Seattle - Mexico City – Barcelonan サーバス旅行紀
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退職した後、私は家内と一緒に世界各地をサーバス旅行している。今年の夏は昨年我が家を
訪ねてくれた Mexico City のリリーさんと Barcelona のルイスさんを訪ねることにした。日
本からメキシコに行くには乗換えを入れると少なくとも 20 時間はかかる。途中のアメリカ
Seattle で休憩と時差解消のために 10 日間のホリデーを入れる。
１． Bainbridge Island and Seattle W.A, USA
Seattle の沖に浮かぶ小さな島 Bainbridge Island に住むサダさんを訪ねる。米国 EHL（電
子ホストリスト）にあるサダさんの自己紹介がとても魅力的である。私達はサダさんに早速
8 月末の訪問を問い合わせる。参考までに EHL にあるサダさんの自己紹介：
Great area for out-of-doors with kayaking, canoeing, hiking, camping yet 35 minutes only by
ferry boat from Seattle, Washington. Why: Take a 35 minutes ferry boat from downtown
SEATTLE and see a beautiful, verdant forest, Puget Sound water island habitat with Olympic
Peninsula, Mountains and many trails, wild flowers, and beach walks. Near Victoria and
Vancouver, B.C. I live on 3 1/2 acres only 5 minutes from town and down to beach. And it’s
GORGEOUS!!! Come visit me.../Int: I’ve traveled the world and can relate and communicate
well. Love to share with others the joys and stories of life, plus the glories of the Pacific North
West!! It’s very beautiful here. Sunsets, sunrises, water and water everywhere and great art
and other forms of culture. My house lies right above Puget Sound and goes down to beach
to beach for lovely walks and exploring. Come and watch nature, play and dance, eat good
food, laugh! Interest: Meditation, yoga, cooking, swimming, walking, hiking, kayaking,
dancing, music, singing, reading, gardening. Traveled: E & W
実際、この島を訪ねてみると EHL にある彼女の自己紹介通り自然豊かでとても静かな町、
住んでいる人たちものんびりと暮らしている。彼女はホストであるが同時に部屋を一般の
客にも貸出している。ホスト期間中は勿論、無料である。その後は有料で同じ部屋を引き続
いて貸してもらえる。
私達は彼女の家に 10 日間滞在した。快適な夏のホリデーをここで過ごす。滞在中のお天気
はほぼ毎日が快晴、気温は 15～2５度、湿度も 30％前後ととても快適。真夏の蒸し暑い日
本から来た私達にとって天国だ。彼女は、地域のシニアーセンター、語学（スペイン語、フ
ランス語）の会話サークル、ヨガ教室などに積極的に参加し、とてもアクティブな生活を楽
しんでいる。滞在中に私達をそれらのサークルや教室に連れて行ってくれる。また街の公園

で野外コンサートが催されれば早速連れて行ってくれる。

滞在中、私たちはフェリーに乗りシアトルの町に出てマリナーズとヤンキースとの野球観
戦や近くのパブリックコースでゴルフも楽しむことが出来た。島のサイクリングコースは
急坂が多い。彼女もサイクリングをするのでそれを考慮して比較的安全で平坦なコースに
私達と自転車を載せて運んでくれる。サダさんは殆ど毎日何かイベントを調べ或いは作り、
私達を誘って楽しませてくれる。そんな楽しい 10 日間のホリデーもあっという間に過ぎる。
サダさんに大変お世話になった。10 月 4 日、フェリー乗場に見送りに来てくれる。
「涙、涙、
涙」の別れ！是非日本にも来てくれるよう伝える。
２． Mexico City, Mexico
サーバスのリリーさんは空港に私達を迎えに来てくれる。タクシーで 30 分位のところに旦
那さんのロドルフさんとの二人暮らし。今年の夏から彼女はサーバスのホストとは別に客
向けに自宅の部屋を改装し貸す仕事を始める。その第一号の客が我々夫婦である。私達は彼
女の家に 2 週間滞在する。
Servas Mexico 70 周年記念行事、自治大学の科学館で「紋白蝶について」とプラネタリュー
ムで「夜空の星」の勉強会に参加する。参加者は 20 名、会⾧のサロモン氏とピース・セク
レタリーのパトリシアさんからそれぞれ 70 周年記念の挨拶がある。

私達が昨年スイスのチューリッヒに旅行をした時にお世話になったハイジとレイネ夫妻に
この記念行事で偶然会う。後に彼ら夫婦、リリーと私達の 5 人で Taxco に 1 泊 2 日の小旅
行に出かける。旧交を温める楽しい旅行。

リリーさんの家で出される朝食が特に美味しい。彼女は朝早く家の近くにある市場に出か
け、その日使うオーガニックな食材を購入し料理して美味しい朝食を提供してくれる。タコ
ス、バナナ、オレンジ、サボテン、レンテハス等々、兎に角新鮮で美味しい。また独立記念
日の夜、リリーさんは自宅でお祝いのディナーパーティーを開いてくれる。頂いた「Chile
en Nogada」がまた格別に美味しい。
リリーさんに地下鉄の乗り方を教わり地図を片手に『Teotihuacan』
、
『Basilica de Guadalupe』
『Buenavista』などへ観光やショッピングに出かける。旅行案内書には、メキシコ・シティ
ーはスリや強盗などの被害に遭うケースが多いとあるが、私の感想ではそんなに治安は悪
いとは思えない。
記念行事で知合いになった今年サーバスに入会のオフェリアさんに『Toluca』の町やフリー
ダ・カロの『Museo Dolores Olmedo Patino』などを案内してもらう。

リリーさんの旦那のロドルフォさんは一昨
年まで Servas Mexico の会⾧。若い夫婦でトラベラーを沢山引き受けサーバス活動を続けて
いる。2 週間のメキシコ・シティー滞在もあっという間に過ぎる。リリーさん・ロドルフォ
さんの温かい心遣いに感謝。別れの時、また涙！涙！ 彼らと数年後の再開を誓う。

３． Barcelona, Spain（Arenys の部）
サーバスのルイスさんは Barcelona から Renfe で北に 1 時間ほど行った Arenys という街に
奥さんのサラさんと二人で住んでいる。ルイス宅に 4 泊滞在する。Arenys から Barcelona
へ観光に出かけるにはちょっと遠い。滞在中は Arenys やお隣の Calella の散策や裏山への
ハイキングをお願いすることにした。
Arenys には海の街と山の街がある。ルイスさんが住んでいるのは山の街。その街で美味し
いパンを焼く小さなパン屋さんを訪ねる。パン焼きの窯や焼き方を聞く。お隣の街 Calella
でたまたま Castells（人間ピラミッド）を見ることが出来た。Castells は 6～７階建ての人間
ピラミッド、それぞれの町内でチームを作り日頃から練習している。参加する人は男女混成
で、小学生、中高校生、青年から老人で構成されている。集中してお互いに支えながら築き
上げるタワーには物凄く感動を覚える。翌日は日曜日、快晴、サラさんと家内とで用意した
ランチのサンドイッチを持って裏山へハイキングに行く。山頂からの地中海の眺めはとて
も素晴らしい。

彼らは共稼ぎ、週日は二人ども電車で Barcelona に通勤。滞在中、自宅のカギを渡される。
1 泊 2 日で Arenys から Renfe に乗り Gerona への小旅行を行う。電車の駅がある海の街ま
ではバスに乗り、Arenys 駅から Renfe で Gerona に向かう。車窓から綺麗な海岸が見える。
ルイスさん・サラさん夫妻には大変お世話になった。感謝！ 数年後、日本での再会を誓う。
４． Barcelona（Ramblas 通りの部）
Barcelona 観光のため Ramblas 通りに近いところにアパートを借りる。Bilbao に住む友人
ブランカさんを招待し一緒にこのアパートに 5 泊する。サグラダファミリア教会、ピカソ
美術館、グエル・パークなどを観光する。ただ、観光客の数があまりにも多いため有名な観
光地での入場券はすべて入場時間を決めてインターネットで購入する必要がある。人が多
いということは電車の駅などでスリやひったくりの被害も多い。事実、家内は 2 度も狙わ
れたものの無事で済んだ。

アパートの近くで新鮮な魚介類を扱うお魚屋さんを見つける。貝や白身の魚を買ってアパ
ートでブランカさんから本場のパエリヤの作り方を教わる。

以上

