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前部の方には艦員の居住空間がある。軍隊は階級社会であるが、居住空間に限つて言え

ば、意外 とその格差は小さい。船長の寝室の小さいのには驚いた。幅一間の押入れ と余 り

差の無い空間なのである。他の士官の寝室は之より、更に小さく、下級士官は二段ベ ッド

と成つて居た。此処までは一応個室である。その他の艦員は三段ベ ッドと成 り、通路との

仕切 りの無い空間で寝起きしていたことが分かる。

潜水艦はこの型での第一号艦で 1971に 就航 し、地球 32周 潜航航海後 1991年 に

退役 している。その後Cheruburgに 作られた 136メ ー トルの ドライ ドックに収

められ、2002年 よリー般公開されている。

午後Cherburgを 後に、Caenに 向かう。駅にはLeopoldが 迎えに来る

ことに成 つて居 る。彼にあった事のある方は何人か居 る筈である。我々が 2度 目に

Vindel河 畔駅伝に行つた時、色々面倒を見て呉れた男である。其の時フランスから

来ていた女性 2人 が居た事を覚えている人も居ると思 う。其の内の背の高い方と良い中に

なり、お互いに行き来 している中と成って居る。

4月 27日 時間通 りに駅に迎えに出て居 り、時間が早いので、やや回 り道をして観光を

し、Heleneの アパー トに着く。彼女は公務員で何時もは遅くまで働いているが、今

日は土曜 日で早めに帰つて来て、夕食の支度を始める。彼女は如何も通常働き過ぎのよう

である。休暇は年 9週 間取れることでバランスを取つているのであろう。

何年か振 りに会 う彼女には適当なお生産をと考え、機内で日本ブラン ドの真珠の首輪 (と

書くと大猫のそれの様にとれるので、Necklaceと した方が良いかもしれない][17

0ド ノ明を用意 した。之なら軽くて、嵩も小さいので 3-4日 持って歩いても気に成 らなら

ないし、彼女も気に入ると思えたからだ。                 i

Leopoldも 手伝い、ややあって夕食 となる。 Leopoldの 友人が倒 したとい

うElkの フィレ肉料理だ。此処でこんな上等な物を食えるとは全く思つて居なかったの

で感激である。赤フインを飲み、エルクの肉を堪能する。

其の後町の中心部に観光に出かける。 フランス北部のこの辺 りは 10時 頃まで明るい。

Heleneの アパー トは町の中心地から歩いて 10分 程の便利な所にある。先ず中心部

の城郭跡に車を停め、Heleneの 職場に歩いて行く。昔尼寺であった壮大な建物を今

は行政機関の事務所として使つていると言 う。彼女の事務所は門を潜 り、コの字型に広が

る大きな建物の右手の先端の 3階 であるという。 11世 紀に建てられ戦災を免れた歴史的

な建物である。彼女の話によると、Vikingの 血を引く、Normandy(こ の地名

の由来は度々この地を襲つたViking,Nord man(north man))の

君主William the Concqurer(FrancettGuillaume)

は教会が認めない従妹のMatildaと の婿姻に悔俊の意を示す為に、この尼寺(北束部)

と更に大きな僧院 (南東部)を 互いに見える位置に作つたのだと言 う。

英文学や歴史には必ず出てくる、Norman Conquestの 主人公がCacn

を本拠としていたのは全く知らなかった。彼は 1066年 英国を征服 し、英国王と成 り現在に

黙がる英王室の開祖なのである。僕に取つては今まではNormandyは 決然とした地

名でしか無かったのだ。先ほど見て来た城PIS跡も 1060年 に彼が作つた、ヨーロッパでも最

大級の城跡である。Caenの 町は ドイツのみならず連合軍からも空爆を受けたが、こう

した重要な歴史的な建物が標的にされなかつたのは幸いであつた。 ドイツ軍を叩く為の連

合軍の空爆の際にはこれらの建物の屋根に大きな十字架を書いた布を建物の屋根に被せ、

戦火を避けたという。Caenの 町にはこの他 10余 りの見事な建造物が残つている。

翌日は200キ ロ余 り先のMont St.Michel(1979年 世界遺産登録、我が

国の世界遺産、厳島神社がある広島県廿 日市市 とは姉妹都 市)に でかける。天気は良

く、車窓から春の景色は美 しい。 2時 間ほど走り高速を降 り、日舎の曲がつた道を暫く走

る。菜の花の広がる田園風景が素晴 らしい。雄て前方にMont St.Michelの

姿が見えて来る。沿道には小さな宿や レス トランも目に付くようになる。羊の姿も彼方此

方に見える。

大きな駐車場に車を停め、約 2キ ロ先のMont St,Michelを 日指 して歩く。

島までは満潮時でも冠水 しない 1877年完成の盛 り上の道路が通つている。島とはこれで陸

続きと成つたが、之は潮流の自然の流れを遮断 していたことに成る。100年余 りの間に島の

周 りに 2余 りの砂が堆積 し、千潟の面積を小さくしてきた。ラムサール条約登録地でもあ

り、勝手の姿を取 り戻すべく、陸路を取 り除き、島との行き来を柿を使って行 う」当E備が

進んで居るが計画は遅れている様だ。現在の陸路とほぼ平行に新たな道路と鉄道の建設が

進んでおり島との数百メー トルは橋とし、その下を潮流が行き来できるようにするとい う。

完成後は現在の陸路は撤去することに成る。

力殆のア許務み努乳姥ぞえヶとくラ払っ形姿が均徘4′すクラ翔彬
ゼ顛る蒋k逮じる。ル象耳
.ヽヵe卵筈際歓渉!しを1午あ寸3報ポ

解オ尭身デにぱ)しろうてす卜角移レち
″.ツ=み↓・作っ象とは老ん

湘ド配 ヴ。_|



■ 00キ ロマラソン じ ゃ あ ―ヤえ王 る

19拠年9月15日第 1号 発行～

997丁0826:鶴岡市美原町30‐24

.ぶ02:315(2i2)i31669

2つr・J年 ど月′,日
島のあるサン マ ロ湾は世界でも干満の差が大きな所で 15メ ー トルにもなり、沖合 18

キロにも及ぶそうだ。

島は古くは墓の山としてケル ト民族の聖地であつた。その後キリス ト教の伝来の後、8世

紀の始めごろから聖地建設の伝聞が残つて居る。 10世 紀後半修道院が建てられ、その後

増築を続け 13世紀には現在の規模となったという。その後英仏間の 100年戦争時には要塞

として、またフランス革命時には監獄として使われ、
一時は荒廃 していた。破壊、改修の

歴史の中で、主要部のゴシック様式の他、その後の時代の建築様式に見られる修道院であ

り、カ トリンク教の聖地である。此処からスペインに繁がるサンチャゴの道は世界遺産と

なつている。

島に着くと左手の方から反時計周 りに細い石畳みの道を上って行く。道の両側はレス ト

ラン、カフェ、お上産屋等が軒を連ねる門前町だ。其の外れに僧院への入 り日がある。切

符を買い、英語のオーディオセ ットを借 り、僧院内部を見て回る。この問Leopold

とHeleneは 何回も来ているので、外で待つていた。

中は修道僧たちが瞑想に耽つたと言 う美 しい回廊やその中庭、礼拝堂、厨房、食堂、賓

客の間など僧院生活に必要な空間が色々な建築様式出来て居た。上部から湾を見ると広大

な千潟が広がっている。子潮時であり、2-3の グループが裸足に成 り、陸地に向かつて歩

いて居た。水温む春の干潟の感触は気持ちが良いに陽が居ない。

見学を終えて、昼食である。観光地であるので、物価は高い。名物だと言 うクレープ風

の料理を頼む。中くらいの皿に薄い生地の上に目玉焼きがのった物が 16Euroで ある。

之では足りず、ムール貝、それにもう一つの名物オムレッツを分け合つて食べ、3人 分で

70Euro払 う。

帰 りに第 2次 世界大戦の激戦地D― Day Beachesに 寄る。英米を主力とする

Normandy上 陸作戦の地である。Omaha,Utah, 」 unO,Godl, S

word等 の謎めいた名前が付いて居る。Omahaは アメリカ、ネブラスカ州の州都で

あり、勿論其処には浜辺等はない。Utahも 然 りである。そもそもD― Day,H一 H

our等 の言葉そのものがその意味が分かるものにしか分からない軍事用語であつたのだ.

その手前の海の見える小高い丘の上には ドイツ軍の砲台の後が,錆 びた大砲と共に数基残

つて居た。砲台は頑強なコンクリー ト製で半地下となって居 り、丘と一体と成つた感 じだ。

各々中には砲弾、弾薬などの倉庫が備わつて居 り、当時の戦い姿が思い浮かぶものだ。

アメリカ軍が上陸したOmaha Beachは 幅 200-300m、 長さ 6キ ロ弱の

白砂の立派な海岸で、今は穏やかその物である。上陸作戦が開始された 1944年 6月 4日 早

朝、アメリカ軍だけでも死者 300人 、負傷者 4万 人の人的被害が出た海岸である。この作

戦の成功が大戦の勝敗を決 したとも言える歴史的な戦場は、今は自然の穏やかさを取 り戻

している。浜には塔も建っているが、このまま静かな浜辺であつて欲しいものだ。

傍には広大なアメリカ墓地があるが、午後 6時 を過ぎて居たので、中を見る事は出来ず、

Heleneの アパー トに急ぐ。

m2人 共其々の仕事があるので、一人で、市内の観光をする。午前中は歩いて20

分程の所にある、大戦博物館に行く。映像やパネルを使い先の大戦の推移が分かる様な展

示が為されてお り、急いで回つても半日は優にかかる。説明は勿論フランス語であるが要

旨は英語でも出ている。丁寧に読んでいる暇は無いので、写真を沢山とる。 日本は欧州の

戦場には開 りは無かったが、大戦の一方の相手として、一小問には日本刀や Hの 丸の打せ

書き、軍服などの展示が為されていた。

Caenの 町は激戦の舞台となった所であり、幾つかの歴史的な建物を残 し、壊滅に近

い状態となつた。其の復旧には 14年 を掛け、今の姿を取り戻 したとある。綺麗な花の咲く

広場が彼方此方に在 り、立派な街路樹の道路も整備 され、川や運河に沿つて近代的な中層

住宅街が広がる近代的な町と成つて居る。戦争の悲惨さを風化 させる事無く、何時までも

美しい町であつて欲 しいものだ。

30日 8時 過ぎ、 Leopoldと 僕はHeleneの 車で駅まで送つて貰い、3人 其々

の生活に戻る。僕は列車でBordeauxに 向か う。途中TGVに 乗つて居る岡可なり

の雨が降って居たが、4時 過ぎ目的地に着いた時は止んでいた。 Bordeauxで 乗換

え、Medoc寄 りのBlanquefortで 降 り、Caenか ら予約 していた宿に荷

物を置いてMedocに 向かお うとする。駅で時刻表を見ると、Medoc WinO

MarathOnの 町まで行くと、帰 りの便は無くな り、今 日中に宿に戻れなくなること

が分かる。支線のまたその支線と云つた様な鉄道で、一応電化はされているが、 ln―

ternetで 調べても路線さえ載って居ないローカル線で、運行本数も極めて少ない。

雲峰さんの走ったMedoc Marathonの コースは見る事は出来ず、途中駅で

降り、一面の葡萄畑を見て、宿に戻る。葡萄は今膝位の高さの主幹に 5-6枚 の黄緑の業つ

ぱを出 して居 り、盤て花を咲かせ、蔓を仲ば し、秋には立派な実を付けMedOcの

Wineと なつて世界の食卓に乗 るのを静かに待 つている風である。彼方此方には

Chateauと 呼ばれるWineryが 見え、其処への表示がでている。


