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表紙のことば
ジャカルタの象徴、モナスに新しい見所が出来た。
土日の「噴水ショー」は、大勢の人で賑わっている。
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ジャカルタ
新・旧散歩。

『+62』記者のプトリが、ジャカルタの街をジャランジャラン。
チャイナタウン・ツアーに参加し、
プトリお薦めの「ジャカルタでいま、アツイ場所」にご案内します。
ジャカルタの「新・旧」を体験してみましょう。
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「フリー・ウォーキング・ツアー」はヨーロッパで 2013 年ごろに始まったという

観光地のガイドツアー。歴史的建造物などの名所を歩いて案内し、ガイド料は無

料または好きな額のチップを渡す。観光名所の少ないジャカルタでも 2014 年に

始まり、「ジャカルタ・グッド・ガイド（Jakarta Good Guide）」が毎日、ツアー

を行っている。観光地ではなく、道を歩くのも難しいジャカルタでのウォーキング・

ツアーはどんな様子なのか？　古い建造物の多い中華街コタの心臓部を巡る「チャ

イナタウン・ツアー」に参加してみた。

チャイナタウン・ツアー

ジャカルタ散歩

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

金徳院の大ろうそく。火事の
出火原因ともなった
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　午前９時、ガジャマダ通りのノボテル・ホテルに集

合。事前にウェブサイト（www.jakartagoodguide.

wordpress.com）から、参加したいツアーを選び、登

録しておく。外国人でもインドネシア人でも誰でも参加で

き、１回の定員は 15 人。この時の参加者は４人（イン

ドネシア人３人、日本人１人）だった。インドネシア語と

英語の話せるガイド１人が案内してくれる。

　ほかの参加者を待とうとホテルのロビーに向かった足

が止まった。ホテルの敷地のただ中に忽然と中国風の建

物がある。実はこれが、ツアーで巡る１つ目の名所、「チャ

ンドラ・ナヤ（Candra Naya）」だ。

　オランダ植民地時代のバタヴィアで中国人の最高位

の高官、最後の中国人代表を務めた許金安（Khouw 

Kim An、1875 〜 1945）の家。建てられたのは、許

金安の父の時代の 1867 年とも、祖父の時代の 1807

年ともいわれる。客を迎えるのに使われたメインの建物

のほか、中庭を挟んだ奥には２階建てのプライベートな

住居、南北に使用人や子供たちの家などがあったが、現

在のオーナーにより、２階建ての家は取り壊されてしまっ

た。歴史的建造物保全を求める抗議の声を受けて、そ

れ以上の取り壊しは中止され、ホテルのただ中にメイン

の建物などが残されたわけ。２階建ての家は復元されて

いない。

　続いて、ガジャマダ通りを歩き、「パンチョーラン・ティー

ハウス（Pantjoran Tea House）」に向かった。ちゃ

んとした歩道はないし、車、トラック、バイク、バジャ

イ、自転車と、何でも走る道は、歩きやすいとは言えない。

強い日差しの中、10 分ほど歩く。

　着いたのは、チャイナタウンの入口付近に当たる場所。

オランダ時代のチャイナタウンはビジネスの中心地で、ト

ラム（路面電車）も走っていた。この建物は 1928 年に

建てられ、薬局として使われていた。独立後に放置され、

蛇や怪しい薬を売ったり、ホームレスの住居になったりし

て、荒れ果てていた。2015 年にジャカルタ州政府と「ジャ

カルタ・オールド・タウン・リバイタライゼーション・コー

ポレーション」が合同で改築を行い、中国人がバタヴィ

アで活躍していた時代をしのばせるティーハウスに生まれ

変わった。

　ティーハウスの前には「Patekoan」がある。「Pa」は８、

「teko」はティーポット。その名の通り、８つのティーポッ

トが並べてある場所で、誰でも自由にお茶を飲むことが

できる。17 世紀にバタヴィアの中国人代表（キャプテン）

だった Gan Djie が、疲れた旅人が休憩できるように家

の前に８個のティーポットを置いていた、という逸話に基

そびえ立つホテルの中に隠れるようにして立つ「チャンドラ・ナヤ」

池は、家主に幸運をもたら
すと信じられていた

扉には、幸運の到来や子孫繁栄などを願う漢字が
いろいろ書かれている

内部は何もなく、がらんとしている。大理石の床は
後で作り替えられたもの10



づくもの。昔をしのばせる「お休み処」で、旅人の気分で、

お茶をいただく。

　ここから30 歩ほども行かない場所に、漢方薬局「Tai 

Seng Ho」がある。店の前に来ただけで、漢方薬の強い

香りがぷんとする。中には「先生」がいて、患者を診て

から漢方薬を処方している。華人も華人でない人も、赤

ちゃんからお年寄りまで、患者はいろいろだ。処方箋に従

い、木の戸棚の引き出しから漢方薬を取り出し、調合する。

福建語が飛び交い、まるで中国映画の中にいるようだ。

　ここから道路を横切って狭い路地に入り、中華街の市

場、「第９区パサール（Pasar Petak 9）」へ。昔の中華

街の区画分けの、ここは第９区画だった。「９」は中国で

縁起の良い数字とされる。商売繁盛にはぴったりの場所だ。

　結婚式用品などを売る店があり、店全体が燃えている

かのように真っ赤。ガイドが、封をしてある包みを手に取っ

た。包みの中には、乾いた木の細切りのような物が入っ

ている。

　「これ、何かわかる人！」

　「木？　魚？　カツオですか？」

　「……中国伝統のバイアグラです！」

　一瞬の沈黙の後、皆、どっと爆笑。

　その店の隣では、カエル、ナマコ、豚のごった煮など、

ほかのパサールでは見かけない物も売られている。売り

子たちは皆、「何を探しているの？　見てってよ！」「新鮮

だよ！」と声を掛けてくる。品物を見るのは楽しいが、バ

イクやベチャも通る道なので、あまり夢中にならないよう

に気を付けよう。

　パサールの突き当たりには、有名な中国寺院「金徳院

（Klenteng Cin Te Yen）」がある。1650 年に建てられ、

「第９地区の寺院（Klenteng Petak 9）」という名前で

無料のお茶が置かれている。店内に入らず、ここで飲むだけでも OK

受診を待つ人、漢方薬の処方を待つ人

2015 年に改築。植民地時代をしのばせるティーハウスに生まれ変わった1957 年当時。車に、市電も走る

1930 年当時。通りが賑やかに

1928 年当時。建てられたころ

２階の大きな窓からは、往来を眺め
られる
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中華街の市場は色彩があふれてい
る。赤いアンパオ（お年玉袋）、野
菜や食べ物。右は路上フードの

「Sekba」。豚の三枚肉、モツ、耳
などの豚ごった煮込み。好きな部位
を選び、食べやすい大きさに切って
もらう。その場で食べてもよし、持
ち帰ってもよし

中国人虐殺事件の時に寺
を守ったとされる聖人が
犬を飼っていたといわれ
る。これにちなみ、屋根
には犬の像が

人々の祈りを込めた大ろうそくが燃えている

善行を積むために、鳩を放す。鳩は後でまた、飼い主（売り主）の所へ
戻って来るようだ

ダルマ・ジャヤ・トアセ
ビオ寺院は金徳院より
広々としていて、モダン
に見える

ファティマの聖マリア・カトリック教会。中国人の顔立ちをした聖母
マリア（左）と、中国風の教会内部（右）
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も知られている。2015 年旧正月の直後の３月２日に起き

た火災で焼けてしまい、まだ修復はされていない。

　火事の原因はろうそくの火だったといわれる。その「ろ

うそく」、一番大きい物は直径約 50 センチ、高さは約２

メートル！　火をつけてから、６カ月は持つという。６カ

月も祈祷が続いていると考えると、心強い？　お値段は

1300 万ルピア。ろうそくには寄進者の名前や会社名が

書かれている。

　そこへ、鳩の入ったかごを持った男性と信者の女性２人

がやって来て、女性がかごの戸を開けて、中にいた鳩 2、

30 羽を空に放した。善行を積むことで、幸福な輪廻転生

や望みが叶う願をかける。鳩を放すのは、１羽1000ルピア。

　続いて、中国風の教会を訪れた。「ファティマの聖マリ

ア・カトリック教会（Gereja Katolik Santa Maria de 

Fatima）」。元々、中国寺院だったものを教会に変えた

ので、中国文化とキリスト教が融合しているかのような、

面白い教会だ。絵に描かれた聖母マリアと幼子イエスも

中国人の顔立ちをしている。毎週日曜午後４時 15 分か

ら行われるミサも中国語（マンダリン）だ。

　寺院・教会巡りが続くが、もう１つ。「ダルマ・ジャヤ・

トアセビオ寺院（Vihara Dharma Jaya Toasebio）」は、

1740 年に起きた中国人虐殺事件（アンケ事件）の時

に消失したため、後に新しく建てられた。屋根に黒い犬

の像が乗っているのに注目！　ジャカルタの街を守るよう

に」と取り付けられた物だそう。

　最後に、細い路地のグロリア通り（Gang Gloria）へ

入る。中国系の食べ物屋台が並ぶ、楽しい場所。鶏や

豚を載せた麺、チャクエなどの揚げ物、果物、スッポン

……。外で買った食べ物も持ち込める古いコーヒー店、

「Tak Kie」に入って、午前 11 時半ごろ、ツアーは終了だ。

　コーヒーはミルクなしコーヒー（kopi hitam）とミル

ク入りコーヒー（kopi susu）の２種類だけ。今、ジャ

カルタで流行っている「エス・コピ・スス」の元祖のよ

うなコーヒー。ジャカルタの流行の最先端とバタヴィアの

時代がぐるっと回って、１つにつながった。

グロリア通りの揚げ物の屋台。バナナ、キャッサバのほか、珍しいパン
の実（手前）もある

古いコーヒー店「Tak Kie」。エス・コピが名物。ミルク入り１万
8000 ルピア、ミルクなし１万 5000 ルピア。午前６時から開いてい
るので、外で買った食べ物を持ち込んで朝食を取る人も

13



9:00
Novotel Hotel Gajah Mada
ホテルに集合（10 分前には来ていてね、とのこと。
時間厳守！）。メンバーは 20 代のジャカルタっ子
２人と『+62』の２人、そしてガイドのファリッド
さん。

商売繁盛の市場
第９区パサール

（Pasar Petak 9）　

10:00　古い中国寺院
金徳院（Klenteng Cin Te Yen）　
仏教と儒教がミックスされた雰囲気。仏像のすぐ前にカ
ラフルな儒教の像があるのには少し違和感を覚えるが、
2002 年までは儒教が公の宗教として認められていなかっ
たため、苦肉の策として、仏教寺院の中に儒教を取り入
れたのだという。

中国文化と融合した教会
ファティマの聖マリア・カトリック教会

（Gereja Katolik Santa Maria de Fatima）　

10:30　屋根の上の忠犬
ダルマ・ジャヤ・トアセビオ寺院

（Vihara Dharma Jaya Toasebio）　
忠犬の像が屋根の上にちょこんと座っている。天井には
無数の提灯が垂れ下がり、火事防止のために電灯を使用。
龍の彫刻をよく見ると、目が赤く光っている。今にも動
き出しそうな、生き生きとした色合いに感動。

食べ物屋台が並ぶ通り
グロリア通り

（Gang Gloria）　
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ファリッドさん（ガイド）
元ニュース・リポーター。インドネシ
ア各地を巡っていたが、ある時、ふ
と、自分が暮らすジャカルタについて
はよく知らないことに気付く。そこで、
2014 年からジャカルタでのウォーキン
グツアーを始めた。英語とインドネシ
ア語の対応可。しゃべり方や声の通り
は、やはりプロ。聞き取りやすい英語
とフレンドリーな性格で、自然と、メ
ンバー同士の間にも会話が生まれる。

09:10　バタヴィア中国人代表の家
チャンドラ・ナヤ（Candra Naya）　
最初に、集合場所にある建築物「チャンド
ラ・ナヤ」についての説明を受ける。中庭
には亀のいる池があり、涼やかな水音を奏
でている。

09:40　旅人のお休み処
パンチョーラン・ティーハウス（Pantjoran Tea House）　
中華街を歩き、ティーハウスに到着。お茶を店先でいただき、
中も少し見学。

中国映画に出て来るような店
漢方薬局（Tai Seng Ho）　

10:50　エス・コピで締め
コーヒー店（Tak Kie）　
コーヒーショップに到着。ミルクな
しもミルク入りも、両方とも砂糖入
り。甘いコーヒーは苦手だが、炎天
下を小一時間半ほども歩いていたの
で、甘いコーヒーも悪くない。

11:30
ツアー終了。ガイドのフィードバックをオンラ
インで行い、好きなだけ料金を支払う（『+62』は、
２人分 15 万ルピアを支払い）。もちろん、メン
バー全員でのセルフィーも。
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　昼前にジャカルタ・コタ散歩が終わったら、どこかでお昼

を食べたいところ。お薦めのレストランは「トリオ」。古き良

きジャカルタのノスタルジーとともに、中華料理を味わうのに

ぴったりの場所。

　壁、日よけの暖簾、「RESTORAN TRIO」の看板まで、全部、

緑色に塗られた、「緑のレストラン」。いかにも古そうな店構

えだ。店内には扇風機が回り、赤いギンガムチェックのテー

ブルクロスがかかったテーブルに、小学校の椅子のような木

の椅子。郷愁をそそる風景だ。看板メニュー 42 品がずらっ

と書かれた板も、レジの後ろに座る２代目オーナーのエフェ

ンディ・スマルトノさん（75）も、昔から変わっていない。

　エフェンディさんの父親ら広東出身の３人が、1947 年に

始めた広東料理のレストラン。今は緑のレストランだが、昔は

青かったという。常連客からは「青いレストラン」と呼ばれて

いたそうだ。なぜ緑になったのか？

　「ここは、元々はベチャの車庫だった。最初は壁というか塀

がなかったんだけど、1950 年ごろ、父親が緑の塀を買って

来て、取り付けた。それに合わせて、店を全部、緑色に塗っ

たんだよ」とエフェンディさん。

　当時の営業時間は、近くにあるパサール・バルの営業時

間に合わせていた。パサールが午後１時から同５時までなら、

レストランも１時から５時まで。「オランダ時代からの慣習に

合わせたんだよ」と言う。

　お薦めは、ちょっとほかでは珍しい、鳩の唐揚げ、エビ団子、

豚入りビーフン。

コタ散歩の後は、
緑のレストランで。
古き良き中華料理店「Trio」

● Trio ／ Jl. RP. Soeroso No.29A, Gondangdia ／ Tel : +62(0)21-
3193-6295 ／ 10:00-14:00、17:00-21:30。

豚入りビーフン 5 万ルピア（上）、エビ団子 9 万
5000 ルピア（下）

㊤㊦郷愁をそそる店内

全部、緑色の店構えが目印

鳩の唐揚げ 8 万ルピア
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新型「車バジャイ」に乗る。
Bajaj Mobil

ジャカルタの

一番アツイ場所は

どこだ ?!
ジャカルタの

一番アツイ場所は

どこだ ?!
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　ジャカルタの道を走るバジャイ。最初は黒煙をまき

ちらすオレンジ色のバジャイ、次に圧縮天然ガス（CNG）

の、排気音も静かな青色バジャイに変わった。そして

2017 年７月に新登場したのが、青い小型車のようなバ

ジャイ。「Bajaj	Mobil（車バジャイ）」、「Trans	Bajaj（ト

ランス・バジャイ）」などと呼ばれている。

　マンガに出て来るような、丸っこくて小さい車体は

とてもカワイイ。乗ってみると思ったほど狭くなく、

ちゃんとシートベルトもある。残念なのはエアコンが

付いていないことと、窓もなかったり、プラスチック

なこと。でも、要はオートバイなので、仕方がない。

　運転の仕方はマニュアルのバイクと同じ。排気量は

216.6cc、最高時速は 70 キロ。乗客は後ろに３人、助

手席に１人。大体、決まったルートを走り、乗客が４

人揃ったら出発する。

　運転手のパトニさん（56）は「古いバジャイは、毎日、

どこかが壊れていた。今は壊れる心配がなくなって快

適だね。乗客も快適だと思う」と満足げ。

　現在はまだ試験運行中なので数は少ないが、コタ、

ベンヒル辺りで、走っているのを見かける。料金は明

確には決まっておらず、１乗り3000〜5000ルピア程度。

　少しずつだが、着実に進化しているジャカルタの公

共交通機関。その最新型に乗って、ジャカルタの渋滞

をすり抜けてみよう。

www.plus62.co.id/archives/13040動画も見てね！
軽量だからか、速く感じる

「トランス・バジャイ」のステッカー

運転手のパトニさん

後部座席には乗客３人
古いタイプのベモ（右）と新型・車バジャイ。ベモ（９人乗り）よりバジャ
イ（３人乗り）に近いが、三輪ではなく四輪
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「となりのコーヒー」って何？
Kopi Tetangga
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　ジャカルタでいま流行っているもの、それはエス・

コピ・スス（ミルク入りアイスコーヒー）です！

　ブームを作った店は南ジャカルタ・チプテにある

「トゥク」。評判を聞いたジョコ・ウィドド大統領（ジョ

コウィ）が日曜に家族で訪れたほどだ。

　45 平方メートルしかない小さな店の前にはゴジェッ

クのバイクがずらーっと停まり（店を探す時は、ゴ

ジェックのバイクが目印になる）、ゴジェック運転手が

レジから入口をはみ出して店の裏手にまで行列してい

る。店内もゴジェック運転手でいっぱいで、まるでゴ

ジェックの事務所に来たかのよう。その混雑ぶりには

びっくりする。

　一般客はゴジェック運転手の行列とは別になってい

るので、そちらには並ばずに、レジに真っ直ぐ行って

注文を告げればよい（焙煎所を兼ねたアンタサリ店を

近日中にオープンし、ゴジェックはそこでの受け付け

「シンプルさ」を狙った、店名とロゴ

店内は、コーヒーを買いに来たゴジェック運転手らでごった返している

バイクの並んだ向こうにある小さな店（写真中央）が「トゥク」

としてチプテ店の混雑を緩和する予定）。ちなみに、店

内には注文品が出来るのを待っている間に座るベンチ

風の椅子はあるものの、基本的に、持ち帰りのみ。ゆっ

くりコーヒーを飲む場所ではない。

　なぜこんなブームになったのか？

　オーナーのティヨさん（28）は特にコーヒー好き

というわけではなく、純粋にマーケティング志向の人。

「コーヒーは実用的な物でしょ。もっと身近に飲める物

にしたかった。もっと普通に、もっとインドネシアら

しく、ね。目指したのは『コーヒーショップ（カフェ）』

と『ワルン・コピ（屋台）』の間」とティヨさん。ど直

球で「インドネシア人の好きな味」を目指し、チプテ

店の隣人たちに試飲をしてもらい、改良を重ねた。

　インドネシアはコーヒー産地ではあるものの、コー

ヒーに注目するようになったのはここ 10 年ほどのこ

と。2007 年に国産コーヒー店のパイオニアである「ア

ノマリ・コーヒー」がオープンした後、カフェ・ブー

ムが始まった。やれシングル・オリジンだ、豆がどう

の、焙煎がどうのと言いながら、おしゃれなカフェで

ブラックコーヒーをたしなむ若者たち。しかし、「本当

においしいと思っているの？　本当は冷たいのが好き

でしょ？　甘くてクリーミーな味が好きでしょ？」と、

これまでの固定観念を覆したのが「トゥク」なのだ。

　「トゥク」はジャワ語で「売る」という意味で、カフェ
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ではなく実用的な小売りのイメージだ。完成したコー

ヒーが「Kopi	Tetangga」（コピ・トゥタンガ＝「とな

りのコーヒー」という意味）。

　豆はスマトラ、ジャワ、バリ産の３種類のブレンド。

焙煎はミディアム・ダーク・ローストと、やや苦めにし、

フレッシュミルクにクリームを加え、グラ・アレン（砂

糖ヤシの赤砂糖）を合わせる。グラ・アレンがほのか

な香りと後を引く甘さを与えているが、コーヒーの苦

みと打ち消し合って、甘過ぎない。苦くないし、甘く

もない、絶妙なバランス。ブームになってから、あち

こちでエス・コピ・ススが売られ始めているが、本家

のトゥクはさすが、パンチの効かせ方と味わいの複雑

さが違う。

　たっぷり氷が入っているので、冷たくてリフレッシュ

する。最初は「エス」だけだったが、後に「パナス（＝ホッ

ト）」も追加し、ジョコウィが飲んだのは「パナス」の方。

　１杯１万 8000 ルピア（２万ルピア以下！）という

安さも人気の秘密。豆は自家焙煎、店はテイクアウト

用にしてインテリアを省略、薄利多売、というやり方で、

コストを抑えている。ブレンドしたコーヒー豆「トゥ

タンガ」も買えるので、「今、流行りの……」として、

お土産にどうですか？

　Ayo,	tuku…（買ってみよう！）

● Toko Kopi Tuku ／ Jl. Cipete Raya Blok B No.7, Cipete, 
Jakarta Selatan ／ 7:00-22:00（オジェック注文は 15:00 まで）／
土休み、日はゴジェックへの販売なし（一般客のみ）／パサール・サン
タ店、ビンタロ店あり。近日中にアンタサリ店がオープンの予定／エス・
コピ・スス・トゥタンガ（Es Kopi Susu Tetangga）１万 8000 ルピア。

コーヒー豆、粉、出来上がったコーヒーを販売する

店員は写真好き。店の壁には店で撮った写真がぎっしり貼られている

メニュー。「となりの（tetangga）コーヒー」いろいろ オーナーのティヨさん。
忙しい時は厨房を手伝う
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　せっかくなので、エス・コピ・ススをもう１杯。

「Sagaleh」はパダン語で「Segelas（１杯）」の意味。

スマトラ島パダン出身の兄弟姉妹６人がオーナーの店。

最初はインターネット販売のみだったが、１カ月ほど

前に店をオープンした。

　エス・コピ・ススのブームに乗りながらも、独自路

線を目指す。豆はシングル・オリジン８種類のブレンド。

クリームは使わず牛乳のみで、砂糖は白砂糖。味が薄

まらないように、敢えて氷は使わず、冷蔵庫で冷やし

ている（欲しければ、氷も入れてもらえる）。

　コーヒーの苦みと酸味が強い、濃い味だ。しかし、

牛乳と白砂糖を使っているので、さらっとしている。

　「義父母はジャカルタでパダン料理の店をやっていま

す。なので、これはわれわれ次世代のビジネス。兄弟

姉妹でビジネスを学びながら、両親の事業も引き継げ

るように準備しています。売っているコーヒーは、う

ちの家族のレシピです」と、オーナーの１人、ディマ

スさん。

　店は白黒を基調にした、おしゃれなインテリアだ。

アイスコーヒーを、もう１杯。
Kopi Sagaleh

ミニマルだが、おしゃれな店内

通常は、それほど混み合っていない。店内でコーヒーを飲むこともできる

コーヒーと牛乳。飲む前に、よく振った方がよい

オーナーと店員。大手カフェ・
チェーンのようなおしゃれさ

● Sagaleh ／ Jl. Sungai Sambas VI 
No.3A, Kebayoran Baru ／ 9:00-
21:00 ／ HP:0821-1062-7972 ／サ
ガレ・エス・コピ・スス（Sagaleh Es 
Kopi Susu）１万 7000 ルピア。
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野菜だけの
ハンバーガーを食べる。

Burgreens
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● Burgreens ／ Pacific Place LG #18, 
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 ／ Tel 
:+62(0)21-5797-3185 ／ 9:00-22:00 ／
バーガー３個セット（Mini Trio）７万 2000
ル ピ ア、 お に ぎ り セット（Greenonigiri 
Platter）６万 5000 ルピア、マッシュルーム・
ヌードル（Raw Mashroom Noodle）６万
2500 ルピア／パシフィックプレイスのほか、
ジャカルタ内に２店。

　ヘルシー志向の高まりで、ジャカルタにはサラダ専

門店が増えた。野菜バーで好きな野菜を取り合わせ、

１食がサラダだけ、なんて食事、バリ島じゃあるまい

し、以前のジャカルタでは考えられなかったものだが

……。ヘルシーなのはいいけど、サラダだけじゃおな

かが空くし満足感がない、と言う人は、「バーグリーン」

へ。名前は、ファストフードの代表格である「バーガー」

と「グリーン」が掛けてあり、「普通の食事のように菜

食を楽しんでほしい」というネーミングだ。

　「ミニ・トリオ」は、見かけはハンバーガー。しか

し、肉のパテに見えるのは、実はキノコ、ホウレンソウ、

豆とチーズ。「マッシュルーム・ヌードル」という名前

の麺も、ズッキーニとニンジン、大根を細く削った野

菜で出来ている。菜食を意識せず、見かけや食感も満

足できるようになっている。

　オーナーは、マックス・マンディアスさん（28）と

ヘルガ・アンジェリナさん（26）夫妻。マックスさん

はベジタリアンで、ヘルガさんはヴィガン。ヘルガさ

んは子供のころから食べ物アレルギーがあり、特に砂

糖が食べられず、「コーラとドーナツを食べて意識を

失ったことがある」と言う。レストランを始めたのは、

こうした自分の経験が基になっている。料理担当はマッ

クスさん。肉、牛乳、卵などを使わず、魅力的な食事

になるよう、工夫をこらす。

　使用している野菜はほとんどが国産で、約 65％が

ズッキーニやニンジンで出来た麺。豆とニンニクのソース和え

ポップでおしゃれな店内

マックスさん（左）とヘ
ルガさん夫妻

オーガニック。2010 年のオープンから順調に業績を上

げ、現在はジャカルタ内に３店ある。

　量はたっぷりで、満腹……でも、何だろう、この「何

か足りない」感は？　
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初心者にお薦め、「ミニ・トリ
オ」。３種類の味のバーガー

「グリーノニギリ」は、おにぎり２個、キノコの照り焼きサテ、サラダの
ワンプレート 27



友達と一緒にエクササイズする。
Boot Camp

スクワット。簡単そうに見えるが、１分間も続けると、腿がプルプルしてくる コーチが正しい姿勢を指導してくれる
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　フットサル、ホットヨガ、自転車……健康になるた

めのいろんな運動が流行ってきたジャカルタですが、

今の流行は「ブート・キャンプ」。米国の新兵訓練の

ことですが、怖がらなくても大丈夫。やっているのは

スクワット、腕立て伏せ、ロープを引っ張ったりといっ

た、普通の筋力アップのエクササイズです。健康な体

になり、さらに減量もできるというおまけ付き。

　私（プトリ）が参加しているのは「エボルーション・

フィットキャンプ（Evolution	Fitcamp）」というグルー

プです。チリの元サッカー選手やフィットネス業界人

らが中心になって 2016 年 11 月に創設し、現在のメン

バーは30人ぐらい。毎回集まるのは８〜15人で、コー

チは２〜３人。コーチの目がしっかり行き届いて、ちゃ

んと見てもらえます。

　最初は大変そうに見えるのですが、やってみると、

気分爽快に！　皆と一緒にやるので苦しい運動も楽し

いし、「運動で友達に会える」のも楽しみになりました。

　「健康なコミュニティーを作るのがエクササイズの

目的です。同時に、『健康になるにはお金がかかる』

という思い込みを排したい」と、創設者の１人、スルヤ・

スリアントさん。そう、月 16 回、50 万ルピアと、と

てもお得な値段なのです。

　ジャカルタで健康になりたい人、是非、われわれの

ブートキャンプへご参加ください！

ロープやマットレスは用意してもらえる

１日のメニュー表。気が遠く
なるので、読む必要なし

● Evolution Fitcamp ／火木 19：00、スナヤン・ゴルフ練習場
（Senayan Golf Driving Range）。 土日７：00、クニンガンのス
マントリ・ブロジョネゴロ競技場（GOR Soemantri Brojonegoro 
Kuningan）／週４回（月 16 回）／月 50 万ルピア／ HP : 0813-
82808681（Adam さん）。
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モナスの噴水ショーを見る。
Monas Jakarta Fountain

ギャラリーがいっぱい、モナスの新たな見所「噴水ショー」
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　噴水ショーがあるのは土日のみ。午後７時半からと

同８時半からの１日２回。１回のショーは約 30 分だ。

　ショーは音楽付き。「タナ・アイル・ク」から始ま

り、アディーＭＳ編曲のインドネシア各地の曲に乗せ

て、噴水が踊る。

　ショーは大人気で、ショーの始まる 30 分ほど前には、

すでに 2000 人ぐらいの人が集まっていた。噴水を取

り囲み、カメラやスマホを構え、ショーの開始を待ち

構えている。

　噴水への色とりどりの照明や映像投影はまだできて

おらず、資金不足の噂も聞こえてくる。全部が整った

ら世界最先端の設備を供えた噴水になる計画で、2018

年の完成を目指している。

　ジャカルタの象徴といえば、「モナス」の名前で親

しまれている独立記念塔（Monumen	Nasional）。広

い公園を散策したり、観光カーに乗って園内を回った

り、塔に上ったり、というのが通常の観光パターンだ

が、新しい見所が出来た。それは、「噴水ショー」！

　実は、モナスの噴水自体は 2005 年からあったが、

2007 年に水の噴出装置が壊れ、そのままになってい

た。今年２月に、アホック前ジャカルタ州知事が修復

に着手。修復費４億ルピアのうち２億ルピアをアホッ

ク前知事がポケットマネーから出し、残り２億ルピア

は作曲家のアディーMS やモナス管理事務所などが負

担した。こうして、無事に修復とグレードアップを終

え、８月 12 日にオープンしたばかり。
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モナスと噴水の両方が入るアングルは、メダン・ムルデカ・バラット
通り側から
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● Monas Jakarta Fountain ／土日 19：30 〜 20：00、
20：30 〜 21：00。
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東京で迷う。
プトリの東京散歩

スカイツリーから見た東京の夜景

文・写真…プトリ・スシロ
Text & photo by Putri Soesilo
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　ジャングルで迷子になったら、パニックになる。で

も、東京で迷子になっても、パニックになる必要はない。

ポケットに「ペンギン」がいれば、ね。ペンギンの絵

入りのスマートカード、「スイカ」。これがあれば、大体、

どこへでも行ける。

　「スイカ」を買うのは簡単だ。電車の駅の券売機で、

言語を「English」にする。お札を入れて、金額を選ぶ。

３日間ぶらぶらするには、5000 円もあれば十分だ。も

し足りなくなれば、追加でチャージできる。では、ス

イカを手に、東京散歩に出発！

　まずは、泊まっている吉祥寺から、「藤子 F.	不二雄

ミュージアム」へ。ここを見学してから、東京散歩を

開始した。

　いったん新宿に戻ってから、渋谷へ。世界一有名な犬、

ハチ公に会うためだ。皆が「日本へ行ったら、渋谷で

ハチ公と一緒に写真を撮らなきゃ」と言うので、行っ

てみることにした。

　ハチ公の像はすぐに見つかった。駅から出てすぐの

所に、人々が周りを取り囲んでいて、順番に写真を撮っ

ている。「美しい公園の中に、立派な像がある」と思っ

ていたので、駅の前にある小さな像は、ちょっと期待

外れだった。何枚か写真を撮れば、それでおしまいだ。

渋谷は有名な「交差点」で象徴される通りに、忙しす

ぎる。すぐ、次の場所へ移動することにした。

　続いて向かったのは、上野。「上野がいいよ」と言う

東京散歩の第１歩！

通勤電車には乗りたくないです

これまで見た中で最も大きく、最も人の多い、渋谷の交差点

有名なハチ公。ちょっと期待外れ
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夜の東京国立博物館

上野公園には、こういう場所がたくさん

上野公園の中。晴れていて、涼しく、美しい

日本の古い絵。どうやって描くのか想像できない

スタンプを押して、好きなカードを作れる

警備員さんに怒られないように気を付けましょう

ハチ公より、こっちの方が良くないですか？日本好きの友達に「9mm Parabellum Bullet」の CD を頼まれました。
ミッション・コンプリート

広いお土産物売り場。ピンバッジはないかな……
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人はめったにいないので、逆に、どんな場所か気になっ

たのだ。

　広い公園に、ヨーロッパ風のブロンズ像があちこち

にたたずんでいる。博物館、美術館に、映画館もある。

公園のベンチに座り、夜が近付いて、ランプがほのか

に明るくなってくる夕暮れ時を楽しんだ。人々がベン

チに座っておしゃべりをしたり、寝ていたり、犬の散

歩をしている姿を見るのも面白い。

　東京国立博物館を見てから、吉祥寺へ戻るつもりだっ

たが、ふと見たら、「スカイツリー行き」と書いたシャ

トルバスが停まっている。行き先を変更し、急いで乗

り込んだ。「スイカ」のタッチを忘れずに。もう夜なの

で、乗客は３人しかいない。

　夜のバスの中から、上野、そして、浅草の風景を眺

めた。20 分ほどでスカイツリーに到着。

　「もう閉まってしまうのではないか」と思ったので、

急いでチケット売り場へ。並んでいる人も少なく、す

ぐにチケットは買えた。チケットの値段は2060円。うー

ん、高い……。しかし、エレベーターに乗って展望台

に着いたら、「値段が高い」という考えは吹き飛んだ。

少しも迷わずにチケットを買い、展望台に上がるべき

です。

　地上 634 メートルの展望台。エレベーターの速さに

も驚いた。飛行機が離陸する時のように、ぐんぐん上

昇する。

　展望台からは、東京の素晴らしい夜景が一望にでき

る。星をちりばめたような街の美しい灯りが、東京の

暗い空の中に浮かんでいる。東京の街がミニチュアの

ように見えた。

　係員が夜景をバックに、記念写真を撮ってくれる。

かけ声はもちろん、「ワン、ツー、スカイツリー！」。

１階には犬のカフェがあった。どの犬もかわいく、
服を着ている

東京で一番、きれいな場所
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地上まで見える場所がある。ここに立つ勇気はあ
りますか？

そびえ立つスカイツリー

夜景を見る邪魔にならないよう、暗くしてある

これまで乗った中で一番速いエレベーター

チケットは高いが、行かないのはもったいない
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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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　剣が自ら宙を舞い、バヤンガンの冠毛を切り落

とす——目の前で不思議な剣の奇跡を見た一行

は、何とも言えない感動に包まれた。

「これは、あなたが修業して得た力なのです

か？」

　風雷坊がチャハヤに聞いた。

「いえ、私の力ではありません。私はみだりに

刀を振り回したりはしません」

　チャハヤは笑った。

「シラットの古くから伝わる一番大切な教えは

『実った稲穂のように、実れば実るほど頭を下げ

なくてはならない』（稲穂の教え）です。武術を

学ぶ者は、強くなればなるほど命のはかなさに気

付き、力の使い方を誤った場合の結果の恐ろしさ

を知ります。力を持つ者ほど、簡単に力を使うこ

とはないのです」

「なるほど……」。風雷坊は深くうなずいた。

「不思議だな。うちの流派に伝わる奥義とまっ

たく同じだ」。小太郎はつぶやいた。

「クリスは古代の刀工が潔斎し祈りを込めて鍛

えた刀で、クリス自身が持ち主を選びます。バヤ

ンガンは、クリスに選ばれるには心が弱すぎた。

それだけです」

「力を持つ者ほど、簡単に力を使うことはない

……」

　噛虎（かみとら）は、チャハヤの言葉をかみし

めるように繰り返した。

　その時、テーブルの上のクリスの１本が、柔ら

かく光った。

　噛虎が呼ばれたように感じ、そっとクリスに手

羽をかざすと、クリスは輝きを増した。
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　チャハヤがひどく驚いて噛虎に言った。

「噛虎、このクリスは今、あなたを持ち主に選

んだ。あなたに差し上げましょう」

「なんと。これは、そなたの先祖から伝わる大

切な宝物ではないのか？」

「いいのです。クリスがあなたを選んだのです

から。この真っ直ぐな刃のクリスの名は、『信頼

のクリス』。このクリスは、あなたが自らの仕事

をやり遂げ、多くの民の信頼を得るための力にな

ることでしょう」

　噛虎はしばし目を閉じ、静かに言った。

「かたじけない。今のこの思いは、この真地噛虎、

生涯忘れぬ。この刀はわが家宝とし、そなたの教

えとともに、子々孫々まで大切に伝えることとす

る」

　噛虎は風雷坊に促した。

「風雷坊、おぬしに預けているあの品を、チャ

ハヤ殿にお渡ししてくれぬか」

　風雷坊は１本の脇差を噛虎に渡した。

「銘は粟穂口（あわほぐち）ホワ光。ひとたび

鞘を抜けば、白いホワ毛が大量に舞い、瞬時に相

手の鼻の穴を詰まらせるという、血を見ずして相

手を倒す必殺剣じゃ。そなたの大切なクリスに対

して釣り合わぬかもしれぬが、力を持ちながら敢

えてそれを使わぬと言う強い心のそなたに、この

脇差を持っていてほしいのじゃ」

「ありがとう……。プサカ（家宝）に加え、大

切にします」

　一同がクリスの部屋を出ると、オカメもんが

言った。

「名残りは尽きませんが、時空の引き出しがま

だあの屋台に開いている間に戻りましょう。噛虎

様のお屋敷の机の引き出しから出られるように

します」

「いや、待たれよ」。噛虎は言った。

「せっかくの申し出じゃが、わが屋敷ではなく、

あの夜の前田鳥家の居室の机から出ることはで

きぬか？」

43



「はあ……戦闘中など明らかに危険な所ではな

く居室であれば相手も丸腰ゆえ、出ることはでき

ると思いますが……なぜ敵のふところにわざわ

ざ飛び込むようなまねを？」

「よいから頼む」

　噛虎はにっこりとほほ笑んだ。

　一同はチャハヤの家を出て、広場の周りを探

し、例の屋台を見つけた。

　チャハヤが屋台のおやじに近付き、空を指差し

て叫んだ。

「あっ、見ろ！　モナスがくるくる回っている

ぞ !!」

「なにっ ????」

　おやじが空を仰いだ隙に、オカメもんは４人を

背に乗せ、引き出しの中に飛び込んだ。

　飛び込む一瞬、噛虎とチャハヤはほほ笑みを交

わし合った。

　さようなら。一瞬の光のような出会いだった。

　Selamat jalan. もう会えないけど、君を忘れな

いよ。　　　　　　　　　　　　　　　（つづく）
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バティックの魅力とは、蝋で伏せて染めることで出来上がる、さまざまな文様にある。蝋を
置いて染める工程を繰り返すことで、１枚の布の上に、まるで絵を描くように、自由な模様
が出来上がる。そのデザインはどのようにして作られるのか？　チレボン・バティックの「名
匠」、カトゥラさんに、賀集由美子さんがインタビューした。

バティック文様の生まれる時。
チレボン・バティックの名匠、カトゥラさんに聞く。
文・写真……賀集由美子

賀集由美子（かしゅう・ゆみこ）
チレボンで手描きバティック工房「スタジオ・パチェ」を主宰する。ペンギン（ペン子
ちゃん）モチーフのバティック小物が人気。1994 年からチレボンに在住し、カトゥラ
さんに教えを請うてきた、カトゥラさんの弟子。インドラマユ・バティックとのコラボ、
シルクスクリーンとバティックの組み合わせなど、実験的な取り組みを続けている。

海草模様（Ganggung）のティンカス（下絵）
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　チレボン・バティックの「マエストロ（名匠）」と呼

ばれるカトゥラさん（以下、敬称略）。ここ数年、入退

院を繰り返していて、不肖の弟子である私もとても心

配していた。最近は病状も安定し、自宅にて静養する

日々。調子が良さそうなので、『カトゥラ師匠、かく語

りき』のような本を将来書きたいなと思い立ち、ICレ

コーダー、一眼レフ・カメラ、ノートパソコンを新調し

て記録を始めたところだ。

Katura（カトゥラ）
1952 年、下絵師の父、バティック職人の母の下に生まれる。13
人兄弟の 12 男。マシナ工房で下絵職人として働いた後、1974
年に独立し工房を設立。数々の意匠をデザインするほか、チレボ
ン・バティックのオピニオン・リーダーとして、セミナーでの発
表やバティック教室での指導など、さまざまな活動に取り組んで
いる。65 歳。

　私自身、「カトゥラさんの絵力はすごい！」とか「カトゥ

ラさんのカイン・パンジャン（腰に巻く用の長い布）は

絶対に買うべき」などと常々語っているが、そのすご

さがまったく説明できないのだ。このため、バティック

理論講座のごとく、文様の成り立ちやバティックの技法、

（バティック工房の集まっている）チレボン・トゥルスミ

地区の歴史といったさまざまな質問をして、それに答え

てもらう、というセッションを続けている。

　先日、チレボンに『+62』の池田華子さんが来た

ので、一緒にインタビューに出向いた。毎回、世間

話から始まって、いろいろなことを話しているが、今

チレボン・バティックの名匠、カトゥラ

ティンカス（下絵）に描いて、展開し、最終
的に１枚の布に落とし込む作業は、道のりは
長く大変な作業だが、楽しいものに違いない。
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Tingkas ＝原画
Metoan ＝下絵
デザイン＝ Tingkas も含む。あと、広義で、意匠

サルンの「Kepala」の部分に使うティンカスのバリエーションいろいろ

通貨危機の時にカトゥラが描いた絵。車を引いて働くべき牛が、仕事がないので、車に乗って涙をこぼしている。
学帽をかぶった鳥は「リフォルマシ（改革）」を求める学生たちを表す。社会派の風刺画バティック

布の縁は Tumpal（トゥンパル）と呼び、アクセントにな
る模様にすることが多い。布を腰に巻いた時に、前に来る
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回は Tingkas（ティンカス）と呼ばれるバティック

の原画について説明してもらった。

　バティックのデザインは、通常はトレーシングペーパー

のような薄い紙に描き起こす。大きさはカイン・パンジャ

ン（縦約 100 センチ x 横約 240 センチ）の５分の１

ぐらい。これに、大元となる原画「ティンカス」を描く。

これを横に並べたり裏返したりしながら、１枚の布にう

まく収まるようにトレースする。ティンカスは手描きバ

ティック工房にとって、大事な財産となっている。

　カトゥラのデザインのインスピレーションとなるもの

は何か？

　「見たもの、聞いたもの、何でも」

　散歩中に見たきれいな花、村のレンガを積んだ壁、ト

レンドとなっている事件や事象（通貨危機＝ Krismon

＝など）、ワヤンの中の物語、理想となる国家元首、賢

人の言葉……感動したもの、好奇心をそそられるもの、

批判精神、伝えたい知識……それらをまずティンカスに

描いて、展開し、最終的に１枚の布に落とし込む作業は、

道のりは長く大変な作業だが、楽しいものに違いない。

　カトゥラのデザインの真骨頂は「Keratonan（王宮文

様）」だと、私は思う。

　王宮文様は、王宮に関連するオーナメントを描き込

むだけでなく、背後にある史実や文様に潜む哲学など

も熟知していなければならない。現在、バティック市

場で売られている物の多くは、過去に作られた王宮文

様の布を模したりトレースした物がほとんど。トレース

を重ねると「伝言ゲーム」のように、どんどん形が崩れ

てくる。カトゥラ・デザインの王宮文様は、形状、構成、

色分け、余白に至るまで、きちんと考え尽くされた端正

カトゥラ作の王宮模様（Keratonan）の「Buraq」。王宮、割れ門、岩、翼の生えた馬などのモチーフが美しく配列されている
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な文様となっている。

　一方で、「Pesisiran（北岸様式）」は、カトゥラのオ

リジナルのほかに、図録などに掲載されていたり顧客

が持ち込んだ写真をカトゥラが新たに描き起こした物

も多い。

　これらのデザインの面白さはもちろんだが、特筆さ

れるべきは、下絵の後の工程を踏まえたデザインになっ

ていること。１枚のバティックを作り上げるのには多く

の職人が関わるので、そのすべての工程を理解した上

で、「仕事をする職人のことを考えた」デザインになっ

ているのだ。

　カトゥラがこれまでに製作したティンカスは何点ぐら

いなのだろうか？

　本人いわく、「数えたことがない」。注文を受けて描き、

注文主（よその工房）に渡してしまった物も多い。

　半世紀にわたるキャリアの中で描きためたティンカス

の一部が、工房の下絵を描く作業場の片隅に仕舞われ

ている。３つの収納ボックスには、「よく使う物」「あま

り使わない物」というようなバックリとした分類方法で、

ティンカスが保管してある。とても大事な資料なので、

文様の種類ごとにファイリングをすれば良いのではと思

うのだが（池田コメント）。

　ティンカスを布に写し描きする方法は、Tukang 

Meto（トゥカン・メト）と呼ばれる下絵職人がライトテー

ブルの上にティンカスを置き、その上に精練済みの白

い布を重ねて、下から蛍光灯の光を当てて、ティンカス

の絵を布に鉛筆でトレースしていく。ちょっと前までは、

ティンカスを布の下に待ち針で留めて、布に直接、蝋で

描く下絵職人も多かった。最近は鉛筆トレースが主流

となっている。

　布に描いた下絵は Metoan（メトアン）と呼ばれ、次

の工程を担うIseng（イセン）職人に手渡され、蝋置き

作業がやっと始まるのだ。

　カトゥラの継承者はいるのか？

　カトゥラの子供は５人で、皆、女の子。絵が上手だっ

た長男は９歳の時に亡くなった。まだ独身の５女を除い

て、４人それぞれ家庭を持っている。長女の Susi、２

女の Liris、５女の Mike はそれぞれ仕事を分担して工

房運営に携わっているので、カトゥラ工房の存続には特

に問題はないだろう。ただ、現時点でバティックのデザ

イン（すなわち、ティンカス）を新たに描き起こせる人

はいない。カトゥラの３人の甥が、カトゥラが今までに

製作したティンカスを組み合わせて布に下絵を描き、作

品を作っている。全体の監修はカトゥラが行う。

　カトゥラの口癖の一つに「sah-sah saja」というの

がある。例えば、よその業者が、どこからか入手した

カトゥラのデザインした下絵を使ってカインを作って売

る。本来ならば一言報告してくるのが筋なのだが、だ

からといって特に問題にはしない。同じバティック業

者……布を作って生計を立て、家族を、そして職人を

養わなければならないのだ。肯定はしないが、否定も

しない……「ま、いいんじゃない？」という感じだろう

か。また、バティックの意匠権に関しても「意匠権の

縛りがあるとバティックを作れなくなる業者が出てく

る。意匠（デザイン）は地域の共有財産として皆で使

えば良いのではないか」というスタンスを保っている。

すべての工程を理解した上で、「仕事をする
職人のことを考えた」デザインになっている。
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㊤海草模様のティンカスを下に置き、鉛筆で布にトレース
中。先をとがらせた鉛筆を使う。なぞるだけと言っても細
かい作業なので、時間がかかる。１枚仕上げるのに大体、
７日ほどかかると言う。この下絵をベースに蝋置きをする
ので、非常に重要な作業だ
㊧下絵を描く作業を監修するカトゥラ

動物曼荼羅のような文様「Margasatwa」のティンカス。インドネシアにはいな
いような不思議な動物、鳥、人間までもが描かれ、見飽きることがない。上と下
が対称になるように、上下が反転するような構成で描かれている

下絵を保管してあるボックス。工房の財産だ
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　美しい、端正、というだけでなく、「うわっ！　何これ、

面白い！」という驚きがある文様。カトゥラさん、今後

もお元気で、チレボン・バティックの自由なスピリット

を受け継ぐバティックを作り続けてください、と切に願う。

ペンギンのいる海草模様

ペンギンやマッコウクジラの絵をチレボン伝統柄の海草模様の中に入れて、カトゥラが作った
バティック。赤青（＝ Bangbiru）を基調にした染め

「Sah-sah saja」（ま、いいんじゃない？）

　不肖の弟子（＝私）がバティック模様にペンギンを絡

ませて遊んでいるのも、あきれているとは思うが、どう

やら、この「sah-sah saja」の範疇のようである。

　1990 年代初めに私が渡したいくつかのペンギン

やマッコウクジラの絵と、チレボン伝統の海草文様

「Ganggung」を組み合わせてカトゥラが描き起こし

てくれた布がある。それに似たティンカスを今回、久

しぶりに見た。以前に作った物とは違うバリエーショ

ンで、海草を模した唐草の中に、魚や海の動物だけで

なく、鳥や陸の動物も描き込まれ、なぜかペンギンも

参加している。

　カトゥラは、多種多様なバティック文様の中で海草

文様は好きなモティーフの１つ、と語る。
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インドネシア
料理教室

９月19 日・20 日、特別講座を開催！
「スタジオ・パチェのチレボン風家庭料理」

　港町・バティックの街として古くから栄えたチレボンから、賀

集由美子さんのバティック工房「スタジオ・パチェ」で働く料

理上手のナニさんが、チレボン風家庭料理を教えに来てくれます。

　メニューは、黒米入りごはん、サユール・アッサム（野菜のスー

プ）、テンペ・クリン、サンバル・トラシ、チレボン名物の加工

食品を使ったおかず、というヘルシーなワンプレートの予定です。

　日本語通訳は賀集由美子さん。料理教室の前に、「料理に使

う簡単インドネシア語講座」も行います。

お申し込み Email : sales@nankyokusei.com
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西宮奈央さんの

Masak Kira-kira
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　野菜で作るスープが大好きです。外食が続い

て野菜不足だ、中途半端に残っている野菜を

使ってしまいたい、なんとなく体調が思わしくな

い……そんな時、ささっと火を通してブレンダー

にかければすぐに出来て、じんわりおいしい野菜

スープの心強さと言ったら！　栄養や味の組み合

わせを考えて材料を選ぶのも楽しいものです。

　わが家の定番、体の味方のようなポタージュ

を３つ、ご紹介します。

　スープストックは、顆粒タイプの物なども便利

なので、よく利用します。家で作る際も、特に

決まった分量はなく、その時々の気分で作って

います。

　ほとんどの野菜はおいしいスープになりますし、

味見をしながらの目分量で、きちんとおいしくな

るのがスープの魅力でもあります。いろんな野菜

の組み合わせで楽しんでください。

３色のスープ
#13

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。

野菜の切れ端（ニンジンや大
根の皮、セロリの葉の硬い部分、
ネギの青い部分、小さなニンニ
クやショウガのかけらなど）を
冷凍庫にためておき、程よくた
まったら、鶏手羽適量と一緒に
煮込む。

干しエビ、干し貝柱、干し椎茸、
ショウガ、ニンニクなどを適量、
煮出す。

チキン
ストック

中華風
ストック
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赤いスープ

材料（２人分）
玉ネギ（中）　1/2 個
ニンニク　１片
ビーツ（中）　２個（300 〜 400g）
ジャガ芋（中）　１個
オリーブオイル　大さじ２＋香り付けに適量
チキンストック　700ml
塩、コショウ　適量

作り方
1. 玉ネギとニンニクは皮をむいて薄切りにする。ビーツ

とジャガ芋は皮をむき、火の通りやすい厚さに切って
おく。

2. 鍋にオリーブオイルを熱し、玉ネギとニンニクを炒め
る。玉ネギが透き通ってきたらビーツとジャガ芋を加
える。さっと油を絡め、分量のチキンストックのうち
具材がひたひたになるぐらいの分量を注ぎ、軟らかく
なるまで煮込む。

3. ビーツとジャガ芋が軟らかく煮えたら、ブレンダーに
移し、滑らかになるまで撹拌する。

4. 鍋に戻し、残りのストックを入れて再び火にかける。
アクを取りながら煮て、塩とコショウで味を整える。
香り付けにオリーブオイルを適量、垂らす。

白いスープ

材料（２人分）
玉ネギ（中）　1/2 個
カリフラワー（大）　１房（300 〜 400g）
豆腐（酸味の少ない物）　40g
バター　大さじ１＋仕上げに適量
和風だし　700ml
塩　適量
刻み青ネギ、粗挽きコショウ　適量

作り方
1. 玉ネギは皮をむいて薄切りにする。カリフラワーは火

の通りやすい小房に分けて洗っておく。
2. 鍋にバターを入れて熱し、玉ネギを炒める。透き通っ

てきたらカリフラワーと豆腐を崩しながら加え、分量
のだしのうち具材がひたひたになるぐらいの量を注ぎ、
軟らかくなるまで煮込む。

3. カリフラワーが軟らかく煮えたら、ブレンダーに移し、
滑らかになるまで撹拌する。

4. 鍋に戻し、残りのだしを入れて再び火にかける。アク
を取りながら煮て、塩で味を整える。仕上げの直前に
バターを加えると香りとコクが増す。お好みで刻み青
ネギ、粗挽きコショウを振る。

黄色いスープ

材料（２人分）
トウモロコシ　２本
卵　１個
中華風ストック　700ml
塩、コショウ、ゴマ油、香草　適量

作り方
1. トウモロコシの実の部分を、目の粗いおろし金ですり

おろす。
2. 鍋に中華風ストックを煮立て、１のトウモロコシを入

れる。あくを取りながら煮て、塩、コショウで味を整
える。

3. 卵を溶き、穏やかに沸騰させた２に注ぎ、全体を混ぜ
て、火を止める。ゴマ油を垂らして香りを足し、お好
みで香草などを散らす。

昆布と鰹節が基本で、時々、干し
椎茸も入れる。

和風
だし

カリフラワー
×

豆腐
和風
だし

トウモロコシ
×
卵

中華風
ストック

ビーツ
× 

ジャガ芋

チキン
ストック
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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 11 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
#11 西スラウェシ州

Provinsi Sulawesi Barat

山と海。海には帆掛け船が
浮かぶ。山の上に立つ三つ
叉の槍は、マンダル人の公
正、正直、勇気を表す。

マムジュの風景を描く。広
大な土地に田畑が広がり、
サンダパン山には雲がか
かっている。海には帆掛け船。

マカッサル

マムジュ

パル

マカッサル

マムジュ

パル

西スラウェシ州

マムジュ
Mamuju

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

　最近また、ジャカルタの首都機能移転が検討さ

れているというニュースがあった。前から何度か浮

かんでは消えている話であり、今回、名前が挙がっ

たのは中カリマンタンにあるパランカラヤであるが、

しばらく前に、ユスフ・カラ副大統領が別の都市

トラベラーの中でも「まだ
行ってない」率が高い州。

の名前を挙げたことがある。それが、2004 年に

南スラウェシ州から分離した西スラウェシ州の州都

マムジュである。

　南スラウェシ出身のカラ副大統領によれば、マ

ムジュはインドネシア地図上でちょうど中間に位置

し、スラウェシ最大の都市マカッサルからも中スラ

ウェシ州州都のパルからもアクセスが良い。確かに、

改めて地図を見てみると、そうかもしれない。しか

し、インドネシア人の友人に「マムジュ」と言っても、

ピンと来た顔をする人にはあまり会ったことがない。

　このマムジュに行くには、スラウェシの玄関であ

マムジュ市の大通り沿いの海浜公園

北スラウェシ州

アチェ州
リアウ諸島州

バンカ・ブリトゥン州

ブンクル州

バンテン州
南東スラウェシ州

西カリマンタン州

南カリマンタン州
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ホテルの窓からカラムプアン島が見える

昔ながらのルコ

夕食は焼き魚

高床式の伝統家屋

市内の立派なホテル

マムジュの美しい大モスク 山肌に立つハリウッド的な看板

市場では野菜や魚が売られていた

るマカッサルからプロペラ機に乗り換えて、およそ

１時間である。マムジュの小さな空港に降り立つと、

市の中心までは、山間の道を車でおよそ１時間余

り。空港からのタクシー運転手に「マムジュ観光で

は、普段、どのような所に行くの？」と聞いたら、うー

んと考えながら、いくつかの海岸や滝などの名前を

教えてくれた。

　このマムジュから東に向かい、山を越えると、タ

ナトラジャのある南スラウェシ州である。トラジャで

はクリスチャンのトラジャ人が中心であるが、この

マムジュはマンダル人が約半数を占めており、イス

ラムが多数派を占める。

　ようやく街に入って山の方を振り返ると、２つの

オブジェが目を引く。

　１つは立派なモスクだ。私は旅行に行った時に

は 必 ず、「Mesjid Raya」 や「Mesjid Agung」

と呼ばれる、そこで最も大きなモスクを探して写真

を撮ることにしている（東部に行くとクリスチャン

が多くなるので、教会の方が立派になっていくが）。

ムスリムの多いインドネシアでは、どんな小さな村

でも、大きな街でも、モスクがある。デザインに凝っ

たり、海の上にあったり、伝統建築を組み合わせ
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チャーターした船

家の裏手には「自家用船」が停泊

シュノーケリングの名所だ

島の子供たち

カラムプアン島へ行く船の出る港

島の結婚式のカラフルな飾り付け

たりと、見ていて楽しい。34 州のほぼ各州でモス

クを見てきたが、色合いやデザインという点で、個

人的に、このマムジュで見たモスクは最も美しいモ

スクの１つだ。

　 もう１ つ の オ ブ ジ ェ は、 山 の 上 に 並 ぶ 

「MAMUJU CITY」の看板である。Hollywood

の看板のように山肌に都市名を掲げているのは、

私が見た中では、JAYAPURA と BATAM と、こ

こMAMUJU である。

　ホテルはさすが州都で、思いの外、立派。部屋

の窓からは、すぐ目の前に島が見える。まずは、そ

の島（カラムプアン島）に行ってみようと、港を探

すことにした。ホテルのフロントで、島に渡る船は

どこから出ているのかを確認すると、ホテルの目の

前の大通りの突き当たりにある小さな港から出てい

るとのこと。

　ホテルの前はジャカルタ並みの片道３車線、合計

６車線の大通りである。とは言っても、車は片道１

車線でも余る量しか通っていない。

　港までオジェックで。島までは船で 30 分ほど

で行けるが、客が集まらないと出航しないとのこと。

夕刻に近付いていたこともあり、交渉してチャーター

することにした。

　島に着くと、結構きれいな浅瀬の海岸で、シュ

ノーケリングが楽しめそうである。島民は島の外周

に沿って海沿いに居住しており、小さい村がいくつ

かある。家の多くは海沿いにあり、庭先に船が停

留してある。多くは漁民だ。

　海岸の村をしばらく散策すると、大きな天幕で

作った集会所があり、色彩豊かに装飾している。

その日の夕方に結婚式があるそうで、村の人々が集

まり始めている。写真を撮っていると子供たちが物

珍しそうに寄って来た。

　船で元の港に戻り、夕暮れの街を散策した。先

ほどの真新しい大通りにはショッピングモールが建

設中である。州都として、いろいろ整いつつあるの
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あいにくの曇りだったが、島の海は美しい

だろう。一方で、その道路の反対側には、歴史を

感じさせる２階建のルコがある。

　ホテルへ戻る道すがらの海沿いには市民の憩い

の広場があり、賑わっていた。先ほどの大モスク横

の広場では、地元の青年のサッカーチームの試合

が行われていた。

　翌日の午前中は街歩きをした。ショッピングモー

ルがまだないので、伝統市場とその周辺の個人商

店が街の中心だ。ちなみに、このマムジュでは、ホ

テルでも街でも、外国人らしき人はまったく見かけ

なかった。州都とは言え、あまり有名な観光スポッ

トもないので、外国人の来訪はほとんどないのだろ

う。街中でも市場でも、歩いていると、通りすがり

の人を見ると大体、目が合う、つまり、人々は外

国人である私を見ているのだ。

　実は、各州巡りを楽しむトラベラーの中でも、割

と「まだ行ってない」率が高いのが、この西スラ

ウェシ州である。以前、別の場所で旅好きのインド

ネシア人夫婦と話し込んだ時にも、お互いに「お、

西スラウェシ州も行ったんだ！　あそこはカラムプア

ン島ぐらいしか行くとこないからなー」と盛り上が

り、マムジュで泊まったホテルまで一緒だったこと

がある。本当に首都機能が移ることがあれば大きく

変貌するだろうが、果たして、その日は来るのだろ

うか。

　豊かな自然に恵まれた西スラウェシで、『ロンリー

プラネット』には Memasa Valley が見所として出

ているが、近隣の街から陸路で相当に時間がかか

ることから、当面は、なかなか行かない州の１つか

もしれない。
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してくれると言うので２時間も待たされて、１人で喫

茶店にいて不審者になった気分です」。ここに使われ

ている「blind date」は、気軽なお見合いみたい

なものかな？　友達などの紹介で初めて会うデートで

す。インドネシア語にも"kencan	buta"「見えないデー

ト」といった表現があるんですが、めったに使われず、

特に若者は英語がお好きなようです。

　"Jangan	keliatan	kayak	jombi	kalo	depan	cewek.	

Bisa	ilfeel	duluan	sebelum	kenal."「女の子の前では

ボーッとしてちゃだめだよ。知り合う前に、やる気なく

されちゃいますよ」。ilfilは (H)ilang	feelingの略で、
気分が萎えてその気にはならない状態を示す、これも

よく使われる表現です。僕の場合はボーッとすることは

ないんだけど、ワクワクしすぎちゃって敬遠されちゃう

ケースが多いみたいです（涙）。

　●　jomblo　独身、恋人がいない
　●　bingung　当惑する
　●　mantan　元、元カノ、元カレ
　●　nungguin　待つ、待ち受ける
　●　keliatan　（=kelihatan）見える
　●　cewek　女の子
　●　ilfeel　やる気をなくす
　●　duluan　先に

　KZL【クズル】

　ボトルに大文字で３文字だけ、大きく書かれて

いると目立ちますよね。そういう意味では今回の

#AdaAQUAキャンペーンにはぴったりの単語かもし

　特集の関係で２カ月お休みをいただいたこのコー

ナー、お休み前には、アクアのボトルに採用されたい

ろんな流行語を紹介しましたが、覚えてますか？　以

前に紹介したもの以外にも、まだまだ面白いのがあり

ますので、どんどん紹介していきますね。

　jombi【ジョンビ】

　まずは、簡単なものから片付けていきましょう

か。ゾンビと掛け合わせた言葉遊びで、Jomblo 
Bingung の略です。
　jombloは、このコーナーの読者なら、知ってい
るどころか普通に使いこなしている単語だと思います。

カノジョ、カレシのいない独身男女の
意味で、日常的に使われる表現です。bingungは迷
うという意味ですが、恋に破れて何をしていいか
わからず放心状態になっているというニュアンスで

す。

　では、アクアの例文から見てみましょう。"Inget	

mantan	lupa	jalan	pulang,	kamu	JOMBI."「元カノのこ

とを思い出していたら帰り道がわからなくなっちゃって、

放心状態だね」ってことですね。

　"Nungguin	blind date	sampe	2	jam,	berasa	jadi	

jombi	aku	di	cafe	sendirian	gini." なんて例文は、英

語交じりでちょっと格好いいかも。「知り合いを紹介

文…びーと（名取敬）
Text by Beat (Natori Takashi)
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れません。これは kesel（正しくは kesal＝疲れる）
という単語で、母音を省略して ksl、さらに s→ zの
変化が加わり、KZLとなってます。kesal（クサル）を
kesel（クスル）と発音するのはジャカルタ弁の特徴で、

「最後の母音が『a（ア）』の時には『e（曖昧母音のウ）』

に変化する」という性質があります。書くのはKZLで、

発音はKEZELですね。

　アクアには "Incar	rendang	yang	digigit	lengkuas,	

kamu	KZL."「ルンダン（肉）を食べようとしてショウ

ガだったら……がっかりだよね」という例文が載って

います。確かに外見だけじゃわかりづらいですよね。

lengkuas は jaheと同じショウガの種類で、英語はガラ

ンガルです。

　"Emak-emak	bawa	motor	sen	ke	kiri,	beloknya	ke	

kanan	kan	KZL!"「バイクで左折のウインカー出しとい

て右折だって、がっかりだわ！」なんて、インドネシア

では珍しくも何ともないですよね。senは英語の sign

です。英語の音をそのままローマ字書きしてインドネ

シア語に取り込むのは、日本語のカタカナを使った外

来語のイメージにちょっと似ているでしょうか。emak-

emakは ibu-ibuの汚い言い方です。

　"Paling	KZL	kalo	di	angkot	ada	yang	ngerokok.	Bau!"

「アンコットに乗ってて一番がっくりくるのって、たば

こ吸うやつがいることだよね。臭いんだ！」。インドネ

シアでも大分、たばこに対して厳しくなってきましたが、

まだ、こういうことがあるんですね。

　"KZL	BAT	GUA!	Lagi	enak2	tidur	 tau-tau	dapet	

telefon	salah	sambung."「もうアッタマに来た！　気持

ち良く寝てたら、突然の間違い電話だもんなあ」。BAT

は bangetで、最近の若者は楽をして、こう発音したり

するそうです。さっき説明した、語尾の aが eになる

のもそうですが、言語というのは、楽して発音できる

方向へ変化していくものなんですね。

　●　incar　狙う
　●　emak-emak　婆ぁ
　●　sen　サイン
　●　bat　（=banget）　ひどく
　●　gua　（=gue）　私

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。

　gagah【ガガ】

　こちらは辞書にも載っている基本単語で、ちょっと

勉強した人なら知っていると思います。がっしりし
た、強健な、という意味で、普通に使われています。
これを「#AdaAQUA」のキャンペーンでは、galau 
gundah の略で使っています。GAlau	GundAH

ということですね。galauはこのコーナーでも以前に
紹介しましたが、とても混乱している状態を表し

ます。gundahは不安で落ち着きのない様

子です。２つの単語を組み合わせることによって、不
安で錯乱している様子が目に浮かびますね。

　アクアの例文は "Lagi	stalking	kepencet	'like',	kamu	

GAGAH."「ストーカーしていたら『いいね』押されて

何が何だかわからなくなっちゃった」。これは、自分が

こっそりフェイスブックを見ていた相手から「いいね」

が押されたことにより、ストーキング行為がバレてるか

も、との不安からパニックになっちゃった、ということ

ですね。奥さんの元カレなどの行動を旦那がこっそり

チェックするのはインドネシア人あるあるですよ。日本

で以前に流行したミクシーには足跡という機能があっ

たけど、フェイスブックだとバレないですもんね。

　"Baru	putus,	mantan	udah	jadian	sama	cowok	baru.	

Gimana	aku	gak	gagah."「別れたばかりで、元カノは

もう新しいカレシと出来ちゃった。平常心じゃいられな

いよ」。"Besok	aku	daftarin	kamu	blind date	ya.	Biar	

kamu	ga	gagah	lagi."「明日、友達を紹介するからさ。

心穏やかでいられるようにね」。僕もこんな優しい友達

が欲しいものです。

　●　kepencet　押される
　●　putus　別れる
　●　gak　（=nggak）　tidak　
　●　daftarin　リストに入れる
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愛ちゃん共くん

肝炎は予防が一番。
　インドネシアはＡ型肝炎、Ｂ型肝炎の多

い国です（インドネシア保健省によると、ア

ジアで第３位）。

　Ａ型肝炎は食べ物から感染します。Ａ型肝炎はかかっ

ても、治ったら終わりですが、Ｂ型肝炎は慢性化する危

険性があり、症状が進むと＜肝硬変や肝臓ガン＞にも

なります。Ｂ型肝炎は性交渉や輸血などから感染します。

これらに思い当たることがなくても、理容室での散髪や

かみそり、マニキュアペティキュアなどでも感染しますか

ら、注意が必要です。ですので、肝炎は予防が一番です。

肝炎の症状は、肌が黄色くなる、尿が紅茶色になる、熱

や吐き気がある、だるい、などですが、Ｂ型肝炎では時々、

無症状の場合があり、健康診断で見つかることもあります。

抗原・抗体検査をします。
　Ｂ型肝炎の予防接種をする際には、最初

に抗原と抗体の検査が必要です。まず、抗

原（Hbs抗原テストが当クリニックでは可能

です）検査の結果が「+（陽性）」の場合、HBV（B型肝

炎ウイルス）に感染していることを意味します。予防接

種をすると菌がさらに増えてしまうので、接種をしてはい

けません。接種ではなく、治療が必要です。抗原が「−（陰

性）」であれば、予防接種をすることができます。

　すでに予防接種をしたことがある人は、抗体が出来て

いるはずです（HBs抗体）。抗体の数値が100mIU/mL

以上であれば、追加接種は不要です。100mIU/mL 以下

の場合、追加接種をしておくと安心です。

　Ｂ型肝炎の予防接種（Engerix-B）は３回にわたって

行います。①１回目の接種②１回目の接種の１カ月後③

１回目の接種の６カ月後の計３回です。③の２カ月後に、

抗体の数値を調べます。まだ抗体が出来ない場合は追

加接種を行います。このように、予防接種には結構、長

い時間がかかることに留意してください。通常、抗体は

５年ぐらい持ちます。

　Ａ型肝炎の場合は抗原の検査はなく、抗体が「＋（陽

性）」か「−（陰性）」かのみ、調べます。

健康診断の活用を。
　A 型肝炎の抗体検査やＢ型肝炎の抗原・

抗体検査は単体で行うと費用がかかります

ので、健康診断時に併せて検査されること

をお薦めします。また、健康診断中に相談していただ

ければ、新たな診察料はかかりません。さらに、ワク

チンは複数を同時に接種できます（単体での接種を推

奨するものもあり）。共愛では、同時に複数の予防接種

する場合、診察料が割引となり料金がかなりお得です。

共愛だより  ９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

肝炎の予防接種 ?!

ジュリア先生
診察日　月〜金
14:00 〜 18:00

予防接種の前に
検査が必要です！

最近、お問い合わせが増えているのが「肝炎の予防接種」についてです。肝炎はインドネシアではよく見られる
病気で、インドネシア駐在者に推奨される予防接種（腸チフス、破傷風、狂犬病、肝炎＝Ａ型・Ｂ型）の代表
格です。ただ、ほかの予防接種と違って、来院してすぐに接種が完了できるわけではないので、ご注意ください。
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　最近、励まされた言葉。

　「アナザースカイ」の北村一輝。

　「50ぐらいで、20（はたち）と同じ気持ちになって、

いろんなことにチャレンジしたい。まったく別人になる

かもしれないし。いろいろやってみるのも悪くない」

　「自分の考えに自信を持てなくて生きるのは、ちょっ

とごめんだな、と思います」

　

　友人でビデオグラファーの城田道義さん。

　「夢は叶うか叶わないではない

　追うか追わないかである

　50歳から日本全国を歩き始めた伊能忠敬かっけー!!」

（ツイッターより）

　1995 年に日本を出てから、フィリピンに４年、イン

ドネシアに 18 年。一度も立ち止まらずに必死で進ん

できた。ちょっと、いったん立ち止まってみようと思う。

　できるのは、もうあと一仕事ぐらいか。その一仕事を、

どこで、何をするか、考えてみたいと思っている。

これから
編集長日記

ツトム・ミズタ
「Morning on Triphony」（トリフォニーの朝）
2017 年、15.5 × 43.0 センチ
リトグラフ、紙

65



　マンゴーやマンゴスチンの実、ハイビスカスの花、白
黒のコシジロヒヨドリといった熱帯の花や果実、鳥が、
水彩画で描かれている。見慣れた花や果物なのに、西洋
的な配置や描き方だからか、おしゃれな別物にも見える。
　大学で心理学を教えるモンティ・サティアダルマさん

（58）が趣味で描いたものだ。米国に留学してアートセ
ラピーを学んだことから、絵筆を取るようになった。題
材は、家の庭の花や果物、遊びに来た鳥など。
　絵をポストカード、グリーティングカードにして、販売
もしている。ご希望の方は、右の Email まで。

　ポストカード５枚セットを『+62』読者３名様にプレ
ゼントします。ご希望の方は①お名前②ご連絡先③ご住
所——を明記の上、Email : sales@nankyokusei.com
まで。９月 30 日締め切り。応募者多数の場合、厳正な
抽選で当選者を決定します。当選発表は、フェイスブッ
クで当選者のイニシャルをお知らせするほか、賞品の発
送をもって替えさせていただきます。

熱帯の花や果実のカード。
５枚セットを３名様にプレゼント。

●サティアダルマさん／ Email : welcometowhitearrowgallery@
gmail.com（日本語可）／ポストカード１枚 8500 ルピア、グリー
ティングカード同１万 2500 ルピア。

西洋的な筆致で描かれた、インドネシアの花や実、鳥
ポストカード５枚セットを
３名様にプレゼント

Cross Information



　『+62』をご愛読くださいまして、誠にありがとうございます。

　諸般の事情により、『+62』紙版の印刷は 2017 年９月号で

終了し、９月以降はウェブサイト（www.plus62.co.id、日本

語とインドネシア語の両言語）に移行することにいたしました。

　これまで通り日本とインドネシアがクロスする情報を中心に、

デジタルならではの強みを活かし、速報性の高いニュースや動

画を発信していきます。誌面での連載は、デジタル版で引き続

き、掲載いたします。

　引き続きご愛読くださいますよう、何卒よろしくお願いいた

します。

+62

『+62』デジタル版移行のお知らせ
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