
西オーストラリアの州都      2006.9.30～10.5 

ワイルドフラァーとパースの旅 

 9月 30日～10月 5 日にかけて春の西オーストラリア、パースを訪れた。こ

の時季は雤も尐なく、日照時間も長くなる季節。気温も今の日本と同じくら

いで 25℃くらい。ただ朝方は日本より冷えて 12℃くらいになる。インター

ネットで調べた天気予報は晴れつづき、ワイルドフラァーが咲くオーストラ

リアへ飛んだ。 

  

シンガポールで知った中日の勝利 

  

シンガポールエアラインの SQ-981便はセントレアを定刻の 10.10”離陸し

た。ボーイング 777-200は 3列席が、窓際 2列と中央に 64 席あり、私たち

は中 61列の E と Gの席だった。シンガポールまで約 7時間の飛行だが、備

え付けの TVは日本語放送がなくちっとも面白くなかった。飛行情報ばかし

見ていたが、ちと退屈した。およそシンガポールまでの中間点では高度

12.192m、速度 968km、目的地まで 3時間 12分とあった。フィリピン上空で

尐しゆれたが、無事にシンガポールチャンギ空港に着陸した。 

  

  

空港内のオアシス             無人のスカイレール 



ここで乗り換えのため 3時間の待ち時間がある、空港内を探検しようと出

かけるとインターネットコーナーがあった。パソコンを見ると日本語が見え

ていたので、ニュースをクリックすると中日が 7対 1で阪神に勝利、荒木と

福留の 2塁打を伝えており嬉しくなった。 

そのあとターミナル 1へ無人の電車スカイレールに乗って移動。そこでは自

動小銃を持った軍の兵士 3人がパトロールしているのに出会った。びっくり

だ!! 腰にはナイフも装着している、日本では見られない光景だ。しかし、

ほんとにテロとか無法者から守るためには当然のことなのだと思う。うろう

ろ見て回ったがあまり広いので、コーヒータイムにして休憩した。その後ガ

ーデンに出てみると、外はとても蒸し暑かった。でもひまわりの花はみな上

を向いて咲いていた。そして室内では美しいランの花があちこちで見られた。 

  

夜景はきれい、でも入国手続きは----- 

 18.50”シンガポールを離陸、夕食にあたる機内食はフイッシュ.人参．コ

ーン.五月ささげ.しいたけとパスタサラダにパンでなかなおいしかった。飲

み物はホワイトワインをいただき、良い気分だった。そして、5時間後にパ

ースに到着した。窓から見えたパースはまるで宝石をちりばめたように輝い

て、とても美しい眺めだった。23.42”着陸し入国手続きが始まった、とて

も長い列が続きどれだけ時間がかかるのか心配になった。見ているとスーツ

ケースを開けて、お菓子まで出しているではないか!!たくさんの人が並んで

いる割には、すべてのブースが開いていないのだ。観光を売りにしている国

らしからぬ姿にがっかり、団体客の扱いはもっとやり方があるというものだ。

入国カードの⑥お菓子、⑦薬 にチェックした人が調べられているのだが観

光客ならいずれも常備薬を持ってくるし、お菓子の一つも持っている。 

すでに日付も変わった、さすがに検査官もあまりの多さに手を焼いたのか

一人の大柄な検査官がわれわれの列に来て、何か言っている。入国カードを

指して要はお菓子と常備薬だけかと言っているらしい。次々に並んでいた人

がレッドからグリーンの窓口に変わる、私たちもお菓子だけだと言ってポケ

ットからアメを取り出して見せると、即 OKで同じくすんなりグリーンの窓

口に変更となり通過することができた。もちろん日本語でしゃべったのであ



り相手に細かくは伝わっていない。いくらテロ対策とはいえ、厳しければよ

いというものでもあるまい。初めからこうした手続きをしてくれれば良いの

に、こうしてオーストラリアへの第一歩は始まった。 

  

二日目 晴れ 

4H のドライブでピナクルズの観光へ 

  

パース滞在は 3日と半日の旅で、最初はインド洋を 300km 北上して広大な

ナンバング国立公園セルバンティス近郊の奇岩郡「ピナクルズ」見学だ。 

現地ガイドは大柄な日本人女性京子さん、オーストラリア滞在 20年。バス

ドライバーはミスターロン、茶のシャツがスキンヘッドによく似合う。8.00”

にパースの街を出発する、街路樹にも花の咲いている木が多い。公園の芝の

緑が朝日に映える、大きな樹木が多いのがすばらしい。 

スワン河を渡り街を離れると、写真で見たパースの高層ビルが数棟だけ目立

っている。 

  

  

カンガルー除けのルーバーをつけている   美しい街 

  

ガイドの説明してくれた西オーストラリア 

 



オーストラリアの 1／３を占める西オーストラリアは、日本の 3倍の広さ

を有し、金やボーキサイトを初めとする鉱物資源豊かな土地。パースはまだ

176年の歴史しかない、ここは囚人の移民を受け入れなかったために開発が

遅れた地域なのだ。人口は 190万人で内 140万人がパースに住んでいる。つ

まり、パースしか街はほとんどないに等しいのだ。地中海性気候で夏は 40℃

にもなるが冬に雪は降らない。 

 名物となっているのが山火事、自然発火も多いが放火も多いそうだ。自然

発火は雷もあるが、山はユーカリの木が多くこの木には油分が含まれている

ことから、風でこすれあい自然発火の原因となっているという。ところが、

この山火事の有無が自然界に大きな影響を与えているという。バンクシアと

いう木は、自分自身では実をはじけて種を飛ばすことが出来ず、火事を利用

して飛び散るそうだ。火事のあった翌年は花が多く見られるのだという。 

 オーストラリアといえば羊を連想するが、最近は羊が減ってオリーブ畑が

増えているという。ぶどうの栽培が広く行われており、食べるぶどうの栽培

は三角の木が組んであるのに対し、ワイン用のぶどうは棒が立ててあるのみ

だ。サンダルホートンワイナリーの赤ワイン「シラーズ」が知られている。  

あまりにも広い土地にポツンとしか住んでいないため、病気した時の対応は

フライングドクターの制度がある。これは民間の制度で無線を使っている。

また、一般の救急車は有料だという。 

 パースの街から 30 分ほど離れた所で、一戸建ては 4000万円以上すると言

う。最近は物価の上昇が激しいそうだ。給料は週給８００ドル、月給だと 32

万円。シドニーだと 36万円ほどとか。さしたる産業もないのに高収入が得

られるのはちょっとうらやましい。オーストラリアといえばカンガルーとエ

ミューに代表されるが、この動物が大事にされる理由の一つは「後ろに歩け

ない、前進あるのみ」という点があるそうだ。なるほど、人間も常に前進し

たいものだ。 

 

走っても走っても－－－－休憩は GS 

  

郊外へ出ると信号は一つもない、どこまでも牧場や平原が続く。でも退屈

はしない、緑の牧草地の端 2mは草のない砂利道になっている。これは山火



事対策で延焼を防ぐためという。そんな景色を見ながらバスは 100km程のス

ピードで走る。道路はさほど広いものでもなく、普通の道だが、何しろ車が

尐ないので我が道という感じなのだ。速度制限は 110kmと決められていると

いう。そんな道路で時々すれ違うのが、ロードトレインと呼ばれる日本のト

レーラーの 2倍はあるトレーラーだ。このでかさを知らない日本人が、追い

越しをかけて抜くことが出来ずに対向車と衝突する事故がおきているそう

だ。休憩の都度見たがいろいろな種類のロードトレインがある。まったくば

かでかいのにびっくりだ。 

 

  

               ロードトレイン 

  

トイレ休憩はすべて GS(ガソリンスタンド)である、そしてここは地域のマ

ーケットにもなっていた。つまり GSを街の中心にするしかないほど家が尐

ないということだ。 

 

ランチはオーストラリア米の割り子弁当 

  

施設のあるなしの関係でランチは 11.30”と早かった。平屋建ての大きな

建物は食堂とお土産屋さんを兼ねていた。店内にはドライフラァーがたくさ

ん飾られて人目を引いていた。出された食事は割り子弁当、ところがこれが

うまかった。米はオーストラリア米なのだが、全然違和感がなくておいしい

のだ。ごちそうは鮭の焼いたもの、しいたけの煮物、人参と竹の子・生揚げ



を煮た筑前煮と、つけものだ。オーストラリアに来て最初に和食をいただく

とは思わなかった。食事の後はお土産を見てまわり、カンガルーの人形を

7$で買った。そのあとお店の周りを歩くといろいろな花に出会った、赤いボ

トルグラス、黄色のミモザ、名前の分からぬ紫の花、ピンクの花------。 

  

  

ボトルブラシの花            ホワイトステムドワトル 

   

インド洋も見える砂漠に奇岩の数々 

 

ピナクルズは空が澄んできれいだ 

  

ランチの場所から 20分ほどで 12.40”にピナクルズに到着した。砂漠の中

に突き出た岩の数々は、日本の秋吉台に比べかなりでかい。最大で 4mの岩

があるという。われわれが見たものでは 2.5m位の岩がでかいものだった。 

おもしろいのは、バスはだめだがマイカーは砂漠の中に乗り入れができるの

だ。もちろんレンジャーがいて監視をしている。 



展望台からの眺めは砂漠の中の奇岩郡と、その向こうには青いインド洋が広

がっている。不思議な景色といえる。最初にこれを見つけた人はお墓と思っ

たというが、そうかもしれない。そして、ガイドの京子さんが言ったように

空を見上げると、そこには真っ青なブルーの色しかない、混じりけのないブ

ルーを見ることが出来る。夜きたら星空は一段と美しいことだろう。 

ピナクルズの見学を終えて、来た道を 300km戻ることになる。1Hほどの見

学のために 4H かけて走ってきたので、4H かけて帰ることに。 

 

桐の木の花がきれい 

  

あちこちにいろいろな花が見られるが、バスの中からではよく見えない。

それにガイドが説明してくれてもバスはすぐ通り過ぎてしまう。そんななか

はっきり見えたのは、花ではなくピナクルズ近くで野生のエミューを見た。

カンガルーは見られなかった。このエミューは雄が子育てをする。それだけ

なら格別変わってはいないが、その間雌は次の相手と浮気?をしているとい

う、おみそれいたしました。 

花で印象深かったのは、桐の木がたくさん植えられており、丁度紫色の花

が咲いていた。桐の木をこんなに植林して何に使うのだろう? まさか下駄を

作るわけでもあるまい。 

  

州の花はカンガルーポー 

  

ホテルへ戻る前にパースの街を見下ろす、キングスパークに立ち寄った。

ここには第二次世界大戦までに亡くなった人の碑が建てられ、エリザベス女

王が点火した平和の火が燃え続けている。 

公園の入り口はレモンツリーの木が並び、きれいな花をつけていた。あたり

はすべて芝に覆われて、大きな木がたくさんあるのときれいな花々がすばら

しい。川幅の広いスワン河が湖のようで、その向こうに高層ビルが建ち並ぶ

姿はすばらしい絵になっている。ここの花壇には州の花である、カンガルー



ポーの花が色別に配置されていた。赤、黄色、黒とあるのだ、でもきれいな

花がたくさんある中でこのあまり美しいとも思えない花が何故州の花にな

ったのだろう? 

 

  

平和の火                パースの都心 

  

カンガルーポーの花           緑に包まれたキングスパーク 

  

三日目 晴れ 

ロットネス島で青い海とクォッカを見る 

  

さすがに夕べはぐっすり眠ることが出来て、朝の目覚めは気持ちがよく最

高だった。7.00”の朝食はパン、卵、ウィンナー、ベーコン、果物にヨーグ

ルトをかけて食べ、オレンジジュースを飲んだ。特別のものではないが果物

がたくさん食べられるのがうれしい。 



今日は一日ロットネス島観光である、ここの目玉は何と言ってもここにし

かいないワラビーの仲間で、有袋類のクオッカを見ることと青いインド洋の

海を満喫することにある。8.00”にホテルを出て港まで歩く、街を尐し歩く

とスワン河と港のシンボルタワーが見えてくる。手前の公園は緑の芝に朝日

が映えて美しかった。京子さんいわく、いちぢくの大木が街路樹として並ん

で下にはいちぢくらしからぬ実がたくさん落ちていた。15分ほどで港に着く、

今日はエリザベス女王の誕生日のため祭日で観光客も多いことが予想され

た。船は貸切ではなく一般の定期船である、ほぼ満席の客を乗せて 9.00”に

出航した。これから 1H程かけてスワン河を下りフリーマントルまで行く。

そこから外洋に出て 19km沖合いの島までクルージングである。 

港を出るとパースの高層ビルがはっきりと見える、左右はオレンジ色の屋根

の高級住宅が並び河にはヨットが停泊している。昨日訪れたキングスパーク

も見える。しばらくすると飲み物のサービスが始まったのでコーヒーをもら

いに行く。単語を並べてミルク入り１ケとミルク無し１ケをもらう。クッキ

ーも一個ずつついていた。景色を眺めながら飲むコーヒーはなかなかおいし

かった。フリーマントルでは両岸にクレーンが並び、船も数席停泊していた。

輸入された車もたくさん並んでいた。ここフリーマントルは南極観測船の白

瀬が最後の補給をする港として知られている。ガイドの話では白瀬は毎年同

じ日に必ず入港するそうだ。そのため、日本人は何と几帳面なのかと感心さ

れているとか。ここでさらにお客さんが乗り、多くの自転車が積み込まれ

10.00”に出航、ロットネス島へ向けてインド洋に出る。大きな揺れもなく

10.40に到着する。 

 

  
港のシンボルタワー           高級住宅街 



紺碧の海をのんびり眺める 

  

船を下りると紺碧の海にヨットが浮かび、空はどこまでも澄み渡っている。

石垣島の川平湾で見た海を思い出すが、あそこよりも広い大きな海が圧巻で

ある。人も多く下船したが自転車もたくさん下ろしている、ここでは車は使

えないので自転車がベストなのだろう。昼食まで時間があるので海岸沿いの

道を先ほど見えた灯台まで歩くことに。家並みを過ぎて海岸の遊歩道に出る

と、青いインド洋が広がりすばらしい眺めに気持ちも安らぐ。近くに停泊す

るヨットの群れに、白波が押し寄せる様は絵になっている。そのはるかかな

たにパースの高層ビルが影絵のように浮かんでいるのが見える。こんな所で

のんびり昼寝でもできたら最高だろうに!!海の色は青いだけではなく、まさ

にエメラルドグリーンの部分もありとても美しい。地平線のかなたまで海し

か見えない、その向こうは南アフリカまで続くインド洋だ。 

ランチの後は時間があったのでお店をのぞいてから、海岸のベンチで潮風

に当たりながら美しい海を眺めて過ごした----まさに至福のひと時。 

 

バスで島内観光 

 美しいさんご礁の海 

  



13.40”バスで島の観光に出かける、とはいえそんなに見る所はないはず。 

それでもけっこう楽しかった、いがいな所でバスを停めてわれわれを楽しま

せてくれたのだ。白い花の咲くペパーミントのトンネルをくぐり、飛行場を

回った所でバスが止まり、ドライバーが降りて草むらで何か探しているのだ。

クオッカがいたのだ、みんなバスを降りて近くまで寄って一斉にカメラを向

ける。それでも平気である、観光客に慣れているようだ。おそらくこの場所

に餌を置いているのではと思う。でもみんな大喜びである、クオッカが見ら

れたので。ちょっと大きなネズミを見ただけなのだが、まいいか。 

 

   

クオッカ            インド洋 

 

次はこの島で最も高い丘にある灯台を見学する、シワイオコーナーという

人が建てたもので、彼は他にもダムや水道建設に尽力した。 

この丘から見ると平坦な島であることがよく分かる、周囲 40km のさんご礁

で出来た島なのだ。バスを進めると海岸に廃船が放置されていた、するとま

たバスが止まりドライバーが降りていき道路でかがんで何かしている。戻っ

てきた時に手に持っていたのは丸々太った 25cmほどのトカゲだった。日本

のトカゲよりはるかに太いのだ。みんなに見られてびっくりしたような表情

に愛嬌があった。 

さらに海岸沿いを進むと海の中の岩の上に、木切れを重ねて造ったミサゴ

の巣があるのが見えた。これなら人に採られることはあるまい。頭のいい鳥

だと感心する。一番感動したのはインド洋を眺める島の突端で、最高のビュ



ーポイントだ。白波の押し寄せるインド洋はどこまでも青く、果てしなく続

いていた。16.00”に島を離れて帰路に着く、17.45”パース着。快晴に恵ま

れてオーストラリアの二日目が終った。  

  

四日目 晴れのち曇り一時雤 

ガイドとドライバーも交代する 

  

今日は 350km 移動してウェーブロックの見学である、モーニングコールは

5.45”。6.30”に朝食を済ませて 7.00”にホテルを出発する。 

ガイドは大柄の京子さんから小柄な文子さんに代わり、ドライバーはミスタ

ーデービスにチェンジした。でもミスターデービスもスキンヘッドだったの

にはびっくりした。バスはパースの街を出てスワン河に沿って走りヨークへ

向かう。この街はイギリスのヨークシャーからの移民の人たちが築いた街で

ある。8.40”に到着してモーニングティーの休憩だ、室内には入らず庭を眺

めながらコーヒーをすするもあまりおいしくなかった。ここは木工場でもあ

りギャラリーも併設していた。なかなかの品物が並んでいたが、とてもお高

くて買えそうにない。 

  

  

ヨークの歴史ある建物でモーニングティー  民家の庭先のレモン 

 

外に出てこの建物を見てみるとレンガ造りの立派なものだ、それに 1892

の年号があった。どうやら１１４年も昔の建物のようだ。隣に工場と倉庫ら

しい建物もあり鉄道の線路も敷かれていた。近くの民家の庭をのぞいて見る



と、きれいに手がいれてあり珍しい花もそれにレモンが鈴なりについていた

のには驚いた。そこへかなりお年の婦人がでてきたので単語を並べて会話を

試みた。ナイスガーデンとかあれはレモンかこれは何と言う花かなどと

-------。しかし、そのうちに婦人がいろいろ話し出して聞き取れなくなる。

そこでスローリープリーズという、わかってくれてゆっくり話してくれるが

それでも結局よく分からない。どうも古い歴史があるのだと言っているよう

なので、私がレンガの建物をさして「ザッツビルディング」というと、イエ

スという。そこで分かったような顔をしてうなずく。と、楽しいひと時を過

ごしてまたバスの人となる。 

  

ジャングルの中を走るハイウェー 

  

ヨークは麦の栽培が盛んな所でだだっ広い麦畑がどこまでも続いている。

こうした景色を見ているとさすがにオーストラリアは広い、所々に紫色の花

畑が見える。ラベンダーみたいだが飼料にはならない、セレベーションジェ

ーンという花だという。車窓から見ているととてもきれいだ。 

しばらくすると林、いや密林の中を伸びた道路をひたすら走っている。まさ

しくジャングルである、ただとてつもなくでかい木はなかった。雑木林みた 

いなのだが林ではない、規模がちがうのだ。ここはダージリンの丘といい

430kmも連なっているという、ボーキサイトをはじめとするたくさんの鉱物

資源が採れるそうだ。 

  

  
マルカスの洞窟にて           ランチ風景 



アボリジニの壁画が残る洞窟 

今日初めての見学はマルカスの洞窟である、ここは原住民のアボリジニの

描いた壁画が残っている。12.15”に到着したが、パーキングもなければ案

内板も見当たらない。洞窟はといえば、大きな岩の隙間と思えばよい。そこ

に牛の絵、魚の絵、ブーメランが描かれている。この地はインド洋まで 300km

離れているが、魚の口ばしの方向にいけば海に出られるように描かれている

という。 

ここからまもなくしてハイデンの街に到着する、12.50”ランチとなる。

チキンと野菜スープだが特においしいというものでもなかった。でもスライ

スしたハムのように見えた、赤カブの酢漬けがありこれが意外とおいしかっ

た。さっぱり味で私好みだった。食事をしていると雤が降り出した、そのな

かを庭の池では黒鳥が泳いでいた。店内はおみやげ物が並んでいるが、どこ

も似たようなもので気に入ったものはなかった。ウェーブロックへはここか

ら歩いて行く予定だったが、バスで入り口まで移動した。 

  

それほどでもないウェーブロック 

  

さすがにここはパーキングやトイレが整っていた。ブッシュの中を整備さ

れた道を進むと写真で見た波模様の岩が現われた。雤は傘がなくても気にな

らない程度ではあるが降っている、雤が降っていなければ岩の上に上ること

も出来るのだが、滑るので上がることはできなかった。波模様の外れまで行

って見ると、大きな岩を利用して小さなダムが造られていた。波模様がかな

り続いているのかと思ったが、さほどでもなく 60mくらいかな?ここでは波

乗りのポーズで記念写真を撮るのが定番になっているとか。 

そしてすぐ近くの草むらで、野生のランが可憐な花を付けているのが見られ

た。帰ってから調べてみると「カウスリップオーキッド」というランだと分

かった。葉っぱがほとんどなくて花だけが地面からでているように見えた。

どぅてことはないのだが、こんな一こまが旅の楽しみでもある。 

 



  

ウェーブロック 

哀れな羊たち 

今日の予定は終り帰るのみだが、ここからが大変だ。何しろ 350kmを走破

しなければならない。14.40”一路パースへ向かう。でも車窓の眺めに飽き

ることはない、しかし時々眠気が来るのは避けられない。そしてトイレ休憩

した GSでは羊を満載したロードトレインに出会った。四段積みになってお

り一台に 400頭は乗せているそうだ。羊は良い毛が取れるのは 5～６年で、

そのあとは肉として中近東へ輸出される。何故かというと、それくらいの羊

の肉は臭みがあるため香辛料をたくさん使う中近東しか市場がないのだ。 

考えてみれば人間ほど勝手な動物はいない、神は人間を創った時にどんなつ

もりで他の動物を創ったのだろう。人間の勝手な振る舞いに後悔していない

だろうか!! ------- と思ってしまう。 

 

広大な菜の花畑 

 

またひとしきり走った所でとても広い菜の花畑が広がっていた。すばらし

い眺めで休憩も兼ねて写真タイムとなった。バスを降りてあたりを見渡すと、

はるかかなたまで菜の花畑しかない。退職記念旅行で青森を回った際に、陸

奥横浜の日本一でかい菜の花畑を見たことがあるが、ここのは桁が違う広さ



だ。空には白い雲が浮かびこれも絵になっている、オーストラリアのよさは

広いことにある。そう思った。 

そしてブルックトンの街で休憩してパースに戻ったのは 19.30 だった。 

  

  

羊を乗せたロードトレイン        広い広い菜の花畑 

  

五日目 晴れ  

朝のパースの街を散策 

 

今日はパース最後の日となった、出発は 8.50”とゆっくりなのでその前に

パースの街を散歩した。パースの街はお店が開いているのは 8.00”～

18.00”(月～金)しか開いていない。土は 8.00”～17.00”で日は 12.00”～

18.00”だがお店によって違うし、郊外のお店は日曜日が休みである。何と

も元気がない、静かな街だ。でも市内のバス、電車は無料である。電車はパ

ース駅を拠点に東西南北に伸びている、さらに新線の計画も進んでいるとい

う。だだっ広い国だけにやはり車の街だが、郊外が発展し輸送の効率化と市

内の渋滞緩和対策としても鉄道が見直されている。 

名古屋圏ももっと鉄道の有効利用を勧めないと、住みよい街づくりはおぼ

つかないと思う。例えば、東海道線と中央線と城北線を環状運転すること。

愛知環状鉄道もループ運転をすることで利用価値は増大し、地域の発展につ

ながる。要は夢を語らなくてはいけないのだと思う。これらは JRが行うこ

とではなくて、行政がイニシアチブをとらずして出来るわけがないと思う。 

 



  

猫バス                 通勤電車 

 

そんな街に朝食を済ませてから散歩に出た。丁度通勤の時間帯で多くの人

が職場に急いでいた。ボデーにびっくりするほど大きな猫を描いた、猫バス

が走って行く。このあたりの街はなかなかすっきりしている。交差点には背

の低い信号機がある、この方が遠くから見えないので無理に突っ込む車が減

る。その代わり手前には信号ありの標識が設置されている。 

 道路を渡ろうと信号の変わるのを待っていたが、なかなか変わらない。

あれっと気がついた、歩行者の信号は手押し式なのだ。人がいなくても信号

が変わる日本式がいいのか、人が来たら都度信号を変えるのがいいのか!! 

このあたりにお国柄が表れている、日本でも検討すべきと思う。 

ホテル前の通りから右折して鉄道の方へ行ってみる、街を分断する鉄道の上

を歩道橋が伸びている。日本と違って長いスロープで橋の部分をつないでい

た。広い土地があるから人に優しい造りができている。見ているわずかな時

間でも電車が何本も行き来している、ラッシュ時のダイヤは充実していた。

車両はグリーンの塗装で明るいイメージだ。そこから駅に向かって進むと、

シネマホールとした大きな建物がある。映画を見る人が多いのだろうか? 隣

の小公園には大きな木が枝をたらし歩道から手にとれるほどだ。駅前にはバ

スターミナルもあり、乗客は道路を横断しなくてもいいようにドームのよう

なしゃれた歩道橋がある。たくさんの人が職場に向かっているのが見えた。

ここで右折してホテル前の通りにでるため、さらに右折してホテルに戻った。 

 

 

 



  
低い信号機にでかい街路樹        港のシンボルタワーが見える街並み 

  

趣のある通りロンドンコート 

  

8.50”ホテルを出発してお店へ案内される、お買い物をどうぞというわけ

だ。しかし、用はないのですぐに出て近くの小さなお店に入る。ここで孫の

お土産に駄菓子を尐し買った、１ケ２$ほどのお菓子である。 

そして尐し歩いた所に、イギリスの古い街並みを再現したお土産やさんが並

んだロンドンコートがあった。短い距離ではあるが趣のある街並みとなって、

パースの名所になっているのだ。 

 

  
ロンドンコート             大きな街路樹が続く 

 

さらに散策して今度は民芸品を扱う雑貨屋さんに入る。いろいろ物色して名

前を忘れてしまったがアボリジニの楽器(芯が腐って穴の開いた木で作り、



1m位)のミニチヤでできたキーホルダー?を買った。他のメンバーはいろいろ

買ったようで皆袋を持っていた。 

ショッピングと散策の時間は瞬く間に過ぎて 10.40”モンガー湖へ移動す

る。ここは広い芝の広場があり、湖には黒鳥が泳ぎ湖面かなたにパースの高

層ビルがそびえる。でも黒鳥はお留守で姿がなかった、かわりにいたのはこ

れも黒いユーラシアンコートだった。 

 

港町フリーマントルでランチ 

 

11.00”にフリーマントルへ移動する、ここでシーフードのランチをいた

だく予定。郊外へ出て青いインド洋が見えてくると、緑の芝に囲まれた豪邸

が並び太陽を一杯に浴びている。うらやましい光景だ、でも家の中の家具な

どは早く傷むのではないかと思う。しかし、わが家では決してそんなことは

ない。1Hでフリーマントルに到着する、ここはヨットマン達の夢であるアメ

リカンズ．カップが 1987年に開催されて有名になった。それに併せて町も

整備された、特に海に突き出た海洋博物館はユニークなデザインがひと目を

引いている。レストラン「ジョーズ」でランチ、かぼちゃのスープ、魚のフ

ライ、ポテトチップスにオレンジジュースをもらう。魚のフライが温かくて

柔らかで、骨もなくとてもおいしかった。港の景色を見ながらの食事は悪く

ない。 

  

  

ハイウェーの真ん中に鉄道        フリーマントルのメインストリート 



食事の後あたりを尐し歩いてみた、港にはイセエビを入れた籠を持つ漁師

の像と、魚を一杯入れた籠を持つ漁師の像があった。このあたりもイセエビ

が採れるようだ。すぐ隣に線路があり見るとレールが３本ある。標準軌道

(1435mm)と狭軌 1067mm)の車両が走れるようになっている。オーストラリア

はイギリスの植民地だったので、イギリスと同じ狭軌だったのが近年になっ

て輸送力アップのため標準軌道も導入したのだ。 

  

今日はスミコズバースディー 

  

楽しかったショッピング、観光も終わりパース空港に向かう。ちょっとし

た会話にさえ苦労したが、こんな話もあった。ガイドさんから普通のコーヒ

ーを頼む時は「カプチーノ」と教えられてオーダーしたら、出てきたのは紅

茶だった。なぜなら、相手は「カップ」と「ティー」が理解できたので、カ

ップに入れたティーを出したというわけだ。発音は難しい。 

  

  

バースデーを迎えた人           フリーマントルの港 

 

14.00”空港着、コインは両替できないので残りのコインでお菓子を買っ

て精算した。でも 200A$残っている、シンガポール空港で妻へのプレゼント

を買うことにした。今日は一昨日のキングスバースデーならぬスミコズバー

スデーなのである。５回目の戌年を迎え、共にこれからの人生を元気に喧嘩

もしながら仲良く過ごしたいと思う。 



出国は入国と違いスムースにそして、15.55シンガポールエアライン SQ－

226は定刻に飛び立った。21.15”シンガポール着、日本のニュースを見たい

と思いインターネットコーナーへ行く。ところが日本語の画面が出せない、

困っていると一人の青年が声をかけてきた。インド系の青年らしいが、かな

り流暢な日本語である。そしていろいろ操作して日本語画面をだしてくれた。

お礼を言ってインドの方ですかと聞くと、ネパールだという。さらに驚いた

のはこれから福岡へ行くというのだ。みれば数人のグループのようで、いず

れも福岡の大学へ留学するらしい。しかしネパールで外国へ留学するとなれ

ばかなりのお金持ちのご子息ばかりであろう。 

この後さっそくお店を見て回るも、高級品ばかりが多くてなかなか決まら

ない、やっと鞄に決めて物色する。なかなか明るい柄の鞄は 100S$だった、

これ位でないと安心して買い物はできない。大切な買い物も終わりやれやれ

だ。そして SQ-982は 01.05”にシンガポールを飛び立ち、セントレアに 08.10”

無事着陸して西オーストラリアのパースの旅も終った。 

 

 


