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インドネシアちほーのフレンズに
会いに行こう！

「けものフレンズ」
　テレビアニメは2017 年１〜３月、放送され、話題を呼んだ。ジャパリパークの

さばんなちほーに突然、現れた主人公のかばんちゃん（ヒトだが自分が何者かわか

らない。持ち物から「かばん」と名付けられる）が、サーバルキャットのサーバルちゃ

んとともに、じゃんぐるちほー、ゆきやまちほーなど、パーク内を旅しながら、パー

クやフレンズたちを守るために奮闘する。

ちょっとした考察
　かばんちゃんがサーバルちゃんに出会った時の第一声は「食べないでください！」、

サーバルちゃんは「食べないよー！」と答えます。この「食い合わない」というのがパー

クの重要なテーマ。では、何を食べているのか？と言うと、「ジャパリまん」を食べ

たり、カフェでお茶を飲んだりしています。動物にとって根源的な生存手段である「食

べ物を探すこと」から解放されています。

　もう一つの特性は「しゃべる」こと。動物がしゃべるというのは、「ナルニア国物語」

的でもあります。ヒトのいない、しゃべる動物だけの世界にヒトが迷い込み、ヒト

の力によってさまざまな問題が解決されていく、というのも似ています。「ナルニア」

的なパラレルワールドが描かれているのかもしれません。

　さて、ボゴールの「タマンサファリ（＝サファリパーク）」は動物の放し飼いが基

本なので、檻の中に動物たちがいる「動物園」とは違い、まさに「パーク」です。

エリアは「肉食」「草食」で分けられていますが、その中にはいろんな動物が雑多

に入っています（肉食の中にはトラ、ホワイトタイガー、ライオンなど。草食はさら

に雑多で、牛、鹿、リャマ、ラクダ、ヒクイドリなど）。もちろん、えさをもらってい

るので、お互いにけんかをしたり、ましてや食い合うことはありません。このため、「フ

レンズ」的であります。

● Taman	Safari	／ Jl.	 Kapten	Harun	
Khabir	No.724,	Cisarua,	Bogor ／ 8:30（土
日祝8:00）-17:00（土日祝17:30）。ナイト・
サファリは土のみ18:30-21:00、園内はバス使
用／入場料：インドネシア人とKITAS保持者は
大人15万ルピア、子供（１〜５歳）14万ルピア。
KITASを保持しない外国人は大人 30万ルピ
ア、子供 25万ルピア。車の入場料は１台１万
5000ルピア、園内のバス料金は１人２万ルピア。

目　科　属

種の名前（日本語）

英語名
学名
インドネシア語名

食肉目 ネコ科 ヒョウ属

ジャワヒョウ
Javan Leopard
Panthera pardus melas
Macan Tutul Jawa

（赤）インドネシアちほーの動物
（黄）海外ちほーの動物

　ファ
リパー

クの

フレン
ズたち

！
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　ジャカルタから「さんがくちほー」へ。ボゴールに

向かって高速道をひた走ると、ぐっと山が近付いてく

る。頂上がすり鉢みたいになったグデ・パングランゴ

山、八ヶ岳に似た山容のサラック山。不思議なもので、

山は近付くと遠く見える。近くなったり遠ざかったり

する２つの山を見ながら、到着したタマンサファリ（＝

サファリパーク）は山の中。空に向かって、高い木が

ずーんと伸びている。ジャカルタに生えているのとは

違う、針葉樹だ。そして、涼しい〜！

　「サーバルキャットはいません」と事前に聞いてい

たけど、サーバルちゃんのお仲間に会おうと、まずは

ネコ科のフレンズがかたまっている場所へ。案内人は、

食肉目 ネコ科 アジア・ゴールデン・キャット属

アジア・ゴールデン・キャット
Asian Golden Cat
Catopuma temminckii
Kucing Emas Asia

オスの名前はジャカ、メスの名前はシスカ。スマトラ島から来まし
た。中国やマレー半島に生息し、インドネシアではスマトラ島だけ
に分布しています。木にも登れますが、地上で生活します。性格は
結構、アグレッシブで、ひっかいたり、かみついたりしますよ。

ぶでぃまんおにいさん（ぼごーる）

食肉目 ネコ科 ヒョウ属

ジャワヒョウ
Javan Leopard
Panthera pardus melas
Macan Tutul Jawa

ジャワ島のグデ・パングランゴ国
立公園、サラック国立公園などの
山岳地帯に生息し、現在の生息数
は 250 頭ぐらいとみられています。
木の上で生活し、獲物は木の上ま
で運んで食べます。黒いジャワヒョ
ウもいます。

飼育員のブディマンおにいさん。

　行ったり来たりして、かまってほしげなアジア・ゴー

ルデン・キャット。岩の上にねそべっているジャワヒョ

ウ。顔を洗っているユキヒョウ。体は大きいけど、完

璧に「猫」の仕草に萌え……。

　ジャガーはプリントしたみたいなきれいな模様。足

がぶっとい。ブディマンおにいさんがおやつ（肉）を

取って来て、水の中へ投げ入れると、ざぶーん！と水

中へ飛び込み、肉をくわえて、地上へ。沈んでしまっ

た肉も、潜水して拾う。地上に肉を集め、ぶるぶるっ

と身震いして水をはじき飛ばす。パークの外では会い

たくない……。

食肉目食肉目 ネコ科 ウンピョウ属

ウンピョウ（雲豹）
Clouded Leopard
Neofelis nebulosa
Macan Dahan

インドネシアではスマトラ島、カリマンタンに
生息しています。あごが発達していて犬歯が非
常に長いのが特徴。犬歯の長さは約５センチも
あります。魚、鹿、猿、鳥、ネズミなどを食べ
ます。木登りが得意で、頭を下にして垂直に降
りてくることだってできます。
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　このネコ科のフレンズの中で、私がパークの外で

会ったことがあるのは、ジャワヒョウ。サラック山中

で、ジャワヒョウの生態を調査するため、罠が仕掛け

られていた。ある晩、「かかった！」と聞き、調査隊

に同行した。檻に近付くと、恐ろしい鳴き声ととも

に檻の中でバタンバタンと暴れている音がする。麻酔

で眠らせてから体重や体長を計り、発信器を取り付け、

のんきに記念撮影をしていたら、眠っていたジャワ

ヒョウが突然、「むくっ」と起き上がり、全員が蜘蛛

の子を散らすように逃げた……という思い出。

　皆さん、パークの外で会うと「フレンズ」ではあり

ませんから、注意しましょう。

食肉目 ネコ科 ヒョウ属

ジャガー
Jaguar
Panthera onca
Jaguar

中南米原産。あごの力が非常に強く、
亀の甲羅だって、かみ砕くことが
できます。ネコ科の動物は通常、狩
りをする時、首をガブっとやるので
すが、ジャガーは頭からガブっと行
きます。自分より体の大きな動物を
襲うこともあります。泳ぎが上手で、
小型のワニなども食べます。

食肉目 ネコ科 ヒョウ属

ユキヒョウ
Snow Leopard
Panthera uncia
Macan Salju

ライガー
Liger

ヒマラヤ地方から来ました。すごく寒
い所が好き。だから、部屋の中にはエ
アコンを入れてあります。ふさふさの
長い尻尾は、マスク代わりに口を覆う
のに使います。

ライオンと虎（タイガー）を掛け合わせたも
のが「ライガー」。ボゴールのヴィラで違法に
飼われているのが発見され、当園が引き取り
ました。野生では生きられません。

食肉目 ネコ科 ヒョウ属

ホワイトタイガー
White Tiger
Panthera tigris tigris
Harimau Putih

ベンガルトラの白変種です。インドから来ま
した。名前はルペとデルフィーといいます。
２匹とも８歳です。
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ウマ目 ウマ科 ウマ属

シマウマ
Zebra
Equus zebra
Zebra

鯨偶蹄目 シカ科

シカ

霊長目 キツネザル科 ワオキツネザル属

ワオキツネザル
Ring-tailed Lemur
Lemur catta
Lemur

ウマ目 ウマ科 ウマ属

ラクダ
Camel
Camelus
Unta

偶蹄目 ラクダ科 ラマ属

リャマ
Lama
Lama glama
Lama

　続いて、オランウータンの握手会へ。飼育員のマル

ワントおにいさんが写真撮影用の指定の位置につくと、

オランウータンがさっとそこへ向かって飛んで行く。

それは、終わったら、おやつ（ヒマワリの種）をもら

えると知っているから！

　「握手してもらった。手、冷たかったよー」と興奮

状態のツアー客。

霊長目 ヒト科 オランウータン属

オランウータン
Orangutan
Pongo
Orang Utan
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スマトラ島とカリマンタンに生息します。この家族は、寝そべっ
ているお父さんがジョニー、お母さんがシシー、子供はジョシー

（２）。子供が自立するのは６歳ぐらいで、それまではお母さん
にだっこされています。育児期間は長いでしょう。人間と一緒
ですね。食べ物はバナナ、リンゴ、野菜など。言葉は理解しま
すよ。しゃべれませんけど。

まるわんとおにいさん（ぼごーる）
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　バードパークの案内人はマーティン・セランおにいさ

ん。

　ここの鳥園、何がすごいって、極楽鳥や大きなサイ

チョウなどが、ばっさばっさと普通に飛び交っているこ

と。地上の楽園か、極楽か、と思う。

　きれいな緑色のオオハナインコが、風を切る翼の音

を響かせながら、頭上を飛び越えて行った。翼の内側

は赤と青のグラデーション。裏地が派手系のおしゃれ上

級者。

　「極楽鳥など、インドネシアの鳥の写真を撮りたい」

と頼んだら、マーティンおにいさんは必殺のピンクのプ

ラスチックのお皿を持ってきた。中には、細かく砕いた

ゆで卵と、うごめく虫。ひゃーっ、生きてる。

　このお皿に向かって、鳥たちが押し寄せてきた。マー

ティンおにいさんは、ゆで卵＋虫をヒョイッとつかんで、

ツアー客（＝われわれ）の手に載せてくれる。すると、

インコが「ドスッ」と手首に留まった。重いよ。インコ

は手の中のえさを食べ、食べ終わっても、じっとして飛

び立たないので、なんだかかわいくなってくる。

　極楽鳥がメインのつもりだったが、インコの方が色

合いがきれいで、存在感がある。頭も良さそうだ。イ

ンコはゆで卵が好きだが、極楽鳥は虫が好き。インコ

のように人なつっこくもなく、あまり手に留まったりもせ

ず、道にこぼれた虫を拾って食べている。

まーてぃんおにいさん（ぼごーる）

オウム目 インコ科

オオハナインコ
Eclectus Parrot
Eclectus roratus
Nuri Bayan

ゆで卵、生きた虫のほか、果物などを食べます。
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　サイチョウは格好良い！　これまた、頭は良さそうで、

「どすっ」と腕に留まって、マーティンおにいさんがく

れるえさをパクッ、パクッ、と空中でキャッチして丸呑み。

鋭くとがったくちばし、長いまつげを間近で見られる。

　鳥のフレンズさんたちと会えた気がした！

サイチョウ目 サイチョウ科 サイチョウ属

サイチョウ
Hornbill
Buceros rhinoceros
Burung Badak

スズメ目 ムクドリ科 カンムリシロムク属

カンムリシロムク
Bali Myna
Leucopsar rothschildi
Jalak Bali

スズメ目 フウチョウ科 フウチョウ
属

コフウチョウ
Lesser Bird-of-Paradise
Paradisaea minor
Burung Cenderawasih

スズメ目 フウチョウ科 ジュウニセンフウチョウ属

ジュウニセンフウチョウ
Twelve-Wired Bird-of-Paradise
Seleucidis melanoleucus
Burung Cenderawasih
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　「けものフレンズ」でも、アイドルはペンギンだった。

パークのアイドルは何と言ってもペンギン！

　サファリパークにいるのはなんと、日本の水族館か

ら贈られた日本生まれのペンギン。2008 年に 12 匹が

贈られ、現在は繁殖して 50 匹になっている。

　ペンギンの種類は、フンボルトペンギン（「けもの

フレンズ」では天然のボケ役だった「フルル」）。

　人なつっこく、水槽越しに対面でき、手を動かすと、

犬のようについてくる。遊びが大好きなフレンズだ。

たーのしー！	

ありふおにいさん（ぼごーる）

翼の所に付けた２つの色輪で、２けたの数字にして識別
します。識別の仕方は、案内板をご覧ください。性格は
それぞれ違っていて、25 番、27 番、30 番が冗談好きで、
遊ぶのが大好き。水槽に人が来ると、すぐに寄って来ます。
小魚やサバを食べます。

ペンギン目 ペンギン科 フンボルト・ペンギン属

フンボルト・ペンギン
Humboldt Penguin
Spheniscus humboldti
Penguin Humbolt
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偶蹄目 イノシシ科 バビルサ属

バビルサ
Deer hog
Babyrousa babyrussa
Babirusa

偶蹄目 ウシ科 アジアスイギュウ属

アノア
Anoa
Bubalus depressicornis
Anoa

偶蹄目 カバ科 コビトカバ属

コビトカバ
Pygmy Hippopotamus
Choeropsis liberiensis
Pygmy Kuda Nil

偶蹄目 カバ科 カバ属

カバ
Large Hippo
Hippopotamus amphibius
Kuda Nil
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　今回のツアーの最大のハイライトは、コモドドラゴ

ンのこども！

　昨年８月 17 日（インドネシア独立記念日！）に生

まれた卵から、今年３月２日に赤ちゃんが生まれた。

卵 26 個のうち、無事にかえったのは 21 個。４匹は病

院に入院中で、17 匹がパーク内の特別室で順調に育っ

ている。

　サファリパークでコモドドラゴンの卵の孵化に成功

したのは、これが初めて。５年ほど研究を重ね、よう

やく成功した。

　山岳地方の気候はかなり涼しく、コモドドラゴンの

生息する島の環境とは大分、違いがある。このため、

一番、気を付けているのは気温。孵化には人工孵化器

を使い、赤ちゃんの入っている特別室は気温 30℃に

設定して、暖房している。入ると「むわっ」とする。

　番号を書いた、収納ケースのようなプラスチック

ケースが並べてあり、この中に１匹ずつ、赤ちゃんが

入れられている。一緒にするとけんかをするので、ケー

ス１個につき１匹ずつ。中にはちぎった新聞紙が入れ

てあるだけで、殺風景なのだが、特に何も必要ないそ

有鱗目 オオトカゲ科 オオトカゲ属

コモドオオトカゲ
Komodo Dragon
Varanus komodoensis
Komodo Dragon

うだ。赤ちゃんは暗いのが好きで、新聞紙があると落

ち着くそう。普段は、新聞紙の下に隠れてじっとして

いる。

　見かけはトカゲのようだが、色は、おなかの辺りが

ピンクで、尻尾の先と頭が黄色という、独特の色合い。

くりっとした目がかわいい。ところが、ちろっと出る

長い舌の先は２つに分かれていて、やっぱり、ただの

トカゲじゃない。

　飼育員のアルネ・トゥヌおにいさんとムルヤントお

にいさんが毎日、糞の始末をしたり体重を計ったりし

て世話をし、２日に１度、サルモネラ菌のない高級オ

メガ卵の黄身を 1/2 個ほど食べさせる。意外に小食だ

が、コモドドラゴンは消化に長い時間がかかるので、

大人になっても食事をするのは２週間に１度ぐらいだ

そう。その時に大量に食べだめをするそうだ。

　まだ性別はわからず、名前も付いていない。性別が

わかるのは２年後ぐらいで、そのころには体長は１

メートルぐらいになる。一般公開もそれまでお預け。

それまでは大事に大事に育てられ、「温室育ちのコモ

ドラゴン」としてのデビューを待つ。

あるねおにいさん、むるやんとおにいさん（ぼごーる）

野生のコモドドラゴンは砂を掘ってその中に卵を産み、砂で埋めて、そのま
ま放置します。６カ月ほどして卵がかえると、赤ちゃんはすぐに森の中へ走っ
て逃げ込み、木に登ります。そうしないと、仲間や家族に食べられてしまう
からです。体が大きくなるまでの３年間ほどは地上に降りずに、樹上で生活
をします。子供の時はトカゲや鳥を食べます。大きくなると地上で生活をし、
鹿などの大型の生き物も食べます。死体を食べると体内にバクテリアが出来
ます。人間を襲うこともあります。
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Kabupaten Bener Meriah, Aceh
アチェ州ベネル・メリア県
▶白い象

インドネシアの州章や県章、市
章には、結構、その場所特有の
動物や、いわれのある動物が使
われています。インドネシアの
フレンズたちを探してみました。

Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
ブンクル州南ブンクル県
▶蜂

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
西ジャワ州クニンガン県
▶馬

Kabupaten Agam, Sumatera Barat
西スマトラ州アガム県
▶トラ

Provinsi Banten
バンテン州
▶イッカクサイ

Kabupaten Tuban, Jawa Timur
東ジャワ州トゥバン県
▶馬

Kota Jambi, Jambi
ジャンビ州ジャンビ市
▶２羽の白鳥

Kabupaten Pandeglang, Banten
バンテン州パンドゥグラン県
▶イッカクサイ

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
東ジャワ州ラモンガン県
▶魚

州章・県章・市章に
フレンズを探せ！
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Kota Ternate, Maluku Utara
北マルク州テルナテ市
▶エイ

Provinsi Nusa Tenggara Barat
西ヌサトゥンガラ州
▶鹿

Kabupaten Kaimana, Papua Barat 
西パプア州カリマナ県
▶ガルーダ

Provinsi Nusa Tenggara Timur
東ヌサトゥンガラ州
▶コモドオオトカゲ

Kabupaten Biak Numfor, Papua
パプア州ビアク・ヌムフォル県
▶カンムリバト

Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara 
Barat
西ヌサトゥンガラ州西スンバワ県
▶白い蜂

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
西ヌサトゥンガラ州マタラム市
▶カラス

Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur
東ヌサトゥンガラ州レンバタ県
▶鯨

Kabupaten Merauke, Papua
パプア州メラウケ県
▶カンガルー

Kota Surabaya, Jawa Timur
東ジャワ州スラバヤ市
▶サメとワニ

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
北カリマンタン州ブルンガン県
▶サイチョウ

Kota Manado, Sulawesi Utara
北スラウェシ州マナド市
▶フクロウ

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
東ジャワ州シドアルジョ県
▶魚（サバヒ）とエビ

Kota Tomohon, Sulawesi Utara
北スラウェシ州トモハン市
▶フクロウ

Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
南カリマンタン州コタバル県
▶カジキマグロ

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
東ジャワ州スムヌップ県
▶ペガサス

Kota Bitung, Sulawesi Utara
北スラウェシ州ビトゥン市
▶フクロウと魚

Provinsi Sulawesi Tenggara
南東スラウェシ州
▶アノア
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こまつか苗（こまつか・なえ）
ペンギン・インコ陶作家。京都の清水焼の工房で陶絵付け職人として 10年
働いた後、大阪の自宅に開窯し、ペンギンとインコをモチーフにした陶作品
（時々、カピバラ）を制作している。本職とは違うものの、イラストと文章
による「らくがきドラマ」、「ラグビーポジション・インコ解説」などを発表し、
好評を博す。
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必
殺
技

必
殺
技
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　主君のとらわれている寺に忍び込むが、

見張りのフクロウ荒法師たちに見つかり、

絶体絶命の小太郎たち。

「私に策がございます。皆様、ちと鼻をふ

さいでくだされ……ぼううううん」

　小太郎の大きな屁の音が鳴り響き、強烈

なにおいが周囲に広がった。

「うわああああああ！」

　フクロウたちはたまらず囲みを解き、鼻

を押さえてうずくまった。「ううっ、なんと

いう飛び道具を」。

「小生、鳥にしては珍しく、屁を自在にあ

やつることができまする。状況に応じた小

出しも可能にござる」

　小太郎は得意げに言った。

「もうよい。味方があぶないわ」と鼻を押

さえた風来坊。

「ここが入口じゃ！　上がるぞ！」

　小太郎たちが階段を駆け上がろうとした

その時。

「バスッ！」

「バスッ！」

「曲者め！」

　階段の蹴込みの部分から、いきなり槍が

突き出てきた。

「うわっ、あぶない！」

「なんと、からくり階段であったか！」

　この階段の下は小部屋になっており、蹴

込みの部分には板ではなく、紙が貼られて

いる。登る者の足の影が内側から見える、

からくりがほどこされているのだ。

「なにを！　われらがインコであることを

忘れたか！」

　小太郎とオカメもんは槍をつかんで、木

の柄の部分をあっという間にかじり切った。

「うわっ、早い！」

「うぬっ、槍がもう使い物にならん！」

　フクロウたちはちびた槍を投げ捨て、表

にまわって追いかけて来るようだ。　小太郎たちは混乱に乗じて寺の建物の中

に駆け込んだ。

　この寺は外から見ると３階建てだが、実

は４階建て。主君のとらわれている隠し部

屋は、階そのものが隠されている、中２階

部分にあると考えられる。

「中２階に上るための秘密の階段がどこか

に隠されているはず」

　走りながらカピ蔵は言った。

　寺は豪華なつくりで、ふすまや杉戸のほ

とんどには美しい絵が描かれている。その

１枚の前で、風雷坊は立ちどまった。

　押入れのふすまには、南蛮風の装いをし

た、見たことがないほど真っ白な美しい鳥

が描かれていた。

「たしか見張りの者が、しらとりの間、と

申していたな」

　さっ、と、そのふすまを開けると、そこ

は押入れではなく、階段になっていた。
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　中２階に上がり、廊下をちょっと走りか

けたカピ蔵は首をかしげた。

「皆の者、走ってはならぬ……この廊下は、

どうやら、うぐいす張りのようじゃ」

「うぐいす張り。歩くとキュッキュッときしむ音

が鳴るように、わざと作った仕掛けか」

「さよう。奴らはフクロウなので耳が非常に良

い。侵入者の動きがすぐわかるようにしておる

のじゃ」

「耳が良い……？」

　オカメもんがつぶやいた。

「それほどまでに耳が良いのなら、うるさい音

はわれらが感じるよりずっとうるさく、不快に

感じるであろうな」

「うるさい音……」

　彼らがふと気づくと、フクロウの荒法師たち

が音もなく現れ、まわりを取り囲んでいた。

「うわっ、いつの間に！　全然、音がしなかっ

たぞ！」

「ふふふ。フクロウは音をたてずに獲物に近

付くのが得意なんじゃ。さあ、神妙にせよ」

「ぎゃあっ！」

　耳が敏感なフクロウたちは、たまらず耳

をおさえてうずくまってしまった。

「小太郎どの、見事なコザクラ鳴きじゃ。

わしも頭が割れそうじゃよ」と風雷坊。

　苦しむフクロウたちをあとに残し、廊下

を進む一同。すると、小太郎の声に続いて、

「ピキョピキョピキョピキョピキョ……」

　不意に、高くよく通る声が聞こえてきた。

「あっ、あの声は ?!」

「噛虎（かみとら）様のコザクラ鳴きじゃ！　

さほど遠くないところにおられるぞ。」

「こちらじゃ！　いそげ！」

　小太郎たちは、声のするほうへ向かって

走り出した。　　　　　　　　　　（つづく）

　荒法師どもが、ぐっと一歩、前に踏み出し

たそのとき。

「ギャギャギャギャギャーーーーーーー！！！」

　耳をつんざくような叫び声が辺りにこだ

ました。小太郎が大声を上げたのだ。
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東京マラソンがインドネシア人に人気らしい。
今年は２月26日に開催され、インドネシア人
164 人が参加した。「海外のマラソン大会には
いろいろ出ているけど、東京マラソンが一番
好き！」と言い切る人までいる。インドネシア
人の目から見た東京マラソンとは？　「東京マ
ラソン 2017」に出場したインドネシア人２人
に「参戦記」を寄稿してもらった。

インドネシア人の
東京マラソン参戦記
Tokyo Marathon 2017
Text	by	Shandra	&	Muhamad	Akbar	Adil
Photo	by	Shandra,	Muhamad	Akbar	Adil,	&	Willy	Sanjaya

インドネシア人の
東京マラソン参戦記
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　「東京マラソン 2017」に応募した時は、「抽選に当た

らないといいな」と思っていたぐらい。一緒に走ってい

るグループ「Run for Indonesia」や東京マラソン出場

経験者から「抽選に当たる確率は非常に低い」と聞いて

いたので、半分冗談のつもりで応募しました。ところが、

運が味方したのか、抽選に当たってしまいました。うれ

しいのと心配なのとが入り混じった気持ちでした。でも、

「たくさんの人が応募して当たらなかったのに、抽選に

当たったんだよ」と、夫や子供たちが励ましてくれました。

　それから本格的な走り込みを始めました。大会まで

の６カ月間、週３～５回、走り、筋力や体力をつけ、走

るテクニックを身に付けました。そうやって練習してい

るうちに、走ることが好きになっていきました。次第に、

「完走できるのではないか」という自信が出来てきまし

た。心配だったのは、寒さや強風といった、日本の気候

です。寒さで肌がかゆくなるというアレルギーがあった

ので。大会当日の１週間前に日本に到着し、そんなに寒

東京の人たちが
エネルギーをくれました。
シャンドラさん（36）
レストラン経営、２児の母。2016 年５月から走り始め、「東
京マラソン 2017」が初マラソン。５時間 17分 28秒で完走、
２万 3396位。

くなかったので安心しました。

　参加者は３万 5500 人。１～６のゲートがあり、「Ａ」

はエリート走者、「Ｂ」以降が一般参加者となります。

私のゲートは２の「Ｈ」でした。

　２月 26 日午前９時 10 分、スタート。東京都庁を出

発し、飯田橋、日本橋、浅草雷門、両国、門前仲町、

銀座、高輪、日比谷を走り、東京駅前・行幸通りがゴール。

去年までとは違う新しいコースで、「New Way, New 

Tokyo」がキャッチコピーでした。昔の東京から現代の

東京までを眺めることができ、走りながらでも、東京の

美しさを楽しめました。

　普通のマラソン大会と言うよりフェスティバル、お祭り

みたい。数キロごとにボランティアの人たちが、いろいろ

な催しをしてくれていました。日本の伝統的な音楽や踊

りなどで、盛り上げてくれました。

　10 キロ地点では、飲み物や食べ物が配られていまし

た。熱いお茶を飲み、そば、イチゴ、チョコレートを食

受付を済ませてから、「Run	for	Indonesia」の垂れ幕とともに記念撮影

フィニッシュ！　メダルを手に

スタート前。インドネシア国旗に敬礼！

東京マラソン
2007 年から毎年、開催。マラソン、車いすマラソン、
10キロがある。マラソンの応募資格は 19歳以上、６時
間 40分以内に完走できる者。定員は３万 5500人で、定
員を超える応募があった場合は抽選。応募期間は８月いっ
ぱい。９月中旬ごろまでに抽選結果が発表される。参加
費は国内１万 800 円、海外１万 2800 円。2018 年は２
月 25日（日）開催予定。http://www.marathon.tokyo/
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べました。ほかにもみかん、餅などがありました。おか

げで、フィニッシュした時には満腹（笑）。

　給水ポイントも５キロを過ぎてから 2.5 キロごとにあ

り、それぞれのポイントは非常に長かったです。同様に、

トイレも十分な数がありました。

　「頑張って、頑張って」という沿道の声援は、42.195

キロの間中、途切れることなくずっと聞こえていました。

子供からお年寄りまでがコースの左右両側を埋めていま

した。応援の仕方はとても真剣で、私たちにエネルギー

を与えてくれました。手を差し出してハイタッチを求めて

くる人もいました。

　私の仲間も負けていません。夫や仲間は電車に乗って、

私を追いかけてくれました。７キロ地点と 30 キロ地点

の２回も、会うことができました。何万人、何十万人も

の群衆の中、会えるのは幸運だし、目が良いでしょ！

　25 キロにさしかかった辺りで、足の指に水ぶくれが出

来て、ヒリヒリ痛み始めました。しかし、それ以上のア

　シンガポールのバージン・マラソン２回とオーストラ

リア・メルボルンのマラソンに出場した経験があり、日

本は海外で走るマラソンの３カ国目です。

　私より優秀なランナーはたくさんいますが、東京マラ

ソンに出られるとは限りません。抽選で「東京マラソン

2017 出場」という幸運を引き当てることができたので、

2016 年 11 月から練習を始めました。ルーティンの練

習に加え、東京マラソン用のプログラムをトレイナーに

作ってもらって練習しました。でも、日々の仕事が忙し

かったので、準備不足だと感じていました。

　心配だったのは、コース中の各所にある「関門」で

制限時間が設けられていることと、日本の寒さです。

大会本番に臨む前に、走る装備をして、実際にコース

を下見しました。タイムの目標は５時間を切ることです。

　当日はやはり、非常に寒く、スタート時の気温は３℃

でした。大会運営者が毛布を貸してくれました。午前

９時 10 分にスタート！

　コースの眺めは素晴らしいし、とても満足のいくもの

でした。歴史的な建物が見られましたし、沿道の人々

がずっと声援を送ってくれました。U ターンになる部分

はちょっと退屈しましたが、それ以外は非の打ち所の

ないものでした。

　問題は、25 ～ 30 キロの辺りで、足がつってしまっ

たこと。膝がまったく動かなくなってしまったのです。

サポーターを足から引き抜いたら、なんとか足が動か

せるようになりました。こうして、なんとか完走するこ

とはできましたが、体はすっかり冷え切ってしまいました。

　５時間 36 分 47 秒というタイムは悪くはありません

が、目標にはまったく届きませんでした。「東京マラソ

ン 2018」でリベンジしたいです。また東京に戻って、

走りたい。

また東京に戻って、
走りたい。
ムハマッド・アクバル・アディルさん（40）
自営業。2015年４月から走り始める。海外でのフルマラソン出場
はシンガポール、オーストラリアに続いて３カ国目。東京マラソ
ン2017は５時間36分47秒で完走、２万7046位。

フルマラソンを完走して得た、
初めてのメダルをジャカルタに
持ち帰る

完走した人に贈られるバナー。忘れる
ことのできない思い出の品

これからスタート

東京マラソンのコース受付会場。レースの一式を
受け取る

給水所。非常に長い。ボランティアの人たちが励ま
しながら、水を手渡してくれる

42.195 キロを走る燃料

パンが取り放題、
食べ放題

ミニトマト。甘くてジューシーで、元気が出る

クシデントがなくて、幸いでした。故障したり、足をひ

きずっている人もたくさん見ましたから。

　５時間 17 分 28 秒でゴール！　生まれて初めて、フ

ルマラソンを走り切りました！　フィニッシュのゴールを

切りながら、「自分に勝った」という気持ちでいっぱいで

した。長かった練習、コース中の苦しさやいろんな障害、

そういったいろいろな物を自分で乗り越えたんだ、と感

じました。

　走るということは、想像するほど簡単なことではあり

ません。真剣に走り始めてから、17 年間続けていた喫

煙をやめ、より健康的な生活にコミットしようと思うよう

になりました。走ることは、自分のことをより、わからせ

てくれます。だから、より良い自分のために走るのです。

　Running makes me know myself better, so, I run 

for better me.

走りながらセルフィーで写真撮影

東京マラソンの垂れ幕とともに

沿道の夫が撮ってくれた写真
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Sutejo Wirohutomo Tjin (33)
Koningsplein (Tea) Co. 経営、フリー・ライター

　 私 の 母、 ス ワ ル ニ・ ウ ィ ジ ャ ヤ（50） は 裏

千 家 の 茶 道 の 先 生 で、「 シ ア ン・ ミ ン（Siang 

Ming）」というお茶の店を経営しています。です

ので、私も物心つくころからお茶に親しみ、「血

管にはお茶が流れている」と言っても過言では

ありません。

　しかし、お茶との本当の出会いは 22 歳の時で

した。台湾を旅行していた時、あるお年寄りの男

性にウーロン茶を振る舞ってもらいました。お

茶の種類や飲み方を教えてもらい、この時、お

茶の世界に目覚めました。

　ジャカルタへ戻ってから、世界中のお茶を扱う

「Koningsplein (Tea) Co.」を立ち上げ、今年１月

には、コタの歴史的建造物の中にカフェ（ティー

ハウス）「スマサ（Semasa）」をオープンしまし

た。日本、中国、西洋文化に親しんで育ったので、

異なる文化のクロスにも関心があります。なの

で、「スマサ」はアーティストが作品を展示販売

するなど、カルチャーセンターのような場所で

もあります。ジャカルタの歴史ある場所で、若

い世代にお茶の文化を伝えたいと思っています。

Cafe	Semasa
お茶や雑貨が並ぶ店。2017 年１月にオー
プンした。ジャワ島やスマトラ島産の紅茶
や白茶などが買える。Gedung	Olveh	Lt.3,	
Jl.	 Jembatan	Batu	No.50,	Kota ／ Tel	
:0812-99139683 ／ 11:00-17:30。

白茶
自店で販売している白茶（５グラム、３万
5000 ルピア）をバッグの中に入れて持ち
歩いている。壊れたり崩れたりしないので、
持ち運びに便利。これだけの葉で 1.2 リッ
トルものお茶が出せる。

ミレニアルの肖像

ステジョ・ウィロフトモ・チン
1983 年、ジャカルタ生まれ。通称ジョ。中学卒業後、高校を
飛び級し、マレーシアのインターナショナル・カレッジ・オ
ブ・ペナンに入学。2001 年に卒業してから２年間、中国、台
湾、東南アジアを旅して回る。インドネシアに戻り、2006 年、
「Koningsplein	(Tea)	Co.」を立ち上げ、2017 年にはコタにカ
フェ・スマサをオープンした。
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　ペスト（Pesto）はイタリア料理で使われる調味料

で、バジル、オリーブオイル、松の実、チーズをペー

スト状にしたもの。素材を変えて、いろいろな味を楽

しむことができます。今回ご紹介するのはビーツのペ

ストです。

　「食べる輸血」と言われるほど栄養価の高いビーツ

はインドネシアでも手に入りやすい野菜なので、積極

的に摂りたいですよね。ゆでたり、蒸し焼きにしたり、

スライスしてサラダにしたり、ボルシチにしてみたり

するものの、食べ方に変化がつけ難い野菜でもあり

ます。そんなビーツ料理のバリエーションにいかがで

しょうか。

　たまたま思い付いて作ってみたところ、何かと使い

でのある、便利なペストになりました。ビーツが持つ

独特のくさみは、ニンニクとチーズで緩和。せっかく

体に良いビーツを使うので、加熱してもビタミンCが

失われにくいカリフラワー、それに、オレイン酸たっ

ぷりのカシューナッツも使いましょう。材料全部をフー

ドプロセッサーにかけたら、出来上がりです。

　チーズは、できればパルメザンなどの、うまみの

強いハードな物をお使いください。レシピの分量はお

好みで調整してください。

　このペスト、パスタ、リゾット、ポテトサラダなど、

使い方はいろいろです。食卓に鮮やかなピンクの一皿

が加わると、視覚的にも楽しくなります。

材料
カリフラワー　kembang	kol　120g
ビーツ　buah	bit　１個（中、180〜 200g ぐらい）
カシューナッツ（ロースト、味のついていないもの）　
kacang	mede	(tawar,	disangrai)　50g
チーズ（パルメザンなど）　keju	parmesan　20g
ニンニク　	bawang	putih　１片
塩　garam　小さじ 1・1/2
オリーブオイル　minyak	zaitun　大さじ２

桜色のビーツのペスト
#8 西宮奈央（にしみや・なお）

イギリス出身の写真家の夫とバンドン在住。ご
飯は食べるのも作るのも大好き。インドネシア
で簡単に作れる料理をご紹介します。

西宮奈央さんの

Masak Kira-kira

作り方
1．カリフラワーは房に分けて切り、たっぷりの水で湯がく。
硬すぎず軟らかすぎずの頃合いで上げ、冷ましておく。

2．ビーツは皮をむき、フードプロセッサーにかけやすい
大きさに、ざく切りにする。

3．材料全部をフードプロセッサーに入れ、滑らかになる
まで回す。味を整えたら、出来上がり。すぐに使い切
らない場合は、煮沸消毒した密閉容器に入れ、オリー
ブオイル（分量外）を注いで表面を覆うようにして冷
蔵保存。1週間を目安に使い切る。
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鍋山俊雄（なべやま・としお）
インドネシア在住期間は計10年。仕事でジャワ、
カリマンタン、スマトラへの出張が多いことに
加えて、「週末弾丸トラベラー」としてインドネ
シア各地を放浪し、全 34州を訪問した。

インドネシア
全34州の旅
インドネシア
全34州の旅
#7 南東スラウェシ州 上

Provinsi Sulawesi Tenggara

南東スラウェシ州章。スラウェ
シ原産の動物で、同州のマス
コットであるアノアが中央に。

ワカトビ県章。海を走る帆掛
け船、海にはワカトビの４島
が並ぶ。

ワンギワンギ島

カレドゥパ島
トミア島

ビノンコ島

ブトン島

バウバウ

ケンダリ
マナド

ケンダリ

マカッサル

南東スラウェシ州

ワカトビ県ワンギワンギ　
Kabupaten Wakatobi
Wangi-Wangi

波の音しか聞こえない、
ぜいたくな空間
　スラウェシ島の中では、マナドがある北スラウェシ州、

マカッサルやトラジャがある南スラウェシ州が日本人に

はなじみのある州だと思う。

　南東スラウェシ州は「K」のような形をしたスラウェ

シ島の右足に当たる。インドネシアでは政府が重点的

に観光開発する10の地域があり、今回ご紹介するワ

カトビ諸島はその１つである。

　ワカトビとは、ワンギワンギ（Wangi-Wangi）、	カ

レドゥパ（Kaledupa）、トミア（Tomia）、ビノンコ

（Binongko）の４つの島の頭文字を取った言葉（Wa-

Ka-To-Bi）であり、	その中心はワンギワンギにある。

　スラウェシ島では、南のマカッサルと北のマナドが空

飛行機の窓から見たワンギワンギ島

真新しい空港ビル

プロペラ機で到着 砂浜に立ち並ぶバンガロー ホテルの朝食

ホテルのレストラン

ホテルの前の岩礁。干潮時

満潮時。波の音が大きい 波にえぐられた岩

文・写真…鍋山俊雄
Text	&	photo	by	Nabeyama	Toshio

のハブだ。スラウェシ内の地方都市へは、どちらかの空

港からプロペラ機に乗り換えての旅になる。

　ジャカルタを午前４時発の便で出発し、マカッサルま

で約２時間。そこからプロペラ機で、南東スラウェシ州

の州都ケンダリ（Kendari）経由で、ワンギワンギには

ようやく午前10時半ごろに到着した。

　観光誘致に力を入れているだけあって、改装されたば

かりの新しい空港ビルが目を引く。だが、荷物はリヤカー

を使って人力で引いて来られて、小さな到着ロビーのコ

ンベアに載せられる。空港を出ると、地方都市でよくあ

る「タクシー」と称するドライバーのお兄さん方に囲ま

れるというパターンである。この時は、今回泊まるリゾー

トホテルが送迎付きだったため、送迎の車に乗り込んだ。

　ワンギワンギ島は、島の外周に沿って、空港やホテル

があり、港を中心とするダウンタウンは、ホテルから見

てちょうど反対側にある。道すがら、きれいな海が見え

る一方で、あまり家はない。かと言って、カリマンタン

のように木がうっそうと茂るジャングルでもなく、乾い

た未開発の大地に灌木が生える中、真っ直ぐの道路が

延 と々続いていく。

　到着したリゾートホテルは外国人観光客を意識して作

られており、もちろんバリのようにはいかないが、イン

ドネシア人のほかに、ちらほら外国人客も見られた。ワ

カトビはダイビングで売り出し中で、ダイバーの間では

すでに有名なようだ。ホテルからもダイビングのツアー

を手配できる。

　ホテルと言っても、高床式の木造バンガロー（冷房

もある）が砂浜に立ち並ぶという形式だ。荷物を置い

て落ち着いてみると、波音しか聞こえない、ぜいたくな

空間である。
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ケンダリから来た貨物船

夕日スポットの桟橋

建造中の船

街中の池。プールのように賑わっていた

中央市場の鮮魚

夕日スポットに人が集まっていた

笑顔を見せてくれた子供たち 港の近くの水上家屋街。舟が並ぶ

サイドカー・タイプのバイクタクシーのどかな街中の風景

　オープンテラスの大きなレストランがあり、一応、西

洋風も含むメニューがある。その奥にはバーもあり、ア

ルコールも飲めそうな雰囲気ではあるが、スタンドには

何も置いてないので、本当にアルコールが常時飲めるの

かは不明だ。

　昼食を取ってから一休みしている時、ちょうど海は干

潮になっていて、沖の岩礁まで歩いて行けた。夜は満

潮になるせいか、波の音が大きく、あたかも足元まで

波が来ているかのように錯覚するほどである。

　翌日は日の出を見ようと早起きした。波の音以外、

何も聞こえない中で、うっすらと東の空が明るくなり、

海面に太陽が映りながら昇っていくさまは素晴らしい。

　街（Wanci）の方にも足を伸ばしてみた。足を伸ばす

と言っても、ホテルから車で40分ぐらいも島の外周に

沿って行く必要があり、徒歩で行ける範囲には何もない。

　港にはケンダリから物資や人々を運んだ船が入ってく

る。港を中心に水上家屋の地域もあり、市場やモスク

を中心に小さな街が広がっている。市場では採れたて

の新鮮な魚や食品を取り扱っており、夕方は地元の人

で賑わっていた。

　ホテルに帰りがてら、夕日が眺められる高台に寄った。

残念ながら雲が厚く、夕日の絶景を拝むことはできな

かったが、海に延びた桟橋は人々で賑わい、地元の若

者が泳いでいる。ワカトビのほかの３島へも、先ほどの

港から船が出ており、日程に余裕があれば、のんびりと

アイランド・ホッピングもできそうだ。

　インドネシアで、国際的な観光地のバリ、その後を

追いつつあるロンボクは有名だが、きれいな白砂の海

岸、コーラルブルーの海、そして人がほとんどいないプ

ライベートビーチのような海岸は、まだまだ国内にたく

さんある。このワンギワンギ島は、静かな海と素朴な小

さな街があるだけで、賑やかな土産物屋街もショッピン

グモールもない。観光開発をしていく中で、この島も今

後、少しずつ様相が変わってくるかもしれない。

　ワンギワンギ島は、ダイビングやシュノーケリングを

楽しむ人、あるいはジャカルタの喧騒から遠く離れた島

の海岸でビール片手にぼーっと、日がな１日過ごしたい

人にはオススメ。

　ちなみにワンギワンギのwangiとはインドネシア語

で「香る、芳しい」といった意味だ。一方で、同じ南

東スラウェシ州にあるブトン島（Pulau	Buton)	には

Bau-Bau（Bau＝におう）という街がある。次回はこ

のBau-Bauをご紹介します。

朝のホテルのテラス。月が沈んでいく

日の出。東の空が明るくなる

海から日が昇る
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見てるし……」とも、「あの子、好きじゃないわ！　色

目ばっかり使ってるんだもん」とも取れますね。

　"Tanya	kalau	ke	mal	pasti	bawa	uang	sedikit.	Dia	

suka	 jelalatan	kalau	 lihat	barang	diskon.	Bahaya	

kalau	kalap."「ターニャはモールに行く時は、いつも、

お金は少ししか持って行きません。特売の商品を見

かけると、あれこれ目移りがして、買い過ぎてしまう

危険があるからです」。ちなみにインドネシアのセー

ル品を買う時には、返品可能か質問しておくのが大

事ですよ。結構な割合で不良品をつかまされるので、

事前に確認しておく癖を付けましょう。

　●　cewek　女の子
　●　barang diskon　安売りの品、セール品
　●　bahaya　危険
　●　kalap　我を忘れる

　kalap【カラップ】

　jelalatan の最後の例文にあった kalap、これもつ

いでにマスターしてしまいましょうか。コントロー
ルが効かなくなった状態ですね。辞書には、

怒りによって自制できなくなるケース（逆上する）が

載っていますが、必ずしもそれだけではなく、先の

例文のようにも使うことができます。

　もう少し例文を紹介してみましょうか。"Lihat	berita	

tadi	pagi?	Kasihan,	ya,	polisi	 stres	sampai	kalap	

membunuh	istrinya."「今朝のニュース見た？　警官

がストレスでおかしくなって、奥さんを殺しちゃったっ

て。かわいそうに」。このような行為は、インドネシ

アでは悪魔に乗り移られたとも考えられるようです。

　"Acara	 kantor	 besok,	 kita	 bakalan	pergi	 ke	

restoran	all you can eat.	Berarti,	kita	bisa	makan	

　jelalatan【ジュララタン】

　インドネシアに来たばかりの人って一目でわかりま

すよね。なんとなく落ち着かず、辺りをチラチラ見回

しているのが特徴でしょうか。そんな様子を表す時に

よく使われるのが jelalatan です。何かに焦点を合わ

せてしっかり見るのではなく、サッと辺りを見
渡したり、チラ見したりしている様子で、

日本語には「一瞥する」なんて表現もありますね。

mata	jelalatanと熟語で使われるのですが、mata

は暗黙の了解で、頻繁に省略されます。

　説明よりも、実際に使われる場面を例文で理解し

てもらうのがわかりやすいのかな。

　"Beat-san	matanya	suka	jelalatan,	deh,	kalau	lihat	

cewek	cantik."「びーとさんって、かわいい子を見ると、

よくチラ見してるよね」。それって男性の本能、悲し

い性というか……ごめんなさいです。以後、気を付

けます、と言うか、ばれないようにします。

　このチラチラ見る様子は、文脈によっては「色目」

のニュアンスも出て来ます。確かに、チラッと見られて、

こちらが見返した時にサッと視線を逸らされたりする

と、簡単にやられちゃいます（笑）。

　"Aku	enggak	 suka	 sama	dia.	Orangnya	 suka	

jelalatan." は、「彼のこと嫌いなの。いつもチラチラ

sampai	kalap!"「明日は事務所で食べ放題に行くつ

もり。よーし、めちゃくちゃ食べるぞ！」。後先考えず、

がむしゃらに食べるニュアンスですね。

　"Aduh,	semalam	saya	minum	sampai	kalap.	Saya	

lupa,	semalam	pulang	sama	siapa,	ya?"「 あ ー あ、

昨日の晩はわけわからなくなるまで飲んだなあ。誰

と帰ったんだか覚えてないんだよね」。インドネシア

人スタッフに作ってもらった例文だけど、これは間違

いなく僕のことなんだろうなあ。飲んだ翌日に記憶が

残っているのは年に数日しかないという超酔っ払いな

んです。

　●　membunuh　殺す
　●　bakalan　～するつもり
　●　semalam　昨夜

 

　khilaf【キラフ】

　同じようにコントロールできなくなっちゃって失敗し

ちゃうのが khilaf です。これはイスラムの単語で「誤

文…びーと（名取敬）
Text	by	Beat	(Natori	Takashi)

びーと（名取敬）
「N真珠」オーナー。1993 年からインドネシア在住。1998 〜
99年、よろずインドネシアに「かたかたインドネシア」を掲載
する。2010 年から『南極星』、2016 年に『+62』に場を移し、
好評連載中。

り」の意味ですが、一般的にも「ついつい、やっ
ちまった」系の失敗に対して使われます。

　会社の金に手を付けて逮捕された男が警察

で "Saya	khilaf,	Pak.	5	 tahun	kerja	di	sini	gajinya	

enggak	naik-naik."「私は過ちを犯しました。ここで

５年働いても給料が全然上がらないので」というの

が正式な使い方。

　"Kok,	 bajunya	 sama	dengan	baju	 kemarin?	

Enggak	pulang,	ya?"「なぜ昨日と同じ服なの？　帰っ

てないの？」"Iya,	semalam	lagi	khilaf."「うん、つい、

お泊まりしちゃったの」。王道の「やっちゃった」ですね。

　"Astaga,	di	mal	toko-tokonya	lagi	pada	diskon!	

Gawat,	nih,	gajian	bisa	khilaf	belanja."「うわー、モー

ルのお店が一斉にセール中だ！　こりゃヤバい、給料

で買いまくりそう」と、こちらは kalapと同じような使

い方。

　ただ、悪いことだと自覚しているだけ救いがある

のかな。「そんな気はなかったのについ
……」と、なんとなく言い訳したい時に便利な単語

ですよ。ぜひマスターしてくださいね。

　●　astaga　うわぁ！
　●　gawat　ヤバい
　●　gajian　給料を受け取る
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インドネシアの
基本マナー

挨拶

左手

握手
　初対面の人には握手をします。あまり強く握ると攻

撃的だと思われるので、ほどほどの力で握ります。手

を握ってから、その手を胸に軽く当ててもいいです。

インドネシア人の中でも手の先しか握らない人、力が

ほとんど入っていない握手をする人もいますが、あま

り良い印象は持たれません。年上の人や目上の人にあ

いさつする時には、軽く腰をかがめます。

イスラムの挨拶の言葉
　公の場で使われることが多いので、覚えておくと便

利です。

　「アッサラームアライクム（Assalamualaikum ＝あな

たに平安がありますように）」と言われたら、「ワアラ

イクムサラーム（Wa alaikumsalam ＝あなたにも平安

がありますように）」と返します。

　正式な言い方だと、もっと長くなり、「アッサ

ラームアライクム　ワロマトゥロヒ　ワバロカトゥ

（Assalamualaikum (warahmatullahi wabarakatuh）」、

答えは「ワアライクムサラーム　ワロマトゥロヒ　ワ

バロカトゥ」です。

　イスラム教徒ではない人が使っても特に問題はあり

ません。

イスラムの間投詞
　よく聞くイスラムの間投詞を覚えておきましょう。

キリスト教徒の「Oh my God」的なもので、特に宗

教的な意味はなく、普通に使われます。

インシャアッラー（Insya allah）＝アッラーが望むな

ら＝できれば

アルハムドゥリラー（Alhamdulillah）＝すべての恵み

はアッラーのために＝お陰様で

　握手する時、人に物を渡したり受け取る時、食事の

時、人や物を指差す時、必ず右手を使います。左手は

トイレに使う不浄の手とされているので、使ってはい

けません。右手がどうしてもふさがっている時、「左

手でごめんなさい（Maaf tangan kiri）」と断って左手

を使うのは許されますが、右手が空いているのに左手

を使ってはいけません。ちなみに日本では結婚指輪は

左手の薬指にしますが、インドネシアでは右手の薬指

にする人が多いです。

結婚式やレバラン明けの挨拶
　合掌した手の先を、お互い少し挟むようにして触れ

合う挨拶をすることが多いです。

挨拶の言葉
　挨拶の言葉は「おはようございます（Selamat 

pagi）」「 こ ん に ち は（Selamat siang、Selamat 

sore）」「こんばんは（Selamat malam）」「お元気です

か（Apa kabar）」などを使います。

イスラムの挨拶
　目上の人に挨拶する時は、手を自分の額や鼻の辺り

に当てます。敬意を表すしるしです。この挨拶をする

かどうかは、人によります。外国人は、普通の握手で

良いでしょう。子供が手を求めてきたら、手を預けて

あげましょう。

　異性と挨拶する時、触れ合わないようにする場合が

あります。顔の前で合掌したり、合掌した手の先をお

互いに合わせる仕草（仕草だけで、触れない）をしま

す。相手が明らかにイスラム教徒（女性ならジルバブ

をかぶっている、など）の場合、触れないようにしま

す。握手するかどうかは、相手が手を差し出してくる

か、こちらが差し出した手を避けるかどうかなど、相

手の出方を見て判断しましょう。

挨拶の仕方や挨拶の言葉、使ってはいけない手
や仕草、言葉など、インドネシアでの基本的な
マナーをおさらいしておきましょう。

イラスト…本多トモコ　Illustration	by	Honda	Tomoko
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差別語
　「インドネシア」を省略した「Indon」はマレーシ

ア人がインドネシア人（特に労働者）を侮辱して言う

呼び方なので、使ってはいけません。「インドネシア」

を省略して呼ぶことは、通常、ありません。

食事

訪問

　一緒に食事をする時は、年上や目上の人が食事を始め

るのを待ちましょう。食前のお祈りをすることもあります。

　食べ物のにおいをかいではいけません。

　右手にスプーン、左手にフォークを持ちます。手で食

べる時は、右手だけを使います。左手は皿の後ろに置い

たり、皿を支えるのに使います。食べ終わったら、切っ

たスダチを入れたボウル（「kobokan」と言います）で

手を洗います。

　イスラム教徒には豚がタブーなので、一緒に食事をす

る時には配慮しましょう。材料や調味料に豚が入ってい

ない料理にします。パダン料理などのインドネシア料理に

した方が安全な場合もあります。

　家を訪ねた時は、家の敷居の手前で靴を脱ぎます。

特に外国人に対しては「靴を脱がなくても大丈夫」と

言ってくれることも多いのですが、そう言われても、

脱いだ方がいいでしょう。

　出された飲み物は、全部飲み干すと、お代わりを要

求していることになるので、底２センチほど残すのが

礼儀のようです。

　家に客が訪ねて来た時は、必ず、飲み物（普通の水

で良い）を出しましょう。

指差し
　人を指差すだけではなく、場所を聞かれた時も、人

差し指で差してはいけません。開いた手のひら全体で

その方向を指し示すか、手のひらを閉じて親指で指し

ます。
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　ジャカルタに来て、2017 年３月31日で丸 18 年

になった。飛行機の窓から初めて見たジャカルタは、

熱帯の濃い緑の中にオレンジ色の屋根が浮かんで

いて、「なんて美しい街だろう」と感動した。空港

からの高速道路とビル群、意外な発展ぶりに驚きな

がら、じゃかるた新聞のオフィスに到着。ちょうど夕

刻で、テレビが番組をブツッと中断してアザーンを

流すのに、カルチャーショックのようなものを受け

た。ジャカルタに着いた初日のことは夢のようでい

て、今も忘れられない。

　誰に新生活の手ほどきをされるか、というのは、

結構、重要だと思う。私の場合、じゃかるた新聞元

編集長の故・草野靖夫さんだった。

　最初に教わったのはカーコールの仕方で、その

時に「運転手さんは使用人であっても、あなたより

年上だから、『Pak』を付けるの」とインドネシアで

の名前の呼び方を習った。この Pak、Bu、Mas、と

いった「平等」な呼称（敬称）には、「『人類皆きょ

うだい、人類皆家族』みたいじゃないか！」と感動

したのを覚えている。

　そして、一番忘れられないのは、仕事を中断し、

社内の小部屋に入ってお祈りをするインドネシア人

記者をガラス窓越しにじっと見ながらの一言。「イス

ラムって、１日に５度、精神集中の機会があるんだ

よ。すごいね」。この言葉は、あれから何百回、何

千回、頭の中をこだましたかしれない。礼拝を見る

たびに、草野さんのこの何気ない一言がよみがえる。

これが、「お祈りは時間の無駄、仕事の生産性が落

ちる」と言う人だったら、どうだっただろうか？　

　そんな草野さんも、ハラルの件で失敗をしたと話

してくれた。ハジまで行ったインドネシア人記者を

中華レストランへ連れて行ったところ、その記者は

席につき、包丁やまな板が豚と豚以外で分けられて

いない店内の様子を見るなり、何も言わずにバッと

出て行ってしまった、と言う。「その時になって、よ

うやくハッと気が付き、あわてて追いかけて行って

『ごめん、ごめん、僕が悪かった』と謝った」。慣

れるまでは、つい忘れてしまう。私も草野さんの経

験談から学んだ。

　インドネシア人記者からもいろいろ教わった。取

材の現場で待ち合わせをした記者が、約束の時間

に少し遅れて来て、「Maaf（ごめん）」と謝った。フィ

リピンから来た私にとって、これはびっくりした出来

事で、「『インドネシア人は謝らない』って言われて

いるけど、ちゃんと謝るじゃないか！」と思った（フィ

リピン人は、それこそ、絶対に謝らない）。その後

も、注意していると、インドネシア人はどちらかと言

うと「謝りまくる」ことを知った。適当な通説にだま

されてはいけない。

　もちろん、良いことだけではなく、「痛い目に遭っ

た」系の学びもたくさんある。しかし、インドネシ

アを愛している草野さん、自然かつ対等に接してく

れたじゃかるた新聞のインドネシア人スタッフたち

に、インドネシアの最初の手ほどきを受けたことは

幸運だったと思う。

　ただ１点だけ。草野さんはインドネシア語を学ぶ

初めてのジャカルタ
編集長日記

ことに関しては否定的だった。「言葉ができなくて

も取材はできる」が持論で、インドネシア語の学校

に通うなんて論外だし、インドネシア人の先生を会

社に呼んでレッスンを受けることにも良い顔をしな

かった。このため、「最初にちゃんとインドネシア語

の勉強をやっておけば、どんなに楽だったか……」

と、その後、何度も思うことになった。

　後悔と言えば、最初は６カ月だけのつもりで来て、

インドネシアに腰を据えるつもりはまったくなかった。

これも、「ちゃんと最初から腰を据えるつもりでいれ

ば、いろいろと違っていただろう」という後悔の元だ。

　そうこうするうちに 18 年。私が誰かを「手ほどき

する」ことになったとしたら、私は一体、何を、ど

のように教えるだろうか。インドネシアの楽しさや素

晴らしさを知ってほしいと願う（だからこそ、小誌を

作り続けているのであって）。

ツトム・ミズタ
「Twin	Planets」（双子の惑星）
2016年、91.5×162.5 センチ
リト＆ＣＧリプロダクション、紙
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共くん

愛ちゃん

　皆さんご存知の通り、インドネシアは熱

帯の気候です。年中暖かく、寒くないから

と言って、安心しないでくださいね。衛生

状態も日本のように良くありません。

　インドネシアの季節は、乾季（４～９月ごろ）と雨

季（10～３月ごろ）があります。乾季に多い病気も、

雨季に多い病気も、通年の病気もあります。

　雨季は下痢が流行します。１日５回以上、トイレへ

行く場合は要注意。差し込むような腹痛と熱を伴う場

合はアメーバ赤痢の疑いがあります。放置していると

どんどん悪化するので、すぐに病院へ行きましょう。

チフスやデング熱も、雨季に多い病気です。

　乾季でも安心というわけではありません。季節の変

わり目も含めて、乾季には風邪を引く人が多くなりま

す。もちろん、衛生状態に起因する病気は乾季も変わ

りません。冷たい物を飲んだりして体を冷やさず、疲

れないように気を付け、免疫力を高めましょう。

　最も重要なのは、食べ物に気を付けること

です。路上で売られている食べ物など、日本

の食品衛生管理に比べると不十分なところ

が見られ、避けた方が良いでしょう。自炊するのが一

番安全ですが、外で買って来た物を食べる時は、加熱

して殺菌しましょう。生で食べる物は、衛生状態のき

ちんとしたスーパーで買いましょう。

　公共の物に触ったらよく手を洗うなど、自分で衛生

管理に気を付けましょう。

　デング熱の予防には、ネッタイシマカが巣くわない

ようにすること。家の中で洗濯物を吊るしっぱなしに

したりせず、水のたまっている場所がないようにします。

　病気にかかるリスクや、万一、病気にかかってしまっ

た時の症状を軽くするため、予防接種は受けましょう。

特に、チフスと肝炎の予防接種は受けておきましょう。

共愛だより  ４月

雨季に多い病気、乾季に多い病気。

一番注意しないといけないこと。

熱帯の病気に
気を付けよう！

ジュリア先生共愛メディカル・サービス  
Kyoai Medical Services
Wisma	Keiai	6th	Floor,	Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.3-4　Tel：（021）572-4330　
日本語専用ダイヤル　（021）5790-5850　８：00〜 18：00（土 13：00）　日祝休診
メールでのお問い合わせは、info@kyoaihealthcare.com　www.kyoaims.com　		

カラワン	 (021)3042-4008/4009
EJIP	 (021)8967-7310

KIIC	 (021)2956-9381/9382
バリ	 (0361)766-591

インドネシアで健康的な
生活を送るには？

インドネシアへ新規赴任された方、インドネシアへ
ようこそ。インドネシアで健康的な生活を送るのに
気を付けないといけないことって、何でしょうか？　
共愛メディカル・サービスのジュリア先生に聞い
てみました。



Cross Information

ジブリの世界

　今年４月から来年３月までの毎月１〜７日、インドネシ
ア最大の映画館「Cinema XXI」で、スタジオジブリの映
画を上映する。上映は、ジャカルタ、バンドン、スラバヤ、ジョ
グジャカルタ、バリなど 17 都市の 45 館。スタジオジブ
リの映画をインドネシアで上映するのは初めて。
　上映作品は４月１〜７日「千と千尋の神隠し」、５月１
〜７日「となりのトトロ」、７月１〜７日「崖の上のポニョ」、
８月１〜７日「もののけ姫」、９月１〜７日「ハウルの動く
城」。６月は断食月（ラマダン）のため、休み。10 月以
降の上映作品は未定。
　８月 10 日（木）〜９月 17 日（日）、パシフィックプレ
イスのホテル・リッツカールトン・ボールルームで、東南
アジアで初めての「大ジブリ展」も開かれる。入場料は
一般 30 万ルピア、子供・学生・高齢者 25 万ルピア。

● The	World	of	Ghibli	Jakarta ／上映館や上映スケジュー
ル：http://worldofghibli.id ／チケット購入はhttps://ghibli.
karciscus.comまたは映画館で。

「千と千尋の神隠し」のシーン（The	World	of	Ghibli	Jakarta 提供）	

ジャカルタで開かれた記者会見には鈴木敏夫プロデューサーも
出席した

目玉は８〜９月に開催される
「大ジブリ展」
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縁日祭チカラン桜祭り

イナクラフト

　５月 13 日（土）〜 14 日（日）10:00-23:00、ブロッ
クＭ。約 150 の出店のほか、ステージで和太鼓、三味
線などのパフォーマンスが繰り広げられる。祭りを盛り上
げるお神輿も。入場無料。

　４月８日（土）〜９日（日）10:00-21:00、リッポーチ
カランの Maxxbox Orange County（Jl. OC Boulevard 
Utara, Cikarang Selatan, Bekasi）。日イの交流を目的
にした祭り。和太鼓、餅つきなど。入場無料。

　４月 26 日（水）〜 30 日（日）10:00-22:00、スナ
ヤンのジャカルタ・コンベンション・センター。1999 年
から開かれている、国内最大のインドネシア工芸品展示
会の１つ。約 900 店が参加予定。今年は「ジョグジャカ
ルタの栄光」をテーマに、ジャワ島の工芸品に、特にスポッ
トライトを当てる。

私のバティック、あなたのバティック
①名前＝敬称略②年齢③バティック
のブランドや生産地④値段（購入当
時）⑤買った場所や仕立て屋⑥その
バティックの好きな点

①デンディー・スプラプト
（Dendy	Soeprapto） ② 36
③布を購入し、メガムンドゥン柄
を自分でデザインしてプリントし
た。日本の着物にもインスピレー
ションを得た④布はメートル当
たり２万5000ルピア⑤タナア
バン⑥光沢のある生地で、金
色っぽい茶色がおめでたい印象
なので、昨年のレバランの時に、
家族全員分の服を作った。

①サビトゥリ・チャイリタ
（Savitri	Chairita） ② 46
③ Yani	Soemaliというデザイ
ナーのバティック④ 150 万ル
ピア⑤ - ⑥ジョグジャカルタの
伝統柄 Lereng を現代風にア
レンジ。肌の色にも合うし明る
い印象を与えるので、明るい
色、特に赤色が好き。下はス
カートでも、黒い布を巻いても
良い。

①ギナ・アラムシャ（Gina	
Alamsjah）②57③イワン・ティ
ルタ④ 200 万ルピア（1998
年当時）⑤ -⑥布を購入し、高
かったので友達と半分ずつに分
け、私はワンピースに仕立てた。
庭が好きなので、イワン・ティ
ルタに多い花や蝶柄に親しみを
感じる。長年、着ているが、まっ
たく色あせず、薄い水色の地の
色も当時のまま。

①フィゼ・フィルマンシャ（Fize	
Firmansyah） ② 27 ③ バ
ティック・ヌサンタラ④ 34 万
8000 ルピア⑤イオンモール
⑥バティックにはそれほど詳し
くないが、鳥の羽などのにぎや
かな柄で、強い印象を与える
ところが好き。明るめの色だが、
男性的。会社のフォーマルなイ
ベントがある日や、出張の時に
よく着ている。

バティックを着た全身写真、①名前②年齢（なくても
可）③バティックのブランドや生産地④値段（購入当時）
⑤買った場所や仕立て屋⑥そのバティックの好きな

Ini Batikku, Mana Batikmu?

点——を書いて、編集部までお送りください。あなたの
バティックを自慢しませんか？　Eメール：editorial_
japan@nankyokusei.com。

「私のバティック、あなたのバティック」募集

祭りを盛り上げる神輿

　タケノコ診療所ポンドックインダは３月 15 日、「プ
ラザ２ポンドックインダ」から、オフィスビルの「パ
ルマ・タワー」内に移転した（Ｐ 62 に地図）。一般外来、
歯科、リハビリという診療内容は変わらない。一般外
来は年中無休、24 時間診療。これまで通り、救急対応
も含めた、地域に根差した医療を目指す。

(0)21-7593-0467

タケノコ診療所ポンドックインダ　
パルマ・タワーに移転

● Takenoko	Medical	Centre	Pondok	 Indah ／ Palma	
Tower,	Lt.	Mezanin	Unit	1-3,	Jl.	RA	Kartini	 II	S/06 ／
Tel	 :	+62(0)21-7593-0467（日本 語 ）、+62(0)21-7593-
0468/0469／一般外来は年中無休、24時間診療（→Ｐ62）。

　家具付き。２ベッドルーム、１スタジオ、２バスルー
ム、１メードルーム（バスルーム付き）。料金は交渉可。
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35, 37, 39, Tanah 
Abang, Benhil, Jakarta Pusat。

0878-8276-157 / 0878-8987-3625

アパート貸します　
Park Royale Executive Suites

● 携 帯 0878-8276-157（Evelyn）、0878-8987-3625
（Angela）。

●+62／ Email	:	sales@nankyokusei.com／www.plus62.
co.id/store。

(0)21-5797-4356

+62 インドネシア料理教室　
４月は「鉄板インドネシア料理」
　４月 21日（金）、ナシゴレンと基本のサンバルを作る。
料理教室の前にパサールへ行って買い物をする「パサー
ルツアー付き」もある。
　①８：30 〜13：00　午前の部・パサールツアー付き
　②10：00 〜13：00　午前の部・料理教室のみ
　③11：30 〜15：00　午後の部・パサールツアー付き
　④13：00 〜15：00　午後の部・料理教室のみ
　①③＝50万ルピア、②④＝30万ルピア。

診察室 待合室

マスコットの「タケノコ
くん」が目印

歯科
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