フローレス島 (Ilha das Flores)
について

写真: Paulo Magalhães
フローレス島 (Ilha das Flores)
ユネスコの生物圏保護区のグローバルネットワークの一部として、アソーレス諸島とヨーロッパの最西端であるフローレス島にはま
さに天国というべき風景があります。この島は、コルヴォ (Corvo) 島とともにアソーレス列島の西方群の一部となっています。
自然によって特権を与えられた場所があるとすれば、フローレス島はその1つです。サンタ・クルス (Santa Cruz) とラジェス (Lajes)
の2つの自治体に分けられた141.4 km2
の面積、およびその人々の親しみやすさにより、アソーレス諸島の中でも外せない目的地です。
この島は航海士ディアーゴ・デ・テイヴェ (Diogo de Teive) により1452年前後に発見されたと見られています。最初はサン・トーマ
スまたはサンタ・イリアと呼ばれていましたが、まもなくフローレス (Flores)
に変わりました。それは、黄色の花、アキノキリンソウが、この島全体を埋め尽くすほど豊富に咲いていたからです。
ひどくギザギザした、非常に険しい海岸線を特徴とするフローレスは水の島です。滝、湖、せせらぎ、泉が、忘れられない体験のカ
タログを形成しています。これらはすべて、アソーレス諸島の他の島にも広がる自然の美しさを自分たちの中に閉じ込めているよう
に見えます。
島は小さいため、島全体をカバーすることは難しくありません。探検に出発するための適切な提案として、ボートツアーで一日を始
めることをお勧めします。息を呑むような岩の構成や洞窟を別の角度から見ることができます。これにはサンタ・クルス・ダス・フ
ローレス・アーチ (Arco de Santa Cruz das Flores) とマリア・ヴァズ (Maria Vaz) が該当します。これらは、エンザレウス(Gruta dos
Enxaréus) とガロ (Gruta do Galo) 洞窟と同じく、海からしか見ることができません。
一連の小島と浅瀬から構成されるアラゴン湾 (Baía de Alagoa)
はスキューバ・ダイビングに最適です。特に、バイシャ・ド・アミーゴ (Baixa do Amigo)、ポンタ・ダ・カヴェイラ (Ponta da
Caveira)、そして暗褐色のグルーパーが良く見つかるガラジャウ小島 (ilhéu do Garajau) は特に素晴しいポイントです。ロックプール
や海、または川で釣りもできます。これら場所にはマスが大量に泳いでいます。キャニオニングもこの島の探検には素晴しい選択肢
です。キャニオニングに最高の場所は、アルガレス (Algares)、カボ (Cabo)、モステイロス (Monteiros)、そしてモンテ・ガルド
(Monte Gordo) などの川です。
陸地に戻ったら、天然のプールで少しリラックスしましょう。サンタ・クルス (Santa Cruz) 、またはラジェス・ダス・フローレス
(Lajes das Flores) 沿いのビーチをお選びください。もっと「ワイルド」なものをお探しなら、この島の多くの滝の底で形成される滝
つぼで飛び込みにトライしてみましょう。リベイラ・グランデ (Ribeira Grande) は300メートル、ポソ・バカリャウ (Poço de
Bacalhau) は90メートルの落差があり見逃せません！
島の多くの歩道を歩くと、飛来する多くの渡り鳥を観察できます。フローレスはアソーレス諸島の中で最高のバードウォッチングの
ポイントです。島の中央にあるラゴア・ブランカ (Lagoa Branca)
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は特に素晴しく、9月から11月までがこの活動で最高の時期になります。
昼食時間になると、島の名物料理を楽しまなければ話になりません。ヤムイモ入りのソーセージ、クレソンのスープ、豊富な魚介類
を、この島のチーズとワインとともにお楽しみください。
午後は島の中心部に行ってみましょう。そこには、美しい湖となって素晴しい景観を見せてくれる、7つの火山の噴火口があります。
深さ105メートルのラゴア・フンダ (Lagoa Funda) は、特に注目に値します。しかし、ほかの6つの噴火口、ブランカ (Branca)、セカ
(Seca)、コンプリダ (Comprida)、ラサ (Rasa)、ロンバ (Lomba)、フンダ・ダス・ラジェス (Funda das Lajes)
も一様に美しく、行く価値は十分にあります。
陸上ベースのツアーでは、アソーレス諸島で最も有名な自然のランドマークの1つがロシャ・ドス・ボルドンエス (Rocha dos
Bordões) です。これは大きな垂直な玄武岩の柱群で、一緒に見ると、巨大なパイプオルガンのようです。
さらに、モーロ・アルト (Morro Alto) からの眺めも見逃せません。海抜911mのこの島の最頂点であり、底からは深い緑の景観を一望
できます。自然の月桂樹林が今もはっきりそこに広がっています。
フローレス島は、ヨーロッパで最西端に当たります。モンシーケ小島 (Ilhéu de Monchique)
は大航海時代の最盛期に、ルートの調整の基準点およびと航海用計器の検証地点として利用されました。
サンタ・クルス・ダス・フローレス (Santa Cruz das Flores) では、ノッサ・セニョーラ・ダ・コンセイサン教会 (Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição)
を見学できます。これは他の建物の中でもその巨大なファサードで目立つ建物です。また、カラフルなインペリオ (Império) (礼拝堂)
があるポンバル公爵の中央広場 (Praça Marquês de Pombal) も見学できます。サン・ボアヴェンチュラ教会 (Igreja de São
Boaventura)、そして民族史博物館 (Museu Etnográfico) とピメンテル・デ・メスキータ・ハウス博物館 (Casa Museu Pimentel de
Mesquita) を含むフローレス地方博物館 (Museu Regional das Flores) もお勧めです。
ラジェス・ダス・フローレス (Lajes das Flores) には、ノッサ・セニョーラ・ド・ロザリオ教会 (Igreja de Nossa Senhora do Rosário)
があります。この教会は、港と街の一部を見下ろし、そこから出発すると、インペリオ
(Império)、玄武岩でできた民家、リベイラ・ドス・モーロ (Ribeira dos Morros)
に掛かる1743年建設の橋を見つけることができます。
フローレスは、エスピリト・サント祭 (Festas do Espírito Santo) の間、非常に賑やかになります。この島では、サンタ・クルス祭
(Santa Cruz)、移民祭 (festa do Emigrate) と並んで非常に重要な祭りです。
レースと刺繍、古風な織機で織った毛布、アジサイの花の種子などは、この島の土産として持ち帰るのに素晴しい選択肢です。
絶対のお勧め
> ボケイラオン環境ビジターセンターを尋ねる

ロシャ・ドス・ボルドンエス
ロシャ・ドス・ボルドンエス (Rocha dos Bordões) (ボルドンエス岩) は、この島のシンボルであり、アソーレス諸島で最も有名な自
然の風景の1つです。溶岩が固まったことにより形成された、大量の垂直の玄武岩柱で構成されており、丘の頂上に突き出している
巨大なパイプオルガンに似ています。苔、地衣類、その他の植物で覆われたこの「巨人の階段」は、日光により姿を変え、1日を通
してさまざまな陰影の中に現われます。海沿いの基盤の近くにある、沸騰する硫酸水の小さなクレーター、アグアス・ケンテス
(Águas Quentes) (温泉) は、この島が火山島であったことを思い起こさせてくれます。
独特な形状をした地形は、モーロ・ドス・フラデスに続いています。浸食された石で構成されており、修道女と修道士を思い起こさ
せます。

出発地
- SATA Azores が、ホルタ (Horta)、ラジェス (Lajes) (テルセイラ (Terceira))、ポンタ・デルガダ (Ponta Delgada)、およびコルヴォ
(Corvo) の空港と接続する定期便を運行しています。
www.sata.pt
- 7月と8月の間は、Atlanticoline が、旅客と車を運ぶフェリーでラジェス・ダス・フローレス (Lajes das Flores) (ホルタ (Horta)
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経由) と他の島を結んでいます。この会社はラジェス・ダス・フローレス (Lajes das Flores) の街とヴィラ・ド・コルヴォ (Vila do
Corvo) の間を結ぶ旅客用の定期便も運行しています。
www.atlanticoline.pt

お役立ち情報
タクシー、車のレンタル会社、ツ―リストオペレーターが運営するツアーの他、フローレス島には公共交通機関のネットワークがあ
り、島のどの場所にも通じるルートがいくつかあります。
公共交通機関のネットワークは次の通りです。
ルート1: ポンタ・デルガダ (Ponta Delgada) &gt; ポンタ・ルイヴァ (Ponta Ruiva) &gt; セドロス (Cedros) &gt; ファゼンダ (Fazenda)
&gt; モンテ (Monte) &gt; クルス(Sta Cruz) 駅
ルート2: ラジェス・ダス・フローレス (Lajes das Flores) &gt; ファゼンダ (Fazenda) &gt; ロンバ (Lomba) &gt; カヴェイラ (Caveira)
&gt; R. クルス (R. Cruz) &gt; クルス(Sta Cruz) 駅
ルート3: ファジャ (Fajã) &gt; ファジャジーニャ (Fajãzinha) &gt; ラマル・ダ・カルデイラ (Ramal da Caldeira) &gt; モステイロ
(Mosteiro) &gt; ラマル・ド・ラジェド (Ramal do Lajedo) &gt; コスタ・ド・ラジェド (Costa do Lajedo) &gt; ラジェド (Lajedo) &gt;
ラジェス・ダス・フローレス (Lajes das Flores)
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