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２０１１年１１月２７日、フロリダのタン

パで開かれるサイレニアン・シンポジウムに

参加するため、２５日から訪米した。サイレ

ニアン・シンポジウムは１年ごとに開かれて

いる国際海洋哺乳類会議の中の一つのセッ

ションで、その中で沖縄のジュゴンについて

スピーチをすることになっていた。しかし、

何事もすんなりいかないたちで、今回も大き

なポカをやり、反省することしきり。次回は

必ずと心に決めていますが・・・・、とにか

く珍道中の独り旅だった。ちなみにタンパは

マナティの生息地で朝早く海岸に行くとマナ

ティが見られるというのだ。

出 発

出発は当初２４日でしたが、旅行社の方が

乗り換えの時間が十分でないから、翌日のア

トランタ経由にしたほうがいいというので、

２５日の出発となった。なんせ時差が１４時

間もあるのだから、時差に体を合わせるため

１日も早く出たかったのに。それでまあ２５

日のデルタ航空の便でアトランタに向かう。

隣席には仲のいい老夫婦が座り、１１時間

の長旅の一期一会の出会い。「どちらに行かれ

るのですか」と聞くと、ガイアナに行くとい

う。「ギアナ高地ですか」と言うと、「いえ、

いえ、ギアナ高地には昨年行きまして、今年

はもっと秘境に行くのです」と言う。すごい

な。こんな素敵な老夫婦とアトランタで別れ、

私はタンパへ。

タンパに着いたのは夜も遅かった。いつも

だったら無国籍的安ホステルに泊まるのだが、

タンパで１軒だけ見つけたホステルはいっぱ

いで、私一人入る余裕もないというので、泣

く泣くアメリカでは東横インのようなどこに

でもあるというラ・キンタを予約した。空港

から近くというのだけが利点。あと朝食がつ

くのもいい。それで、さて、「空港に着いたら

迎えに行くから電話をくれ」と言うので、電

話をかけたら「出口で待て」と言う。待って

いたら、「ラ・キンタ」と叫ぶ運転手さんが来

たので、ホッとした。乗客は私と東洋系の若

い男性だけ。彼も海洋哺乳類の会議に来たフィ

リピンの若い研究者だった。何となく仲間意

識ができた感じで、幸先の良いスタートに思

われた。

バ ス

２６日、とりあえず会議の開かれるコンベ

ンションセンターへ視察に行く。

朝フロントでコンベンションセンターには

どうやっていくのか聞いたところ、タクシー

で行けと言うので、公共交通はないのかと聞

くと、ホテルの角を曲がるとバス停があるか

ら１６番に乗れと言う。

行ってみると確かにバス停はある。しかし

時刻表がないのでいつ来るかわからない。し

ばらく待ってみたが来ない。仕方がないので、

次のバス停まで歩くことにした。でも来ない。

そうやって、歩いていたら、１キロほど歩い

てやっとバスを待っている清楚な老婦人を見

つけた。「バスは来るのですか」と聞くと、「あ

と５分ぐらいで来るわよ」と言う。待ってい

たら本当に５分で来た。

バスのドアが開いて、レゲエ風の長髪の若

いアフリカン・アメリカンの運転手。サング

ラスをかけている。「いくらですか」と聞くと、

「一回乗車券１ドル５０セント、一日券は４

ドル５０セントだよん」と歌うように言う。

それで「ワンウエイでいい」と言うと、「自動

支払い機に金を入れろ」と言うので、２ドル、

お札で入れると切符が出てきた。切符を受け
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取ったはいいが、釣りが出てこない。しかし

バスは発進してしまったので、「釣りが出ない」

とレゲエの運転手に文句も言えず、５０セン

トぐらいまあいいかと思っていたら、次のバ

ス停で乗ってくる客も釣りをもらっている様

子はない。つまり、釣りは出てこないのだ。

それで誰も文句を言わない。文句があるなら、

ちょうどで払えということなのかなあ。それ

にしてもみんな５０セント別に払うのが面倒

くさいのか、札で払って切符貰って釣りはな

い。はあ、これがアメリカだ。

コンベンションセンター

ダウンタウンに着くと、地図を頼りにコン

ベンションセンターに向かった。街の中心街

なのに、ひとっこ一人いない。不思議に思い

ながらコンベンションセンターに着いた。か

なり大きな施設だ。明日からの会議に向けて

さぞ支度に大忙しと思いきや、周辺にはやは

り誰もいない。とりあえず明日のサイレニア

ン・シンポジウムの部屋だけでも確認してか

ら帰ろうと中に入ると、広い。部屋がいくつ

もあり、サイレ二アンの２３番と２４番の部

屋を見に行った。まだ誰もいないが、明日の

ことを思うとワクワクしてきた。広い通路を

歩いていくと風光明媚な水辺の景色がガラス

越しに見えてきた。中にカフェがあり、見る

とやっと人がいた。日本人のグループだ。明

日からの会議の視察に来たのだろう。考える

ことは同じだ。

それから時間があるので、タンパの中心街

を歩いてみることにした。南国の強い日差し

が照りつける。空気は乾燥していてちょっと

冷たい。コンベンションセンターの裏手には

運河だろうか、海の一部だろうか、水辺があっ

て、その向こうに新興住宅地のパステル調の

瀟洒な集合住宅が並んでいるのが見えた。運

河沿いに歩いていくと、大きな建物が目に入っ

てきた。あっ、なんとタンパベイ・ライトニ

ングのホームアリーナではないか。アイスホッ

ケーファンなら来てみたいところだろう。試

合みたいなあ・・・と、思いつつ、タンパの

中心街をぐるっと回って、商店街やレストラ

ン街もなく、人もいないのでつまらないので

ホテルに戻って明日の準備をすることにした。

しかし、部屋に戻ると時差のため眠くてた

まらない。眠ってしまって目が覚めたら夜だっ

た。テレビをつけると、「インディー・ジョー

ンズ」をやっている。昨日もやっていた。連

日やるのだろうか。そういえば、今週は「サ

ンクスギビング（感謝祭）」で昨日は「ブラッ

クフライデー（黒字の金曜日）」だったはずだ。

人がいないのはそのせいかな。やっぱり２４

日に来て昨日の「ブラックフライデー」の馬

鹿騒ぎでも見ればよかったなあ。

サイレニアン・シンポジウム

サイレニアンから朝７時半に来いというの

で、タクシーで行くことにした。７時半前に

着いたが、誰もいない。半になっても誰も来

ない。広い会場は早朝の空気が冷たい。ポス

ターの箱を抱えて、スピーチ原稿に目をやる。

最終確認だ。今日が本番、気が引き締まる。

８時近くなって、２３番の部屋の前に机が

持ってこられた。髪の長い女性が書類を並べ

はじめ、彼女がこの間いろいろ連絡を取り合っ

たニコルかなと思い、声をかけるとそうだっ

た。名前を告げ、参加費１０ドルを払い、シー

ルになっている名札と資料をもらった。「ポス

ターはボードの好きなところに貼ってね、場

所は早い者勝ちだから」というようなことを

言われ、中に入ると大きなボードが４枚ほど

並べてあった。どこにしようか考えあぐねて

いると、次から次に人が来てポスターを張り

出した。他のポスターはどれも私が作ってき

たポスターの倍以上の大きさがある。細かく

問題点などがチャート化され、わかりやすく

まとめてある。もうちょっと念を入れて作る

べきだったかなと反省しながら、割りと目立

つところに貼ってみた。青が綺麗だ。

それから、私のスピーチは何番目だろうか

と貰った資料に目を通す。しかし、いくら探

しても私の名前はない。もしやと思い、後ろ

の方のポスター参加者に目を通すと、私の名

前があった。エントリーミスだ。確かポスター

を展示するかどうか聞かれ、イエスと答えた。
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私はスピーチとポスターと両方の参加だと

思っていたが、両方はなかったらしい。

それで、ひどく落ち込んで、「北限のジュゴ

ンを見守る会」のみなさんに申し訳ないのと、

自分のダメさ加減に涙が出そうになった。や

がてシンポジウムが始まったけど、ショック

が大きく、話に身が入らない。日本とは違っ

て、スピーカーは楽しそうにやっている。緊

張することはなかったんだ。スピーチを繰り

返し読んで発音の悪さをアメリカの友人に指

摘してもらい、一生懸命練習してきたのに、

なんにもならない。それどころか、世界中か

ら来たスピーカーは発音の悪さなど気にしな

い。司会もスピーカーも自然体だった。

休憩時間に、会の代表の鈴木雅子さんに頼

まれたエレン・ハインズさんへのお土産を渡

そうと、エレンさんを探した。どの人かわか

らないので、主催者に聞くと、「彼女はとても

有名な人ですよ、ほら、あの背の低い人です」

とわざわざ彼女を呼んでくれた。エレンさん

は沖縄のジュゴンについてひどく憂えていて、

心配そうにしていた。私には詳しく話すだけ

の技量がなかったので、基地の問題をちょっ

と話し、雅子さんのお土産を渡した。エレン

さんは贈り物の T シャツを袋から出して広
げ、嬉しそうに「雅子によろしく伝えて」と

言われた。

シンポジウムは朝の８時から夕方５時まで

の長丁場。昼休みの１時間を挟んでびっしり。

昼食をとった後、日溜りでウトウトしたあと、

もう眠くてたまらない。シンポジウムの記録

はＩＣレコーダーに任せて、眠気との戦いに

四苦八苦。

休憩時間にはポスターの前に立ち、沖縄の

ジュゴンに関心のありそうな人にアピール文

を渡すことにしたが、なかなか関心のありそ

うな人も来ず、いろいろ限界を感じ反省する

ことしきり。

スピーチも全体的にはマナティの発言が多

く、ジュゴンに関してはこれからまだまだ研

究されなければならないだろうと思った。そ

の前にまず、世界中のジュゴンを保護するこ

とが先決だ。

会議が終わってレセプションがあるという

が、疲れて眠いし帰ることにした。

部屋に戻るとカナダでお世話になったヘン

ドリーさんから、パソコンメールで早いクリ

スマスメッセージが届いていた。「今タンパに

いるよ」と返事をすると、「姪がタンパにいる

から食事でもしたら」という返事。「彼女にメー

ルするからホテルをおしえて」と言う。

そんなメールのやりとりをしてから、TV
をつけるとまた、「インディー・ジョーンズ」

をやっている。シリーズ最後の宇宙人が出て

くるやつだ。しかし、見ているうちに疲れて

寝てしまった。
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雨の中、マナティを見に行く

２８日、マナティを見に行こうと

バスに乗ってタンパ動物園に向かっ

た。バスを３回乗り換えないといけ

ない。朝は雲行きが怪しかったが、

雨は降っていなかった。南国だから、

雨が降っても傘はいらないだろうな

どと勝手に決めてラ・キンタを出

た。２つ目のバスに乗り換えたとこ

ろで雨が本降りになってきた。

「やばいなあ」とつぶやきながら

バスを降り、３つ目のバスに乗ろう

と思ったが、案の定バス停がどこだ

かわからない。仕方なく歩くことに

した。何しろ雨宿りなどするところ

もないのだ。住宅地の中を歩いているとバス

停がすぐ見つかった。しかし時刻表がないの

で、いつ来るかわからない。次のバス停まで

歩くことにし、バスが来たら走ろうと思って

いたが、土砂降りで走る気が起きない。テレ

テレ歩いていたら、バスが私を追い抜いて行っ

てしまった。ひどくがっかりした。次のバス

までかなり時間があるから、結局、動物園ま

で歩いてしまった。びしょ濡れだ。

濡れた格好で受付に行き、入場料を支払っ

た。ホテルで貰った割引券を出すと、１ドル

ほど負けてくれた。こんな雨の日に物好きと

でも言いたげな若い職員に、「今日、マナティ

は見られるのか」と聞くと、「見られる」と言

うので、嬉々として中に入る。ライオンや象

を見るのは雨がひどく諦め、マナティと鳥だ

け見て帰ろうと決めた。

「マナティ」、「マナティ」と矢印通りに進ん

でいくと、大きな水槽のある建物に行き着い

た。いよいよだ。いた。でかい。ジュゴンと

違ってやっぱり尾ビレが丸い。大きな尾ビレ

だ。マナティは全部で４頭ほどいた。一番大

きな奴はずっと浮かんでレタスをむしゃむ

しゃ食べている。体に藻がこびりつき緑色に

なっている。小さいのは子どもかな。ゆらゆ

らと水面を漂っている。今日は雨のせいか外

からの見学ができないので、顔をなかなか見

られない。しばらくベンチに座ってマナティ

の様子を眺めていた。その間もずっと、大き

いマナティはレタスを食べ続けていた。きっ

とジュゴンも生息するのに巨大な藻場がなけ

れば生きていけないだろうなと思った。

雨の中バスを乗り継いで、ラ・キンタに帰っ

てきた。ヘンドリーさんからメールが来てい

た。姪は忙しくて残念ながら時間がないとい

う返事だった。そうだろうな。見知らぬ外国

人が、おじさんの知り合いといって訪ねてき

ても迷惑に違いないよな。TVを付けたけど、
「インディ・ジョーンズ」はもうやっていな

かった。

オキュパイ・タンパに参加

今回の訪米に際し、オキュパイ運動に機会

があったらなんとか参加したいなあという希

望があった。昨年の夏あたりからＦＢ

（Facebook、フェイスブック）のオランダの友
人から、ニューヨークのウォール・ストリー

トで９月１７日にキャンプをするからと、誘

いのツイートがじゃんじゃん入るようになり、

本気かなと思っていたら、全米的世界的に運

動が広がった。チュニジアで火がついた民衆

抵抗運動は、ヨーロッパに飛び火し、スペイ

ンで革命を起こし、ニューヨークのウォール

・ストリートへとつながった。１％の富裕層

が権力を持ち、９９％の民衆が立ち上がった
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格好だ。

本当はニューヨークに行きたかった

が、時間的な余裕と目的が違うので申

し訳なかったので今回は諦め、まあフ

ロリダのどこかのオキュパイ運動でも

遭遇できたらと考えていた。

タンパでは前日までに３人の逮捕者

が出たというから、さぞかし大きな運

動になっているだろうと息巻いて行っ

てみたら、なんとのんびりした風景に

力が抜けてしまった。

私はズコッティ公園（オキュパイ・

ウォール・ストリートで占拠した公園）

のようにテントが並び、ドラムサークルが太

鼓を叩き、人々が抗議の声を挙げているのか

と思いきや、テーブルがひとつ置いてあって、

その上に逮捕に対する抗議文やチラシなどが

無造作に並んでいた。その周りにはいろいろ

なスローガンが書かれたプラカードが立てら

れている。「教育制度の法制度改革」なんてい

うのは、切実な問題なのだろう。アメリカじゃ

金持ちじゃなければ大学にはいけない。でな

ければ、多額な借金を抱え込むしかない。若

い学生風の男性がそこに座り、「東京から来た」

と言うと、嬉しそうにみんなに紹介してくれ

た。みんなといっても６人ぐらいしかいない。

野宿のおじさんと活動家らしき２、３人。物

見遊山で来ているだろうおじさん。親切なイ

タリアから来たという女性。ガタイのいい黒

人の若者。ダンボールとマジックペンを持っ

てきて、とりあえず何かプラカードを書けと

言うので、「We are the99%」と書いて、通り

すぎる車に掲げて見せたりした。しかし、誰

も関心を寄せる感じもしないし、第一、タン

パには人がいない。

オキュパイ・タンパは児童博物館の前の広

場で行われていた。噴水広場で、ときどき水

しぶきを上げる。天気のいい日で陽光が近隣

の高層ビルのガラスに反射して眩しい。暖か

くて、ついウトウトとする。イタリアから来

たという女性は、アメリカで暮らす。「イタリ

アに帰りたいか」と聞くと、「時々」と答えた。

なんでこの活動をしているのか彼女が話す。

アメリカの悪いところをあげつらう。外国か

ら来たから余計に悪いところが目に付くのか

もしれない。彼らはオキュパイ・ウォール・

ストリートを踏襲し、図書館のつもりなのか、

プラスチックケースに本が詰まっていた。見

ると哲学書がほとんどだ。でも彼らの話を聞

く限り、私のようなアナキストや日本の社会

主義者たちとは違う。資本主義を否定してい

ないように感じた。アメリカの若者がどこに

行くのか、いやいや世界はアメリカの１％の

手中からどうやって解放されるのか、彼らは

何を求めているのか、考えるとますますわか

らなくなる。そうやって考えながら、日がな

一日、日向ぼっこをしていた。のんびりした

日。それでも、夜にはジェネラル・アセンブ

リーや人間マイクロフォンによる抗議行動が

行われるのかなと思ったが、明日早朝に出発

しなければならず、帰りの支度や土産物を買

いに行かなくてはならないので、早々に皆さ

んとお別れした。

帰 国

朝、５時に起きて朝一番の便でタンパから

アトランタに向かった。やっと時差のせいの

眠気が治り、タンパの街にもなじんだところ

で帰国となり、名残惜しくも飛行機に乗り、

なぜか懐かしいタンパの街を下に見ながら、

また来れるかなと思った。

（注 写真はすべて根岸恵子）


