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フロリダ キーズ＆キーウェスト
フロリダでバカンスを過ごす

フロリダキーズではこう言われています。：‘そのままでお

日本人のうち､フロリダキーズ

越し下さい’フロリダと違うのは、キーズでは車を必要とす

までの旅行を計画する人は殆

る場所が無いという事です。キーウェストでは車をホテル

どいません。ユニークな自然､

に停めて、徒歩か自転車で‘アイランドシティ’を巡る事がで

美しいビーチ､素晴らしい天

きます。冒険家にとっては、マイアミからキーウェストま

気､リラックスした雰囲気は､去りがたい気持ちにさせます

で４２の橋を渡って自転車で行く事も可能です。

と､営業部長のステーシー･ミッチェルは､その可能性につ

キーウェストより、もっと

いて語っています。

“全てのキーズを発見するためには、時間をかけて下さい。

水の体験

マイアミから直接すぐにキーウェストまで車で行かずにア

“フロリダキーズでは全てが水に関わっています。水上や水

ッパーキーズで一晩、宿を予約して下さい。エバーグレー

中で、数多くの体験ができます。その上、キーズでは誰に

ズを探検するため、ジョン･ペネカンプ州立公園でスノーケ

とってもまた‘初めての体験’となるのです。海でセーリング

リングをするためにキーラーゴをベースにして下さい。多

中に野生のイルカがボートの近くでどのように泳ぐのかを

くのホテルがウォーターフロントに位置し、ウォータース

見る、エレガントなウミガメの間でのスノーケリング、忘

ポーツやエコツアーを提供しています。

れる事のできないサンセットを眺めたり、カリブ海に足を
‘

他のキーズでも同じように、数多くのオファーがありま

ガイドを雇ってマングローブのトンネルまで行き､島が大サ

す。例えば､マラソンにあるザ・タートル病院やイルカセ

ギ、マンタ、キーディアー（鹿）の家である島々を探検し

ンターの一つを訪ねる。アイラモラーダのロビーズマリー

たり。“

ナに行き、ターポンにあなたの手からエサを与える。他の

つけながらカクテルを一口飲んだり、’バックカントリー

必見は州立公園を訪問する事です。僅かの金額でピクニッ

‘そのままでお越し下さい’

クやスノーケリングが楽しめるユニークな場所へ行く事が

“キーズに滞在している間は､特にその瞬間を楽しんで下さ

できます。ぜひとも小さなレストランにも行ってみて下さ

い。満月の下で泳ぎたいですか。朝食にビールを飲みたい

い；食事はいつも新鮮で魚は地元で捕れた物です。日没後

ですか。あるいはＴシャツ､水着とビーチサンダルだけを身

は、ぜひカヤックかパドルボートに乗ってみて下さい。魅

につけていたいですか。それならとても良いです。私ども

力が増します。なぜなら、海洋動物は私達地元民の一部と

のシックなレストランでさえ､ドレスコードはありません。

同じように、太陽が沈んだ頃から活動的になるからです。“
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概要

楽園 キーズの探検

マ

イアミから車に乗って南下すると、全く異なったアメリカ

常に晴れ

に辿り着きます。大西洋とメキシコ湾のターコイズブルー

フロリダキーズでのバカンスは、年間を通じて可能です。キーズは亜

の海の、優美な真珠のネックレスのようなフロリダ キーズ

熱帯気候であって、殆ど常に晴れて暖かく快適な天気です。常に冷た

が、ここに横たわっています。カリブ海風ののんびりした雰囲気、白い

い潮風も吹いています。日中の平均気温は２５度以上です。最も雨が

ビーチ、カラフルなサンゴ礁、居心地の良いバー、いつも良い天気・・

多いのは６月から１０月にかけてです。この期間中、短時間にわか雨

・それ以上、何を望むのでしょうか？

が降りますが、しばしばすぐにまた日が差します。

フロリダキーズに属する島々は、互いに風光明媚なオーバーシーズ･ハイ

アクティブ＆リラックス

ウェーで結ばれています。４２の橋を渡る際に両側に見える澄んだブル

北米で唯一の生きたサンゴ礁、エバーグレーズの草原、マングローブ

ーの海は、それだけでフロリダまで飛行機で長旅をした甲斐があると言

と熱帯の木々、白い砂浜とターコイズブルーの海、のどかな島、野生

えます。ここは世界で最も風光明媚なルートの一つであり、サンシャイ

のイルカ、ウミガメ、アカエイ、カラフルな魚や美しい水鳥...フロリ

ンステートで唯一のオールアメリカンロード（アメリカで最も特別な

ダキーズとその周辺では、自然の楽園を見つける事ができます。様々

道）なのです。

なアクティビティが用意されており、いつでも常に探検に行くための
楽しい方法が考えられています。カヌーやパドルボードあるいは自転

位置

車からも、水中や空中からも自然を探検できます。

フロリダキーズはフロリダの南端、マイアミから少し南に位置してい
ます。キーズは３００以上の大小の島から成りたち、東は大西洋、西

全く何もせずに白いビーチを楽しむのも、もちろん良いです！幸い、

はフロリダ湾とメキシコ湾に囲まれています。マイアミ国際空港から

キーズの住民もとてもリラックスしています。のんびりした場所には

車で１時間。キーズの最北の島、キーラーゴへ。200km以上の長いオ

宿泊施設、バーやレストランに多様な選択肢があり、芸術・カルチャ

ーバーシーズハイウェイを渡って、続いてアイラモラーダ、マラソ

ーのアクティビティも可能です。キーズが既に何年もの間、画家・作

ン、ビッグパイン＆ザ･ローワー･キーズそしてキーウェストに到達し

家や芸術家にとってのインスピレーションの源となっているのはもっ

ます。キーウェストはアメリカの最南部であり、キューバからわずか

ともな事です。

150kmに位置しています。
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フォート･ジェファーソン

地域

バックカントリー
キーラーゴの‘バックカントリー’はエバーグレーズの淡水がフロリダ湾
の塩水とここで混合するのでユニークです。ボートツアーで、よく動
植物を発見する事がありますが、よりスポーツタイプの人にはカヤッ
クやパドルボードツアーがあります。真の冒険家達は、無人島のテン
トや水上の小屋で眠るバックカントリーカウボーイ達との数日間のカ
ヌーツアーを選びます。バックカントリーは浅瀬のために、カイトボ
ーディング初心者にも最適です。また、釣りで静かな日を過ごすに
も、バックウォーターが良いです。スペクタクルがお好きですか？で
は、深海釣りへ行って下さい。老いも若きもお楽しみは、釣りの経験
が不要なセイラーズチョイスパーティーボートのツアーです。(MM100
オーシャンサイド)魚を釣って、レストランで調理しましょう。

鳥や海洋動物
キーズでは、動植物を保護するためにあらゆる努力がなされていま

ペンネカンプ州立公園

す。キーラーゴの病気やケガをした鳥（タカ・ミサゴ・ヘラサギ・サ
ギなど）を受け入れる場所、フロリダキーズワイルドバードセンター
（MM93.6ベイサイド）を訪れてみて下さい。海洋哺乳類コンサバンシ
ー（MM102.1ベイサイド）ではキーラーゴのいくつかのホテルと一緒

キー ラーゴ

マ

にイルカやクジラを世話するボランティアのプロジェクトがあります。

イルカ
キーラーゴではイルカと触れ合う事ができます。ドルフィンコーブ

イアミ空港から車でわずか１時間のキーラーゴはフロリダ

す。経験豊富なダイバーやスノーケラーだけが滞在を楽しむ事ができ

（MM100ベイサイド）では、この親しみやすい動物達と一緒に泳ぐ事

キーズ最北端の、また最長の島です。キーラーゴは、また‘

るのではなく、浅い岩礁はダイビングのライセンスを取得したい子供

や、スノーケリングする事ができます。ドルフィンズプラス（MM99.5

世界のダイビングの首都’と呼ばれ、カイトボーディング、

や大人にとっても理想的な場所です。様々なスノーケリング・ダイビ

オーシャンサイド）では別のオプション；イルカやアシカと出会えま

釣りやセーリングに適しています・・・そして、忘れてはならないのが“

ングツアーの他に、グラスボートのツアーもあります。カヤックに乗

す。

バックカントリー”の探検です。

り、あるいはボートを借りて自分で澄んだ水辺を航海しましょう。

カリビアンクラブ
キーラーゴはエバーグレーズ国立公園と北米唯一の生きたバリアリー

訪問者はコースの一つを通って熱帯林を歩き、ビーチでピクニックや

キーズは何十年にも亘って、アーティストや映画製作者にインスピレ

フの間に挟まれています。キーラーゴ、アイラモラーダもまた、エバ

ひと泳ぎする事もできます。州立公園のビジターセンターには、海水

ーションをもたらしています。最も有名なここで撮影された映画は間

ーグレーズを訪れるのに最適な拠点です。宿泊施設の多くがウォータ

水族館や説明の映画を上映するシアターがあります。マイルマーカー

違いなくハンフリー・ボガードとローレン・バコール主演1947年 の‘キ

ーフロントに位置し、水鳥やワニが多いユニークな自然地域へ行くボ

（MM）102.5 オーシャンサイド

ーラーゴ’です。島の名前が映画のタイトルになっている事に感謝！キ

ートやカヌーツアーを提供しています。キーラーゴは、実は水中の世

ーラーゴは一部、カリビアンクラブで撮影されました。ここでは白黒

スピーゲル グローブ

フィルム時代に戻ったような気分にさせます。サンセットの頃、カク

キーラーゴ沖には経験豊かなダイバーの心を捉えるいくつかの難破船

テルか冷たいビールを飲んで下さい。クラブからは、’パドルホイール’

ジョン･ ペンネカンプ ･コーラルリーフ州立公園

が横たわっています。米海軍の揚陸艦スピーゲルグローブは主要なダ

を持つリバーボートでのサンセットクルーズ（金曜日・土曜日）も出

ジョン･ペンネカンプ･コーラルリーフ州立公園はアメリカ最古の水中

イビングスポットの一つで、座礁した中で最大級の人工岩礁を作って

航しています。MM104ベイサイド

自然保護区です。保護区はフロリダ湾、メキシコ湾、大西洋の海・海

います。スピーゲルグローブは約４０ｍの深さに横たわり、160ｋｍの

草藻場やマングローブ、サンゴ礁に溢れたキーズの両側の広大な地

長さの ‘難破船トレール’の先に沿って海底には多くの軍艦が横たわって

アフリカの女王

域、フロリダ州の国立海洋保護区の一部です。６００の魚類と５５の

います。

更にもっと‘白い布’- の体験がしたいですか？それでは“アフリカンクィ

界でよく知られているのです。

生きたサンゴ礁類により、キーラーゴは世界で最も魅力的なダイビン

ーン”に乗りこんで下さい。この古い蒸気船では1951年に上映されたボ

グスポットの一つと数えられています。また、海底にあるキリストの

ガードとキャサリーン・ヘップバーン主演の映画の名を冠していて、

像でも有名です。ペンネカンプは大西洋上約５kmにあり長さ40ｋｍで

今でも運河を通るツアーを行っています。MM100オーシャンサイド
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Edifício Niemeyer
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アイラモラーダ
アイラモラーダ‘世界の魚釣りの首都‘

は釣り人の楽園です。多くの魚

す。湾流のおかげで、マグロやマヒマヒ（シイラ）のような魚も特定の

ス’はドックの近くで、あなたの手から魚を盗むために水の中から高くジ

の記録がここで生み出され、数多くの有名人がここで既に釣り竿を投げ

季節に泳ぎます。海へ釣り人を連れて行く熟練の船長はたくさんいます

ャンプします。その魚を拾おうとしているペリカンの監視の目の下で。

ています。またウォータースポーツ、日光浴を楽しむ人々や芸術・文化

が、岸からの釣りも可能です。特別な釣りの冒険を体験したい人にとっ

愛好家達もアイラモラーダで真価を発揮しています。

て、アイラモラーダは理想的な出発点です。釣りの１日の最後には獲っ

チーカズピア

ロビーズマリーナからもカヤックとパドルボードのツアーを提供してい
ます。MM77.5ベイサイド

た魚を完璧な方法で調理するレストランの一つに持ち込むことができま
‘ヴィレッジ

オブ

アイランズ”はエバーグレーズ、フロリダキーズ国

ダイビングの歴史ミュージアム

す。

立海洋保護区とフロリダ海峡の深く青い海の間に位置しています。アイ

アイラモラーダからフロリダキーズ国立海洋保護区へ行く多くのスノー

ラマモラーダは６つの大きな島、プランテーションキー、ウィンドリー

シアター・オブ・ザ・シー

ケル、ダイビングツアーが提供されていて、岸には２７ｍの長さのワシ

キー、アッパーマテカム、ローワーマテカム、リグナムバイタとインデ

シアター・オブ・ザ・シーは､特にお子様連れのご家族にお勧めします。

のような難破船が横たわっています。何世紀も前には、どのようにして

ィアンキー、そしていくつかの小さな島で成り立っています。イルカ、

公園ではイルカ、アシカ、オウムのショウ、キーズの水中生活について

潜っていたのか、当時のダイビングスーツはどのようであったか知りた

アカエイやアシカと泳いだり、ターポンに手のひらからエサを与えた

の展示に従っての見学、グラスボートでのツアーにも参加できます。ま

いですか？それならヒストリー・オブ・ダイビングミュージアムへ行っ

り、マカジキ釣り、美しいビーチでピクニック、スノーケリング、ダイ

た、日光浴や泳ぐことのできるラグーンの美しいビーチへ行く事もでき

て下さい。MM83ベイサイド

ビング、パドルボード、カイトボーディングやカヤック、歴史を学んだ

ます。グリルレストランや土産物屋もあります。シアター・オブ・ザ・

り芸術を鑑賞したり...アイラモラーダでの可能性は非常に多様です。

シーでのイルカ、アシカやエイとの対話型プログラムは忘れられないも

ウィンドリー キー

のとなるでしょう。（これらのオプションは入場料に含まれていませ

サンゴや化石を濡れることなく見る事ができるのは、ウィンドリー・キ

ん）MM84.5オーシャンサイド

ー・フォッシル・リーフ・ジオロジカル州立公園です。ここではオーバ

釣り
アイラモラーダは釣り人にとってユニークです。なぜならここでは２つ

ーシーズ鉄道の建設時、ヘンリー・フラッグラーの鉄道労働者によって

の漁場が１つになっているからです。午前中には大西洋の深い海で大量

ターポンへのエサやり

のカジキを釣り針にかけようとする事ができ、午後にはフロリダ湾の少

様々な場所でターポンにエサを与える事ができますが、バケツに入った

し深い海でノーザンパイク、ターポンやタブ・ガーナード捕りができま

魚を購入できるロビーズマリーナをおすすめします。‘シルバー キング

掘られた古い採石場を見る事もできます。

インディアン キー
インディアン キーは大西洋に位置し、ボートかカヤックのみで辿り着く
ことができます。（漕ぎ時間２０分）ここではインディアンの足跡を辿
り過去の歴史を探ります。インディアンキーでは、沖のサンゴが船の貴
重品の格納場所のような役割を果たしていたという頃の話を聞く事でし
ょう。当時、ここでは多くの取引がされていました。島ではハイキング
ができますが、バードウォッチング、スノーケリング、ダイビングある
いはビーチでリラックスする事もできます。

ビーチ＆公園
アイラモラーダにはいくつかの美しいビーチがあります。アンズビーチ
（MM80オーシャンサイド）には遊歩道があり、ビーチはピクニックに
最適です。ファンダーズパーク＆ビーチ（MM86.5ベイサイド）は素晴
アンズビーチ

らしい選択肢です。この浅いラグーンは、小さな子供達と水に戯れるの
に最適な場所です。ロングキー州立公園はリラックスするのに、あるい
は熱帯の自然の中をハイキングするのに素晴らしい場所です。

モラダ ウェイ アーツ＆カルチュラル ディストリクト
キーズの自然は多くの芸術家にインスピレーションを与え、アイラモラ
ーダでは多くのアートを見る事ができます。レッドボーンギャラリーの
ような、芸術地域に数あるギャラリーは訪れる価値があります。特別な
のがアートウォークフェスティバル。毎月第三木曜日に、アーティスト
がデモンストレーションを行います。
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ロビーズマリーナ
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ピジョン キー

マラソン
タートル病院

のオアシスには、ウミガメやインディアンの生活様式についてより学

ラソンはキーズの中心に位置し、伝説のセブンマイルブ

セブンマイルブリッジ

マラソンのタートル病院は世界で只一つ認められているウミガメの病

べるマラソン・ワイルドバードセンターや自然歴史博物館をも含める

リッジで知られています。マラソンでは素晴らしい鳥を

セブンマイルブリッジはオーバーシーズハイウェイの最も印象的な部

院です。病気、迷ったあるいはケガをしたカメはここで世話され、そ

事ができます。子供用プールや木製の海賊船もあります。MM50.5ベイ

見たり、タートル病院に行ったり、ドルフィンリサーチ

分で、世界で最も長い橋の一つです。この橋に平行しているのは旧セ

の後、可能な場合は放たれます。エデュケーショナルツアーに従う事

サイド

ブンマイルブリッジ、20世紀の初頭にかつてのオーバーシーズ鉄道の

もでき、ツアーの最後にはウミガメにエサやりができます。MM48.5ベ

一部としてヘンリー・フラグラーの傑作として建設されました。建設

イサイド

マ

センターでフレンドリーなイルカやアシカに出会ったりして下さい。
マラソンは16kmの長さのアイランドタウンで ボート･キー、ナイツ・

を完成するために４年間朝晩働いた事に島は感謝して､名前を労働者の

キー、ボカ・キー、ディアー・キー、ロング・ポイント・キー、グラ

一人が言った言葉になぞらえました。“これは本当のマラソンだ”。

ッシー・キーとダック・キーから成っています。マラソンには豊かな

ドルフィンリサーチセンター
ドルフィンリサーチセンター（MM59ベイサイド）ではイルカとアシカ

ソンブレロビーチ

についての全てを学び、一緒に泳ぐ事ができます。４４歳のフィリッ

ソンブレロビーチ（MM50オーシャンサイド）はいくつかのハイキング

パーの娘も､今でも泳ぎ回っています！ドルフィンコネクション

船乗りの歴史があり、ボートキー港では、まだ多くの古い漁船を見か

オーバーシーズ鉄道の大部分は1935年のハリケーンにより破壊されま

コースやピクニックエリアのある手入れの行き届いたビーチで、のん

（MM61オーシャンサイド）でのイルカとの交流は別のオプションで

けます。またヘリコプターと小さな飛行機が着陸できる飛行場や１８

したが、古い橋の大部分は無傷でした。当時ピジョン･キーでは建設中

びり泳ぐ事ができます。数km岸から離れた場所には、キーズの保護さ

す。

ホールのゴルフ場もあります。美しい環境は、ダイビング、スノーケ

ベースキャンプとなっており、400人の労働者が住んでいました。ミュ

れている生きたサンゴ礁の一部を形成しているソンブレロ岩礁が横た

リング、カイトやパドルボード、ハイキングや魚釣りなどのアクティ

ージアムでは旧セブンマイルブリッジの建設の話を画像・音・オブジ

わっています。

ビティに向いています。マラソンは、お子さん連れのご家族に大変お

ェクトと共に聞く事ができます。空から橋を見たいですか？では、オ

すすめです。

ーバーシーズ・アエロ・ツアーズのヴィンテージの第二次世界大戦の

クレーンポイント

セットがとても魅了的だからです。アイランドフィッシュカンパニー

複葉機に乗りこみましょう。飛行中、通常サメ、エイ、イルカを見る

もう一つ、素晴らしい場所はクレーンポイントミュージアム＆自然歴

（MM54ベイサイド）では、サンセットと新鮮なおいしい魚の両方を楽

ことでしょう。

史博物館です。熱帯の木々と自然歩道の教育的ディスプレイがあるこ

しむ事ができます。
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アイランド･フィッシュ･カンパニー
幸運な事に、キーズではいつも太陽が輝いています。なぜなら、サン

地域

地域

ブルーホール
ナショナル キーディアー保護区の近くにオーバーシーズ鉄道建設のため
に石が抽出されたかつての鉱山、ブルーホールがあります。現在、鉱山
は水で満たされ、ワニや多くの水鳥を見る事ができます。ブルーホール
はキー・ディアー・ブールバードにあります。MM30ベイサイド

グレート・ホワイト・ヘーロン国立野生動物保護区
グレート・ホワイト・ヘーロン国立野生動物保護区は、もう一つの特別
な自然地域です。この保護区は、いくつかの島と海におよび、ダイサギ
の家となっています。この素晴らしい白い鳥は、北米最大の渉禽類でフ
ロリダ最南端のキーズでのみ観察されます。いくつかの団体では浅瀬で
のカヤック・カヌー・ボートツアーを提供しています。

難破船
カラフルなサンゴや熱帯の魚だけでなく、ルー・キー・ナショナル・マ
リン・サンクチュアリは、ダイバーの注目を集めています。ビッグパイ

バイーヤ・ホンダ州立公園

ン＆ザ・ローワー･キーズの沖にも、様々な特別な難破船が横たわって
います。最も有名なのはアドルフ・ブッシュで長さ約65mの貨物船でビ
ッグパインキーの南西11ｋｍにあります。1998年からこの船は海底に横

ビッグパイン＆ザ・ローワー・キーズ

たわっていて、人工岩礁の役割を果たしています。他の難破船はパパジ
ョーとフラグラーズバージです。

パーキーズ バットタワー

賑

やかなキーウェストに辿り着く前に、まずビッグパイン＆

しょう。橋の上からは素晴らしい島の眺めが望め、水が澄んでいる時に

シュガーローフキーでは、前世期の初期にキーズの蚊の大群を制御する

ザ・ローワー・キーズで静けさを楽しんで下さい。連鎖す

は魚､エイやウミガメが見えるでしょう。現在、旧橋はカーフリーで、

ために、どのように最初の試みが行われたのかを見る事ができます。リ

る島のこの部分は白いビーチ、マングローブの森、珍しい

サイクリングや散歩、魚釣りができます。バイーヤ公園はビーチでピク

ヒター・パーキー、蚊がゲストにとって迷惑だと感じていたローワーキ

キーディアー（鹿）で有名です。ここでカヤックやパドルボードや探検

ニック、リラックスそしてロマンティックなサンセットを楽しむのに人

ツアーに出かけるのは理想とも言えます。

気の場所です。カヤック、パドルボード、スノーケリングやダイビング

ーズのホテルオーナーは、1929年にコウモリのために木造の塔を建てま
キーディアー

した。コウモリがやって来て、そのあとに蚊を食べるであろうという計

にも適しています。おすすめはルーキー国立海洋保護区の素晴らしいサ

画は、失敗しました。しかし、パーキーズバットタワーは国家歴史登録

ビッグパインキー＆ザ・ローワー･キーズはリトルダックキー(MM40)の

ンゴ礁へのツアーを予約する事です。州立公園内には多くのキャンピン

財に含まれました。MM17ベイサイド

セブンマイルブリッジから始まり、西のストックアイランド(MM5)まで

グ場やレクリェーションエリアがあります。MM37オーシャンサイド

小さな島々

続いています。ここの人々はエコツーリズムとユニークな自然の宝物の
保全のために６０年以上取り組んでいるので、この地域はナチュラルキ

キーデイアー保護区

ローワーキーズのサマーランドキー、ビッグトーチそしてリトルトーチ

ーズと呼ばれています。２つの国立野生生物保護区と一つの国立海洋保

ナショナル キーディアー保護区は針葉樹林、熱帯の広葉樹（ハンモッ

キー、カジョーキーやビッグコピットキーなどの小さな島々もまた価値

護区、州立公園、そして熱帯の動植物に囲まれた島々があります。広大

ク）マングローブや沼地に広がるエリアです。２０以上の珍しい植物や

があります。これらのキーズも、キーウェストから簡単にアクセスでき

なエリアは数々のアクティビティに適しています。例えば、スノーケリ

動物の種類、そのうちの５種類はこの地区でのみ見つかることでしょ

ます。おすすめは多くのビーチ、ラグーン、マングローブのある無人島

ング、ダイビング、魚釣り、カヤック、パドルボード、カイトボーディ

う。最も有名なのは自然地域にその名が付いている、小さなキーディア

サダルバンチ・キーズへの旅です。(忘れられない夕陽)セブンマイルブ

ング、ハイキングやサイクリングなど。

ーです。 ナショナル･キー･ディアー保護区の財団によると、この鹿はわ

リッジ近くには止まってピクニックができる､ダック・キーとオハイオ・

ずか２７頭だけが残っている一方で、人口は800に増加しました。キー

キーが横たわっています。ノーネーム・キーを訪れて、ノーネームパブ

バイーヤ･ホンダ州立公園

ディアーは日の出と日没の頃に､よく観察されます。拠点はビジターセ

の冷たいドリンクとおいしいピザを味わって下さい。水辺で１日を過ご

キーウェストに向かう途中で辿り着く最初の自然地域もまた、美しいも

ンター（MM30ベイサイド）でいくつかの展望台やハイキング・サイク

した後のルー･キー･ティキバーは楽しいです。

のの一つです。バイーヤ･ホンダ州立公園には定期的に‘ベストビーチ’投

リングルートがあります。

票で賞を獲得している美しいビーチがあり、かつてはオーバーシーズ鉄
道の一環であった旧バイーヤ･ホンダ･ブリッジの一部を見つけることで
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フロリダ キーズ＆キーウェスト

オールド・バイア・ホンダ橋
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地域

キーウェスト

キ

ーウェストはカラフルな家、数多くのバー、レストラン、

かげで、キーウェストは自転車でも素晴らしい探検ができます。ロイズ

マロリースクエア＆ナイトライフ

ギャラリー、ビーチ のある､キーズで最も活気のある島で

トロピカルバイクツアーでは、隠れた熱帯の庭や公園を紹介し、エキゾ

マロリースクエアはサンセットを祝うためにある場所です。ストリー

す。マロリースクエアでサンセットを体験し、ヘミングウ

ティックな花の香りを嗅ぎ、地元の果物を味わいます。自転車が良い場

トアーティストは、この広場に毎日ナイトライフをもたらします。カ

合は、ペディクラブライド(自転車タクシー)をおすすめします。

クテルを一口飲んでサンセットを楽しみ、そのあと隣接するストリー

ェイの家を訪ね、おいしいキーライムパイを味わい、野生のイルカを探
し、ドライ・トートゥガス国立公園までボートツアーで行きます。

トに向かいます。デュバルストリートは歓楽街であり、デュバルクロ

サザンモスト

ール（pubクロール）の時には素敵なカフェでフローズンマルガリータ

キーウェストはフロリダキーズの最後の島であるだけではなく、アメ

キーウェストはマイアミ(200km)よりキューバ(150km)に近く位置して

やグラスワイン、生ビールを楽しみます。レストランの選択肢も広い

リカ大陸の最南端でもあります。居心地の良いバーでの素敵なのんび

おり､カラフルな石のブイのサザンモストは、おそらく写真撮影で最も

です。コンクリパブリックシーフードカンパニーでシーフードを味わ

りした雰囲気の‘アイランドシティ’には多くの芸術家や作家が住む‘芸術

人気のある背景です。サザンモストハウスも、また素晴らしいです。

い、エルメゾンデペペでキューバ料理を試し、ブルーヘブンではニワ

的’な場所がたくさんあります。例えばザ・ギャラリー・オン・グリー

この1896年に建てられた美しい家(デュバルストリート)は、現在ホテ

トリに囲まれて食べ、ベターザンセックス（デザートのみのレストラ

ンでは､遠くまで広がる数十人の芸術家達の作品を見る事ができます。

ルになっています。

ン）でデザートを楽しみます。有名なライムのチーズケーキ、キーラ

キーウェストには、ヤシの木々、トロピカルな木々やカラフルなビク

フォート ジェファーソン

イムパイを食べずにキーズを去る事はできません。

トリアンハウスが多く並ぶ豊かで美しい道もあります。１９世紀の魅

ヘミングウェイの家

力的な古いキーズの魅力に出会うでしょうが、同時に考えられる全て

アーネスト･ヘミングウェイは疑う事なく、キーウェストで最も有名な

ビーチ

の近代設備も、ここにはあります。キーウェストでは1980年代初頭に‘

元住民です。家と書斎はホワイトヘッドストリート907にあります。ミ

キーウェストはハイッグスビーチ、スマザーズビーチ、サウスビーチ

独立’を宣言しました。そしてそれ以来、遊び心のある名前、コンク共

ュージアムではヘミングウェイの生活とアメリカ文化史を垣間見る事

そして１９世紀のビーチフォートザカリーテイラーなどの美しいビー

和国が街のあちらこちらで見受けられます。

ができます。

チに囲まれています。沖にはまだいくつかの白砂のビーチがある美し
い島々が横たわっています。

電車か自転車で

ミュージアム＆灯台

キーウェストのセンター街ではキューバ（葉巻ショップなど）やバハマ

ヘミングウェイの家の他にも、いくつかのミュージアムがあります。

ドライ･トートゥガス国立公園

（歴史的バハマの村）の影響を見る事ができます。オールドタウントロ

おすすめは、とりわけトルーマンリトルホワイトハウス(元大統領のか

ドライ･トートゥガス国立公園はキーウェストから西に100kmに位置

リーでは、わずかの時間に多くのハイライトを見る事ができます。電車

つての住居)､メルフィッシャー海軍博物館とカスタムハウスミュージア

し、いくつかの楽園の島、サンゴと砂州から成っています。ボートか

は停車場が１２箇所あり、車掌は独自で逸話を語ります。(12歳まで無

ムです。ミュージアムになっている１９世紀の灯台、キーウェストラ

水上飛行機のみで行く事ができます。フェリーは８時に出発し、17時

料)他にもコンクツアートレインがあります。島がコンパクトであるお

イトハウスにも上ってみましょう。

頃に再びキーウェストの港に戻ります。途中、美しい島々を見て、澄
みきったターコイズブルーの海に絶えず囲まれ、素晴らしい鳥、ウミ
ガメ、イルカを見る事でしょう。ハイライトは南北戦争の時の印象的
なフォート･ジェファーソンです。ここではキーズの最も美しいビーチ
の一つでスノーケリングや日光浴ができます。

パドルボード

ザ・レイクスで漕ぐ
近くで滞在したい人は、キーウェスト裏庭の、無人島のある浅瀬の
ザ・レイクスまでカタマランを漕ぎます。ここでカヤックに飛び込
み、サンゴの上とマングローブの間を漕ぎましょう。カイト、パドル
ボーダーにとっても、最適です。現在、キーウェストでは日没後もパ
ドルボードやカヌーができ、（底部のＬＥＤランプのおかげで）日中
とは違う動物を見る事ができるでしょう。ナイトパドルボーディング
は、イビスベイパドルスポーツにて可能です。

ドルフィンサファリ、ダイビングツアーとサンセットクルーズ
キーウェストの周辺では何百もの野生のイルカが生息しています。ド
ルフィンサファリ（港から）に参加して、自然環境で動物を見ましょ
う。ダイバーには美しいサンゴだけではなく、160ｍの長さの難破船ヴ
ァンデンバーグ（米国の軍艦）などがあります。ロマンティックな雰
囲気をお望みですか？では、サンセットクルーズを予約して下さい。

14

フロリダ キーズ＆キーウェスト

キャプテンアウトレージャウスの自転車

フェスティバル

フェスティバルを祝う

祝

い、人生を楽しむ...フロリダキーズでは、まるで他には何
もないようです。数多くあるフェスティバルの一つの期間
中や祝日に島に滞在すると、バカンスがより特別なものに

なることでしょう。こちらが選択肢です。

コンク共和国独立記念日（４月）
米国本土へ旅行する際に、人々が警察による厳格なチェックを受けた
アンダーウォーター･ミュージック･フェスティバル

後の1982年4月23日、キーウェストは米国からの独立を宣言しまし
た。しかし‘コンク共和国’宣言はやや面白かったものの、そこには深刻
な意味がありました。 ‘力を持ち無分別な政府’から離れて、ただユーモ
アがあって暖かみと尊敬を払うことのできる政府を、がそのメッセー
ジでした。キーズでは今でも独立の精神を優勢し、そしてそれを体験
するには４月の終わりのコンク共和国独立記念日にキーズに行くのが
最善です。１週間続いてストリートマーケット、ツアー、ドラァグク
ィーンショウ（キーウェストは’ドラァグクィーンショー’’で有名です。
）やキーウェストの港で’血みどろの争い’が行われます。

フルムーンパーティー（毎月）
アイラモラーダのモラダベイビーチカフェでは、毎月‘フルムーンパー
ティー’が行われます。この大きなビーチフェスティバルでは、かがり
火、ブラジルのカポエイラダンサーによるパフォーマンス、バハマの
ジャンカヌーパレードを見て、ビーチでは竹馬、火吹き、アクロバッ
トなどのサーカス芸を見る事ができます。

ヘミングェイ・デイズ・フェスティバル（７月）
ヘミングウェイは、キーウェストの最も有名な元住民の一人です。
作家は、毎年７月第３週のヘミングウェイデイズフェスティバル時に
ヘミングウェイ デイズ

敬意を表されます。魚釣り大会、作文コンテストが行われ、ストリー
トマーケットが開催されます。ハイライトはデュバルストリートにあ
る、ヘミングウェイがカクテルをよく飲んでいたスロッピージョーズ
バーでの、そっくりコンテストです。

アンダーウォーターミュージックフェスティバル（７月）
ユニークなアンダーウォーターミュージックフェスティバルは、毎年
７月第２土曜日にビッグパイン＆ザ・ローワー・キーズの沖にあるル
ーキーで行われます。美しいサンゴ礁の間をスノーケリングやダイビ
ングしている間、海中で奏でられる音楽を楽しみます。

キーズ バーディング＆ワイルドライフ フェスティバル（９月）
この年中行事は９月にマラソンのカレー･ハンモック州立公園で開催さ
れます。このイベント中にキーズの珍しい鳥を見る事ができます。ま
た、子供達には特別なアクティビティがあります。
フェスティバルに関する更なる情報はwww.fla-keys.com/calendarofevents

フロリダ キーズ＆キーウェスト

マロリースクエア
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ヒント

便利な情報
12のやるべき事

こ

のエクスクルーシブでは、フロリダキーズの様々な可能性

行き方

パスポートとESTA

についての豊富な知識を得る事ができました。以下に私達

ヨーロッパやアメリカでの乗り継ぎの有無に関わらず、毎日様々な定

米国を旅行するには有効なパスポートが必要なだけでなく、旅行する

の視点からもう１度、１２のやらなければならない事を示

期便やチャーター便でマイアミへ飛行する事ができます。キーウェス

ために公式の許可証もまた申請する必要があります。これはＥＳＴＡ

トにはマイアミを含む場所から直行便のある、地方空港があります。

オンライン申請サイトesta.cbp.dhs.gov（出発の７２時間前までに

マラソンには、プライベートジェットとチャーター便の小さな空港が

ESTA申請書（電子渡航認証システム）に入力し、クレジットカードで

世界でも魅力的なダイビングスポットの１つである、ジョンペンネ

あります。フォートメイヤーズビーチとマルコ島からキーウェストエ

支払います。

カンプコーラルリーフ州立公園でスノーケリングかダイビングをする。

キスプレスのフェリーでキーウェストに辿り着きます。（乗船3.5時

します。

1.

間）

2. キーズの‘バックカントリー’でパドルボードやカヤックをする。現在

）

電気
アメリカでは３本ピンのプラグを使用します。

日没後も可能です。（ＬＥＤランプのおかげで）

マイアミからキーズへ
マイアミ空港から車で１時間。フロリダキーズの最北端の島、キーラ

時差

’世界の魚釣りの首都‘アイラモラーダで釣り糸を投げ込み、獲物をウ

ーゴ（約95km）に着きます。キーウェスト。最南端の島へはマイアミ

米国の東海岸、フロリダキーズも横たわる場所はGMT-5のタイムゾー

ォーターフロントにある居心地の良いレストランの一つでグリルする。

から３時間以上かかります。（約260km）U.S.1オーバーシーズハイウ

ンに位置します。

3.
4.

ェイとして知られる米国で最も美しいルートの一つをドライブしま
キーウェストの港から野生のイルカを探す。キーズの周辺にはこの

す。

5.

旅する方法
フォートジェファーソンで有名な楽園、ドライ・トートゥガス国立

公園までボートツアーに行く。スノーケルを持って。

6.

マラソンのユニークなタートル病院を訪れる。ツアーに参加して素

晴らしいウミガメへのエサやりを手伝う。

7.

通貨
米国ではドルで支払います。

フレンドリーな動物が何１００頭も生息しています。

キーラーゴのカリビアンクラブで冷たいビールを飲む。ここでハン

ジェットパックアドベンチャー

旅行者の圧倒的多数はレンタカーでキーズへ向かいます。けれどバス

キーライムアカデミー

（グレイハウンド）や空港シャトルバス（キーズシャトルとフロリダ

旅行代理店とツアーオペレーターは、フロリダキーズに関するヒント

キーズエクスプレス）を使う事も可能です。マイアミからキーズへ行

と豊富な情報のエクスクルーシブが得られるだけではありません。 キ

く途中、通行料が徴収されます。(数ドル)殆どのレンタカーにはヴィグ

ーズのe－ラーニングプログラム、キーライムアカデミーで知識を向上

ネットが付いているので、停止する事なくサンパスを通り抜ける事が

させ、テストする事ができます。www.fla-keys.com/ keylimeacademy,

できます。キーズでは１マイルごとに道端にマイルマーカーズがある

にアクセスし無料登録してトレーニングを始めて下さい。フロリダキ

ので、いつでも自分がどこにいるのかがわかります。

ーズ＆キーウェストに関する更なる情報は：www.fla-keys.nl.

フリー・ボガード主演の映画‘キーラーゴ’(1947年)が撮影されました。

8.

場所へ

奥付

オーバーシーズハイウェイのおそらく最も印象的な部分のセブンマ

様々なキーズでは簡単に車で移動ができ、事実どこにでも広い駐車ス

イルブリッジを 運転する。ピジョンキーで停まり、伝説のオーバーシ

ペースがあります。滞在場所からの遠出も簡単です。しばしば自転車

ーズ鉄道の建設についての話を聞く。

に乗って、あるいは歩いても良いです。（いくつかの島々ではトロリ

発行者: XIST! www.xist.nl

ーに乗って）キーウェストの中心街では徒歩か自転車をおすすめしま

編集者住所: ロッケフェーンセウェヒ24, 2712 XZズーテルメール､オランダ

9.

美しいビーチの一つでリラックスするため、バイーヤ・ホンダ州立

す。なぜならここは大抵混雑しているからです。夜間外出の後には（

公園を訪れる。素晴らしい眺めのために古い橋を歩いて渡ると、もし

自転車）タクシーでホテルに戻る事もできます。

かしたらアカエイやウミガメを見るかもしれません。

10.

フロリダキーズ＆キーウェスト、トラベルーションによるエクスクルーシブ

電話 31-(0)79 5939 313
デザイン: ステファニー ファン デ フェルデXist!
印刷: ファン トンヘレン グラフィアメディア ハーレム
写真: ロブ オニール(www.roboneal.com)

2015, Xist!

ナショナル・キー・ディアー保護区の美しい自然の中へ行き、ユ

ニークなわずか0.5mのキーディアーを探す。

イビスベイパドルスポーツ

11. マロリースクエアでサンセットを祝ってダイビングし、その後キー
ウェストでのナイトライフ。デュバルクロール中に居心地の良いバーを
発見し、愛好家には素晴らしい’ドラァグクィーン‘ショウがあります。

12.

エキサイトをお探しですか？パラセイリング、水上飛行機での飛

行、あるいはジェットパックアドベンチャーでジェームスボンドにな
りきりましょう！(写真参照)
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フロリダ キーズ＆キーウェスト

フロリダ キーズ＆キーウェスト
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