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インドネシア国内最大、東南アジアでも最大のモスク、イスティクラル・モスク。

トルコのブルーモスクのような装飾はないし、世界的な観光地というわけでもない。

しかし、訪ねてみると、いかにも「インドネシアらしい」モスクだった。

熱帯の気候に合わせた開放的で美しい建築に、和み要素と緩さもある。

観光客受け入れ態勢も整っており、「モスク入門」には最適かもしれない。
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文…池田華子、写真…プトリ・スシロ
Text by Ikeda Hanako, photo by Putri Soesilo

ラマダン
特集
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　長くジャカルタに暮らし、その白くて丸いドームはしょっ

ちゅう目にし、その横は数え切れないほど通って来たの

に、一度もイスティクラル・モスクの中に入ろうと思わな

かったのは、どうしたわけか。「ムスリムの礼拝する場所

である」という、遠慮というか、ちょっと腰の引けた気持ち。

そして、それを上回るほどの「観光地としての魅力」も持

ち合わせていないように思っていた。時々目にするジャカ

ルタの街中のモスクは、非常にシンプルな造りだったから

だ。

　ビデオグラファーの城田道義さん、インドネシア人記

者とともに、初めてのイスティクラル・モスク探検へ。

　イスティクラル・モスクへは、普通のビルに入るのと同

じように、駐車券を取って中に入る。知らなかったのだが、

敷地内には川が流れている。ジャカルタの動脈であった

チリウン川だそう。そびえるモスクと川に、日本の城と水

堀を連想した。別に「攻める」も「守る」もないのだが。

　目の前にどーんとそびえ立つモスクは、近くで見ると、

圧倒される大きさだ。巨大な体育館のようだ。建物の構

造はタテ、ヨコの直線が目に付く。壁は格子状になって

いて、「階」と言えるのかわからないが、縦に積まれた格

子の数を数えてみると 11 階建て。まさに「ビル」といっ

た外観だ。

　いくつかある入口には守衛がいて、そこから先が「聖

域（Batas Suci）」になる。聖域に入る前に、靴を脱い

で上がる。小さいモスクだと靴を脱いだらすぐに礼拝所

だったりするのだが、イスティクラル・モスクはさすがに

広い。建物内の全部が聖域（お寺に参拝する時に靴を脱

ぐのと同じ、と思えば良いかも）。靴は脱ぐが、靴下は脱

いでも脱がなくてもどちらでも良いそうだ。靴下が汚れる

のを嫌って、一緒に脱ぐ人も多い。しかし、土足厳禁だし、

掃除も行き届いているように見えた。

　さて、脱いだ靴を手に、聖域へと足を踏み入れ、直進

した所に「スーパーの荷物預かり所」「銭湯の下足番」

的な、「靴の無料預かり所」がある。そこへ真っ直ぐ進ん

で靴を預けようとしたのだが、「隣へ行け」と言われた。

　「隣」には、観光客専用の受付所があった。長いテー

イスティクラル・モスクの入口
を入ったところ。ロータリー

入口（①）。ここから先が聖域になるので、靴を脱ぐ 観光客用の受付（②）。ゲストブックに記入するだけ

名前、職業、国籍など
を記入する

イスティクラル・モスクの敷地内を
流れるチリウン川
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BS

ブルの後ろには「Selamat datang di Masjid Istiqlal」

「Welcome to the Istiqlal Mosque」（イスティクラル・

モスクへようこそ）とインドネシア語と英語で書かれ、観

光客受け入れの態勢が整っていること、歓迎ムードが強

いことに、まず、びっくり。

　客用の椅子の上では猫２匹が爆睡しており、和み要素

も満載だ。思わず取材チーム全員が「岩合光昭さん」と

化し、猫の写真を撮りまくっていると、「持ってく？」と言

われた。イスティクラル・モスク生まれの猫って御利益が

ありそう、と、良からぬことを考えてしまう。そして、そ

んなことを言ってくれるほど、係の人はフレンドリーだ。

　言われるままに、ゲストブック（普通のビルの入館で

使う物とほとんど同じ）に、時間、日付、名前、職業、

国籍、宗教を記載する。「宗教……日本人は『ブッダ（仏

教）』か？」と慣れたもの。

　ここで受付をすると、インドネシア人の一般参拝客とは

違う、ちょっと特別扱いの「観光客コース」となる。ムス

リムではない外国人は、自動的に、こちらのコースとなる。

靴を預けたりガウンを借りたりといった、ちょっとした便

宜を図ってもらえるほか、ガイド（モスクのスタッフ）が

付く。最後にチップをいくらか渡すと良い。

　モスク内では肌の露出した服装はＮＧだ。私は下が長

ズボン、上は七分丈ぐらいで、袖口から先が露出してい

たのだが、「大丈夫、問題ない」と言われた。女性が髪

を覆ったりする必要はない。城田さんは T シャツに短パ

ン姿だったのでＮＧ。この場合、バリの寺やタイの寺でも

やっているように、「正装用衣装」を貸し出される。

　導かれるまま、「ゲストルーム」へ。エアコンがあり、

ドアにカギもかかるロッカールームだ。ここで、全員の靴

も預かってくれる。城田さんが貸し出されたガウンは、日

本のキモノ・スタイルで足元までをすっぽり覆う、てらて

らした光沢のある茶色っぽい上衣。サウナやスパで着る

ガウンのよう。「暑い！」と城田さん。外国人観光客はこ

のガウン姿が多く、サウナ・ガウン姿でモスク内をうろう

ろしているのは、ちょっとおかしい。

　それにしても、こんな貸衣装まであるし、観光客慣れ

入口

礼拝所

回廊テラス

ゲストルーム
お土産店

受付

ウドゥ

階段

電光掲示板

ミナレット

①

②
③

⑤

⑥

⑦⑧

④

回廊（⑦）

テラス（⑧）

ウドゥ（③）。礼拝の前に体
の一部を水で清める場所

右の入口がゲストルーム（④）

●イスティクラル・モスク
収容人数 20 万人、東南アジア最大のモスク。1978 年２月 22 日、
スハルト元大統領により開設された。「イスティクラル」とは「独
立」という意味。インドネシア政府が運営しており、宗派的には中
立。朝のお祈りの１時間前〜 21：30 に一般開放。

靴預け所
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しているし、対応の良さにはかなり驚いた。「中東のモス

クだったら、こんなに歓迎してくれないのでは？」と城田

さん。行ったことはないのでわからないが、ここなら誰で

も入りやすい雰囲気であるのは確かだ。

　こうして身支度を調え、モスク探検へ出発。

　礼拝所へは、大理石の階段を上がる。昔の建築らしく、

分厚い大理石がぜいたくに使われている。暖かい茶色

がマーブル模様で混じった白い大理石が、本当に美しい。

足触りも良く、冷たくなくてほのかに温かい。総大理石と

は、ぜいたくではないか。

　「資材はすべて、大理石とステンレス。木はすぐに腐る

ので使いません。大理石は東ジャワ産です」と、案内し

てくれた、広報課長のアブ・フライラ・アブドゥル・サラ

ムさん。

　非常に開放的な造りであることも、目を引く。すべてが

オープンエアで、エアコンがある部屋は一部しかない。し

かし、風が通り抜け、涼しい。「インドネシアは熱帯の国

なので、その気候を活かし、戸や窓はありません。自然

に大気が循環する仕組みです」とのこと。このモスクを

設計した建築家フレデリック・シラバン氏がクリスチャン

であるのは、有名な話だ。　

　階段を上がってまず目に付くのは、「Exit」ならぬ、

「Kiblat」（メッカの方角、すなわち礼拝の方角）の赤い

標識。これは、ムスリムにとって非常に重要な物だ。そして、

ジャカルタでのお祈りの時間を記した電光掲示板。毎日

変わる１日５回の礼拝時間が掲示されている。まるで電

車の時刻を表す電光掲示板のよう。時刻の下に「ニュー

ス速報」のようにして流れる文字は、「お祈りの時は詰め

ましょう」といった、礼拝での注意点など。えらく近代化

されていることに、びっくり。ただし、自動的に礼拝時間

が掲示されるわけではなく、イスラム暦を見て、時間を

手入力しておくそうだ。

　いよいよ礼拝所（Lantai Utama）へ。１階の赤いカー

ペットが敷かれている部分は礼拝する人以外立ち入り禁

止ということで、上から見学する。その壮大さには息を呑

んだ。吹き抜けになった、広 と々した空間。その天井には、

大理石の階段を上が
ると礼拝所。上から
見学する場合は、さ
らにもう１階、上へ

ゲストルーム（④）
でガウンを着用した
城田さん

メ ッ カ の 方 角 を 示 す
「Kiblat」と、ジャカルタ
でのお祈りの時間を記し
た電光掲示板（⑤）
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礼拝所（⑥）。赤絨毯が敷き詰められている。赤絨毯は時々、新調し、
これはサウジアラビア人から寄付された物とのこと 11



宇宙へつながる空を想起させるような丸いドーム。ドーム

の周りを太い円柱が取り巻く。特に何の装飾もないのに、

美しかった。円柱を走る縦の線、ドーム内側の細かい菱

形模様、ドームを取り巻くアラビア文字、周囲の回廊と

柱で構成される格子模様など、ほとんど「線」だけの美

しさ。何の模様もなく、線だけで、こんなに美しい空間

を作れるとは。大理石の温かい「白」が全体を包む。回

廊からは自然の光が差し込んで来る。スズメも入ってきて、

ドームの辺りで「チュンチュン」言っていた。

　地球儀のようにも見える、中央から吊された球体は、

実はあちこちに向けられたスピーカーだ。スピーカーは、

安くて性能が良いと評判の、日本の TOA 製。「インドネ

シアのモスクでは、アチェからパプアまで、TOA のスピー

カーを使っていますよ」とアブ・フライラさん。ここは大

理石なので、特に反響が良いと言う。

　この礼拝所の中には、実は、めったにない「お宝」が

ある。中央の時計の上に恭しく飾られている四角い布が、

３月にインドネシアを訪問したサルマン・サウジアラビア

国王の贈り物。メッカのカーバ神殿を覆う布「キスワ」

の一部だ。キスワは毎年、新調され、これは取り替えら

れた布の一部だ。黒布に金糸で刺繍がなされ、重さは

15 キロ。純金！　これを聞いた時、なぜか、われわれの

頭の中には「ミッション・インポッシブル」のテーマ曲が

流れたのだった。「取材で警備態勢を聞くのを忘れたね！」

（冗談です）。

　昼の礼拝の時間が近付き、人々が集まって来た。カー

ペットの横線は模様ではなく、礼拝で並ぶ時の線。緑

色の服を着た誘導係が、スピーカーで「前へ詰めてくだ

さいー。寝ている人は起きてくださいー」と叫んでいる。

子供たちがバラバラと走って来る。

　「カバンや物の持ち込み禁止」と注意書きにあるが、

リュックサックなどを持って来て、隅に置いている人もい

る。なぜか前へは詰めず、後ろの方で一人、礼拝してい

る人もいる。女性の場所は左の端。女性は白い礼拝着で

すっぽり頭から体まで覆う。この礼拝着は貸し出してくれ、

更衣室もある。

ドームの周囲に書かれているアラビア文字は『コーラン』の一節か
ら。第２章第 255 節、第 112 章
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キスワ
（カーバ神殿を覆う聖布。サルマン・サウジア
ラビア国王からのプレゼント）

「ムハンマド」 「アッラー」「タウヒード」（一化の原理）

TOA 製スピーカー

男性の礼拝スペース

shaf（ソフ）＝礼拝の線
コーラン設置所

女性の礼拝
スペース

「礼拝所ではＨＰやラップトップの充電禁止」
という注意書きも

設置されている『コーラン』。読みふけって
いる人もいた

イマーム

扇風機

テレビ画面

仕切り
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　時刻になり、アザーン（礼拝への呼びかけ）が流れ始

めた。「アッラーフ　アクバル（アッラーは偉大なり）」で

始まるアザーンは、何に例えればいいのだろうか。アラビ

ア語の短調の歌？　憂いを帯びたような少し物悲しい音

調に、アラビア語の深い響きが乗り、朗 と々響く。イスティ

クラル・モスクのアザーンはさすがの美声だ。広い礼拝

所がアザーンで満たされ、祈りと信仰の空気が充満する。

　アザーンが始まると、人々はさっきよりも急いで入って

来て、前列に進んで詰めて場所を占める。めいめいが礼

拝をしてから、集団礼拝を待つ。それから、イマームの

主導により、集団礼拝。立つ、上体を曲げる、座って額

づく。その繰り返しで、意外にシンプル。何か特殊なこと

をしているわけではない。そして、終わり方も意外にあっ

さりしており、礼拝が終わったら、イマームの説教は続い

ているのだが、さっさと礼拝所を後にしていく人が多い。

　この時は普通の日だったので、８列ほどが埋まっただけ

だったが、金曜礼拝の時はいっぱいになる。入りきらな

い場合、礼拝所を取り囲む５層の回廊を使う。回廊にも

一部、赤いカーペットが敷いてあり、踏むとふかふかだっ

た。カーペットがなければ、持参のカーペットを敷いても、

新聞紙でも、頭の所にハンカチを置いても、何でも良い。

　回廊も埋まったら、外のテラスを使う。赤レンガが敷

き詰められたテラスにも、線が引かれている。これは礼

拝の時の１人分のスペース（60 センチ x100 センチ）を

示す物。ただのだだっ広い広場に見えるのだが、すべて、

礼拝のための場所なのだ。モスクとは礼拝所なので当然

だが、非常に機能的に、「礼拝する」ための機能を備え

ていることを改めて感じる。

　１日５回の礼拝は義務だが、それ以外の好きな時間に

礼拝するのは自由だそう。イスティクラル・モスクは、朝

の礼拝が始まる１時間前から夜９時半まで開放している。　

　続いて、アブ・フライラさんが案内してくれたのは、巨

大な太鼓。アザーンの前に、太鼓を鳴らしたりするし、

インドネシアで太鼓はイスラムの象徴のような存在だ。し

かし、これは、インドネシア固有の文化なのだと言う。イ

ンドネシアで昔から踊りや歌の伴奏に使われていた太鼓

女性は家で礼拝し、集
団礼拝しなくても良
い。このため、女性
用のスペースは男性
用に比べて小さい

「隙間があると悪魔が入る」と言われているそう。このため、きっちり
と詰めて並ぶ

礼拝所の周りを回廊が取り囲む
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を、イスラムの礼拝に取り入れたものだと言う。

　「イスラムはインドネシアへ、武力で入って来たのでは

ありません。武力によってイスラム化されたスペインの

ような国は、すぐにイスラムではなくなりました。しかし、

インドネシアへは、インドネシアの伝統や文化を尊重し、

融合する形で入ってきたのです」。その象徴がこの太鼓だ、

とアブ・フライラさんは誇らしげに語る。

　アブ・フライラさんが去った後、自分たちだけで回廊

をぶらぶらした。壁越しに独立記念塔（モナス）が見える。

回廊の絨毯の上に寝そべって、くつろいでいる人たちもい

た。とても気持ちの良い空間なのだ。

　回廊に、イマーム用の説教台があった。見ていると、

インドネシア人記者のＥ（ムスリマ）が説教台に上って行

き、台上から片手を挙げて、説教をするまねをする。「怒

られるぞ」とひやひやした。

　もちろん礼拝の作法や礼儀は守らないといけないが、

意外な緩さもある。そうガチガチに硬く考えなくていいの

かもしれない。

　土産物店には人がいなかったが、コーランが山積みに

されていたほか、香油やお祈りの道具が売られていた。

　「食堂はないか？」と聞くと、外にあったが、ごく普通

のカンティーンだった。

　お土産物商売や門前町的な商売もほとんどされていな

い様子。観光スポットとしては少し物足りないのだが、そ

んな不信心なことを言っていてはいけないだろう。モスク

の体験としては、大満足だった。

テラス（⑧）に引かれた線。
四角が１人分の礼拝スペース。
前が見やすいよう、少しずら
してある

回廊（⑦）に設置された、イ
マームの説教台。回廊やテラ
スが礼拝者で埋まることもあ
るため

白い大理石の回廊（⑦）。ここにも
礼拝用の線が引かれている。テラ
スの線につながる

回廊（⑦）に置かれている、スハ
ルト元大統領の寄贈による大太鼓。
木枠はジュパラの木彫り

テラスから。インドネシア国旗が掲げられている
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「シーシャ・カフェ」に飾られた色とりどりのランプ

ジャカルタにはトルコ、レバノン、モロッコなど、い

ろいろな中東料理レストランがあります。料理のみな

らず中東の文化も味わえ、理屈抜きで「中東の豊かさ」

を体感できるかも！　料理は見慣れない名前なので、

メニューを見てもさっぱりわからない、写真を見ても

味の見当が付かない……ということもあります。図鑑

的に活用できるよう、写真と説明を付けました。

中
東
料
理
を
食
べ
に
行
こ
う
！

中
東
料
理
を
食
べ
に
行
こ
う
！

文・写真…プトリ・スシロ
Text & photo by Putri Soesilo

ラマダン
特集
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アル・ゼイン
モール内、24 時間営業

　ジャカルタでは珍しい、ショッピングモール内にある中

東料理店。場所は「JKT48 劇場」もある fX の地下。随

分とカジュアルな場所にあるのだが、中に入ると、ちょっ

とびっくりする。店は 330 平方メートル、175 人収容可

能という広さ。テーブル席のほかに、くつろげる座敷席

もある。

　店内の窯ではふっくら膨らんだピタパンが焼き上がっ

ている。喫煙席はピタパンを焼く場所の目の前にあり、

次々に焼かれるパンを見るのは楽しい。

　オーナーはリアウ出身のザイナル・ルスミさん。店名

はオーナーの名前から。2016 年４月１日にオープンし

た。休みなし、24 時間営業。なかなか、穴場な場所だ。

座敷席。仕切りにはカーテンを使う

壁に掛けてあるのは金糸と絹糸を手で編んだ絵。トルコ製
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Daud Bashya
ラム挽肉の肉団子にトマトソースをかけた物。
これもピタパンで食べる。５万ルピア。

Hummus Lamb
「冷たい＋温かい」のコンビネーションの
前菜。ゴマ、オリーブ油、塩、ニンニクを
混ぜたヒヨコ豆のペースト「フムス」。こ
の上に、ラム挽肉を盛り付けてある。ピタ
パンに付けて食べる。４万ルピア。

Baklava
ピスタチオ、アーモンド、ピー
ナッツといったナッツを刻んで
フィロ生地に挟んだペイスト
リー。ただし、同店ではピスタ
チオは入手困難なため、使って
いない。激甘デザートとして知
られるが、同店では甘さ控えめ。
３万 5500 ルピア（３個）。

Kebuli Lamb
中東の影響を受けたインドネシア料理。
長粒種米ビスマティを使い、干しブド
ウ、ヨーグルト、スパイス各種ととも
にラムのスープで調理したご飯。サルマ
ン・サウジアラビア国王がインドネシア
を訪問した際、ジョコ・ウィドド大統領
がボゴール宮殿でのレセプション用に
注文した品という。トッピングの肉はラ
ムか鶏かを選べる。９万 4000 ルピア。
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● Al Zein Restaurant & Cafe ／
fX Sudirman FB Floor, Jl. Jend. 
Sudirman Pintu Satu, Senayan ／
Tel : +62(0)21-2911-0201 ／ WA : 
0811-9210103 ／ 24 時間営業／料金
は税 10％・サ６％別。

ラマダン中のプロモーションや特別
メニュー／パケット・メニュー２種
類あり。「Paket A」（ナシ・クブリ
などご飯料理＋ラムまたは鶏トッピ
ング、サモサ、野菜炒め、チキン・
ロースト、ご飯）、「Paket B」（ナシ・
クブリなどご飯料理＋ラムまたは鶏
トッピング、春巻き、サラダ、ブロッ
コリーまたは青梗菜のガーリック炒
め、チキンカレー、ご飯）。４人前
30 万ルピア、６人前 45 万ルピア、
８人前 60 万ルピア。

ぷっくり焼き上がったピタパン。中は空
洞で、おかずを挟み込んだりして食べる
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ジャカルタ沙漠のオアシス

　苛烈な「ジャカルタ沙漠」の旅人が高級住宅街に入り、

「アル・ジャジーラ・ポロニア」にたどり着いたら、隠

れたオアシスを見つけたような気がするだろう。大統領

宮殿のような豪華さで、由緒ありげな建物に見える。そ

れもそのはず、ここは、1960 年ごろにスカルノ初代

大統領が使用していた邸宅だった（当時は「Rumah 

Polonia（ポロニアの家）」と呼ばれていた）。大きな改

アル・ジャジーラ・ポロニア

装の手は加えずに当時の面影を残している。

　メインホールは、２階の吹き抜けで、巨大なシャンデ

リアが輝くダイニングルーム。さまざまな VIP ルームが

あるが、白眉は「Bunker Private Room」。絨毯が敷かれ、

周りをクッションの置かれた座椅子が取り囲む。車座に

なって大人数で食事……。めったにできない「アラブの

富豪の饗宴」気分を味わえる？

大人数での食事に使ってみたい「Bunker Private Room」
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大統領宮殿のような豪邸。元々、スカルノ邸だった。
オーナーが変わり、改装してレストランに

吹き抜けになった、メインのダイニングルーム

アラビア文字の書かれた素朴な
茶碗、ピカピカ光るポットなど、
アラブの茶器はかわいい
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Biryani Dujaj
日本でもポピュラーな「ビリヤニ」。米は白、黄、赤の３
色とカラフル。丁子、ショウガ、カルダモン、シナモン、
サフランなどの香辛料とともに調理する。オーブンで焼
いた鶏肉（dujaj）をトッピング。10 万 6560 ルピア。
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Al Jazeerah Salad
細かく切ったトマト、キュウリに、レタス、オリー
ブ、ヤギのチーズを合わせたサラダ。ビネガー
とレモンたっぷりで、酸っぱい。特筆すべきは、
ふんわり滑らかな、同店特製のチーズ。くさみ
はまったくない。５万 600 ルピア。
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Mandi Laham
中東から輸入したバスマティ米を使い、丁
子、カルダモン、コショウ、シナモンなど
の香辛料を入れたラムのスープで、薪の火
を使って炊いた味付けご飯。トッピングの
ラム肉（laham）は、タンドール窯で約
１時間かけてじっくり焼いた物。ナイフも
必要なく、手でちぎれる軟らかさ。13 万
5360 ルピア。

Al Jazeerah Cocktail（奥）
イチゴ、マンゴー、アボカドの３色ミッ
クスジュース。５万 2800 ルピア。

Kurma Juice（手前）
中東から輸入したクルマ（ナツメヤシの
実）を使ったジュース。甘く、さわやか。
４万 1800 ルピア。

Um Ali
パイ生地とナッツをミルクで煮てから、オーブンで焼
いたデザート。同店ではクルミを使う。断食明けのメ
ニューにぴったり。５万 8200 ルピア。

● Al  Jazeerah  Po lon ia ／ J l . 
C ip inang Cempedak I  No.29, 
Kampung Melayu ／ Tel : +62(0)21-
2188-9061 ／ 9:00-0:00（ラマダン
中は 17:00-0:00）／料金は税サ込み。
支店／ Jl. Raden Saleh No.58, Cikini
／ Tel : +62(0)21-314-6108 ／
9:00-2:00。

ラマダン中のプロモーションや特
別メニュー／ビュッフェ（29 万
5000 ルピア）あり。
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サウジアラビア領事が開いた店

　「ラウンジ」「領事館で」という名前からして、アメリカン・

クラブのような社交クラブかと想像していたが、実は中

東料理レストラン！　実際に、ジャカルタに駐在していた

サウジアラビア領事が 2010 年に開いたのだという。そ

の領事はもう帰国し、現在はサウジアラビア・メディナ

出身のアリ・アルザイドさんがオーナーとなっている。

　仕切りもなく広々とした部屋にふかふかのソファが並

ぶ空間は、レストランと言うより、アラブの富豪宅にお

邪魔したかのよう。隅には大型テレビも据え付けられて

いる。家のような雰囲気の中、中東諸国出身の人々が

集い、夜がふけるまで、歓談しながらシーシャや中東料

理を楽しんでいる。

　毎週火曜はベリーダンス（ラマダン中はアラブ音楽の

生演奏に変更）がある。

ドゥ・コンシュレイト

豪華なシャンデリアが部屋を照らす

アラブの富豪宅のようで、インテリアは金、赤、
茶色系が多い
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Surba Rubian
モロッコ料理。エビ、貝、イカなどの海
鮮たっぷりの、トマトとパプリカのスー
プ。ボロネーズソースのように濃厚で、
かなり酸っぱい。６万ルピア。

Surba Adas
中東一帯で非常にポピュラーな、レンズ豆
のスープ。ジャガ芋、ニンジン、玉ネギ、
セロリなどを加え、クリーミー。コレステ
ロールや血糖値を下げる効果があるので、
前菜に。レモンを搾って食べる。６万ルピア。

Surba Harira
モロッコ料理。ラム挽肉、ヒヨコ豆、ニンジン、ジャガ芋、セロリなど、
具だくさんのスープ。グーラッシュに似ているが、香辛料の香りは
中東そのもの。ラム挽肉を載せた、ピザのようなピタパンと一緒に
食べる。６万ルピア。

中東料理でよく使われる
香辛料。右がフェンネル
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Kaware
パキスタンに多い、ヤギ足のスープ。中東諸国ではヤギ足
を食べないので嫌がる人も多いが、インドネシアでは抵抗
なし。フェンネル、シナモン、黒コショウ、丁子などで味
付け。ヤギ臭が強いので、レモンを搾って。６万ルピア。

「Surba Adas」で使われる
レンズ豆
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● D’Consulate ／ Jl. K.H. Wahid 
Hasyim No.45-51, Menteng ／ Tel : 
+62(0)21-3151-672 ／ 10:00-2:00 ／
料金は税 10％・サ７％別。
支 店 ／ Jl. Epicentrum Boulevard 
Barat ,  Karet  Kuningan ／ Tel  : 
+62(0)21-7591-3537 ／ 10:00-2:00。

Shawarma
中東のサンドイッチ。道端で売られていることが多い。肉（同
店ではラム肉）、レタス、パプリカ、玉ネギ、キュウリなど
の野菜をピタパンで巻いた物。食べやすく、中東料理入門に
お薦め。６万 5000 ルピア。

Mix Grilled
鶏、牛、ラム肉のグリルの盛り合わせ。鶏肉と
牛肉の串焼き（Shish）、鶏肉とラム肉の肉団
子（Kuftah）、ラムのハツに、ラム肉のソーセー
ジ風（Tarb）。ピーナッツやヨーグルト、オリー
ブオイルで作った「タヒナソース」に付けて食
べる。15 万 9000 ルピア。

ラマダン中のプロモーションや特別
メニュー／中東料理にインドネシア
料理（コラックなど）を加えたラマ
ダン・ビュッフェ（21 万 5000 ル
ピア）あり。毎週火曜にアラブ音楽
の生演奏。

30



シーシャ・カフェ
シーシャと夜のエンターテインメント

　ジャカルタにオープンして 12 年になるレバノン料理店

「シーシャ・カフェ」は、店名の通り、シーシャのフレ

イバーが 70 種類余りと豊富。アップル、オレンジといっ

た果物のほか、カフェラテやコーラ、ミックスフレイバー

も。他店にはない炭火付きの、ぼーっと光る美しい容器

で供される。炭火を替えながら３時間ほども楽しめる。

　夜のエンターテインメント（21：00 〜）も充実している。

毎週金土はベリーダンスとアラブ音楽（ラマダン中は変

更）、月はラテン音楽とサルサ・ダンス、水はジャズと、多彩。

　ベリーダンスの公演はラマダン中には行われない

が、代わりに、エジプトから来た踊り子によるタンヌーラ

（Tanoura）という踊りが行われる。瞑想しながらくるく

る回るスーフィーの踊りに似ており、衣服には LED の電

飾を付ける。　

楽器は飾りではない。音楽演奏の時に
使われる

座り心地の良いソファ席
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Kofta Labanieh
ニュージーランドから輸入したラム肉を使う。
挽肉を四角く固めて焼き、上にたっぷり、ガー
リック入りのヨーグルトをかける。さわやか
な味。下にはピタパンを敷いてある。10 万
5000 ルピア。

Mezzah Fiesta Mix Cold
Appetizers
冷たい前菜の盛り合わせ。左から時
計回りに、フムス（ヒヨコ豆のペー
スト）、レバノン風サラダ、ムタバル

（焼きナスのディップ）、ババ・ガヌー
シュ（焼きナスと焼き野菜のペース
ト）。中央は、ブドウの葉でご飯を包
んだワラック・イナブ。８万 9500
ルピア。

Sahara Tea
カルダモンと砂糖入りのミルクティー。
食後やシーシャのお供に。３万 9500
ルピア。

Sambousick Beef
牛挽肉のサモサ。実はペルシャ起源。中東で
は「サンブセック」と言う。３万 4500 ルピア。
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Farouj Meshwi
同店オリジナルのたれで焼いたチキンの、サ
フラン・ライスと焼き野菜添え。香辛料はそ
れほど強くないので、中東料理が苦手な人で
も大丈夫だ。９万 9500 ルピア。

Om Ali
パイ生地とナッツをミルクで煮てから、
オーブンで焼いたデザート。「アルジャ
ジーラ」と同じ品。３万 7500 ルピア。

Bourek Helw
チーズとピスタチオを挟んだペイスト
リー。ハニー・ローズ・シロップをかけ
て食べる。２万 9500 ルピア。

Snow on Sahara
ヨーグルトとはちみつ入り
の飲み物。甘酸っぱい味。
３万 4500 ルピア。

● Shisha Cafe ／ Jl. Kemang Raya 
No.10 ／ Tel : +62(0)21-719-3587
／ 17:00-1:00（金〜日 2:00）／料金
は税 10％・サ５％別。
支店／ジャカルタ２店（チランダック・
タウン・スクエア、プラザ・メンテン）、
バリ２店（クタ）。

ラマダン中のプロモーションや特
別メニュー／毎週金土 21：00 〜、
エジプトの「タンヌーラ・ダンス」
の公演。
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アル・ナフォーラ

　インテリアはレバノンの伝統的な家を模している。石

の壁、テラコッタの床、色鮮やかなランプ……オープン

キッチンの竈には赤々と火が燃え、ピタパンが焼かれて

いる。扉をくぐると、ジャカルタにいることを忘れるだろう。

　1994 年創業のレバノン料理店。さすがフランス系の

五つ星ホテル内のレストランだけある。料理の盛り付け

の芸術的な美しさ、正統を守りつつ現代風にアレンジし

た、伝統と現代の融合具合が見事。

　シェフはヨルダン出身のアフマッド・ジャミル・アブカ

ディジャさん。食材の一部はアラブ首長国連邦・ドバイ

など、中東諸国から輸入している。

　メインのダイニングのほか、2 階席、プールサイドの

テラス席があり、ゆっくり食事を楽しむことができる。

コーヒーやお茶を淹れる
伝統的な道具。鳥が乗っ
ていたり、かわいらしい

シーシャもある。フレイバー
は７種類（９万ルピア）

伝統と現代の融合
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Al Nafoura Cold Mezzeh Tasting Platter
ヒヨコ豆のペースト「フムス」、焼きナスのディップ、パセリのサラダ、
ヨーグルトのマリネなど、冷たい前菜の盛り合わせ。12 万ルピア。

35



Helwa Al Nafoura
一口サイズのデザート盛り合わせ。ハ
ルヴァ、サフラン入りパンナコッタ、
アラブ・コーヒーのティラミス、バク
ラヴァ。８万ルピア。

Haruf Ouzi
「Ouzi」とは、羊肉のローストに香辛料で味付けした
ライスを添えた物。下ゆでした羊肉を、サフラン、シ
ナモン、ヨーグルト、クミンなどでマリネし、30 分
ほどかけて、じっくりローストする。ナッツ入りのバ
スマティ米が添えてある。24 万ルピア。
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レバノンの家に来たような
気持ちになる

● Al Nafoura Lebanese Restaurant
／ Le Meridien Hotel Ground Floor, 
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20 ／
Tel : +62(0)21-251-3131 ／ 月 〜
金 11:30-14:30（ ラ ン チ ）、18:30-
22:30（ディナー）、土祝 6:30-22:30

（バーベキュー・ビュッフェのみ）、日
休み／料金は税 10％・サ 11％別。
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西宮奈央さんの

Masak Kira-kira
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　今年も断食月が始まりました。スーパーマーケット

でこの時期になると一斉に前面に並べられる物、それ

が乾燥ナツメヤシ（デーツ、インドネシア語はクルマ）

です。季節物のこのデーツに、ナッツとココアを足して

作る、簡単トリュフをご紹介します 。

　さまざまなミネラルと食物繊維が豊富で「スーパー

フード」ともいわれるデーツ、良質な脂質を含むナッ

ツ、そして抗酸化作用があるといわれるカカオを組み合

わせたヘルシーなおやつです。砂糖は基本的には使わ

ず、デーツの甘さを味わいます。甘さが足りない場合は、

はちみつやパームシュガーを使って調整してください。

　ナッツはアーモンドやピーナッツなど、お好きなもの

を何でも。仕上げにまぶすのも、ココナッツのほか、砕

いたナッツ、あれば、きな粉などでも、おいしくなります。

　ご紹介するのはプレーンなレシピですが、ここからい

ろいろなアレンジを楽しめます。削ったレモンの皮を足

すとさわやかな香りが加わり、シナモンやカルダモンな

どのスパイスとドライ・ジンジャーを足すと、エキゾチッ

クな風味になります。 また、アプリコットやオレンジピー

ルなどのドライフルーツを細かく刻んで使っても、良い

アクセントになります。

　火を使わないので、お子様と一緒に作るのにもちょ

うど良いおやつです。

材料
お好みのナッツ（無塩）　
kacang sesuai selera (tanpa garam)　100g
デーツ（種を取り除く）　
buah kurma (buang bijinya)　50g
ドライココナッツ　
kelapa parut yang dikeringkan　大さじ２＋適量（まぶす用）
ココア（無糖）　bubuk kakao (tanpa gula) 　大さじ３
塩　garam　1 つまみ
はちみつ、またはパームシュガー　
madu atau gula merah　お好みで適量

ナツメヤシのトリュフ
#10 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。

準備
ナッツ類をフライパンでからいり、またはオーブンでロー
ストしておく。

作り方
1．フードプロセッサーにナッツを入れ、粒感を残して粉砕

する。そこにデーツを加えて均一になるまで攪拌し、コ
コナッツ大さじ２とココア、塩を加えて、再び、均一に
なるまで攪拌する。少量を手に取り、指で押してみて、
まとまるかどうかを見る。もろもろとしてまとまらない
場合は、水（分量外）を小さじ１杯ずつ、様子を見なが
ら足す。味を見て、甘さが足りないようなら、はちみつ
やパームシュガーを足す。

2．スプーンなどで１口分を取り、ぎゅっとまとめながら丸
め、残りのココナッツを全体にまぶしたら、出来上がり。
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パイナップルジャム入りのレバランのお菓子

「ナスタル」を作ろう

材料
＜パイナップルジャム＞
パイナップル　nanas　１個
グラニュー糖　gula pasir　30g
塩　garam　少々

＜タルト＞
薄力粉　tepung terigu (Segitiga Biru)　250g
コーンスターチ　tepung jagung（Maizena）　25g
卵黄　telur ayam (ambil kuningnya saja）　卵４個分
有塩マーガリン　margarin（Blue Band）　100g
有塩バター　mentega（Wijsman）　100g
粉砂糖　gula halus　50g
スキムミルク　susu bubuk full cream　大さじ１
塩　garam　小さじ 1/4

レバラン明けのお菓子、ナナス・タルト（ナスタル）はパイナップルジャム
入りのタルト。まん丸の形がかわいらしく、甘酸っぱいパイナップルが南国
らしい味わいです。
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作り方
＜パイナップルジャム＞
１　パイナップルの皮をむき、すりおろ

す（A）。

２　 鍋に１を入れ、 強 火にかける
（B）。水気がなくなってきたら弱
火にし、粉砂糖を入れる。休まず
にかき混ぜ続け、カボチャ色のよ
うな濃い黄色になったら出来上が
り（C）。

３　直径１センチぐらいの大きさに丸
めておく（D）。

＜タルト＞
１　ボウルにバター、マーガリン、粉

砂糖を入れ、ミキサーで２分間ほ
ど混ぜる（E）。続いて、ミキサー
で混ぜながら卵黄を１個ずつ加え、
計３個の卵黄を加える（F）。

2　１に薄力粉、コーンスターチ、塩、
スキムミルクを加えて、手でよく
混ぜる。

3　２を小さじ１ほど手に取り、丸め
たパイナップルジャムを中に入れて

（G）、直径２センチほどの大きさ
に丸める（H）。

4　オーブンを熱し、弱火で 10 分ほ
ど焼く。表面が乾いたら卵黄１個
分を溶いて上に塗り（I）、さらに
20 分ほど、焼き色が付くまで焼く

（J）。

A

C

E

G

I

B

D

F

H

J
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こ
ま
つ
か
苗

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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　2017 年、インコネシア・鳥ジャカルタ。

　今日も道はたくさんの車で埋まり、歩道には

鳥ジャカルタ名物の移動屋台が店を出し、活気

にあふれていた。

「ドカーン！」

　いきなり、その移動屋台の１台の引き出しが

開き、オカメインコとコザクラインコ、雷鳥、

カピバラが飛び出して来た。

「いててて、オカメもん、もう少し、静かに到

着できないのか？」と小太郎。

「Aduh ～ !!」

「Ada apa??」 

「Dari mana anda sekalian??」

「えっ？　何？　ここはどこだ？」

　一同が辺りを見回すと、見たことのない種族

の鳥たちが、聞いたことのない言葉で叫びなが

ら、どんどん集まって来る。

「と、とにかく、静かな所へ逃げなくては！」

「あっ、あっちに森があるぞ」

　小太郎たちは渋滞している車の上を跳びなが

ら道を渡り、緑のある方、白い大きな塔のある

広場へ向かった。
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「なんだ、この鉄のいのししは？　中に乗れる

のか？」

「並んだまま、ほとんど動いていないぞ」

「すごいにおいのけむりを出すな」

　車の上を跳び歩く一同に、クラクションが鳴

り響いた。

「うわあっ、すごい声だな！」

「早く静かな所へ行こう！」

　どうにか道を渡り、広場の森の中に一同は転

がり込んだ。

　オカメもんが口を開いた。

「皆様、落ち着いて聞いてください。ここは日

本ではありません。日本よりずっと南の暖かい

所、インコネシアという国の都で、鳥ジャカル

タという所です」

「インコネシア……」

「あなたたちの時代の言葉で言うと、『鳥南蛮』

と呼ばれる地域かと思います」

　噛虎（かみとら）がうなずいた。

「おお、そう言えば、商人が一度、鳥南蛮渡り

の更紗（さらさ）という美しい布を持って来た

わ」

「この時代は 2017 年。噛虎様たちの時代から

は約 390 年、小太郎さんの時代からは 250 年

ほど先の、未来です」

「われらはなぜ、こんな所に来たのだ？」

「あわてていたので、時間や場所をはっきり決

めないまま、出発してしまいました。何か頭の

中に残っていたものにゆかりのある場所なのだ

と思います」

　オカメもんは申し訳なさそうに言った。

「うむ……まあ、しかし、あの場から逃げない

と、われわれはどうなっていたかわからないの

だから、礼を言わねばなるまい」

　風雷坊はそう言ったものの、途方にくれた。

「しかし、どうやって元の世に戻ればいいの

だ？」

「あの屋台の引き出しから戻ればいいのです

が、今はものすごい数の野次馬がいますから、

無理です。誰もいなくなるまで、少し待ちましょ

う」

　オカメもんはほっぺたの丸い部分を片方、パ

カッと外し、何かを取り出した。

「これをとりあえず食べてください」
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 「なんだ、これは？　食べ物なのか？」

「これは、翻訳コンニャクゼリー。未来の旅行

用品です。これを食べると、異国の言葉がわか

るようになります」

「おお、そうか。便利なものじゃな。……ん？　

小太郎うじ、口の中に何を入れているのじゃ？」

「○△×……」

　頬をいっぱいにふくらませて苦しげな小太

郎。

　すると、辺りが急に騒がしくなり、先ほどの

屋台の主人が野次馬と一緒にどなりながら追い

かけて来た。

「こらーっ！　おまえたち、オンデオンデ（団

子）の金払えーー！」

　ピンときた風雷坊は、羽扇で小太郎の頬をし

ばいた。

「おぬしじゃな！」

　小太郎はたまらず、口の中いっぱいの団子を

ブーッと吐き出した。
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「申し訳ござらぬ。つい反射的に口の中に入れ

てしまい、飲み込むわけにもいかず、どうして

よいものか困ってござった」

「何を言っておるのじゃ。口の中に入れた物を

返されても困るじゃろうが！　このままでは泥

棒になってしまうぞ。お金を払わなくては」

　噛虎がすっと屋台の店主の前に行き、財布か

ら銀を取り出して渡した。

「そなた、余の従者がまことに失礼な振る舞い

をした。申し訳ない。その団子の値はいかほど

か。これで足りるか？」

「なんだこれは。どこの国の通貨だ？こんな物

どうすればいいのだ。おまえたち、ルピアは持っ

ていないのか？　ドルでもいいぞ」

「ルピア？　ドル？　それは何だ？」

「なんだとはなんだ。おまえたちは外国人の

ようだが、金もないなんて不法滞在じゃないの

か？　あやしい奴らだな！　警察に突き出す

か？」

　野次馬がどんどん集まって来て、辺りは大騒

ぎになった。　　　　　　　　　　　（つづく）
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　インドネシアに来る前に住んでいたフィリピンは約

８割がカトリック教徒。日曜には教会の鐘が鳴り、ク

リスマスやイースターといった行事を盛大に祝う。南

部のミンダナオ島ではイスラム武装勢力による分離・

独立運動があり、首都マニラで起きる爆弾テロ事件

は大体、「イスラム過激派の犯行」とされた。インド

ネシアへ行くことになった時、周囲のフィリピン人か

らは「インドネシアって危なくない？　大丈夫？」と

心配された。今から考えると、「おい、おい、おまえ

が言うなよ」と突っ込みたいが。そういう私も少し

ばかりドキドキし、「あのー、服装は肌を露出しない

方が……？」などとジャカルタの人に聞いて、「は？　

普通で大丈夫ですよ」と言われたりしていた。

　たまたまインドネシアに来て住むことになったわけ

だが、最も良かったと思う点は、「イスラムのことを（多

少なりとも）知れた」ことだ。これは、日本やフィリ

ピンでは得られなかった体験だ。インドネシアに住

むことの大きなメリットと言えるのではないか。

　毎日、モスクからはアザーンが聞こえる。日没のお

祈りは、１日のうちで最も好きな時間となった。あち

こちのモスクから流れ出すアザーンが街を包み込み、

壮大なうねりとなって、ジャカルタの街の上、夕焼け

空に、たゆたう。

　「ムスリム」とひとくくりにするのが難しいほど、多

彩なムスリムを見た。ビールを飲んでご機嫌な運転

手さん（断食も２日ぐらいでやめていた）、パレス

チナ連帯デモで感極まって涙を流す白服の人々、リ

ベラルな大統領グス・ドゥルから、いわゆる過激派、

イスラムに入信した日本人の方……。

　イスラムについて知りたいと思うようになり、いろ

いろ本を読んだ。

　私の一番のお薦めは、井筒俊彦『イスラーム文化

〜その根底にあるもの』（岩波文庫、1991）。タイト

ルだけ見ると難しそうだが、講演をまとめたものな

ので話し言葉で書かれており、内容も非常にわかり

やすい。いきなり『コーラン』を読もうとすると、ほ

ぼ挫折するので、最初の入門書としては、これが最

適ではないだろうか。

　次に、同じ井筒俊彦先生の『マホメット』（講談

社学術文庫、1989）。「マホメットはかつて私の青春

の血潮を妖しく湧き立たせた異常な人物だ。人生の

最も華やかなるべき一時期を私は彼とともに過した。

彼の面影は至るところ私についてまわって片時も私を

離さなかった」と、うらやましくなるほどの熱い言葉

がつづられ、インドネシアで言えば『カルティニの

風景』を書いた土屋健治先生のカルティニへの熱い

思いを思い起こさせる。こうした熱情を持って描く「ム

ハンマド」像は貴重だ。

　最後に井筒俊彦訳『コーラン』（岩波文庫）。これ

は上・中・下の３冊組で、何度も読みかけては挫折

していた。しかし、井筒先生の解説を先に読んだと

ころ、最初の方が後期の啓示、最後の方が前期の啓

示であることを知る（つまり、編集されて、順序が逆

になっている）。井筒先生も「牡牛（第二章）はコー

ラン全体を通じて一番長く、内容的にも一番だらだら

した章である」と書いておられる。序章を除くと、こ

の第二章から読み始めるので、挫折する確率は非常

に高くなるわけだ。対し、初期の啓示について、井

筒先生は次のように書いている。

　「一番おしまいの十数章に至ると最初の出だしとは

似ても似つかぬ世にも不思議な美と恐怖の戦慄の次

元に踏み込んだことを感じさせる。この最後の十数

私の「イスラム入門」
編集長日記
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章こそはまさしく沙漠の文学と呼ばれるにふさわしい、

世界に類例のない作品であると思う。かさかさに乾

いた熱沙のクリマそのもののように、それは峻烈で、

衝撃的で、神秘的である」（井筒俊彦訳『コーラン・

上』）

　このように、心をわしづかみにするような文章が書

かれている。『コーラン』を読んでみたい、という方

には、「下」巻から読むことをお薦めする。私も「下」

→「中」→「上」という順番で、ようやく読了するこ

とができた。

　井筒先生はイスラムについて、従来の沙漠の価値

観であった血の共同体の絶対性を否定した、「活発

で、現実的な商人のメンタリティーを反映する宗教」

と書いている。「宗教も神を相手方とする取引関係、

商売なのです」（『イスラーム文化』）とのことだ。

　実は、断食中のインドネシア人の友人Ｙさんが「今

日からレバランまで黒星ゼロなら（注：昼食の誘惑

に勝ったら）、神さまからご褒美貰えると勝手に妄想

してモチベーションアップ。ご褒美は 50 億円って妄

想」とツイートしていて、ビビっとひらめいた気がし

た。「50億円もらえるなら１カ月の断食ぐらい私もや

る！　やりたい！」という気持ち。イスラムの信仰の本

質とは、もしかしてこれなのかも？と思った。アッラー

を信じて善行を積めば、世界が週末を迎えた後の天

国という、50 億円という紙くずなど足下にも及ばな

い、素晴らしい報酬が用意されているのだ。

　信仰とは理屈ではないので、いくら頭で考えてい

てもわからない。その限界を知りつつ、何とか理解

を深めたいと思い、信仰の「周り」をぐるぐるしてい

るのが、今の私だ。

ツトム・ミズタ
「KIDORON LABO」
（キドロン・ラボ）
2017 年、29.0 × 33.0 センチ
リトグラフ、紙
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 私のバティック、あなたのバティック
Ini Batikku, Mana Batikmu?

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梅村明代② 75 ③ソロのバティック・ブランド「ダナル・
ハディ」。日本の友禅に影響を受けた「奉公会」バティッ
ク。綿が主流だった当時では珍しく、シルク製④ 1981
年の購入当時で1500万ルピア（サルンとスレンダンのセッ
ト）⑤カリマンタンに住んでいた時、ダナル・ハディ主催
のファッションショーがあり、モデルの１人になった。そ
の時に着たバティックの何枚かを気に入って購入した。そ
のうちの１枚⑥「私の雰囲気だ」と思った。寂しげな色
合いが好きで、似合う。似合う物を身に着けていると安
心。カリマンタンからジャカルタに移って、パーティーと
言えば、このサルンとスレンダン姿で出席していた（右写
真）。今は、サルンをスカートに仕立て直し、時々、身に
着けている。

「私のバティック、あなたのバティック」募集
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：hanako@nankyokusei.com。

「
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インドネシア
全34州の旅
インドネシア
全34州の旅
#9 バンカ・ブリトゥン州

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

バンカ、ブリトゥン両島を
中央に配し、下には両島の
経済を支えてきたインゴッ
ト。インゴットの左の稲
27 粒は同州の設立を決め
た法律「2000 年第 27 号」、
右のコショウ 30 粒は、イ
ンドネシアの「30 番目の
州」を表す。

ブリトゥン島

バンカ島

タンジュン・
ティンギ

タンジュン・
パンダン

パンカル・
ピナン

パレンバン

リアウ諸島州

マカッサル
バンカ・ブリトゥン州

ブリトゥン県、バンカ県
Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka

ブリトゥン島タンジュン・ティンギの海岸

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

　最近、報道を賑わしているバスキ・チャハヤ・プル

ナマ（通称アホック）・ジャカルタ特別州前知事の出

身地として知られるのが、ブリトゥン島。元々はパレ

ンバンのある南スマトラ州の一部だったが、2000 年

に分離し、バンカ・ブリトゥン州として独立した。バ

ンカ島とブリトゥン島の２つの大きな島が同州の中心

だ。

　バンカ島、ブリトゥン島のそれぞれに、錫（tin、イ

ンドネシア語では timah）や、カオリン（kaolin ＝

アホック前知事の故郷、
「ラスカル・プランギ」の島。

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。
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丸い岩石群がごろごろしている。『ラスカル・プランギ』で子供たちが虹を見るシーンで使われた

磁器などの材料）の鉱床があり、発掘サイトには水

が溜まり、幻想的な青い湖になっている場所がいくつ

かある。

　私は両方の島に行ったことがあるが、どちらも、ジャ

カルタから飛行機で約１時間という手軽な距離にある。

　インドネシアの映画『ラスカル・プランギ』の舞台

となったのも、ブリトゥン島だ。同島の小さな小学校

の子供たちを描いた映画で、撮影場所として使われ

た海岸が島の北部にある。ブリトゥン島の中心地タン

ジュン・パンダン（Tanjung Pandan）から車で１

時間半ほど北に上った、北端のタンジュン・ティンギ

（Tanjung Tinggi）という海岸である。子供たちが

この海岸で遊んでいて虹に見とれるシーンで、先生が

子供たちに「ラスカル・プランギ（虹軍団）ー」と呼

びかけている。大きな石のごろごろした海岸が、景勝

地の１つとして人気がある。

　海岸から一番近い所に宿を取った。場所柄、中心

の街から外れているため、辺りには公共交通機関は

まったくない。海岸へ行くには車チャーターか徒歩し

かない。地図で見ると大した距離ではなさそうなので、

歩いて行くことにした。

　試しに、ホテルのスタッフに、「歩いてどれぐらいか

かるか」と聞いたら、しばらく考えてから「10 分ぐ

らいか」との答え。大したことはないと歩き始めたが、

行けども行けども着かず、たっぷり 30 分以上は歩い

た。余談だが、ここだけではなく、インドネシア人は

基本的に歩かず、オジェックやベチャなりを使うこと

が多いので、「歩いて何分かかる？」との質問に対し

て正確な答えが返ってきたことはあまりない。

　タンジュン・ティンギにはお土産物屋も出ていて、

インドネシア人観光客で賑わっていた。海岸には、切

り立った大きな岩がごろごろしている。しかしながら、

表面にはごつごつした所がなく、丸みを帯びた岩石群

が、何か大きな生物の群のように、砂浜に、そして
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沖の波間に見え隠れしている。バンカ島にも同様の海

岸があるので、この地域の特徴なのだろう。

　ちなみに、ここから北上した所、インドネシア領海

の北端にある大ナトゥナ島（リアウ諸島州）にも、似

たような大きな岩群がある。ここについては、また、

同州編でお話したい。

　バンカ・ブリトゥン州にはマレー系が半分以上の

ほか、中華系が３割近くと多いことから、街に出ると、

中華系の建物やレストランが目に付く。運転手に連れ

て行ってもらった夕食、翌日の昼食、いずれも中華系

のレストランだった。

　カオリンを採掘するサイトにも足を伸ばしてみた。

バンカ島のカオリン湖、「Danau Kaolin Air Bara」

ブリトゥン島の空港。バンカ島の方が立派

『ラスカル・プランギ』のロケ地の看板

バンカ島の中華街

お土産の「ラスカル・プランギ」グッズ

中国寺院「Padepokan Puri Tri Agung」

ブリトゥン島名物、「Atep」の Mie Belitung
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色の違う２つの湖が接している

真っ白な岩々に囲まれた窪みに水が溜まり、鮮やか

な水色をしている。あいにくの曇り空にもかかわらず、

水の色が不自然なほどに青々しているのが印象的だ。

近くには、採掘したカオリンを加工する工場、掘り出

したカオリン鉱石の貯蔵地があり、白い石山がいくつ

も出来ていた。

　運転手によれば、この島では昔、雷が鳴ると、人々

は外を出歩くのを控え、家にこもったそうだ。地面に

落雷すると金属成分が多いため、稲妻が地面を走っ

て危険だったらしい。

　一方のバンカ島はブリトゥン島の西に位置し、南ス

ラウェシ州の海岸に面している。昔はスマトラ島と一

体だったのかと思えるような形をしている。

　バンカ島に行った際も、カオリンの発掘サイトが湖

になった「Danau Kaolin Air Bara」という島南部

にある場所へ、これまたあいにくの雨模様の中、空港

のあるパンカル・ピナン（Pangkal Pinang）から約

２時間かけて見に行った。２つの湖のうち、１つは鮮

やかな水色、もう１つは、やや緑がかった黄緑色だった。

　運転手の話では、2015 年ごろに旅行ブームにな

り、当時は多数の国内観光客が訪れたとのこと。当

時ほどではないが、今でも観光客は多いそうで、実際、

雨天にもかかわらず、私以外にも１家族が見に来てい

た。

　パンカル・ピナンから北上した東側の海岸の多くの

岬（tanjung）が観光開発されていて、ホテル・リゾー

トがいくつか出来ている。売りはやはり、石のごろご

ろした海岸で、それを景勝ポイントとしている。いく

つかの岬を見て回ったが、個人的にはタンジュン・ペ

ソナ（Tanjung Pesona）が最も石の見栄えが良く、

印象に残った。

　街中には、この島の産出資源である、錫の採

掘 加 工 会 社、 そ の 名 も「PT. Timah (Persero)

Tbk」があり、その本社近くには錫博物館（Timah 

Museum）もあった。見学を楽しみにしていたのだが、

行ったのが祝日で、昼前に立ち寄ったところ、カギが

掛かっていて、館内には入れない。閉館は午後４時と

書いてあったので、午後３時過ぎに戻ってみたら、門

はぴったり閉まっていた。結局、見逃してしまったこ

とが心残りである。
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　"Kamu	kenapa	sih	kalau	di	grup	sering	ngeshare	

artikel	geje?"「いつもグループチャットで何言ってる

かわからない投稿をするのはなぜ？」。"Kalo	ngetik	

pelan-pelan	ya,	typo	melulu,	jadi	geje	lu	ngomong	

apaan."「タイプする時はゆっくりとね。タイプミスばっ

かり。だからあんた、何言ってるのかわからないのよ」。

typo は次項で説明しますね。

　最後に、アクアのボトルに書いてある例文です。

"Minuman	dingin	kok	ditiup?"「冷たいドリンクなのに、

なぜフーフーしてるの？」。なんとなく、アクアの冷えた

ボトルをフーフーしている様子が目に浮かびます。し

かし、ボトルの飲み口に虫でもいたわけじゃあるまい

し、この例文を選んだ理由こそ、まさにはっきりしませ

んよね。

　●　ngeshare　シェアする、投稿する
　●　ngetik　タイプする
　●　melulu　もっぱら、だけ
　●　lu　あなた
　●　tiup　息を吹きかける

　

　typo【ティポ】

　先ほどの「geje」の例文に出てきた typo はタイ
プミス（最近だとフリックミスでしょうか）を表し、

英語ですが、2000 年ごろにチャットがはやった時に、

インドネシアでも使われるようになりました。当時は

あくまでもチャット愛好者だけが使っていたのですが、

最近ではチャット以外にも広がってきたようです。

　"Ini	orang	niat	gak	 sih	ngelamar	kerja?	Masa	

lamarannya	banyak	banget	typonya?"「この人、本気

で仕事探してるのかな？　応募書類がミスタイプだら

けってマジ？」というのが、よく使われるパターンですね。

　"Gimana	sih	katanya	janjian	jam	3	kok	udah	jam	3	

lewat	dia	belum	sampai	ya?"「３時の約束と言って、

　日本はこれから梅雨の季節ですが、インドネシアで

はめっきり雨も少なくなり、過ごしやすい気候になっ

てきました。ゴルフ好きの人は、いよいよシーズン到

来ですね。断食月でもあり、いろいろ気を使います

が、その後には楽しいレバラン休暇が待っていますの

で、頑張っていきましょう。

　先月のアクア・シリーズはなかなか好評だったよう

ですね。ウェブで「#AdaAQUA」でイメージ検索して

もらうと、たくさん見ることができます。今月も、その

中から、いくつかご紹介したいと思います。

　geje【グジェ】

　アクア・シリーズで取り上げられる前から紹介しよう

と思っていた表現で、すでに広く、一般的に使われて

います。アクアに先を越されちゃって、ちょっと悔しかっ

たりもします（笑）。gak	jelas	=	tidak	jelas	で、「はっ
きりしない」という意味の短縮形です。

文…びーと（名取敬）
Text by Beat (Natori Takashi)
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もう３時過ぎてるのに、なぜ彼女はまだ着かないの？」

"Jangan-jangan	dia	typo,	maunya	jam	4	tapi	typo	jadi	

jam	3.	Dia	'kan	ratu	typo,	coba	telepon."「4 時のつも

りが、打ち間違って３時になっちゃったのかも。彼女

はミスタイプの女王なんだから、電話してみなよ」な

んて例文を考えてくれた人がいますが、残念！　単なる

遅刻ですから（笑）。

　ところで僕はずっと、「typ"e" を typ"o"と打ち間違

えた」が、typo の語源だとばかり思っていました。そ

このあなたも同じなんじゃないですか？（笑）。ところ

がなんと、違っていたんですね。「typographical	
error」の略で、「印字ミス・誤植」といった印刷用語

から、一般用語に転化したものだそうです。なんだか

つまらない結論で残念でした。皆さんも、「びーと説」

の方が面白いと思いませんか？

　●　niat　決意、覚悟
　●　lamar　仕事に応募する、志願する
　●　masa　まさか
　●　lamaran　応募、出願　
　●　ratu　女王

　

　landak【ランダック】

　　こちらは、まだそれほどはやっているわけではな

く、今だとlandakと聞いても、動物（ヤマアラシ系）

をイメージしちゃうインドネシア人の方が多いかもし

れません。アクアに選ばれたのをきっかけに、これか

らどんどん一般的に使われていくんじゃないでしょうか。

以前にご紹介した、「虹」という意味の "pelangi" を

Plaza	Semanggi の短縮形として使う例など、実在の単

語に短縮語としての別の意味を付けるという、インド

ネシアの言葉遊びによくあるパターンですね。ちょっと

した先物買いですが、紹介してみたいと思います。

　アクアの説明によると「lambat	bertindak」で、「行

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。

動が遅れる」時に使えるみたいです。ボトルの

例文は "Dia	sudah	jadian,	kamu	baru	nembak,	kamu	

landak."「彼女、もうつきあい始めちゃったのに、今

さら『ハント』なんて、あんた手遅れだね」。nembak

はいろいろ面白い使い方があるんですが、この例では

「ガールハント」の用法です。

　何人かのインドネシア人に landak の例文作成をお

願いしてみたところ、上と同様、「jadian」を使った例

文が多かったですね。"Landak	sih	lu,	keburu	jadian	

sama	orang	lain	'kan	dia."「おまえ、手遅れだよ。彼女、

別の人とつきあい始めちゃったばかりだよ」みたいな

例文ばかり。「手遅れ」って言われて真っ先に思い

浮かぶのって、カレシ・カノジョのことなんですね。イ

ンドネシア人も苦い青春時代を送ってきたみたいです

（笑）。

　個人的には、こんな例文かな。"Mau	pakai	'geje'	

untuk	"Kata-Kata	Indonesia",	tapi	keduluan	Aqua."

「『GEJE』を『かたかたインドネシア』に使おうと思っ

てたのに、アクアに先を越されちゃったよお」。"Yah,	

Beat-san	landak	sih."「うん、びーとさんったら遅いの

よ」。これが、先を越されて悔しい今の気持ちでした。

　●　bertindak　行動する
　●　jadian　異性と交際する
　●　nembak　狙う、射撃する
　●　keburu　以前に、先に

57





共くん愛ちゃん

まずは「 判定」 をチェック！
　共愛の場合、A 〜 E の判定（Grade）で、結果がわ
かりやすくまとめてあります。血圧、肝臓、腎臓といった

「分類別判定」のほか、総合判定と総合診断（コメント）
もあります。
　A は「異常なし」、B は「わずかに異常はあるが、日
常生活に差し支えなし」、BF（B Follow up）は「B だ
が、経過観察／再検査が必要」、C は「日常生活に注意
が必要」、D は「治療が必要」、E は「治療中」です。A
と B は OK、BF から先が「要注意」となります。

数値は「 *」 と所見をチェック！
　検査結果の数値は、日本語訳を付けて記載してありま
す。基準値が書いてあり、基準値から外れていれば「*」
が付けてあります。ただし、基準値から外れていても、
異常とは限りません。「所見なし」と書いてあるか、分
類別判定が A か B であれば、ＯＫです。
　共愛の場合、「前回」、「前々回」の数値も書いてあり
ますので、以前に比べて数値が改善されているか、自分
で確認できますよ。

特に注意して見たい数値は？
　コレステロールは「脂質（Lipid）」をチェック。糖尿
病は「糖尿病検査（Diabetes Mellitus）」、「尿糖（Urine 
Glucose）」の項目です。肝炎（Hepatitis Virus）は「抗
原」が「+」であれば、現在､ 肝炎ウイルスが血液中に
あって､ウイルスに感染している状態です。「抗体」が「+」
であれば「抗体がある」ことを表します。＋や−が「抗原」
なのか「抗体」なのか、注意して見ましょう。

共愛だより  6 月

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

健康診断をせっかく受けても、もらった結果をざっ
と見て、「書いてある数値の意味はよくわからない
けど、まぁ、いいや」とそのままにしていませんか？　
共愛メディカル・サービスではわかりやすい日本
語の診断結果を出していますが、ちょっとわかり
にくいところがあるかもしれません。健診結果の
見方をジュリア先生が解説します。

日本語の面談が無料サービス！
　健康診断結果を見て、医師に相談したい場合もありま
すよね。共愛では、健診を受けた後の「面談」が無料サー
ビスです。わからない数値の意味を聞いたり、治療を受
けた方が良いかなど、医師に直接、相談できます。
　大抵の方は、結果を郵送で受け取ると、それをざっと
見たきりで、忙しいのでそのまま、となってしまいます。
せっかくのサービスを利用しないのはもったいないです。
健診を受けた時に、結果が出た時の面談を予約しておき、
自分で結果を受け取りに来がてら、面談を受けるのがお
薦めです。結果の１ページ目から最後まで、全部、ご説
明します。

健康診断をカスタムメード
　性病、女性の乳がんや子宮頸がんのほか、化学系工
場の鉛や重金属といった特殊健康診断など、ニーズに合
わせて健康診断をカスタムメードできます。運転手には
視力、聴力、結核を重点に置いた検査、新入社員には
麻薬検査なども可能です。
　共愛のもう一つのメリットは「ワンストップ・ソリューショ
ン」。病院内のあちこちに移動しなくても、１カ所ですべて
の検査と面談ができます。検診の結果、治療が必要になっ
た場合も、共愛が窓口となってフォローします。

ジュリア先生
診察日　月〜金 14:30 〜 18:00

健康診断結果の見方を
教えます！
健康診断結果の見方を
教えます！

メタボリックだね
腹囲が１ｍ?



日本風の焼き鳥 ?!
サテたいちゃん、
増殖中。

取材…江原早紀
Text by Ehara Saki

焦げないように「白く」焼くのがポイント

　「値段の安さ」に加え、「流行に飛び付く」ジャカル

タっ子の心をつかみ、昨年半ばごろからスナヤン競技場

周辺に大増殖した屋台（カキリマ）、「サテたいちゃん」。

深夜近くにアジア・アフリカ通りを車で走ると、道の両

側に屋台が隙間なく並んで、サテを焼く白い煙がもうも

うと高く上がっている。「Sate	Taichan」と記した色とり

どりのネオンサインを屋台に付けているのが特徴だ。「カ

キリマとネオンサイン」というアンバランスさがおかし

いが、目立つという意味では良いアイデア。「ちょっとモ

ダンになったカキリマ」といった風情か。

　警察の手入れで一斉に姿を消すことはあっても、いつ

の間にかまた戻って来る、イタチごっこ。スナヤンだけ

でなく、ブロックM、クラパガディン、ボゴールなど、ジャ

カルタ内やジャカルタ周辺に広がり中だ。サテたいちゃ

んとはサテ・アヤム（鶏の串焼き）のことなのだが、ク

ラパガディンには変則バージョンの「豚のサテたいちゃ

ん」の店まである。

　「サテたいちゃん」とは一体、何なのか？　「たいちゃ

ん」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ジャカルタの老

舗の居酒屋・ラーメン店「タイちゃん」。日本食レストラ

ンとしては、インドネシア人の間で非常に名前の知られ

た存在だ。「日本風の焼き鳥」というイメージを打ち出

すために、インドネシア人の間で名の知れた「タイちゃ

ん」の名前を借用したのではないか？と思われる。

はやってます！

日本風の焼き鳥 ?!
サテたいちゃん、
増殖中。
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1 屋台にネオンサイン
「Sate Taichan」と自分の店の屋号を入れたネオンサインを
掲げる。コタでネオンを買って来て、手作りするとのことだ。

2 白い焼き鳥
通常のインドネシアの焼き鳥の概念を覆す、白い焼き鳥。塩
とスダチが味の基本。

3 スナヤン競技場付近で夜に営業
スナヤン競技場付近に集まる屋台（カキリマ）で、深夜近く
がにぎわいのピーク。明け方まで営業している。

4 値段が安い
10 本２万ルピアが標準。ロントン、ナシゴレンなど、サテ以
外のメニューを出している所もある。

　屋台の１軒で調査したところ、「サテを食べに、『タイ

ちゃん』という名前の日本人が通って来るようになり、『た

れを付けないで塩だけで焼いてくれ』という特別な注文

をしていた。それが、ほかのインドネシア人客にも広が

り、ブームとなったのが『サテたいちゃん』」。まるで都

市伝説のようだ。

　日本の焼き鳥風に「たれを付けないで塩だけで焼い

てくれ」とは、日本人なら言いそうではある（筆者の

友達の N さんも、サテ・カンビン店で同様の注文をし、

ご飯の上に載せて持参のしょうゆをかけ、『ヤギ丼〜』

と言って食べていた）。しかし、その日本人が自分の名

前を「タイちゃん」と名乗るのは、あり得ないだろう。
火事か？と思うほどの煙がもうもうと上がっているのが目印
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　ほかの屋台でも聞いてみたところ、おおむね一致する

「サテたいちゃん」の定義とは、「白い焼き鳥」で、日

本人だか外国人だかが始めた、と認識されているようだ。

　通常のインドネシアのサテ・アヤムは、たれをたっぷ

り付けて焼いて、ピーナッツソースをかけ、色は真っ黒

（＝サテ）＆茶色（＝ソース）。こってりした甘辛味となる。

サテたいちゃんの場合、基本は塩味で、ジュルック・ニ

ピス（スダチ）を搾る。さっぱり、あっさり、なのだ。

　それだけ聞くと、なかなかおいしそうなのだが、残念

ながら、塩味だけでは物足りないのか、化学調味料入

りのスープストックで味を付けるのが主流。さらに、イ

ンドネシア人にはサンバルが欠かせない。このサンバ

ルが屋台ごとの腕の見せ所で、味の違いを競っているそ

うだ。サンバルは激辛で、このため、「サテたいちゃん

とは激辛サテ」というイメージが広がった。つまり、「黒

くて甘い」従来のサテ・アヤムに対し、「白くて辛い」

のがサテたいちゃん。

　サテたいちゃんがスナヤンで生まれたのは偶然では

ない。そもそもスナヤンとは流行の発信地で、ちょっと

小金のある若者がたむろする場所だ。クラブに行ったり

夜の街に繰り出す若者たちが腹ごなしに立ち寄り、朝ま

でダベっていたりする。実は、サテたいちゃんの前の流

行は「ナシゴレン・ギラ（麺入りのナシゴレン）」だった。

2014 年ごろからサテたいちゃんが売られ始め、今では

サテたいちゃん一色になった。

　どの屋台で食べても味はそう変わらないが、「客が多

く、はやっている屋台」を選ぶのがポイントか。

　夜のスナヤンで、ちょっと、流行の風に吹かれてみよう。

サテたいちゃんをつまみ、ジャカルタの夜を楽しむのも悪くない
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　ブンカルノ競技場の裏門、弓矢をつがえるラーマ像の
真ん前で、煙を上げている屋台。
　オーナーはジョッキーさん（30）、スタッフは５人。屋
台は同じ場所で1995 年に始め、これまではナシゴレン
を売っていたが、2016年１月からサテたいちゃんに変えた。
　作り方は、鶏肉を串に刺し、５分ほど焼いて焼き色を
付けてから、油とトウガラシ、チキンストックを混ぜた汁
に漬ける。サンバルをまぶしたら出来上がり（辛いのが
嫌なら「サンバルは別にして」と言うと良い）。鶏肉と皮
が交互に刺してある。チキンストックの味さえなければお
いしいのではないか、と思える。
　１日の客数は約300人。通常は１人 20本ぐらいだが、
「男性客３人で、200本食べたのが最高記録」とのこと。
近くにあるホテル・ムリアの客や、日本人、韓国人、中国人、
オーストラリア人といった外国人客も来るそうだ。
　約 50軒の屋台は「ライバルではなく友達」だが、共
通の敵は警察。「警察が来たら、屋台を押して、全力で
走る！　逃げる！　いつ来るかわからないからヒヤヒヤさ」。

スナヤン競技場のカキリマ
Panahan	Sate	Taichan

● Panahan Sate Taichan ／ブンカルノ競技場の裏門
の正面／ 20：00 ごろ〜４：00 ごろ／サテたいちゃん
10 本２万ルピア。

　ボゴール農科大学（IPB）４年生のプリマ君（23）ら
が４人で、今年４月に始めた店。
　「大学在学中に小規模なビジネスを始めたい、それも、
自分が楽しめるビジネスを」と考えていたところ、「サテ
たいちゃんがはやっているから、何か自分たちでできない
か？」と考え付いた。
　出資はプリマ君と、すでに働いているエリス君が折半
で800 万ルピアずつ。レシピはプリマ君が考えたオリジ
ナルで、味付けは、ニンニク、塩、スダチ。下味を付け
た鶏肉を串に刺し、焼くと黒くなってしまうので、油で揚
げるのがポイントだ。「サテたいちゃんは白いのが特徴だ
から、白くないと！」とプリマ君。

　食べてみると、「ちょっと薄いかな？」と思う味の中に、
ほんのり塩味と、スッキリしたスダチの味がする。しょう
ゆをかけたくなる味だ。オリジナル・サンバルは、ここも、
結構、辛めだ。
　サテたいちゃんだけでなく、牛肉のサテも炭火で焼い
て売っている。濃いめの味付けで、実は、サテたいちゃ
んよりもこっちが人気だったりする。
　プリマ君は１歳から７歳まで、千葉県松戸市に住んで
いた。「自分のルーツの一部は日本」と言い、今でも日
本が大好きで、「いつか日本で仕事をしてみたい」。夢は
「サテたいちゃんのビジネスを広げること。次はジャカ
ルタかな？　いつか、日本でも開きたい」。

ボゴールの学生が始めた店
Sateatery

● Sateatery ／ Jl. Babakan Raya, Darmaga, Bogor
／ 15：00 〜 22：00 ／インスタグラム：https://www.
instagram.com/sateatery/?hl=ja ／サテたいちゃん（鶏
肉／皮）10 本２万ルピア、牛肉のサテ 10 本２万ルピア。

スナヤンのカキリマは「元祖サテたいちゃん」

レシピは半年ほど試行錯誤して作り上げたオリジナル

IPB キャンパス近くに場所を借りた オーナーのプリマ君

増殖中！
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　店名の「伍所屋」（ごしょや）は、シェフ神山誠さん（44）
の出身地、青森県五所川原（ごしょがわら）から。「覚
えやすいように、短くしました」と神山さん。シェフ歴
24 年の神山さんは、米国でも 10 年働いた経験がある。
　青森といえば、豊かな海の幸、山の幸が想起される。
伍所屋で青森へ「時空旅行」してみよう。
　まず、外せないのが「刺身盛り合わせ」。北海道産の
ホタテ、カナダ産のホッケ、ロシア産のエビなど、各国
から輸入した選りすぐりの刺身が一堂に会す。瀬戸内海
のカキを使った「カキフライ」も、是非。お薦めは「つ
くね」だ。もっちりしたつくねを卵黄に浸して食べる。
　木を使ったインテリアは日本家屋のようで、落ち着け
る。小上がりもある。

(0)21-2903-1696

青森出身シェフの居酒屋で、
海の幸・山の幸を堪能。
伍所屋

● Gosho-Ya ／ Ruko Emerald No.1, Bukit Golf 
Mediterania, Pantai Indah Kapuk ／ Tel : +62(0)21-
2903-1696 / 1766 ／ 12:00-23:30 ／喫煙席、WIFI あり。

つくね。卵黄に浸して

カキフライはレモンを搾って

シェフの神山さん

厳選素材の刺身盛り合わせ

　日本人客にはアルコールの持ち込み無料という、うれ
しいサービスがある。毎週木曜は「レディースデー」で、
女性客は 20％オフ。
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　『ジャカルタ時刻表』の最新版、『2017.6』が発行さ
れました。有明営業所の小嶋真人さん制作です。『+62』
読者 10 名様にプレゼントします。
　ジャカルタ首都圏鉄道は 2017 年４月１日にダイヤ改
正し、スルポン線がランカス・ビトゥンまで延伸されま
した。時刻表は、この後の３回のダイヤ修正を反映し
た最新版です。
　「下り」「上り」「中央線」「東線」といった表記から
各駅の出発時刻まで、見慣れた日本の「時刻表」の形
になっており、非常に見やすく、わかりやすいです。巻
末には「日本の中古電車図鑑」も付いています。
　ジャカルタ首都圏鉄道の進化は目覚ましく、ほぼダ
イヤ通りの運行がされるようになっています。ジャカル
タの電車に乗ってみるのに、この「時刻表」があると
便利です！

　ご応募は①お名前②ご連絡先③
ご住所④電車について一言、また
は小嶋さんへ一言——を明記の上、
Email : sales@nankyokusei.com
まで。2017 年６月 20 日締め切り
です。応募者多数の場合、抽選で
当選者を決定します。フェイスブッ
クで当選者のイニシャル発表を行う
ほか、賞品の発送をもって当選発表
に替えさせていただきます。

(0)21

『ジャカルタ時刻表』最新版発行。　
読者 10 名様にプレゼント！

ジャカルタ首都圏鉄道の運行
時刻の最新情報を掲載

電車の各駅での出発時間が
一目でわかる

　ジャカルタ中心部プジョンポンガンにあるコージー
なホテル。スディルマン通りとガトット・スブロト通
りの両方と高速入口へ、好アクセス。ホテルのダイニ
ング「マレオ」（毎日 10:00-23:00）では、朝食ビュッ
フェで鮨と刺身も提供している。

(0)21-2253-5110

高速入口に好アクセス、朝食には鮨・刺身コーナーあり。　
Sotis Residence

● Sotis Residence ／ Jl. Penjernihan I No. 10B ／ Email 
: reservationpenjernihan@sotishotels.com ／ Tel : 
+62(0)21-2253-5110 ／ www.sotishotels.com。
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インドネシア
料理教室

バドゥイバッグの
ワークショップ

６月は、クトゥパット、ルンダン、
サユール・クトゥパットです
　断食明けの大祭（レバラン）のご馳走であるクトゥパット（ヤシの若葉を編んだ
中に米を入れてゆでた物）、ルンダン（牛肉の煮込み料理）、サユール・クトゥパット（野
菜料理）を作ります。日本のお正月のお餅とお節に当たるような、インドネシアの
レバラン料理の定番です。

　木の皮を丁寧に編んで作るバドゥイのバッグ。透け透けで中の見えるのが良さで
もあるのですが、使い勝手を考えると、裏地が欲しかったり、シンプルなので少
し飾りが欲しかったりもします。
　バドゥイのバッグに合う絞り染めの布の裏地を付けたり、カスタマイズして、あ
なただけのオリジナル・バドゥイバッグを作りませんか？
　夏本番となる、これからの季節に活躍しそうです。

日程 ６月 15 日（木）、６月 16 日（金）
 ＜午前の部＞
 ８：30 〜 10：00　パサールツアー
 10：00 〜 12：30　料理教室
 ＜午後の部＞
 11：30 〜 13：00　パサールツアー
 13：00 〜 15：30　料理教室

料金 パサールツアー付き　50 万ルピア（試食、お土産付き）
 料理教室のみ　40 万ルピア（試食、お土産付き）*
 * 材料費が高額なため、今回は 40 万ルピアとなります。
 パサールツアー付きは従来と同額です。
場所 +Nankyokusei
お申し込み www.plus62.co.id/store
 Email : sales@nankyokusei.com

講師 宮下仁美さん（13 Tiga belas）
日程 ６月 19 日（月）、20 日（火）
 ＜午前の部＞ 10：00 〜 12：00
 ＜午後の部＞ 13：00 〜 15：00
料金 50 万ルピア（バドゥイのバッグと布の材料費、茶菓子付き）
場所 +Nankyokusei
持ち物 裁縫道具（針、糸）をお持ちください
お申し込み www.plus62.co.id/store
 Email : sales@nankyokusei.com




