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が、此処には平和な暮らしがある。急流に沿つた谷は狭 く、両側には可なり高い所まで人

家が立つているぃ

覗同も素晴 らしい天気だ。バスは午後 1時 半なので、其れまで歩く事にする。下流に向

かって遊歩道を歩く。地元の人も歩いて居る薄いスポンジ状の物を張つた衝撃の少ない蕗

面で、気持ちよく歩ける。町を外れても延々と続いて居る。時々自転草で通る人も見かけ

る。 2時 間ほど歩き折 り返す。ホテルに戻 り、荷物を受け取る時、
“
もつと長 く預かつても

良いですよ
“
、云われ心の豊かさを感 じ、お礼を述べ分かれる。免税店でAureli―

enに はWhiskey,奥 さんにはChocolate、 締めて45Euro,を 買い

バスに乗る。

バスが鉄道駅の傍にある大きなバス停に着いて、やや待っているとAurelianが

迎えに来た。やれやれである。今夜は彼の家に泊まり、明日レース開催地に向か うことが

出来る。

彼は空港に勤めて居 り、町から30分 程の郊外に住んでいるという。空港に立ち寄 り、

管制塔の傍の建物を指 し、あれが自分の職場だと言つた。 どんな仕事はしているのかは言

葉が不自由なので分からない。次いでAirbusの 製造工場の傍を通る。巨大ない建物

の切妻が 4つ 此方を向いて立っている。棟は一体 となつていて兎に角大きい。 4機 の

Airbus 380が 同時に組立可能な建物で、更にその奥にはもう一つ同 じ工場が紫

がつているという。

直ぐに道は砂利道 と成 り、周 りは麦畑 となる。間隔を置いて 2-3戸 の住宅が見えてく

る。その中の一つがAurelienの 家だ。道と敷地を隔てる塀の円を通 り、 2-30

m入 つた家の前で車を停め、中に入る。玄関に続き 100m2程 の広間、それに隣接する

台所がある。 1階 はこの他、 トイ レ、風呂、彼 らの寝室が有る。僕の泊まる部屋は2階 で

8畳 程以上の大きさがある。家は土地を買い、 20年 ほど前に作つたと言 うが、未だ完成

はして居ない。常時使 う部分は出来上がつて居るが、その他の部分はコンクリー トが打ち

放 しであった りする。2階 に上がる階段は手作 りらしく、可なり急でギシギシと音がする。

欧米では暫時家を完成させていくのは珍 しくないのだ。

畑に囲まれた家であり、裏庭も広い。間口100m、 奥行き 300m、 3000m2の

数地があり、夏は草刈が大仕事だという。隣の家では鶏を飼つてお り、時々此方に来て、

花畑をあらすこともあるという。昔なら当たり前の暮らしが此処にはある。

広間では訪間中の彼の父親がテレビでサッカーを見て居た。今年 80に 成るそ うだ。

Aurelienの 母親は目下膝の手術で入院中なので、日中はこうして彼の家で過 して

いるという。夕食の後、奥さんが車で送つて行つた。食事中拙い芙語で彼の生い立ちを話

してくれた。彼の家族は父親の代にSpainか らフランスに移住して来たとい う。彼が

子供の時であり、彼はSpa inttFrance語 ほぼ同 じ様に使えるが、父母はフラン

ス語はあまり話さないという。 ヨーロッパは陸続きなので、この様に他国への移住は比較

的多い様だ。

食事の後、彼が走ったマラソンのメグルを出して見せて呉れた。Barce10na、

Medocは 各々 10回 以上走って居 り、Barce10naは お気に入 りの様だ。

Medocも 良いが、人気があるレースでEntryが 段々難 しくなっているともいって

いた。この他、StockhOlm,Roma、 Paris等 も走っている。

明日はラッシュ時の渋滞を避ける為、6時 起き7時 出発と云 う事にし、就眠。

6日 朝隣の鶏の鳴き声で時間前に目が覚める。パン、チーズ、ヨーグル トの朝食を摂 り、

出発する。 1時 間程田園の中を走 り、小さな集落で停まる。小ぢんまりとした家に入り、

コー ヒーを飲んでそこに住む女の人を乗せ、会場のLe Lucに 向か う。道は良く、天

気もいい。順調に東を目指 し走り、途中一度小用を足す。次に停まったのはアチラ風休憩

所だ。可なり広い場所に、椅子やテーブル等が置いてあり、多くの人が車を停め、食事を

している。 トイレと水道が在るだけの施設で、雨の日は如何するのであろうか。欧米では

日本の様なサービスエ リアなど見たことがない。草で旅をする人は食料や飲み物を持ち込

み、この様な所で食を摂るのだ。昼飯は同乗のCatalineが 用意して来たサン ドイ

ッチやサラダであった。好天の日はこの様な所でワインを飲みながら食事をするのも悪く
・

は無い。
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東京柴又 100Kに 出走してきました。会社の友人に誘われたのですが、土曜 日開催で、保育園を休ま

なければならないので、最初は断ろうと思いました。でも、①東京都内で初の 100Kマ ラノン、第一回

大会、② ここ数年、100K完 走はごぶさた、③制限時間 11時 間の鶴岡は、今年もかなり厳 しいかも… ・、

④鶴岡前のひとたたきとして効果が出るかも?、 ⑤まあ、一番の理由は誘いを断るのもなんかな～、など

を勘案 し、保育園は休ませていただくことにして、出走することにしました。

当日朝、誰かいないかとうろうろしていると、鶴岡でおなじみの石田さんが私を見つけてくれて声をか

けてくれました。 しばらく歓談。 自分は 「小」をもようしていたが トイ レが少なく、大小男女混在で列の

進みが見えないし、川原は人目が多くしず らい。スター トの並びが始まり、人が少なくなったところで、

草叢で用を足す。

ナンバーカー ドやチップは事前送付で、当日は直接行つてスター トラインに立てばよい仕組みである。

まさに日帰 り可能である。スター トは 8時 から2分 おき10組 のウエーブスター トでまったく混乱もなく、

スムーズにスター トできました。 自分はGグ ループで8時 12分 。スターターの増田明美さんとハイタン

チ。ちょつとミーハーな気分。

コースは、江戸川沿いのサイクリングロー ドを淡々と走 り、上流に45K進 み、スター ト地点を通 り越

してさらに下流に 5K進 み折 り返してゴールというもの。景観 としてはマイコースの多摩川や鶴見川 と大

差ない。それほど良い景色でもないが、天気も良く、川幅が広く、結構気分がよい。人がいつぱいいるの

で、とりあえず何 となく走る。

今 日は、あまり考えずに楽なペースで行こうと思つていたが、時計を確認するとキロ6分 10～ 20秒

位。たぶん速すぎる、とは思つたが、無理にペースを落としても気持ちがよくないので、とりあえずその

まま淡々と行 く。 45Kの 荷物預かりのエイ ドステーションまでは食べるものも少なく、ほとんど水かス

ポーツ ドリンクしかなく、かなり空腹。ここのエイ ドで、おにぎり、茄子の潰物、味噌汁、オ レンジなど

をいただき (一度に食べ過ぎ)、エイ ドを出ようとすると、会社の友人が入つてきた。まあ、一人で出てい

くのも何なので、しばらく歓談。彼は、預けた荷物の中から、自分の好きな食べ物 (元気の出る炭水化物

源 ・・・ただのアンパンですが ・・・)を 食べ、しばらく一緒に休憩。

せつかくなので、友人と一緒に走 り始めました。しかし、どうも体が重くさつきまでのように走れない。

キロ8～ 9分 くらいのスピー ドしか出ない。仕方がないので、友人には先に行つてもらう (リズムが合わ

ない)。キロ8～ 9分 のペースは自分の体にはよくなじみ、ほとんど歩きを入れずに進める (でも、45K

からすでにこんな走 りでは、鶴岡の完走は無理々々、あ～ 1)。周囲は走つている人もいれば、歩いている

人もいる。よく観察 していると、みんな歩いたり走つたりしているから、何度も同じ人と抜きつ抜かれつ

つになる。歩いている友人に追いつく。彼は 「追いつかれちゃいましたね ・・・」と言いつつ、また走り

始め、私を引き離 しに (?)か かる。 しばらくするとまた追いつく。これを何度 となく繰 り返す。途中、

ラーメンのエイ ドがあり、ありがたくいただく。麺は固まつていたけれ ど、脱塩 した体にスープが うまか

つたです。でも、全体に炭水化物の食べ物が少ない。 どちらかというと、たくさん食べて走ることに慣れ

ている自分にはきつい。

こんな感 じで 90Kで また友人に追いつく。ここから砂利道なので一
緒に歩く。 1.5Kの 砂利道が終

わったところで友人に逃げられる。すでに周囲は閣で幻想的 ?な 雰囲気。でも走りの方の気持ちは盛 り上

がらず、なんか進みがますます遅いで。 98Kの エイ ドでまた友人に追いつく。ここにはなんと大好きな

スイカがあつた。 うまい。
一切れ食べると欲望に勝てず、さらに 3切 れほどいただく。彼は、スイカは嫌

いなので、当然のように逃げられる。十分食べたとところで、あとはとりあえずつぶれてもいい?の で、

気力を振 り絞つて試 しにスピー ドを出してみる。キロ5分 くらい出る (意外 と、力残つているじやん ?)。

とい うことで、友人を抜き去って、さらに約 5分 引き離 してゴール ・・・(ネットタイムで 12時 間 44分

7秒 )。でも、友人は8時 18分 スター トでしたので、ネットタイムでは私の負けでした。

ゴールでは、なんと、うれしいことに、応援に来ていた内山夫妻、参加 していた越田さん、

さんにお会いでき、しばらく欲談させていただきました。なんだかんだいって、やっぱり1
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