、2.4ドルの券を買うとするが、券も出なければ減幣も戻らない。現出の人に聞いてみるが、処置なしだ。

未だ機機は多様な対応は出来ないのであろう。お局、持ち合わせた、ヨイン相当分を入れ perth行 きの切行を手に

獅 る。

tⅢ はPerth― Freenantlemを 結構頻体に走つており、便利である。研早く空いており、25分 余 り

でPerth駅 に付く。この辺りは一度来ているので、方向虜覚は出来ている。速わす、8時 少 し前に旅行社のパスの

停Bに 行き、Print outし た予約券を出し、パスにのる。Pinnaclesま で往復 mキ ロの一日コー

スで25000円 だ。

大理のパスに80人 にどが来つており、外国人も多い。出発すると大きなカジノの伊を通り、スワン川を渡り北に向か

う。滝本の生えた確いた土地やキのな牧をした平野を廷々とたる。途中観光的的口により、ヨアラやウォンパットを見

H                       _                     _、

叉事が差り出す。途中例可で食事をし、更にtに 向がうと、景色が変わつてくる。丘産地帝となり、黄色や範白レ=

い仰■が見えてくる。海底ほ起の大とであり、石灰岩が主要素であり、白が基本なのであろう。黄色や赤みを帝びた岩

石出後などの位の成分の影どであろう。Pinnaclesに は2時過ぎに付く。入り日から暫くは騒おされて刀ヽ道が

侵くが、実の先はほぼ自由に歩けるように虚っている。可也広大な範囲に宙状の奇岩が立つて居り、大きさも姿も実に

いたである。大きなものは 3-4メ ー トルの高さで、底部も大きしヽ ガヽさなものは藤より低く小さい。岩の生はまとが主
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