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り回るのだと言う。

23日 朝山に向かう。山と言つても精々4‐500メ ー トルの丘と思えば良い。よく整備 され

た駐車場に車を止め、走 り出す。カメラを片手に持つてユックリと自分のペースで走る。道は一

本道なので迷 う事は無いと言 うので、安心 してユックリ行ける。分からなくなれば戻れば良いの

だ。山は低いが結格上り下りは険 しい。hilは 50マ イルに波り続 くそ うだ。空気は椅麗で、

トレーニングには絶好の場所だ。走っているも人も少なく、90分 の間に会つた人は 2人 のみで

あつた。眺望の開けた所で写真を撮るが、昨日と異なり語がかかり思わしく無い。Sanh Monia

の町、某の遥か彼方に LttAngelesの 高層 ビルも微かに見えるが写真にはならない。下つて行 く

と、道の真ん中に野兎の子が革を食べている。驚いて逃げる風も無い。

Devyが 折 り返 して来るが見えるので、こちらも引き返す。町まで送つてもらい、夕食の約束

をして分かれる。其の後は直ぐ傍の通 りで開かれて居る百雑市に行く。アメリカの町では定期的

に、町の道路や広場等を開放 して、生産者と消費者が直接取引する機会と作つている所は多い。

凡そ農産品は殆 どそこで買える。野菜、果物、茸、蜂蜜、卵、肉,チ ーズ、ジャム、ノースや ド

レッシング類、パンや花などが売られて居 り、賃味をし、納得すると買つていく。柑橘類などは

種類が多く、酸味や甘味の気に入つた物を買うことが出来る。何より、生産者の顔が見えるのが

良いようだ。本来これが当たり前だ。並んでいる商品の形は不描いであるが、買う田は余 り気に

して居ない様だ。多くの店では Ognicの 表示を出している。

其の後暫 し昼寝をし、4時 ごろから又海岸を歩き、其の後市庁舎やヨンサー トホールを見た後、

3番 通 りにある300メ ー トル程の歩行者天国を見て歩く。日本の赤提灯を沢山吊るしている店

もある。店の外壁には Izakayaヒ遭ngeと 書かれている。又表に吊るしてある提灯には日本語で、

寿司、ラーメン、酒,やきとりなどと書いてある。比れを読み、意味を解するアメリカ人は多く

は無いであろうが、何と無く雰囲気は読み取れるのであろう。アメリカ、特にカリフォルニアは

新しいものを受け入れる姿勢が強いように思 う。

Devyの 案内で菜食の店に行 く。色々な野菜を自分で好きな様に取つて食べる。

スープや肉料理もあり、バランスの良い食事の出来るところだ。理由は知らないが、55に して

未だに独身の彼はそれなりに食事には気を付けているのだ。今日は侯が払 うことになつてお り、

請求書をみると20ド ルと安い。アルコールを飲まなければこの程度で済むのだ。

明日は Fort WOnに 向か う日で、彼が空港まで送つて呉れる事になり、正午に宿に来ること

に成つた。

Fort Worthに着いた時は薄暗くなつていた。比方の方が時差の関係で一時間早く日が暮れる

からだ。勝手が分からない町なので、タクシーに乗 り宿に向かう。35ド ル払 う。Shutde Van

であればこの半分で住むかも知れない。

Da■asTort Won空 港は Danasと Fort Wonhの 中間にあり、宿はFort Womの 中心街か

ら更に西に位置 している事が分かつた。

何と無く疲れた感 じがするので、英の日は直ぐに寝て、次の日もホテルの周辺を歩いただけで

あつた。後はテレビを見ながら横に成つていた。テ レビの話題は中東情勢、連邦議会での予算の

攻防、公務員の雇用や社会保障に関する要求と州知事側 と対立よる WIsoongin州 議事堂の立て

篭もり等であつた。連邦攻府に しろ、WigoOnsin州にしろ、予算が不足すると行政やサー ビスが

完全に停止する厳 しい現状にあるようだ。

02.27 Comm ManhOn

今年になってから慌てて決めたレースである。昨年は同じ頃 SequOiaの 50Kの hil Raoeを

走ったので、同じ様なhil Ra● eが 無いか当たって見たが見つからなかった。偲々、Fort Wbrth

で 50Kの レ材があるので、之に飛びついた訳である。

冬は航空運賃が安いので貧乏人の旅の季節であり、今年に入つてから4度 目の旅行で、6万 マ

イル近く乗つている。安い上に機内が空いてお り色々は特典が利用できる。昨年 11月 と、今年 2

月で三回波米しているが、何れも国際線は Businessクラス、国内線は一等全て込みで 10万 程

なのだ。8月 にも渡米を計画しているが、これは西海岸への国際線のみで、国内の移動は全く無

くても、 18-9万 もするのだ。

Fort WOrthは Dauasの 西約 100キ ロにあり、アメリカ最大の軍事基地の町だ。最近では基

地の精神科の医師が乱射事件を起した町として覚えている人も居ると思うが、町を歩く限 りでは

軍隊の存在は目に付かない。広大な町なので基地は町から余程離れた所にあるのだろう。
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町の歴史は 150年 ほど遡るに過ぎないが、今や全米 17位 、人口70万 を超える都市であり

20年 後には 120万 を超える予測が出ている。元々は家畜の集散地であり、これが CowtOwn

Marathonの 元である。今回で36回 を向かえる大会であり、土曜 と日曜 日に時るレースヘの参

加者は 14000人 を越える。

土曜 日に大会の受付に行つた時には 5キ ロと10キ ロのレースの最中であつた。子供の部もあ

りを着男女入り乱れてn由 抗 を目指 していた。受付は町の真北にある文化地区のWlll Rogers(無

声映画から有声時代の俳DMem両 回 CenLrで 行われ、明日のレースの Startと Finishは 比処

となる。周 りには大きな豚舎、羊舎、合舎が各 1棟 、牛舎は 3棟 ある。其の大きさは半増では無

い。  競 などの時、今でも使われているものだ。これ らは伝海産業の姿を示す文化と見ている

のであろう。牛舎の一つではまの市が開かれていたが、半分以上の空間は空いていた。別の一棟

は何処でもある Marathon 町 が開かれて居 り、ここは略会場が一杯になつていた。大きな

道路を隔てた反対側には巨大な科学歴史博物館もある。美行鵠も傍にあるという。何人かの迷彩

服を着た軍人の姿を見かけるたが、彼 らも何らかの形でこのレースに拘わるのであろう。

受付の後、町の中心部に歩いて行く。巨大な高層ビルが建つているが、これらを美 しいとは思

えない。僕が美しいと思 うのは、個性のある建築物であり、実用以外にゆとりを感 じさせる建物

である。これらは往々にして、宗教的建物、税金を注ぎ込んだ公共の建築物、大金持ちの住居な

どである。

町の中でその様なものを探 して歩く。巨大ビルの中に挟まれてひつそりと侍んで居るそれ らの

建物こそ歴史的な存在なのだ。その様な建物も歩いている内に次々と見えて来て、写真に収める。

Fort WOmの 町は中心部こそ高層建築があるが、後は四方に果てし無く広がっている町だ。街

中でも郊外でも建築面積 と道路面積の比は何処の都市と比べても後者の比率が高い様に思える。

夕方前にホテルに電話を掛け、Shume Serioeを 依頼 しホテルに戻る。各自が車を持つて

いる社会では公共交通機関は極めて限られている。アメリカでは高速道路でも一番外日は歩行が

許されて居るようであるが、余り気持らの良いt)げ)で;士無い.‖t来る限り、車道は車で通つた方

が良いのだ。

翌 27日 Starcは 7田寺なげ)で 6口寺に Rttiを ,評りして置く】この時間には Shutde S研 宙oeは

無いのだ。 20分 程で会場に着く。Tipも含め22ド ル払 う。

朝方ある程度の寒さを想定 したが、T‐sh古じと短ハンで寒さを感 じ無い。緯度的には宮崎市より

やや北に位置するが大陸性の気候で寒暖の差は大きい!昨 日は 23-4度 まで上がり、快晴であ

つたが、今回は曇 りで共れより3-1度 低め ,想だという】嵐 t)5-6メ ー トルの予想で、走る

条件は先ず先ずであろう、周 りの人達の出で立らt)参考にし、この主文でたる事に決め、持つて

来た衣類全てを演ける。場所は豚合である。

7時 15分 前に出走地点に並ぶ。7時 の出走であるが 一 向に其の気配がない。音楽やら周 り

ざわめきで400メ ー トル佳前では何が起こっているのカリ
｀
ッハ リ分からない。基地の町である

のでスター トは大砲でも使 うのかと思つていたがそうでは無いらしい。如何やらグループ毎の時

差スター トのようだ。僕の属する最後のグルーフがスター トの計時マ ットを跨いだのは 7時 半ご

ろであつた。最初はユ ックリ大みのランナーが対向革線 も含め4車 線 一杯になつてたり出す。如

何やらH劇 LFun,50K人 り乱れてのスター トのようで、ゼッケンの色の異なる人が多い。それ

に女性が多く、3分 の 1程はランサーとは思えない体jSlの人たちで、最初から歩いている人もい

る。アメリカにはヨンナ大会もあるのだ!:後で角lつたが、L催者側による足切りは全くなくHar

に 5時 間掛けてもいいのだ。

スター ト後 1マ イルの先まで4市 線の道をたり、その後やや狭くなるが、川沿いの公園の中の

道を半マイル程走る。新非の吹き出 している木立の中をたるのは気持ちの良いものだ。其の先は

疎らに建物のある市街の道路 となる。梅短い間隔で右にたに折れながらのコースであり、舗装の

良くない所もある。この辺 りの地形は若十の起伏はあるが概 して平坦な と地で気にするほどの高

低差は無い。一番傾斜のある所でも、1キ ロ路たり30メ ー トル以 下で、他の場所ではキロ当た

り教メー トルの起伏 と思えば良い。

給水所は 2-3マ イル毎になり 水 、スホーツ ドリンク、中柱よりはバナナ、オレンジ、チュウ

ブ入り炭水化物などがあり、贅沢を言わなければ脱水やガス欠になる心配はない。3-4マ イル

にかけては左側に基地、川を渡ると公田があり、f可れ も広大なものだ。コースは大きな道路と交

差するが、其処には何人かの警官が交通整理をしてお り、ランサー優先で車は警官の指示に従い

ユー2台 ずつ通過が認められている。長い列が出来ているが、市立った雰囲気は無く、車の中か

ら手を振る人も多い。 この辺 りでutshirtを脱ぎ ll半身裸に成って走る。

気温はそれほどでも無く、風 もあるが蒸 し暑いのだ。樹 子モ)脱いで腰に挟む。先ほどから何人か

が裸で走つて居 り、此方ではそれ程奇異な格好では無いらしく、女性警官などもウィンクを送つ

てくる始末だ。主催者も勿詩何も言わない。ゼ ッケンは全く見えない状態に成つているが、チッ

プで全てが管理出来てお り、運営 L問題となることが無いからであろう。比処で言うチップは厚

手の紙テープに磁気印刷 したものであろうか、これを靴紐に適 し、両端を合わせると接着する様

になってお り、軽くて便利だ。

6-7マ イルの間に 19世 紀の後半に作られ、今は観光の目玉となつている広大な家畜の集敵

地及び市場がある。比処がコースの北の外れとなり、後は商に向かつて走る事になる。フルマラ

ノンは大まかには、日本の本州の様な形をしたコースを、新潟から走り出し、日本海田沿いに北

上し、青森から南下、下関を回つて新潟まで戻ると考えると良い。この問重複する所は26マ イ

ル直前の数百メー トルのみで、略完全なループと言えよう。50キ ロはこのヨースの26マ イル

手前から北に向かう尻尾を付けた物と思えばよい。


