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駅を出るとまた違つた感じがする。駅舎はモタ
・
ンでくすんだ黄色と赤のT▼ o一 tone Colorで ある。駅の直

ぐ傍に茶色の円形の建竹がある。其の傍に日牛士の負が建つており、日牛母であることが分かる。BRE民 的な娯楽

の一つであり、どの町にも日●BLあ る。近年■牛― なな0で あり、― の立母から止めるべしと主張が大き

くなり、その将来は不安定である。南米では牛をその機で殺さない日午もあると言う。僕は人間が生きていく発には殺

傷は必要であり、弄り殺す様な遺り方で無い限り、ある換庁のな日は止むを得ないと考えている。■件を映像で見る限

り、聞牛士はちゃんとした技を持つて牛と立ち向かい、牛は必ず死ぬのであるが、もがき死ぬようでは無く、最後の角

の一突きの後へたり込む様に地べた横たわり思絶えるのである。長年横いてきた伝機の娯楽であれば、境けてもいいの

では無い力、 但し、死んだ牛は無駄にすること無く、会さ― ることが苗提である。

情鯨に関しても同じことが言える。アメリカやヨーロッパ誌日は虜の出のみ利用する為、森気船で億を世界の隅々ま

で追いまわし、殺宮し、その日体数を危険なまでに減少せしめたのである。ぺリーが日本に日目を迪つたのもこれ等の

船舶の補給の為とも言われている。南優や北在日の鎮出採油基地の跡は皆これらの国のtLEな のである。■本の様に億

を全部利用する国とは異なる、無駄な殺街なの亀

駅前の大通りをHostelを 目指して歩く。立派な建駒が左右にある、見事な通り亀 300メートルほど進むと、広場

があり、重授を使い夕必転の構を産てていた。広母を介して進行方向看手の重厚な建輸出郵便局であり、日本の郵便島で

是ほど立派な建駒は見たことが無し、 左対面の立派な逮竹は市庁舎亀

初めて来た町は何処を歩いても観光になる。Hostelに 出暗く成るまでに届けば良いと思いながら歩くと、立派

な市場に突き当たる。市野は早く終るのであろう力、僕の行つた時には日いていなかつた。市場の体にが ■'アの鍋や其

れにあう力
・
ス台を売つている店が何軒かあり、理いて見る。鋼時"・ス台出径が 1メキ″ほどのものから、20-30cmぐ

らいのまで色々のt4ス
・
が並んでいる。店には火を装くための時や皮製のb退 なども売つていた。市路の反対日には石造

りの大きな建物があり、入り口を入ると、中は回廊のある庭となっていた。日教の影事を受けた建駒だと比処は旧市街

であり、この建駒も世界適産の一つなのであろう。

′ギエ,アの起こりはValenciaだ と問いているので、市場の構り庫に入つて注文する。出て来たものを見ると、骨

付きの鶏が主に成つているものであった。Valenciaは 淳も近いので、海鮮料理を期待していたので当てが外れ

た。

店でHostelの 方向を聞いて再び、歩き出す。大分西日に来ていたので、東に向かう。地田上の大皇量のある広

場に出る。ここが口市管の中心部のようだ。大聖量の西日のやや瀬い道を左斜めに進み、目指すHostelに ヨ若。

閑散期であるHostelの 客は少なく、12人 軽の部屋に消まったのはPolandに 留学中の卜"の 女子学生 2名

と僕だけ、至って静かで良かつた。

翌日午前中市内の見物をしてMardidに 向かつた。Valenciこ の町は至る所に小さな広場があり、其処に

は多くのルカ
・
の本が植えられて居り、たわわに登っていたのが印象に残る。また街路曽にもルカ

・
がなえられて居 り、

ある通りでは清掃職員風の人連が果実を落とし、 トランタに積み込んでい札 】・ミにするのであろうか?

Madridの 主な駅は二つある。その一つAtocha駅 に付く。可也大きく、出日は多層となつており、あらぬ

所に出ると方向が分からなくなる。暗くもなっており、Barcelonaで 調べて置いた地日に従い、Hostel

に向かう。駅前には大きな道路が走っており、複雑に交差している。信号待ちをしている人に自分の行きたい通りはど

ちらかと出岡を示しながら訊いてみる。勿治僕はSPain畜 は全く番せなし、 Atocha通 りはあつちだと指を指

した方向に進み、そこで通りのをを確める。通りのをは交差点や、建梅の盤など見て確める。後は地日から大体の距確

を推潤し、其の辺りまで歩いて行く。

Y字 路手前の薬局に入り、又尋ねる。地日を示し、この歓胸は何処かと訊く。東つ直ぐ進み、最初の磁地を左に折れ、

直ぐ右手にあるとSpain語 と手振りで教えて呉れた。お陰で晴い中、駅から2-た Hostelへ 2度 道を

尋ねただけで、無手付くことが出来亀

外国語が全く分からないと言つても、ヨーWガ
°
の言語であれば、極々基本的な単語は理解出来る様にして置く必要はあ

る。其の上で誇に訊けば分かつて資えるかも考えて見る必要がある。僕が良く道を尋れる時、入る所は慕局である。あ

る程度以上の知恵と知識を持つた人が比処には居ることが翔侍出来るからである。又薬局出結需後方比方にあるからで

ある。宝石店、高級ブテック、大新ルなども上質な答えが親特できる所亀

必要な情報を得る為には何が必要か? 先 ず質問する苗に自分の求めるものを明確にして置く必要がある。次ぎに孝

にどう問えば、その答えが得られるか日星を付けることだ。第 3に 、得られた答えを検証する能力が必要だと自分が理

解した相手の情報で行動した結果、最終的に目的とした的が得られた如何力、 目的地にヨ腫出来たか的何か? 目 的を

達成出来れば問題はないが、達成出来ない場合、どの段はで配逮いが生じたのかを考え、英処から避ります必要がある。

又得られた情報の精度を上げる為には沢山の質間をしたほうが良し、時間があれば、同じ所で複数の人に尋ねること亀

大方の人は善音から正しい答えをしてくれるが、人によっては、知ったかぶりで知らないことを数えてくれる母合もあ

りうるの亀 言葉も分からずに知らない土地を歩くのは、持はなホ
・
肪 上方ではなから うかと考えているが、確江は無し、

飛行機に乗り遅れたり、旅の先々で色々な竹を忘れて来る事が多くなったことを考えると、余り坊果は無いのかもしな

し、

Madridに は 2泊 し、― 所の殆どを見て日つた。Hostelは Mayor広 母に近く、何処に行くにも便

利であつた。太Bの 広母も近くにあり、そこでは中南米の日からと思われるの2-3の 音楽グループによる演奏が行わ

れて居た。真の一つにヨいてみると、メキシヨ、エタアドル、チリ等の混成グループであることが分かつた。言葉が共

通なので気に入つた者目士でグループを作れるの毛

市内人口300万 を超えるMadidは London,Parisに 次ぐチリポ窮 Sの 大部市であり、Spainの 首

都である。標高は ぼ門 P―ルあり、日の冷え込みは 12月 の初めでも-5～ 6度 になる。こ度表示は各バス停に時間と交

互に電光表示されている。
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東京と同じ様に比処には世界遠産は無いが、王言、Mayor広 母、日母、美衛密など立派な建竹が沢山あり、公田

や広場も多く、起のある町である。もう少し、時目が"ラ ドー などには是非入つてみたいもの亀

12月 2日 、Hostelの 窓口で、Granadaに 行くには如何すれば良い力ま くと、早く駅に行き予約をするこ

とだと言う。今週末から来ヨ火電口までは今年最後の連体となり、多くの人が旅に出、大都市や観光地止書も取れない

程になると言うのだ。早速早朝に駅に出かけ、予約を申し込むがGranadaを 始め行こうとしていた 3‐4の 観光地

は全部満席で予約が取れなかつた。地図を示し、印を付けた何処かに行けないかと相喪する。 S■ lanancaな ら

行けると云うので、― る。Hostelに おり、Salamancaの 書油先を採すが安い所はなく、皆 100・―ロ

を超えるものばかりであつと 日8田 には90■―pの所を予約し、一応週末の予定は付いた。序に連体の後半月駆口にS

evillaに 行けないか訊くと、これはOKで あり、早速予約する。13韓 計に払うと、一等の予おも出来亀

4日 の朝早くHostelを 出て、北にあるChanartin向 かう。坂を下り、アラドコリに出る。この通りは々

前を途中で何口か夜えるが、Atocha駅 とChanartin駅 をほぼ上直線に結虫 Madrid最 大の通りで、

最始帯となっている分離行を含め、道幅は広し、高の方から― E、 ブラド、その色の美徹 パ
'f―

、郵便局、

日立図書館など立派な建竹が並んでいる。道由の下には地
~FRが

通つており、途中からこれに乗つて0口 回田品 駅に付

く。Baloebnaで もそうであつたが、駐湖hで は中、― 車に乗る常に育竹の後査がある。す応金お X捻 検査を

するが、水等を持つていても没取されることは無し、 力による鉄道育改があつた日であり、神経を使つているようだ。

列車に乗ると完全に古席である。予約がmな い事情が分かつた様な気がする。日本のように立ち店は無いのだ。

Sahna― は□h尚 uの 北口口にあり、標高も1000と 高し、 谷間を亮車は登つて行く。雪で白くなつている所もあ

る。途中 3‐4笛 所止まり、3時 間半ほどで ― に者く。駅の案内所で地田を貫い、お前の位置に印を付けてもら

い、英方に向けて歩き出す。世界適産になっている口市宙はRの 西 lⅢ程の所にあり、予的した析巾 も便利の良い

場所であっ亀

現日もこの町に油るので、焦る必要はないが、どうも天気が気にお均 るヽ。明るいうちに町を侵ておこうと、外に出る。

世界遺産となつている口市街の外月には大きな遺Eが 取り書いており、一月は4-5キ ロであろうか? こ の西日には

Tormes川 が流れている。幾つかの活が集かつておりその中の一つはローマがここを支配 した時代に強いた助で、

今でも人々の往来に使われている。低渤 お石造りでその幅は几そ 10メ ー トル、ローマの武装野田の規模つ大きさが

毎い知れる。長さは500メ ー トルほどあろうか? B西 は 10セ ンチほどの四角の石が政き育められており、排水は

再帰から川に落ちる構造に虚つており良くできていると思う。な印は殆ど苦でEわ れている状態亀

向こう岸まで歩いてゆき、口市宙をみるとSalanancaの 町は壮大な政会を中心に出来ていることが分かる。

教会の2つ の大きなドームの塔のと、 ドームの塔が出つも見える。この辺りのTormes川 問 Ii再300-500メ

ー トル、本の生えた中調も義つかあり、ゆつくりと注れている。両岸は良く整街され、車 やcyClingが 出

来る様になっている。

Salanancaの 町性ローマ以前から存在したが、この町が有名なのは 12世 紀に起源をもつ大学であろう。0

xfordPBolognaと 同じほど古い歴史をもつ大学である。教会が大学の起源に深くかかわったのであろうか、

今でも使われている大学の技舎は歌会の回りに点在している。町全体が☆色みを青び佐け岩で出来ており、建駒にはく

すんだ赤紫の塗料で学部の名前が書いてある。町の商店の表示も同じ塗料で、全体に調和がとれ、落ち着いた感 じがす

る.大 学の需内も歩いてみたが、週末でもあり、学生の影を見かけることは無かつた。石造りの重厚な建物に囲まれ、

樹木を配 した広場に沸々と噴水が流れていたのが印象に残つている。こんな落ち若いた環境の中で学問が出来る学生は

幸せと言えよう。

おっていた田市街のホテルは日食無しで■00ユ ーロ余りであるが、葛屋はまあまあであったD風 呂も付いている。

何日振りでBBCの Newsを 見ることが出来、通求の温乱状況をほEEIH業 と

Spain人 の大― の時期であることは前にも触れた。これに合わせるかの様に空港督宮官のストの情報が流れ

ているのもSpain薄 り放送で田んではいた。 4H地 曜ロストは現実のものとなり、Madridや Barce―

lonaの 空港では欠窮が相次ぎ、イギタス人だけでも2万 人の足どめを受けていると報じられた このお、鉄道や船

便でも移動が増えているという。― に疎い外国人は大きな速惑を被ることになるが、救済法はないのであろう。

運が悪かつたと斎める力、 保険でも掛けて損害を日連するしかなし、 幸いス トは政府り介入により、九一日で解決 した

が、機材や人員の遺り操 りなどで、余注は残るろう。

翌日午後から次のホテルに移る。野市街にあり、場所は分かりやすく、駅にもやや近かつたが、ここ軸酷い所であつ

た。部屋にはベンドが3つ あるが、薄汚く、薄暗し、 それに寒し、 トイレやシャワー圭は箕に狭く、トイレの優座は盛

れている。研食抜き、これで05ユ ーロ成温棒だと予約した仲介業者には後でそ う言つておいた。ストー を見よう

と思い、 13-4イ ンチの小さなテレビのメモヨンを保すが見つからなし、 フロン トに行くと、リモヨンは20ユ ーロ

の現金保証料と引き換えにJと 、呆れた音をされる。 20ユ ーロと引き換えにリモコンを手にする。口本では聞いた

ことが無いことが起こるの亀

翌朝は速くから移動が始まる。Madridの Chanartin駅 に行き、乗り換えAtocha駅 へ、そこで乗

り換え、高西にあるSevilla迄 行く予定だと Salaコ La nCaを 出て督く行くと、右手の高い所に巨大な城壁

で囲まれたAvllaの 町が見えて来る。ここも世界迪産であるが今日は韓通りするしかとし、 Chanartinか

らAtochaま では鉄道で■Rだ とAtochaORtHが あるので、食事をする。セントメニューであつたが、

2-3の 選択が出来、魚 (多鏑 、サラダ、デザエ ト、ガス入り水を頼敵ちこれで、■0ユ ーロ程度でそれほど高くは

ない。

nSevillaま では一等の予掬亀 ■等と2等 の違いは幾つかある。 1等の座庫臣憤三庫で2等 は4備 で、前後

の間隔も広し、 1等では新阿、比 回拘に お配られる。このと、一等では時間帝よつて異なるが、メニューが配られ

国際Air便 なみの食事や軽食がでる。飲み駒は下手な生登ほより通かに良く、飲み政題だと一等の僚道パスを持つて

いても、予約時に劇途料金が必要だが、2等 との差出傑のは覧では気になる― 無い (呑兵は酒さへ出れば高くない

と思うのかもしれず、良く比較すればもつと大きいの力|ぉ知れないが、そんなことをしている暇は無いの出 .


