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                （トロント）ハバナ紀行 

 

○ プロローグ 

 

 ハバナへの計画もかなり早く、前回のシカゴ・リオデジャネイロ紀行と同じ時期で、

まだ、昨年のチベット紀行の前からの計画で、飛行機の安売りチケットが、カナダ航

空、トロント経由なので、カナダへも行ったことが無いので、トロントに、二箔、帰りのト

ランスファーで、カルガリ－一泊、メインのハバナに、二箔することにした。カナダも、

アメリカを習ってか、ｅＴａ申請が要るが、一度取るとパスポートの有効期限は、申請

が不要なようで、アメリカの二年間有効のＥＳＴＡよりは、簡易である。キューバは、ブ

ラジルのようにビザの申請が必要かと思いきや、こちらは、キューバ領事館へ、『ツー

ァリスト・カード』の申請に行けば良いらしい。５月になっての水曜休みに、新宿から大

江戸線で赤羽橋のキューバ領事館へ行って来た。当初、何故か間違って中年のキュ

ーバ人男性の案内で、大使館に入ってしまったが、領事館は、一つ隣のマンションの

ような建屋の一角で、申請者が、何人も、椅子に座って待っている。受付の叔母さん

は、日本人で、聞くと申請用紙に記入し、写真を貼って、二千百円払って、パスポート

と一緒に申請してくださいとのこと。必要事項を記入して、申請して、皆と同じように、

椅子に座って待っていたら、一時間以内に、『ツァーリスト･カード』が、貰えた。入国時、

出国時の二枚つづりで、パスポートに、輪ゴムで挟んで止めて置くことにした。午後か

らは、何時ものように、昭島の市民会館で、碁敵のＫさん（Ｉさんだったか）と囲碁。 

 水曜休みの夕方の市民プールで、パナマ駐在、１０年の中南米通のＳさんに会った

際、キューバの治安を聞いてみたら、キューバは（ハバナは）、中南米では、一番安全

とのこと。共産圏なので、最低保障されているので、泥棒は、居ないとのこと。 

 苦手なカミさんへの報告は、６月になると、毎年、団地の駐車場の選定があるが、私

は、今年の５月から、団地の管理組合の会計監査に、欠席裁判で任命させられてしま

い、その駐車場選定の手伝いが、出来ないし、駐車場の選定・移動は、出来ない旨、

カミさんに伝えているので、うすうす感じてはいるのであろうが、会社への年休取得を、

６月になって、社長に提出した際の旅行の日程表を、何時ものように、私の部屋のド

アに、張り出しておいた。 

 今回の旅行の日程は、以下の通り。 

 

１． ２０１６年６月１５日（水） 成田空港第一ターミナルのカナダ航空チェックインカウ

ンターに、１５：３０分までに行く：１７：３０発のＡＣ２便にて、トロントまで。トロント空

港ターミナル１に、同日１６：２０分着。空港で、Ｑｕａｌｉｔｙ Ｈｏｔｅｌ Ａｎｄ Ｓｕｉｔｅｓ 

Ｔｏｒｏｎｔｏ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｅａｓｔ の行き方教わって、タクシーで。 

２． ６月１６日（木） トロント市内観光（ホテルで、ツアー有れば申し込む） 
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３． ６月１７日（金） トロント市内の観光後、空港へ１６時ごろまでに行く。１８：５０分発

のＡＣ１７５２便にて、ハバナ空港へ。同日、２２：２０分着。空港から、タクシーにて、

Ｈｏｔｅｌ Ｄｅａｕｖｉｌｌｅ（ドゥービル）へ。（ホテルにて、ツアー有れば申し込む） 

４． ６月１８日（土）、１９日（日） ハバナ市内観光 

５． ６月２０日（月） ハバナ空港に、６時３０分位までに行く。８：００発のＡＣ１７５３便に

て、トロント空港へ。１１：３０分着。同空港２１：５０分発のＡＣ１４５便にて、カルガリ

－空港へ。翌日００：０１分着。空港から、タクシーにて、Ｔｒａｖｅｌｏｄｇｅ Ｈｏｔｅｌ Ｃ

ａｌｇａｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｓｏｕｔｈへ。仮眠して、少々、カルガリ－市内

散策、１１：３０分位までに、空港へ。同日１３：００発のＡＣ９便にて、成田空港へ。

翌日６月２２日（水）１４：２０分着。 

 

○ ６月１５日（水） トロントへ 

 

 昼過ぎに、青梅線の東京行き快速で、昭島－神田－日暮里（京成特急）－成田空

港第一ターミナルへ。京成特急内では、隣の席の中国の叔母さんが、成田空港第一

ターミナルへ行くか、聞いてきたので、私も、成田空港第一ターミナル行く旨伝えた。

話すと、夫婦、娘さん一人の三人で、日本で働いているとのことで、姉のいる広州だっ

たかに、里帰りとのことで、中国の飛行機よりは、全日空の飛行機の方が、ゆっくりし

ているとのことで、第一ターミナルの全日空で帰るとのこと。中国の姉に、航空券をプ

レゼントするので、日本に遊びに来るよう誘うが、東日本大震災以来、地震が怖くて、

日本には、来ないとのこと。ターミナルで、“イールーピンアン。（一路平安。）”“ツァイ

チエン！（再見）”と別れた。ターミナルの案内のお姉ちゃんに、エアー・カナダのチェ

ックイン聞くと、何故か、相当の列が、既に出来ていた。チェックイン済ませて、次は、

換金と両替所に行くと、カナダドルは、あるが、キューバドルは無いとのことので、両

替の叔父さんの勧めで、ユーロに、それぞれ、３万円ずつ換金した。 

 エアー･カナダの飛行機は、例のボーイング７８７型機で、真新しくて気持ちがよい。

何時もの、ビールとワインでのほろ酔い気分での長いフライト。１１時間近くのフライト

では有ったが、不思議な感じで、トロントは、１５日（水）の午後の４時過ぎで、まだ、相

当に明るい。前回のシカゴでのインド人雲助タクシーのボッタクリに懲りて、今回は、

インフォーメーション・センターに、ホテルの名前の書いた紙を見せて、行き方聞くと

空港の“Ｓ”コーナーで、ホテルのシャトルバスを利用しなさいとのこと。”Ｓ”コーナー

では、確かに、ホテル客のような荷物を持った人たちが待っているが、私のホテルの

シャトルバスは、来るのかどうか不安である。近くのホテルの手配か何かの案内フロ

ントのお姉ちゃんに、ホテルの名前書いた紙見せて、このホテルのシャトルバスは、

来るかどうか聞くと、フリーダイヤルあるから、ホテルに電話しなさいとのことで、フリ

ーダイヤルの電話機指差して教えてくれた。電話機のパネルに従って、ホテルの名
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前探して、ダイヤルするが、当初、録音メッセージが流れて、意味不明・・・・・・・。その

内、フロントが出たようで、乗客は、何人か聞いてきたが、私一人だと答えると“Ｓ５”

で待てとのこと。Ｓコーナーに行くと、確かに“Ｓ５”のマークあり。待っていたが、中々、

ホテルの名前の書いたシャトルバスが来ない。不安になって、別のホテルのシャトル

のドライバーに、このホテルのシャトルは来るのか聞くと、親切なドライバーで、携帯

で、ホテルに電話してくれて、直来るとのことで、程なく、ホテルの名前の書いてある

シャトルバスが来た。親切なドライバーには御礼を言ってシャトルバスに乗り込んだ。

インド人のドライバーで、ホテルは、近いか聞くと、遠いとのこと。実際は、１５～２０分

位だったか。 

 

  
（今回泊まったホテル）       （空港とユニオン駅を結ぶ、エキスプレス車内） 

 

 フロントの男性の説明では、トロントのダウンタウンへ行くには、ホテルの前のバス

停から、３７番のバスで、地下鉄のＩｓｌｉｎｇｔｏｎ駅へ行くのが、便利とのこと。帰りのホテ

ル前のバス停名は、Ｍｏｎｏｇｒａｍｐｌａｃｅとのことで、地下鉄名称、バス停名称、紙に

書いてもらった。コンビには、ホテルの前の大通りの向こう側にあるとのことで行くこと

にしたが、カナダも、自動車社会のようで、大通り向うのコンビニらしい店舗までも、歩

いて行くとかなり有る。入ると大型日用・園芸店のようで、食料品･飲料水等は、売っ

ていない。それでも、ピザ・コーナーがあったので、今日の夕飯は、ピザとビールという

ことになった。ペットボトルの水を二本ほど買って帰って来た。フロントで朝食の時間

聞くと朝の７時からとのこと。まだ、かなり早いが、ビールが効いて寝ることにした。 
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○ ６月１６日（木） トロント市内観光 

 

 かなり早くから起き出して、部屋が広いので、柔軟体操、バスタブに入って朝風呂。 

トロントの回るコースを紙に書き出した。最近は、そんなに、欲張っても、どうせ見過ご

しているところが有っても、ＯＫというスケジュール。フロントの男性の勧めよりも、ホ

テルのシャトルバスで、空港に行ってから、列車か地下鉄を考えることにした。 

 朝食に、７時になって一階のレストランに行って見ると、何故か、フランス語ばかり

のお客ばかりで、何人か列が出来ていたが、７時になっても、レストランは、開いてい

ない。しばらくすると、オープンして、フランス語ばかりの中でのビュッフェの朝食。 

 フロントで、シャトルバスの時間聞くと、次は、７時４５分とのことで、このシャトルバス

で空港に行くこととした。シャトルバスに乗り込んだのは、サラリーマン風のお兄さんと

私の二人だけ。サラリーマンのお兄さんは、エアー・カナダの出発ロビーで降りたが、

私は、ホテルのシャトルバス乗り場のＳコーナーで降りた。空港内の鉄道のマークに

従って進むと空港—ユニオン駅を結ぶ“ユニオン・ピアソン･エキスプレス”の乗り場

に着いた。係りの叔母ちゃんに教わって、普通９ドルの切符を、シニヤ料金の６ドルで

買った。乗ってから、往復買わずに失敗したかと思ったが、これが結果的に成功で、

ユニオン駅で、一日フリーのデイ・パス（１１ドル）を買い、駅のインフォーメーション・

センターで“ライド･ガイド”を貰うとこのデイ・パスで、地下鉄—バスを使って空港に戻

れることが分かったので、明日の分のデイ・パスも買った。これで、トロントでの乗り物

は、かなり安上がりに済む。 

 

  

（ユニオン駅近くの本物の金が使ってあると言う Ｒｏｙａｌ Ｂａｎｋ Ｐｌａｚａ） 

 

 トロント市内を俯瞰しようと、御のぼりさん宜しく、ＣＮタワーに、昇って見ることにした。
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（ユニオン駅近くのＣＮタワー） 

 

  

（ＣＮタワーからのトロント市内） 

 

  

                            （隣のロジャース・センター） 
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（オンタリオ湖とトロント･アイランド）  （降りる際のエレベーターの見えるガラス床） 

 

 下りのエレベーター乗り場が、ちょっと分かり難くて、係りのお姉ちゃんに聞いて分か

った。隣の水族館も、覗こうかと思いきや、小学生とその家族の長い列が出来ていた

ので止めにした。トロント･アイランドにも、フェリーで、渡って見たかったが、ＣＮタワー

からの眺めだけで、済ませることにした。 

 ユニオン駅から、地下鉄で、空港へのバスの出ているＫｌｉｐｌｉｎｇ駅に行って見ること

にした。その駅から、１９２ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｒｏｃｋｅｔバスが、巡回している。このバスも、デ

イ･パスで乗れる。駅で降りて、しばらく待っていると、直、このバスが来たので、帰る

経路が、分かったので、お腹が空いたので、ダウンタウンに戻ることにして、Ｙｏｎｇｅ

駅乗り換え、Ｑｕｅｅｎ駅近くのＢａｎｎｏｃｋというレストランに、行くことにした。 

 駅を降りて、ウロウロするが、方向音痴であるので、自分で歩き回って探すも、中々

分からなくて、通行人に、聞くと、有名なレストランのようで、あの信号を左折までは分

かったが、左折してからまた分からず、近くのお姉ちゃんポリスに聞くと、通りの向う指

差して、今ビルは、改築中で、開いているかどうか分からないとのことであったが、周

りを改装中であったが、店は、開いていたので入ることにした。 

 

  

（Ｂａｎｎｏｃｋレストラン）             （店内） 
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（金髪の可愛い給仕のお奨め昼食）       （レストランの直近くの旧市庁舎） 

 

 加齢の為か、疲れの為か、ビールのほろ酔いの為か、（この時の経験を教訓とすべ

しだったが・・・。）レストランのテーブルの椅子の背もたれに、ナップサックを，掛けて、

そのまま、会計、トイレと帰る気でいたら、丁度、トイレから出た際に、給仕の叔父さん

が、ナップサック持って来てくれた。危ない、危ない、次は、トロント市庁舎に。 

 

  

（旧市庁舎）              （隣のトロント市庁舎） 

 

 次に、Ｑｕｅｅｎ‘Ｐａｒｋ駅まで行って、オンタリオ州議事堂、クイーンズ･パーク、トロン

ト大学キャンパスを見に行くこととした。駅の直北側が、オンタリオ州議事堂で、その

北側が、クイーンズ･パーク、その西側が、トロント大学のキャンパス。クイーズ・パー

クの木陰では、持ってきた分厚い『１４９３』 チャールズ・Ｃ・マン著（世界を変えた大

陸間の『交換』）読んだりした。 

 



8 

 

  

（オンタリオ州議事堂） 

  

                    （議事堂内部） 

  

 （木陰で読書したりしたクイーズ・パーク） 
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（トロント大学キャンパス） 

 

  
 

  
                          （思ったより広くないグラウンド） 

 

 次に、Ｑｕｅｅｎ‘ｓ Ｐａｒｋ駅から、隣のＳｔ．Ｐａｔｒｉｃｋ駅まで乗ってオンタリオ美術館

を探したが、我ながら、方向音痴で、右折するところを直進して、また、来た道を、戻

ったり、通行人に聞いて、やっと探し出したが、既に、５時を回っており、閉館とのこと。 
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（残念ながら、閉館のＡＯＧ（Ａｒｔ Ｇａｌｌａｒｙ ｏｆ Ｏｎｔａｒｉｏ）） 

 

 仕方がないので、探しておいたレストランを探しに、Ｓｔ．Ａｎｄｒｅｗ駅で降りて、通行

人のお婆ちゃんに聞いてしばらく探して、何とか探し出した。（Ｗａｙｎｅ Ｇｒｅｔｚｋｙ‘ｓ）

ボリューム満点のハンバーガーとビール。 

 帰りは、既に、検証してあったので、スムースかと思いきや、Ｋｉｐｌｉｎｇ駅から、１９２

番（Ａｉｒｐｏｒｔ Ｒｏｃｋｅｔ）のバスには、乗り込んだが、空港のターミナル１で降りるのか

ターミナル２で降りるのか分からない。・・・・途中から乗り込んで来て運よく隣り合わせ

た８０歳のお爺ちゃんと話していたら、物知りで、エアー･カナダが、ターミナル１で、他

の航空が、ルターミナル２であること教えてくれた。ターミナル１のＳコーナーの近くの

Ｒコーナーで、お爺ちゃんにお礼を言って降りた。 

 

  

（空港Ｓコーナーのシャトルバス乗り場） 

 

 後は、昨日よりは、慣れて、ホテルに電話して、シャトルバスが、何時に来るか聞い

た。フランス語の夫婦と一緒で、降り際に、この恰幅のよいお父さんは、シャトルの運
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ちゃんに、チップの銀貨渡した。なるほど、明日は、ホテルに荷物を取りに来て、直、

シャトルバスで空港に、戻るので、その際は、チップ銀貨用意することとした。今日も

まだ、大分早いが、お風呂は明日にと、早々に、ベッドに、ダウン。 

 

○ ６月１７日（金） トロント市内見物、ハバナへ 

 

 今朝のホテルのレストランの朝食も、フランス語の団体旅行客ばかり。今日は、奥

の空いているテーブルに、座ったら、昨日は、聞かれなかったが、給仕の叔母さんに

朝食券を持っているかというようなことを聞かれたが、私の部屋の番号を教えたら、そ

れで済んだようだ。（チェックアウト時にも、何も聞かれなかったので、朝食は、ホテル

代に含まれているようだ。） 

 今日は、８時台のシャトルバスで、空港へ。Ｒコーナーで待っていたら、１９２番のバ

スが来たので乗り込んで、Ｋｉｐｌｉｎｇ駅へ。Ｓｔ．Ｇｅｏｇｅ駅乗換えで、昨日見損なった

オンタリオ美術館（ＡＧＯ）を見に、Ｓｔ．Ｐａｔｒｉｃｋ駅へ。早く着きすぎて、開館は、１０

時だったか。最初は、近くの警察署の前のベンチ代わりのようなコーナーの（皆が座っ

て、食べたり話したりしている）場所で。次に、ＡＯＧの待合コーナーには、１０時前か

ら入れたので、そこのソファーに座って待って、１０時の開館と同時に入館した。 

 全体的には、カナダの雪国文化の絵や、インディアン文化の影響やらを感じる美術

館であった。 

 

  

（何故か、プレスリー） 
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 次に、Ｓｔ．Ｐａｔｒｉｃ駅から、乗って、ロイヤル・オンタリオ博物館を見に、Ｍｕｓｅａｕｍ

駅で降りた。 
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（ロイヤル･オンタリオ博物館入り口）   （ロンドンの自然史博物館、ニューヨーク自

然史博物館と同じ感じの入り口、直の展示物・・・何処が、最初なのか？） 

 

  

 

  

（中国関連は、多くの展示物） 

 



16 
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（日本コーナーも） 

  

 

  

（カナディアン･インディアン･コーナー） 
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 結構、歩き疲れて、博物館の地下に、レストランが、あったので、昼食は、リトル・イ

タリーでと計画していたのではあるが、ここで、昼食とした。サラダやら、肉料理やら、

鶏肉料理やら、サンドイッチ、ホットドッグ、飲み物やら、御盆に載せてレジで清算して、

テーブルで食べる。家族連れが多い。残念ながら、ビールは無いようだ。 

 計画では、まだ、見る予定が、何件かあったが、もう、帰ることにした。 

地下鉄Ｋｉｐｌｉｎｎｇ駅から、１９２番のバスに乗って、空港のＲコーナーで降りて、Ｓコー

ナーから、ホテルに電話して、しばらく待って、来たシャトルバスに、ホテルに着いたら、

ドライバーに、ちょっと待っていてもらって、また、空港戻り、Ｓコーナーで降りる際は、

何ドルか、チップを払って、お礼して別れた。 

 トロント空港のチェックインの荷物検査の列は、最悪！ 早めに、空港に着いたので

充分時間があるはずなのに、荷物検査の列の並びが、全然進まず、何と、２，３時間

は掛った。途中で、疲れて、倒れる男性までも出る始末。理由は、荷物検査のマシン

が、何台か故障して使えない為！ 隣の男性に聞くと、何時もは、こんなことはないと

のこと。また、当初、のハバナ行きのゲートで待っていたら、しばらくすると、待ってい

たゲートが、ブタペスト行きに変わってしまった。慌てて、ハバナ行きのＡＣ１７５２便

の表示探すと近くのゲートだったので、何とか間に合った。 

 やっと乗り込むと、隣は（中央座席）、ポーランドからの娘さんで、従兄弟を訪ねて、

ハバナに行くとのこと。その隣が（窓際）、フランスからの男性で、ハバナは、六度目と
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のこと。それでは、スペイン語も旨いのだろうと、“コモセ、バ－、アル、ホテル？（ホテ

ルまで、どうやって行くの？）”と聞いたら、通じなくて、英語で聞いたら、タクシーとの

ことで、空港から、市内のホテルまでは、大体、２４ドルとのこと。これは、私にとっては、

重要な情報ゲットできた。トロントーハバナ間は、国際便なのに、サービスは、悪く、夕

飯のサンドイッチは、カードでのみの支払いで、有料とのこと。ジュース類の飲み物の

み、無料だが、ビール等のお酒も有料。仕方がないので、ビールとサンドイッチ、トマト

ジュースを頼んだ。着きました、夜のハバナ空港。フランスのお兄ちゃんと、ポーラン

ドの娘さんには、“ナイス、ツー、ミーチ、ユウ！”と別れて、まず、“ドンデ、エスタ、カ

ンビオ？（換金所は、何処ですか？）”と空港の職員風の叔父さんに聞いて、キュー

バ用に、換金して来たユーロを、キューバドルに換金。タクシー乗り場で、ホテルの名

前書いた紙見せて、“アル、エステ、ホテル、カント、エス？とホテルまでの値段聞くと、

“トレインタ！”（３０キューバドル）とのことで、フランスのお兄ちゃんの情報を利用して、

“ベインテ・クワトロ（２４）”主張すると、“ベインテ・シンンコ（２５）”が、返って来たので、

ＯＫして乗り込む。 

 夜のハバナは、街灯や、街のネオン等が少ない為か、何となく暗い感じ。着きました

ホテル・ドゥビジェ（Ｈｏｔｅｌ Ｄｅａｕｖｉｌｌｅ）。何故か、フロントでは、トロント留学の日本の

娘さん二人と一緒になった。二人とも、英語は旨いようだが、スペイン語は、話せない

ようだが、観光だけなら、英語で充分なのだろう。フロントで、ハバナ市内のツアーが

有るか聞くと、明日の朝、８時半に、二階のフロアーで旅行会社が、開くとのこと。娘さ

ん達にも、その旨話して、ツアーに誘ってみたが、二人とも、ツアーは、参加したくな

い様で、朝は、来ないかもしれないとのこと。“御休みなさい！”と言って別れた。私は、

１５階だったか。シャワーは、明日にして、古くて煩い空調が、余り効いていない少々

暑い部屋で寝ることにした。 

 

  

（ハバナ空港内）               （私の部屋からの夜景） 
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○ ６月１８日（土） ハバナ市内観光 

 

 余り広くない部屋だが、シャワーの前に、何時もの、ラジオ体操と柔軟体操。空調は、

つけっ放しだが、余り効かない。明るくなったので、少々、朝食の前に、ホテルの前の

通りを散歩。 

 

  

（部屋からの通り）        （泊まったホテル・ドゥベジェ） 

 

  

（朝が早くて、車もまだ、走っていないホテルの前の通り、ホテルの前の海岸線） 

 

 一階のレストランで、係りの黒人の叔父さんに、部屋番号教えて、朝食。お決まりの

ビッフェ方式で、果物も豊富で、それなりに良く食べた。 

８時半になったので、二階に行ってみたが、今日のツアー観光は、既に一杯とのこと。
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仕方がないので、今日は、ハバナ旧市内は、ホテルから、近そうなので、歩いて回る

ことにした。ホテルの海岸よりの大通りを、まずは、プンタ要塞へ。 

 

  

 （ホテル脇の大通り）      （Ｍｅｍｏｒｉａｌ ａ ｌｏｓ Ｅｓｔｕｄｉａｎｔｅ ｄｅ Ｍｅｄｉｃｉｎａ） 

 

  

 （プンタ要塞） 

 

  

（１９世紀の独立革命家 マキシモ・ゴメス像）   （対岸の灯台とモロ要塞） 
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（この先に、カテドラル、プエルサ要塞等）   （途中に、思わぬ支倉常長像） 

 

 歩いている途中で、思わぬ支倉六右衛門常長像に、出合った。何で、伊達政宗の

命により、１６１４年に、キューバの土を踏んだのだろうか。俗説のように、伊達政宗は、

スペインと組んで、徳川政権に、取って代わろうとしたのだろうか。しかし、１６１４年、

１５年は、大阪冬の陣、夏の陣の頃であるから、まだ、徳川政権は、確立していない。 

徳川政権が、鎖国政策を取らず、この頃の大航海時代に、海外進出していれば・・・・・、

歴史に、“Ｉｆ”は、無意味ですか。 

 

  

 （カテドラル）            （偶然写真に入っていた、ホテル・アンボス・ムンド）  

 

 カテドラルの隣は、地球の歩き方に載っている“エル・パティオ”というレストランであ

るが、カテドラルを眺めていたら、何故か、１ドルくれないかと言う、ヒューストン出身

の白人掃除人が、“エル・パティオ”は、観光客目当てで、高いので、近くの路地脇の

レストランが安くて美味しいと教えてくれたので、持っていた小銭上げた。 
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 （コロンブスの像とアルマス広場） 

 

  

（コロンブス像） 

  

（アルマス広場の直近くのフエルサ要塞） 
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 （フエルサ要塞） 

  

 （アルマス広場の隣の市立博物館（旧総督官邸）） 

  

 

  

（戻りも、偶然、ホテル・アンボス･ムンドが） （カテドラル） 
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 お腹が空いたので、カテドラルの掃除人に教わったカテドラルの近くの路地の小さ

なレストランに行くこととした。確かに、小さなレストランで、時間も早い為か、お客は

私一人。写真を撮るのを忘れたが、ビールとカリビアンの魚、えび料理で２３ドルと安

くて美味しかった。給仕のお兄ちゃんは、日本人なのが、分かったらしく、支倉常長像

の影響か、盛んに侍の話をする。店の名前は、“Ｐａｌａｄａｒ Ｇａｌｅｒｉａ Ｏｒｏｚｃｏ”と紙

に書いてくれた。 

 暑いし、歩き疲れたので、対岸のモロ要塞等は、海底トンネルは、車でしか行けない

ことを、ブンタ要塞の近くを歩いていた通行人に聞いていたので、タクシー捕まえて、

行きたいところの書いた紙を見せて、これらを見て回って、最後に、ホテルに、送って

もらったら、幾らか聞くと、２０ドルとのことで、安いので乗ることにした。 

 

  

（最初の大きな像）              （第一チェバラ邸） 

 

  

 （チェバラの写真） 
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（カバーニャ要塞） 

  

                         （対岸の泊まった青のホテル） 

  

                    （モロ要塞の灯台） 
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                          （観光客相手の露天商のテント店） 

   

 （モロ要塞） 

 

 ホテルに戻って、フロントに、部屋の清掃は、何時か聞いたら、午後の４時ごろと言う

ので、少々街をぶらつきに行ったが、観光客と分かるらしく、すっと現れて、昼間から、

いい娘がいますよと、共産圏でも、ポン引きが寄ってくる。暑くて直に戻ってきた。 

 ホテルのロビー兼喫茶室のテーブルに座って、コーヒー頼んで時間を潰した。４時

過ぎになったので、エレベーターで上がって行くと、廊下に、まだ、掃除の黒人のお姉

ちゃんは、居たが、私の部屋は、終わっているとのことで、少々、昼寝することにした。

相変わらず、空調は、つけっ放しであるが、余り涼しくはないが、疲れが勝り、少々、

昼寝。しかし、気付いたのは、翌朝だが、加齢の為か、疲れの為か、図書館の本と折

りたたみの傘、（ハバナは、シャワーが、毎日のようにあるのかと持ち歩いたが、一度

も降られなかった。）カメラの電池、携帯電話の充電池等入れたナップサックを喫茶

室の椅子に掛けて、立つ際、後で、見えなくて完全に忘れてしまった・・・。トロントのレ

ストランでは、給仕が気付いて届けてくれて助かったが・・・・。 

 夕方の７時頃起き出した。昭島の市民プールで知り合ったＳさんの話では、“キャバ

レー・トロピカル”は、一見の価値があるような話だったので、Ｓさんには、必ず見に行

くと約束したし、行くなら、今夜だが、ショーは、夜中の１１時半からだし、食事、お酒付

だろうが、９０ドルと高いので、帰りのタクシーも、混むだろうし、行くのは、止めにし、

一階のレストランへ、食事に。ナップサックの件は、すっかり忘れていた。 
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（頼んだ、ポジョ（チッキン）料理）        （ギター伴奏の歌のサービス） 

 

 時間が早い為か、お客は、私一人だったが、その為か、給仕によるギター伴奏の歌

のサービスがあった。少々、ほろ酔い気分になって、部屋に戻って、早々に、歩き疲

れもあってか、ＴＶは、あるが、見る気にもならず、ベッドにダウン。 

 

○ ６月１９日（日） ハバナ市内観光（２） 

 

 今日も、昨夜、早く寝たので、暗い内から起き出して、柔軟体操、シャワー、着替え、

散歩にでも行こうかなと思った瞬間に、ナップサックを忘れたのを思い出して、慌てた。 

 

  

 （私の部屋からのキューバ旧市内） 

 

 当初は、レストランに忘れたかとレストランに行ってみたが、昨日の給仕の叔父さん

は、居なくて、別の叔父さんが、探してくれたが、・・・なし。その内、喫茶室の椅子に掛

け忘れたのを思い出し、フロントの昨日と同じお姉ちゃんと喫茶室の昨日とは別の叔
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父さんに聞いてみたが、そのようなものは預かっていないし、昨日の喫茶室の担当の

眼鏡の女性給仕は、夜の七時にならないと来ないとのこと。金目のものはないので、

出てこないかなと期待したが、・・・・・・。 

 旨い具合に、地球の歩き方のガイドブックは、ナップサックには、入れずに持ち歩い

ていたので、今日も、デサジュノ（朝食）は、多めに食べて、レストランの叔父さん給仕

に、革命博物館へは、歩いて行けるか聞くと、行けるとのことなので、今日も、歩いて、

革命博物館、国立美術館、旧国会議事堂等見に行くこととした。また、昼食は、アル

マス広場の近くの“Ｌａ Ｍｉｎａ”レストランと決めた。 

 

  
（革命博物館への近道は、工事中） （赤いベレー帽の兵隊が警備する記念のヨット） 

 

 革命博物館への近道は、工事中だった。途中で、スポーツ・ウエァーの散歩中の白

人の叔父さんに、革命博物館何処か聞いたら、ドイツからの観光客の叔父さんで、あ

そこだろうと教えてくれた。ここは、“ダンケシェーン、アウフビーダーゼーエン！”と別

れた。着いて、警備のお巡りさんに聞いたら、開館は、９時半からとのことで、広場の

コンクリートに座って、開館を待った。待つ間、タクシーの運ちゃんが、乗らないかと、

直誘ってくる。“ノー、グラッシャス”と手を振って断った。 

 

   

（マキシモ・ゴメス像も近い） （革命博物館） 
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 時間になって、入り口から入ったが、客は、私一人だったか。 

 

  

（革命博物館入り口） 

 

  

              （隣の軍事施設は、革命の際、密航に使ったヨット展示らしい） 

 

 ケネディ大統領－フルシチョフ首相のキューバ事件では、当時は、私も、中学生位

だったので、良くは理解できなかったが、今思えば、実に、背筋がぞっとする核戦争

一歩手前の恐ろしい事態だった。フルシチョフ首相が、核戦争になれば、ソ連も、ただ

では済まないとの現実政治家であって、助かったものである。 
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（チェ・ゲバラ） 

 

 １９５９年に、アジア・アフリカの親善大使として来日、１２日間滞在した。このとき、広

島市の原爆記念館を訪問し、「アメリカにこんな目に遭わされておきながら、あなたた

ちはなおアメリカの言いなりになるのか」と案内人に語ったとか。 

 御存知のように、１９６７年１０月に、ボリビアで捕らえられ、翌日、銃殺された。享年

３９歳。 
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（美人革命家もいたようだ）    （宗教施設のようでもある）   
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（最近のフィデル・カストロの写真は、カラー） 

 

 さて、キューバでは、医療費が、ただなので、医療制度のプアーなアメリカ人が、キ

ュ－バに来ると言うような話を何処かで聞いたが、ヒューストン出身の白人掃除人も、

その一人なのだったのだろうか。しかし、街の感じは、概して、道端に、寝転がった乞

食もいるし、１０何年か前に、北京に行った際の共産国中国の貧乏さと同じような発展

途上国の感じがするが・・・・。ソ連（ロシア）をはじめ、中国、キューバ等の共産主義革

命とは、その国の人民にとって、皆が、平等で平和な楽園の国なのだろうか・・・・。 

 国立美術館は、直だったが、その前に、旧国会議事堂、ガルシア・ロルカ劇場等を

見に行くこととした。  

 

  

（１９世紀の文学者・革命家のホセ・マルティ像）（ガルシア･ロルカ劇場） 
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（旧国会議事堂（カピトリオ））     （観光客目当てのカラフルな大型車タクシー） 

  

                          （ホセ・マルティ像） 

 

 戻って、国立美術館（キューバ・アート館）へ。写真撮影全面禁止なので、どのような

展示かは、残念ながら、お見せできない。 

 

  

（国立美術館入り口）              （美術館の中庭） 
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 お腹が空いたので、今朝から決めていたレストラン“Ｌａ Ｍｉｎａ”を探すことに。マル

サス広場の近くだったので、向かう途中に、カルデラの近くを通ったら、昨日は、内部

を覗かなかったが、今日は、日曜なので、ミサが行われていたので、何枚か写真を撮

った。 

 

  

（途中の街並み）        （カテドラルが見えてきた） 

 

  

（カテドラル）                  （ミサが行われていた） 

 

 マルサス広場に行って、広場を歩いている白人叔母ちゃんに、レストランの名前書

いた紙見せて、“ドンデ、エステ、レストランテ？”と聞いたら、最初、私は観光客なの

でとのことだったが、しばらく探していたら、先程の観光客の叔母ちゃんが、見つけて

教えてくれた。 
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（レストラン“Ｌａ Ｍｉｎａ”）           （店内） 

  

（美味しかった“カルビアン・コンビネーション”） （泊まったホテルのプール） 

 

 レストランからの帰りは、暑くて歩きつかれたので、タクシー捕まえて、帰ることにし

た。ホテルの名前書いた紙見せながら、“エステ、ホテル、エス、セルカ。（このホテル

は、近い。）”の説明が効いたか、“シンコ（５）”（ドル）と随分安かった。 

 午後の何時かは忘れたが、戻ると、今日は、部屋の掃除も既に済んでいたので、か

けっ放しの煩い効かないエアコンの中、少々昼寝。夕方起き出して、レストランに行っ

たら、昨日は、６時過ぎに開いていたと思ったが、７時からとのことで、喫茶室で、コー

ヒーを飲んで時間を潰した。７時頃、昨日の喫茶室の担当者の眼鏡の女性給仕が、

出勤して来たので、最後の望みを掛けて忘れたナップサックの件を聞いて見たが、お

客は多いし、知らないとのこと・・・・。今回の教訓は、“歩き疲れ等の際は、ナップサッ

ク等は、見えないところに掛けたりせず、前の椅子などの見えるところに掛けること。” 

 ７時にレストランが、開いたので、今日は、“カルネ（肉）料理”とした。当然、“セルベ

サ（ビール）”と“ビノ、ティント（赤ワイン）”。 
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（泊まったホテルは、１５階で窓からの街の見晴らし） 

 

  

（レストラン内部）                （今日は、‘カルネ（肉）料理“） 

 

 窓際で、食事をしていたら、アジア人（日本人）は、珍しいのか、窓際に、子供たちが、

からかい（？）に、寄って来た。 
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 明日の飛行機は、早いので、遅くても、６時には、ホテルを出発しようと、フロントの

お姉ちゃんに、“メ、プエデ、デスペルタール、マニアマ、アラス、シンコ。（明日朝は、

５時に起こしてください。）”と頼んだ。タクシーは、明日、フロントで頼んで欲しいとのこ

と。ボロなエレベーターで１５階まで。今日も、相当に早いが、暑い中の歩きで疲れと、

ほろ酔い気分とで、直にダウン。 

 

○ ６月２０日（月） トロント、カルガリ－へ 

 

 昨夜も相当に早く寝たので、４時過ぎには、起き出した。それにしても、部屋の空調

機は、怖くて触ってないが、相当に、古くて、余り効かない。柔軟体操とシャワーを浴

びて、着替えて、パッキングしていた頃に、部屋に電話器が無い為、５時に、ウェイク・

アップ・コールのドアを叩く音と声が掛ったので、“ブエノス・ディアス、グラシャス！”と

返した。５時半頃は、フロントに下りて行って、チェック･アウトして、タクシーを頼むと、

黒人のドア・マンが、スペイン語は話せますかと聞いてきたので、“シー！”（Ｙｅｓ!）と

答えた。このドア・マンに、空港まで幾らか聞くと、“トレインタ（３０）”と言うので、ヴェイ

ンテ、シンコ（２５）“というと、この時間帯なのでとのことなので、ＯＫした。ホテルの前

に止まっていたタクシーに行くと、運ちゃんは、白人のお爺ちゃん運転手で、英語は話

さないらしい。盛んに、”トレインタ（３０）“繰り返すので、”ＯＫ“と乗り込んだ。”カント

ス、アニオス、ベール、メ？（何歳に見えますか？）“と聞くと、”シンクエンタ・・（５０・・・）

“とのことで、”セセンタ、イ、オチョ（６８）”話すと、驚いていた。運ちゃんの年齢を聞い

たら、同世代の６９歳とのことで、彼も、ベビー・ブーマー世代。私は、娘が、３人で、既

に結婚していて、孫が、４人いる等話したか。この運ちゃんは、子供が二人で、孫は、

一人だったか。時に、早いスペイン語になり、“アブレ、マス、ディスパチィオ、ポル、フ

ァボール（もっと、ゆっくり話してください）！”を、時々繰り返したか。空港に着いたら、

小銭は、全部、ベッドに、置いて来てしまったので、チップを上げられなかったのに、

わざわざ、降りてきて、握手して別れた。 
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（ハバナ空港） 

 

 最初、空港内の両替所では、カナダドルへの両替は、出来なく、チェックイン後の空

港内の両替所ならできるとのこと。（しかし、結局、そこでも、カナダドルへの両替は出

来なくて、結局、ユーロに、両替した。） 空港は、何しろ、分かり難い。最初の並んで

いた列は、エアー・カナダの列ではなくて、並び直したり、チェックイン時に教わったゲ

ートＮｏが、途中から、変わったり・・・。それでも、何とか、トロント行きのＡＣ１７５３便に

乗り込んだ。来た時と同じ、朝のサンドイッチは、クレジットカードでの有料。サンドイッ

チ、トマトジュース、コーヒーにしたか。 

 トロント空港では、来た時と違って、チックインは、無いので、スムースに、トランスフ

ァー出来たか。カルガリ－へは、出発が、２１時５０分なので、時間つぶしに、持って来

た分厚い図書館の本『１９４３』の紛失が、悔やまれた。それでも、碁の本が有ったの

で、それで、時間を潰したか。 

 カルガリ－空港には、真夜中の到着。カナダのホテルは、何処でも同じようで、空港

から、ホテルのシャトルバス・サービスが有り、空港の交通整理の叔父さんが、親切

に、ホテルの書いた紙見せたら、ホテルに、電話して呼んでくれた。シャトルバスが来

た際、何処からか、大きなリック背負った日本の娘さんが、一緒に乗り込んで来た。 

聞くと、カルフォルニアに、留学中の学生さんで、カナダに、旅行に来たとのこと。ホテ

ルに着いた際、記念に、写真を撮って、メールすることとした。 
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（アメリカ留学中で、カナダ旅行の学生さんと） （泊まったホテル） 

 

 夜中なので、カルガリ－にいる仙台時代に、知り合って、丁度、単身赴任中に、テニ

スだ、スキーだ、飲み会だと付き合ったカナダ人のグレーム先生が、いるのだが、電

話は、明日することにして、ベッドにもぐりこんだ。 

 

○ ６月２１日（火） 帰国 

 

 何時もの、柔軟体操、ここは、大きなバスタブで、ゆっくり朝風呂に入って、一階のレ

ストランで、朝食を済ませ、携帯電話は、携帯の充電器をナップサックと一緒に、紛失

したので、電池が少なくなっているので、携帯電話の電話帳の電話番号だけ調べて、

ホテルの電話から（市内は、無料とのことで）、グレーム先生に、電話した。 

 居ました！ 懐かしい、一昨年、彼が、家族で（奥様の両親と息子さんと５人で）東京

に来た際、携帯に電話して、ちょっとだけ話しただけで、（その際、彼の携帯番号を登

録して置いた）会うのは、仙台時代の後に、奥様（カナダの日系三世）と新婚旅か何か

で日本に来た際、大宮かどこかで会った時以来なので、２０年以上会っていない。思

えば、彼との英会話で自信がついてのニュージーランドの一人旅で、海外旅行病に、

掛かってしまった訳であるので、そう言う意味からは、私の人生に、大きな影響を与え

た人ではある。 

 当初、私の英語がプアーだったか、来週来るものと勘違いしていて、遅いので再度、

電話したら、今、ホテルにいることが分かったらしく、車で、飛んで来た。近いので、車

で彼の家に行くこととなった。カナダは、広いし、森の中の住宅地といった感じで、静

かで、素晴らしい豪邸である。本人は、石油関係の会社だったので、現在、景気悪く、

失業中で、一人息子（中学生、バスケットボール狂、名前は、Ｔａｉｙｏ（太陽とサンの息

子を掛けている？））と働いている奥様のドライバーだそうだ。今年、５０歳とのこと。 
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（ホテルの玄関でグレームさんと） 

 

  

（相変わらず、陽気である）           （彼の静かな環境の豪邸で） 

 

  

                  （前回の日本旅行のお土産か） 
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（バーベーキューも出来るテラス）     （ビリヤード台もある） 

  

                           （カルガリ－空港） 

 

 彼の車で、空港まで送ってもらい、お土産を持ってこなかったので、代わりに（？）で

はないが、昼食のホットドックとコーヒー御馳走して別れた。 

 帰りの成田行きの飛行機の座席の隣の青年は、カナダ人で、カルガリ－出身らしい。

現在、彼女が、東京に留学中で、その彼女に会いに行くとのこと。一緒に、広島から、

仙台くらいまで、新幹線で旅行するとのこと。“ユーアー、ラッキー、ガイ！”連発して

おいた。しかし、トロントの話をしたら、彼は、まだ、トロントには、行ってないとのこと。 

この航路は、当然、ビールと白ワイン飲んで、ほろ酔い気分で帰れる。 

 着きました成田空港。恐ろしいことに（？）、もう、６月２２日（水）の午後３時前・・・。 
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○ エピローグ 

 

 図書館で借りた分厚い本『１９４３』（チャールズ・Ｃ・マン著）は、立川駅ビルの本屋に

あったので買って帰ってきた。まだ、期限内なので、その後、大急ぎで読み終えた。

実に、久し振りに面白い本で、１４９２年のコロンブスの新大陸発見以来の大陸間の

『交換』の話で、その後の世界に、恐るべき影響を、作り出したものと驚くばかりである。

中国人の人口増の原因が、新大陸からのスペインを介してのサツマイモとトウモロコ

シの伝播の為。１５００年から１８００年までの銀の８０％は、スペインが牛耳っていた。

それも、ボリビアのポトシの銀山（水銀を使う為、公害が発生していた。）は、バスク人

のマフィアが、牛耳っていた。これは、この本ではないが、新大陸の７，０００万人の人

口が、スペイン人が来て以来、５０年で、３５０万人に減ってしまった。何と二十分の一

である。この原因が、スペイン人の残虐さもあったが、新大陸のインディアン、インディ

オには、天然痘、インフルエンザ、コレラ、黄熱病への免疫がない為に、村ごとに、パ

タパタと人口が減っていった為らしい。ジャガイモも、唐辛子も、ゴムも、新大陸が原

産等々、（アイルランドの食料飢饉は、ジャガイモの栽培方法が、インディオなどの方

法と違って、ジャガイモの単一栽培の為に、病原菌の一斉流行による飢饉というのも、

私の歴史認識が、乏しかったのにも驚いた。）現在には、何処にでもあるものが、コロ

ンブス交換の結果であることに少々、驚いた。チャールズ・Ｃ・マンは、この本の前に、

『１４９１』という、コロンブス以前の新大陸の本を書いているので、早速、昭島図書館

に、リクエストした。（７月２４日（日）借りて来た。） 

 そうだ、紀行文が、出来上がったので、カルガリ－出合った学生さんとグレームさん

に、メールで送らねば。 

 

                        中年からの海外一人旅 第三十一章 完 


