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U•B•U•D ◆ I•N•D•A•H
私にとってバリになくてはならな
いものにビンタンビールがある。も
し、これがないとバリにいても落
ち着かないのではなかろうか。ビ
ンタンビール自体はインドネシア

photo: Y. Hori

製のどうってことのないビールで、
「コクがなくてキレがない」という
キャッチフレーズが似合いそうでも
ある。これは日本でも大きなマー
ケットに行けば置いてあるが、日
本で飲むのとバリで飲むのとでは
段違いだったりする。バリのような
熱帯ではこのビンタンのようにあっ
さりした味のビールが格別なので
ある。バリではきちんとしたレスト
ランならば、ビンタンそのものだけ
でなくグラスもギンギンに冷やして
あり、これがイケるのである。稀
にビンタンの生ビールをジョッキで
飲める店があり、これはこれでま
た格別。ただし、ワルンで冷えて
ないビンタンにエス（氷）を入れて
飲むのはかなり情けないのでやめ
た方が無難であるけど ......。
UBUD の暑い昼下がり、レスト
ランの木陰でギンギンに冷えたビ
ンタンビールをグビグビ飲んだ後、
部屋でダラダラと昼寝などするの
が私のお気に入りである。
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編集室便り
ロータスカフェの蓮池に行った
ことがありますか？ピンク色の
花がたくさん咲いてて、きれい
です。ぼくは午後のこの場所で、
風に吹かれているのが好きなの
です。
Rianto S.

●入稿に関するお願い
編 集 部 で は、Macintosh に よる
DTP 作業で版下を作成しています。
原 稿をお 寄 せくださる方 で Text
Data で入稿可能な方は、以下の方
法でお願いします。
□ Macintosh フォーマットの FD
(Text Data)
□ Dos フォーマット（2DD-720KB /
2HD-1.44MB）の FD (Text Data)
□ Nifty-Serve の Mail
( 宛先 ID/ MHC03202: 菅原 or
GCB01162: 堀 )
※詳細は、裏表紙にある日本連絡
先事務所までお問い合わせくださ
い。



Kabar Baru Berita Lama / Senggol

懐かしのセゴール
小田蘭丸
毎夜 8:00 に、決まって夢遊病者のように出かけ

が不思議そうに私の顔をみている。嫌な予感がして

てしまうセゴール。食事だけの魅力ではないよう

きた。出てきたクンタン・ゴレンはなんとフライ

だ。語学力のいたって貧困な私は、メニューを上か

ド・ポテトであった。フライド・ポテトとナシ・プ

ら順に食べて覚えていくしか方法はなかった。ナ

ティ。これはもう笑ってごまかすよりしょうがな

シ・ゴレン、ミイ・ゴレン、ナシ・チャンプール

い。今夜は恥をしのんで、他の料理サユール・ヒジョ

はガイドブックに載っていて情報にうとい私でも

ウを追加注文した。これは前に食べたことがあるの

知っている。サユール・ヒジョウ（緑の野菜を炒め

でよ〜く知っている。食事を終わって一服している

たもの）とナシ・プティ（白いご飯）。チャプチャ

と、先程から座っている日本人が話かけてきた。「変

イ（野菜炒め）とナシ・プティと組み合わせていく

な注文をする人だなと思って見てました。あなたは

うちに、テンペ・ゴレンとナシ・プティの組み合わ

ちょっと変な人なのですか？」これが、平島幹（の

せになった。テンペがなにか知らない私は、ウエイ

ちにタン・ナピ・ナピ、ジャングル・ラブの著者と

ターに不審な顔をされながらも、テンペ・ゴレンと

なる）との出会いであった。

ナシ・プティを注文した。極楽通信「UBUD」Vol.2

他にもたくさんのユニークな面々にセゴールで出

の ENAK ･ ENAK ･ UBUD でテンペの話があるが、

会った。出会った人々の数だけ思い出がある。でき

そのテンペを揚げたものだ。最悪なことに、そのテ

れば、セゴールが再開することを切望する。

ンペ・ゴレンはなんの味つけもしていない正真正銘
のピュアなダイズ味なのだ。これは、口の中がカサ
カサになり、ナシ・プティだけでは食べ合わせとし
ては最悪である。それを必死に食べている私をまわ
りのバリ人は不気味なものでも見るように見てい
る。醜態を晒していると悟った私は、いまさらほか
のものを注文できない。やせがまんして食べるしか
ない、それも美味しそうにである。以後私は、テン
ペが嫌いな食べ物になってしまった。二度とこん
な失敗はしないぞと心に決め、恋人に逢い
に行くかのように 8:00 にセゴールに出か
ける。今夜はいつもの屋台ではなく、他
の屋台に浮気してみた。どこの屋台も同
じようなメニューである。クンタン・ゴ
レンとナシ・プティを注文。この時はま
だ、テンペ・ゴレンとナシ・プティの組
み合わせを上回る悲惨な状況になるとは
思いもしなかった。なにが出てくるか楽
しみに待っていると、テーブルの端に座っ
て私のオーダーを聞いていた日本人女性



★友人 Y よりの追伸
メニューを上から順に網羅していったこの人は、最後に
はナシ・ゴレン一本に落ち着き、毎晩毎晩ナシ・ゴレン三
昧でした。彼はもう“味わう”ことをやめてしまったかの
ように、うつろな目をして、かっこんでいたのを昨日のこ
とのように思い出します。

Kabar Baru Berita Lama

JL. KAJENG
が
BARU(New)
になった !!

●ピッカピカに新
しいゴミ箱

1994 年 12 月 31 日 ----- おおみそかのこの日、UBUD の JL. KAJENG の道路完成式が
行われました。Jl. KAJENG はメインストリートのロータスカフェ横にあるハス池と、プラ・デサのあいだ
を北にのびる細い坂道です。今まで、この道には、入口からほんの 150m ほど、siti バンガローの前まで、
コンクリートの敷石が敷かれていました。この敷石がとてもユニークで、90cm × 90cm の正方形の表面に、
一枚一枚、いろんな人のメッセージが彫り込んであるのです。以前、1979 年と 1984 〜 5 年に、敷石一枚い
くらでツーリストや村人から寄付をつのり、その場で寄付した人にメッセージを彫り込んでもらう、とい
うものだったのです。そして去年の 7 月頃から、その敷石を道の奥までのばすべく、再び寄付あつめが始
まりました。今回は一枚 Rp. 20,000。順調に集まったらしく、しばらくしてメッセージの入った敷石が道路
ぞいいっぱいに並べられ、乾かされていたのが 11 月。日本語で書かれたものもちらほら。総数約 500 枚。
この敷石一枚一枚にこめられた、それぞれの想い出は、これからずーっと、この JL. KAJENG にのこるの
です。なんとも粋な発想ですね。そして 12 月 31 日の完成式典はギアニャール県のお役人を招待してにぎ
やかなものになりました。午前中に式典が始まり、そのあと路上でガムラン演奏、バリ舞踏、と続き、夕
方になるとジョゲ・ブンブンに突入し、夜はなんと映画会まで開かれていました。さすが UBUD。道路ぞ
いの各家の前にはグリーンのゴミ箱が、お行儀よく並び、ホント、
「KAJENG 街道」と呼びたくなる、おしゃ
れな JL になったのです。



Dedalu（ドゥダル）
昔むかしの日本。秋の作物の収穫の時、突然むこうの空が暗くなったと思っ
たらそれがだんだん近づいてきて…、実はそれはイナゴの大群で、一瞬にし
て作物を喰いあらし…なんて話を聞いたことがありますよね。
今の日本では田舎でさえそんな光景は見られなくなりました。科学肥料と殺
虫剤、農薬…、ケミカルジェネレーションに育った私達は虫の大群なんて経
験したことがありません。ましてや都会なんぞで群れているのは、人間とゴ
キブリくらいのものでしょう。
さてここはバリ。乾期が終り、ようやく雨が降りだした 11 月中旬のある夜。
「ん？なーに、この虫は？」部屋の中で本を読んでいた私は卓上スタンドに
たかりはじめた 2 〜 3 匹の羽虫に気づいた。…んで、ふと顔をあげると、
「うっ、
うわぁ〜っ！！」…。バルコニーのランプにぎょわぎょわ〜っとその羽虫が
群れているではありませんか。それもランプの光が暗くなるほど。この羽虫、
" うすばかげろう " と呼ばれるもので、インドネシア語でラルン、バリ語で
はドゥダルと言います。体長 2cm 弱、こげ茶色の羽アリのような姿をしてい
ます。
これは、実はバリの雨期の始まりを告げる風物詩。ある夕暮れ、突然異常
発生したかと思うと、明かりという明かりに群がり、あたりを飛び交い、1
時間もすると羽が抜け、まさに巨大アリのようになると、いっせいに交尾を
始めます。そして次々にトッケーやチチャックのえじきとなり、またはどこ
へ消えてしまうのか、2 〜 3 時間のうちにきれいにいなくなってしまいます。
残された無数の羽根は、アリがちゃんとかたづけてくれます。この不思議な
ドゥダルは、なんと食用にもなるそうで、昔はよくナベでからいりしたり、
小麦粉と卵でつくるクルクップせんべいに混ぜたりしたそうです。この話を
してくれたバリの男の子は、そのへんにうごうごはいまわっているドゥダル
を指で一匹つかむと、つまようじに突き刺し、ライターの火でジュッとあぶ
ると、「ほらね」と口の中に放り込んでしまいました。
何年か前、この時期にエアポートまで友人をむかえにいった帰り、ドゥダル
が大量発生して街灯に群がり、バイパスの道いっぱいに広がっていました。
そこを車で走り抜けると、まるで粉雪が乱舞しているように見えたことを思
い出します。こんな風流な光景を見せてくれるドゥダルも、虫の苦手な日本
人の女の子にとっては大問題。夜、UBUD のホテルにチェックインしたハ
ネムーンカップル、通された部屋にドゥダルがいっぱい飛んでいて奥さんが
ショックをうけ、そのままホテルをキャンセル、とうとうアマンダリに移っ
てしまいました。
願わくば、虫の苦手な女の子もバリに来て少しづつ慣れてくれればいいなと
思います。美しい自然があって、たくましい生きもの達がいる。これこそバ
リの魅力のひとつなのだから。



Laporan Koresponden Khusus ＜特派員報告＞
TAJEN JANGKRIK（タジェン・ジャンクリッ）
【解説】
*1

パチャール
いとしいあの人。恋人のことです。
*2 ディマナ
Di mana.... どこ？
*3 コインロッカー・ベイビーズ
村上 龍の小説。コインロッカーに捨
てられたキクとハシが、海中からダチュ
ラと呼ばれるヤクをさがしだし、地上
にばらまいて…、という破壊的内容。
*4 イップ
細い枝の棒に、クリリという草の穂を
つけた、いわゆるこおろぎ用のコチョ
コチョ棒。
*5 サヤン
U BUD の北、クデワタン村の谷に面
した景勝地。外国人別荘が建ち並ぶ。

夕方から降り続いていたスコールがやっとあがって、
日本の秋を思わせる涼しい夜がやってきました。……
と、どこからか聞こえてくるこおろぎの声。
「コロコロコ
ロ…」「まぁ、なんて風流でしょう…」と、目を閉じて、
*1
パチャールのことなど思ってうっとり感慨にひたって
いたその時。
「*2 ディマナ、ディマナ、ジャンクリッ ニャ〜 ! !?」、ど
やどやと懐中電灯を手にした男達があらわれ、美しい
声で鳴いているこおろぎをさがしはじめました。
「え〜っ、こおろぎ、つかまえちゃうの？」
なんのために？ だって放っておいたって鳴き声はこ
んなに美しく聞こえるのに。まさかいい年をした男達
が今さら昆虫採集でもあるまいに。
「えへへ。遊ぶんだよ、これで。」
少々照れくさそうに頭をかきかき、それでも彼の耳
はネコのようにこおろぎの鳴き声のするあたりにぴくぴ
くと向けられて、目は宝さがしでもしているようにランラ
ンと輝いています。
こおろぎ、それも大きなオスの口に、紙キリ虫のよう
な鋭いキバを持ったものをジャンクリッと呼び、バリの
男達はこれをつかまえて闘わせ、なんとカネを賭けて
遊ぶのです。みなさんご存じの闘鶏のことを、
「タジェ
・・・・・
ン」といいますが、この闘こおろぎは「タジェン・ジャ
ンクリッ」と呼んでいます。
こうして、時には何キロも離れた沢まで探しに行って
つかまえてきたジャンクリッは、細長く穴をあけた竹の
筒に入れられ、大切に世話をされます。
秘伝の特製のエサが与えられ、冷える夜には筒に覆
いがかぶせられ、まさに頬擦りせんばかりのかわいが
りよう。特にこの秘伝の“SADAK”というエサが怪し
いのなんの、ある種のマッシュルーム（ムムッ ?!）とト

ラの毛（ほんとかよ !?）、それにアラック（ご存じヤシ酒）
をごはんつぶにまぜてこねたもの、だそうです。これ
・
を与えていると、こおろぎがとんで興奮し、戦闘的に
なるのだそうです。まるで *3 コインロッカー・ベイビー
ズのダチュラか、もしくは太平洋戦争中のコカインを吸
わされたカミカゼのようなものです。
この時期、UBUD の南、P 村で毎週日曜日の夕刻、
タジェン・ジャンクリッが開かれていました。缶ジュース
サイズの竹筒に一匹ずつ入れられたジャンクリッ、それ
ぞれのフタをポンとはずしてふたつの筒をつなぎあわ
せると戦闘開始。
*4
イップと呼ばれるくすぐり棒をくるくるとまわしてこ
おろぎをコチョコチョすると、さらに彼らはエキサイト
します。そしてさあ突撃 !! 闘いの途中でどちらかがひ
るんで後ずさりするか、もしくは鋭いキバで相手に致
命傷を与えた時、勝負はキマリます。
この小さな筒の中で行われる小さな戦いを、十何人
というニンゲンの大のオトナが、頭と頭をくっつけあっ
て覗き込み、ワーワーやっているのです。
「どこそこのは、やたらめったら強い。何か新しい秘密
のエサを与えているのではないか !?」
「だれだれは先週もその前も負けてばかりだったが、き
のう *5 サヤンまでいってこんなでかいのをつかまえたら
しい。」
タジェン・ジャンクリッの日々はこんな男達のウワサ
話ですぎていくのです。
まあ、風流といえば風流、さすがバリ人といえば、
ホント、さすがバリ人…。
人生、何事も楽しまなくっちゃ。と、ヘンなところで悟っ
た今日この頃です。



1
バリ式･正装のすすめ ---- 女性編 ----

Bagaimana caranya( バゲマナ チャラニャ）〜 ?
インドネシア語を勉強しようとする方は、比較的初期の段階でこの言いまわしを習うこ
とになる。訳すると、「〜するにはどうしたらいいの？」とか、「どうやって〜するの？」
となる。英語だと HOW TO 〜である。'95 年版の極楽通信では、この HOW TO もの
を連載しようと思う。バリにおける、知っていて便利なこと、いろいろ。初心者でもわ
かりやすく、解説していこう。まず 1 回目は、UBUD に滞在して、地元の文化に触れる
なら、これをマスターしなきゃ、…で、正装のしかた、女性編。

正装は、インドネシア語で Pakaian adat( パケアン

のが Bagus。よく見るナイロンのレースものは実は日本

アダット）、バリ式 正装の場 合は、簡単に Pakaian

製であるが、デンパサールの高級服地屋には、目がと

Bali と呼ばれる。女性の場合、用意するもの、長袖

びでるほど高価なフランス製のもの、シルクのものなん

の上衣 Kebaya( クバヤ）、腰布 Sarung( サルン）、帯

かがあって、もっと驚くのはそれを買っていく Bali の奥

Slendang( スレンダン）、そしてゴム帯 Steplas( ステッ

サマが多い、ということである。

プラス）の 4 点。

Kebaya

…型はほとんどパターンがきまってい
て、必ず長袖。布のタイプは、ナイロンのレース、ポ

Sarung

…ジャワのろうけつ染め、Batik ( バ
ティック）、バリの織布 ikat ( イカット）の 2 種類がほ
とんどだが、最近若者のあいだで流行しているものに、

リエステルの薄いジョーゼット風が多く、最近コットン

金糸を縫い込んだインド製サリー風がある。安くてお

の無地のイカットもよく見かける。えりつき、えりなし、

しゃれな、ポリエステルのプリントものも少し出回って

Bet と呼ばれる胸のあいたもの、そうでないもの。袖

いる。傾向としては、おばちゃん〜おばあちゃんは渋

の肩のところがふくらんでいるものとそうでないもの。

い色の Batik が多く、ギャル〜若奥サマはイカットやサ

デザインの違いといえばこのくらいのもの。色はやはり、

リー風が多い。やはりお金もちの方は、シルクのバティッ

お葬式には黒が着られることが多く、大きな寺院のオ

クやイカットがお好みのようだ。

ダラン用に、皆、白と黒と黄色は必ず常備しているよう
だ。地元のバリ女性は、ほとんど布だけ（110cm 幅を
1.5 メートルで一着分。）購入し、なじみのクバヤ専門

Slendang

…幅 10cm 前後の、シンプルなもの
もあれば、金糸がぜいたくに織られたソンケットという

店の縫い子さんにオーダーメイドする。この頃はツーリ

ものもある。これも流行で、インドのサリー風、シルク

スト向けに、できあいのクバヤが売られている店もある

の帯がよく出回っている。

が、欧米人サイズだったりして困ることが多い。ほんの
少しのゆとりを持って、ほとんどジャストサイズに着る



Steplas

…総ゴム状態の、かぎホックでとめるも

[1]

の。ウエストまわりに巻く。細い骨がタテに入っている
ものもあり、シェイプ・アップ効果バツグン。ウエスト

[2]

1.

まず、サルン。ホントは上半身ブラだけの状
態なのだがそれはちとマズイのでタンクトップを着

のあたりでくしゃくしゃしているサルンをぴしっと押さ

てもらった。丈はくるぶしくらいまで長めにした方

え、着くずれを防ぐ。S、M、L、X L とサイズがあり、

が上品。左から右に巻いてゆき、巻き終わりが、か

色は黒、ベージュの 2 色あるが、当然黒がおすすめ。

らだのちょうどまん中一直線にぴしっとくるように

最近、ブラまでつながったビスチェタイプのものが出て、

する。外側から中に巻いたすそが見えないように内

これならブラの肩ヒモもなくてすっきり着れるし SM に

側は短めに巻く。さいごのひと巻きは、おしりのラ

も使える。
（いきなりスミマセン。）

インがぴったりとして、すそつぼまりのシルエット
になるようにする。まちがっても A ラインになら

さあ、以上のパーツをどんなふうに身につけていく

ないこと。ウエストあたりはくしゃくしゃしてて

か。

OK。

2.

次にステップラス。ウエストまわりにつける。
きつくてたいへんな時は、まず、いちばん上のホッ
クといちばん下のホックをがんばってとめてから、
中側のホックをするとスムーズ。



[3]

3.

そしてクバヤ。レースのこまかいものは袖を通
すとき、指のツメでひっかけないよう注意する。

4. 最後にスレンダン。なるべくウエストにぴった
り、きつめに巻くとよい。たいてい安全ピンを使用

[5]

うだ」と言われ、正装の時には似合わない。そして
バリの女性達のように、生花をひとつ、何でもいい
ので髪にさしてみよう。ハイビスカスでも、ジュプ
ンでも、いいにおいのチュンパカでもいい。
以上、この正装一式、だいたい十万ルピアあれば

する。ぜんぶを巻いてしまってもよし、左側横に、

揃う。着付けに自身がなければ、バリに来た時、ホ

余った部分を少したらしてもよし。

テルのスタッフやホームステイのお母さんに習え

5.

完成図。モデルになってくれたのは、プリアタ
ンのワヤンちゃんでした。正装を身につけたら、背
すじをきりっとのばし、胸を思いきりはって歩く。
優雅にみえる身のこなしをしよう。
最後に髪、長いヒトは必ずくくるか、おダンゴにし
てほしい。ダラ〜っとしたままの髪は「ランダのよ
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ば、喜んで教えてくれる。日本でもパーティーなど
に着ていけばウケるかも。
あなたもぜひ、Coba,

coba, pakaian Bali !!

WAYAN 君の ADO! ADO! JEPANG
WAYAN 君は日本に行ったことがある。アル

はりわからない。背中の曲がったおばあさんが

バイトをしたこともある。その時の話です。ニッ

あらわれ「ジュースひとつ」と言ってコインを

カー・ポッカー（膝の下でくくられる、太めの

入れ、缶ジュースが出てくると「ありがとう」

半ズボン。山登りやゴルフのズボンとしてみか

と言って頭を下げる。そして「ごくろうさまです」

ける。ここでは職人さんのはく乗馬ズボンを想

と言って立ち去ろうとします。中に誰かいると

像してください）と地下足袋姿に身をつつみ颯

思っているのだろうか。そこを WAYAN 君は

爽とアルバイトにでかける。今日は 20 階建の建

立ちはだかり、おばあさんに話かけます。「あの、

築現場である。外壁に取付けられた吹きさらし

あの、あの」といいながら手に握りしめた 1000

の金網張簡易エレベーターで 10 階まで昇る。東

円札を振る。それを見たおばあさんは理解した

京タワー昇降以来の高所である。足が小刻みに

ようで、1000 円札を入れる所を教えてくれた。

震えている。

「なぁ〜んだ、こんな所にあったのか」わかって
●

みるとなんのことはない。1000 円札を投入。一

休憩時間、WAYAN 君は親方にジュースを

瞬に 1000 円札が持っていかれ、おばあさんが「あ

買ってくるようにと 1000 円札を渡された。1000

れ！」WAYAN 君が「ADO!」と一声。ボタン

円札を手にしっかり握りしめてエレベーターに

がいっせいに赤く点灯した。押してみるとゴト

乗り込む。現場からすぐのところに自動販売

ンと缶が落ちる音がした。サラリーマン氏がし

機はある。自動販売機は駅などで見かけたこ

たのと同じ音である。「よ〜し、これだ」左から

とはあったが生まれてこのかた使ったことはな

順にボタンを押していく。ゴトン、ゴトン、ゴ

い。しばしにらめっこである。大学生風の数人

トンと 10 回心地好い音がする。「やった」おば

がジュースを買いに来た。販売機の前を離れ

あさんに礼を言ってその場を去る。

How To を見ることにする。しかし彼らは悲し

10 ケの缶ジュースを両手に抱え、エレベーター

いかな 100 円硬貨を使って買っていってしまっ

の前に。まず缶ジュースを下に置く。ボタンを

た。WAYAN 君の持っているお金は 1000 円札

押すと扉は開く。缶ジュースを両手に抱える間

である。次は女子高生のグループ。今度は勇気

に扉は閉まってしまう。こんなことを 2、3 度繰

を出して話かけようとそばに近寄る。しかし彼

り返した後、はたと気がつく。扉が閉まるまで

女達はぺちゃくちゃと話に夢中で WAYAN 君

に足で扉を止めなくては。缶ジュースを下に置

の存在が目に入らなかったようである。次はサ

く。ボタンを押す。扉が開くと同時に左足を入

ラリーマン風の青年が 1000 円札を持って立って

れ、缶ジュースを抱える。無事乗り込むことが

いる。こんどこそは How To を見届けるぞと意

でき 10 階へ。しかし 10 階で降りるのがまた大

気込み、バリ人特有の大きな目を皿にして見て

変で、上にいったり下にいったりの繰り返しの

いたが、サラリーマン氏は忍者のような早業で、

結果やっとの思いで 10 階に到着。とうの昔に休

ガタン、チャリン・チャリンという快い金属音

憩時間は終わってしまっている。親方の暖かい

を残して立ち去ってしまい、これも見届けるこ

笑顔に迎えられ一安心。今日のアルバイトはエ

とはできなかった。その後 30 分ほど誰も来ない。

レベーターと自動販売機との奮闘で終わってし

再び販売機の前に仁王立ち、しばし考えるがや

まった。
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■ 10 月 6 日（水）
7 時半起床。オニオン入りスクランブルエッグとトースト、フ
レンチフライ、コピでお腹を満たす。今日はシガラジャまで遠出
をするので全員早起きだ。8 時 20 分頃、アブちゃんが来る。まず
はキンタマーニに向けて出発。ウブドゥから北へ抜け、小さな村
をいくつか通りすぎる。しばらくすると、左右に田園風景が広がっ
てきた。コピの畑、マンゴーの林、とうもろこし畑……。バリは
なんて豊かな島なんだろう。ガタガタ道にある小さな店で給油。
ガソリンスタンドではなく、店のオジサンがタンクに入れたガソ
リンをジョーゴで補給するシンプルなシステムだ。この時警察が
通りかかり、アブちゃんに何か言っていた。レンタカーの表示の
ない車に観光客を乗せるのはご法度だそうで、本来なら 5 万ルピ
アの罰金ものなのだそうだ。でもアブちゃんの顔で無事にパス。
そういえば国家公務員のアブちゃんはいろんな面で優遇されてい
る。モンキーフォレストの入場料もタダだったし、ディスコもフ
リーパスだそうだ。道が再び整備されてきた。でも、坂道を登る
トヨタのキジャン（なぜかフロントにはローバーのマークが入っ
ている）は苦しそう。「さっきのガソリン、ミジュが入ってたかも
しれナイ」なんて真面目な顔で言うアブちゃんの言葉に不安を感
じたが、車は無事にキンタマーニ高原へと登っていった。景色が
どんどん開け、車窓から流れてくる空気も爽やかだ。お天気も申
し分のない好天。眺めのいい場所でストップしてしばらく休憩し
た。正面には黒々としたバツール山、右手には雲に隠れた神の山
アグンとバツール湖が見渡せる。雄大ですがすがしい眺めだ。記
念撮影をしたり（キーボーはカメラに向かって半ケツを出した）、
ビデオを回したりして時間を過ごした。キンタマーニ・ストリー
トを通り、かなりのワイディングロードを攻めながら、車は次の
目的地イエサニへ。ここには湧き水のプール「プリサニー」があ
るという。到着して入場料（400Rp）を払い、水着に着替えてド
ブン！最初は冷たく感じた水も慣れてくると気持ちがいい。ゴー
グルをつけて水中を覗くと、魚がたくさん泳いでいるのが見える。
この池の向こうには黒砂のビーチが広がっている。バンガローや
レストランもあって、穴場のリゾートといった感じだ。ここを訪
ねて来るのはほとんどがオランダ人だそうで、ビーチではそれら
しい人たちが本を読んだり日光浴を楽しんだりしていた。木陰で
本を読んだり、シャカリキに泳いだり、思い思いに過ごしたあと
ランチ。さっきビーチで釣れたばかりの魚を 4000 ルピアで買って、
レストランで調理してもらう。香ばしく焼き上がった白身の魚は、
ケチャップアシンをかけて食べるとすごくおいしい。こんな体験
ができるのもアブちゃんのおかげだ。青い海を見たタカシは、シュ
ノーケリングがしたいと言い出した。30 分だけという約束で、ア
ブちゃんとタカシはジュクンに乗って海へ。私はビーチの前の芝
生に腰掛けて読書をする。しばらくすると、
「マッサージはどうか」
とオニーサンがやってきた。断ると彼はイヤな顔もせず、話し相
手になってくれた。さっきランチで私たちが食べた魚を釣ったの
も彼で、時々池でザリガニも捕って生計をたてているとのこと。

Ubud Buku Catatan Harian

オニーサンが立ち去ると、今度は目が黄色く濁った
ジーサンがやってきた。千客万来だ。ジーサンは「日
本から来たのか」とあやしい日本語で聞く。頷くと
ジーサンは手の平になにやら書き始めた。どうやら
漢字の「五」らしい。次は八、次は…不明。わけの
わからないやりとりをしているうちに、ジーサンは
いきなりその辺の葉っぱをもぎ取り、その上にツメ
で再び漢字を書き始める。「黄、太、…」。どうやら
自分の名前らしい。彼の母親がチャイニーズで、漢
字の名前も持っているようだ。そういえばこのジー
サン、入り口で薬草入りのオイルを売っていたっ
け。ずっと話したいらしいジーサンに「再見」を言
い、池の方に戻ると、キーボーとメグミたちが地元
の男の子に囲まれていた。インドネシア語講座が開
かれているようだ。インドネシア語、英語、日本語
がゴッチャになった会話が進む。少年たちはしきり
に「ミチュワマユミの“心の友”という歌を知って
いるか」と尋ねる。五輪真弓のことらしいが、そん
なタイトルの歌は聞いたことがない。
「おしんに会っ
たことはあるか」という質問も受けた。どうやらこ
の二人が日本人女性の代表のようだ。どちらも典型
的な日本の女性とはいいがたいタイプだと思うけ
ど。30 分の約束で出かけたタカシたちがやっと戻っ
てきた。エンジンつきのジュクンのはずなのに、一
生懸命オールを漕いでいる。帰ってきたタカシに聞
けば、シュノーケリングをしたのはわずかな時間で、
帰りに船のエンジンが壊れたために、手漕ぎで戻っ
てきたのだという。彼らが釣ってきたプックリふく
れたフグとタカシの顔はそっくりだった。全員揃っ
たところで、今度は温泉へ。シガラジャの町を抜け、
ロビナビーチを抜けて山へ入っていく。ここの温泉
は「バンジャール・テガ・ホーリー・ホット・スプ
リングス」。聖なる温泉だ。450 ルピア払って中に
入ると、プールのような浴槽？があり、打たせ湯の
ようなものまで作られている。日本の温泉に比べれ
ば生温かいものの、肩までお湯に浸かると気持ちい
い。足を伸ばして見上げればヤシの木。バリ風露天
風呂は天国だ。シャンプー禁止の表示があるにも関
わらず、Ｔシャツのまま洗髪する地元の人もいる。
観光客が入り込んでくるまでは、ここも神聖な沐浴
の場だったのかもしれない。帰り道はライステラス
が広がる風景を楽しみながらのドライブ。見慣れた
たんぼの景色も、ヤシの木と一緒だと不思議な異国
情緒が感じられる。ドリアンの木やカカオ畑のなか
を進んでいくうちに、空は夕焼け色になっていった。
ウブドゥまではまだ遠い。近道をすることに決めた

アブちゃんの運転はますますエキサイティングに
なってきたが、助手席のこちらも慣れてきてそれほ
ど恐くない。でも、ニワトリと犬を轢こうとするの
だけはやめて！アブちゃん。真っ暗な田舎道をしば
らく行くと、アブちゃんが「ここはどこ？」と尋ね
る。私たちにわかるわけないヨ〜。どうやら彼は道
を間違えたらしい。「誰かに道を聞いてみる？」と
いっても「ダイジョウブネ」とアブちゃん。そして
奇跡的にも「UBUD」のサインを発見。しばらく走
ると見慣れた町並みが見えてきた。ふるさとに帰っ
てきたような安心感だ。ロータスカフェで夕食をと
ることにした。ここはコンチネンタル料理が揃った
おしゃれなレストランで、日本人も多い。ジャパニー
ズ・ギャル大好きのアブちゃんは上機嫌だ。パスタ
やサーモンムースなど、ちょっと気取った料理を頼
み、最後はカクテルでしめた（13 万 2900Rp）。こ
こでアブちゃんと別れて歩いて宿に帰り、シャワー
を浴びてバタンキュー。なんてハードな一日だった
んだろう。
■ 10 月 7 日（木）
8 時頃起きる。昨夜は眠ってからすぐに停電があっ
たそうだが、バク睡していた私は全然知らなかった。
そういえば、こっちにきてからすごく良く眠れるし、
体調もいい。出発前、肩から胸にかけての筋肉が痛
くて腕が上がらなかったほどなのに、いつの間にか
それも治っている。ストレスがまったくないおかげ
なのだろうか。今日の朝食は、トマト、薄焼き卵、チー
ズが入ったサンドイッチとフレンチフライ。バナナ
ジュースも追加する。今日はアブちゃんが私たちに
つき合ってくれる最後の日だ。9 時半頃迎えにきた
彼は、私たちをまず買物につれていってくれた。銀
細工の町チュルクにあるアブちゃんの友達の店でみ
んな買物三昧だ。ショーケースには、銀のピアスや
ブローチ、バングルなどが並んでいて、大ぶりで大
胆なデザインのものが多い。私はピアス 5 個を、最
初の言い値の 400 ドルから 150 ドルにまけさせて買
う。キーボーはバロンの指輪、タッちゃんもいっぱ
いのピアス、メグミは銀のワイングラスをペアで、
タカシは、何人ものガールフレンド用に数えきれな
いほどのアクセサリーを買いまくっている。みんな
ディスカウントの交渉がなかなかうまくて、お店の
人とやりとりをしている。店を出て、アブちゃんの
家を訪問。弟さん、妹さん、いとこの人たちが集まっ
ていて歓迎してくれた。仕事があまりないコモドで
は、若い人たちはたいていバリに出てきてしまうそ
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トップレスのオバーチャンの姿も見える。うっそう
と繁るヤシの木、緑のライステラス。ウブドゥを愛
した今は亡き作家、森遥子さんが好きだったのも、
こんな景色かもしれない。流れがゆるやかになって
来ると、ドナルドが自分のオールでタッちゃんや私
のヘルメットをボコボコたたいたり、水をかけたり
していたずらをする。本人はサービスのつもりなの
だろうがかなりしつこい。
「ヤメテ！」といいながら、
疲れ果てて化粧の落ちたタッちゃんの顔がなんだか
おかしくて笑ってしまった。それにしてもみんな、
カブリモノが似合わないヤネ。川下りも終点に近づ
いた。ドナルドが降りてボートを岸に着ける。陸に
うだ。弟さんは警察官、妹さんは「バリプラザ」に
上がればこっちのもの、悪のりドナルドの頭をオー
勤め、いとこは軍隊にいるとのことだ。ヤシの実に
ルと素手で思い切りひっぱたいてから、笑顔でサン
そのままストローをさして飲むココナッツジュース
キューといってやった。腕も足も痛いのに、今度は
をごちそうになった。それほど甘くなくて、ポカリ
石段を登っていかなければならない。途中で物売り
スエットみたいな味だ。アブちゃんが、飲みおわっ
のオジサンたちがやてくるが、ゼーゼーと石段責め
たココナッツの中身をスプーンですくって出してく
をこなすこっちには、そんな余裕はない。それより、
れた。天然のナタデココだ。プルンとした果肉がお
お金払うから、私をオンブしていってよ〜。やっ
いしくて、とくに女性軍に好評だった。みんなにあ
と石段を登りおわってレストランに着くと、メグ
りがとうを言って、今日の予定のラフティングへ出
ミとアブちゃんが待っていた。ツアーに含まれてい
発。アユン川をゴムボートで下るツアーで、出発
るランチの時間だ。ブッフェ方式なので好きな料理
前にカメラマンの佐藤さんからぜひやってきたら、 を取り、ビールで「スラマット・ミヌン」。着てい
と勧められていたアクティビティだ。50 ドル（高
るものはびしょ濡れだけど、良く冷えたビールで生
い！）払い、参加しないメグミとアブちゃんに手を
き返った。宿に戻って簡単にシャワーを浴び、両替
振って、ヘルメットとセイフティジャケット、オー （19.70Rp）と、航空券のリコンファーム（代理店で
ルを持って長い石段を川岸まで降りていく。夕べの
やったので手数料 3000Rp）をしてから、バツ・ブ
雨でアユン川はコピのように濁っている。5 人でボー
ランのプリ・アグンへケチャを見に出かける。途中
トに乗ると、我々のキャプテン、ドナルド・ダッグ
で篭細工の村に寄って買物。メグミは竹で編んだラ
から日本語の解説。前漕ぎ、後ろ漕ぎ、休め、縄持
ンチョンマットを買っていた。もうすぐ一緒に暮ら
ての練習をしてからいざ出発だ。一緒に漕ぎだした
し始めるキーボーとメグミだが、二人の新居はバリ
他のボートにはオージー軍団が乗っていて、彼らの
バリのバリ風になるんじゃないだろうか。メグミな
キャプテンからオールでいきなり水を盛大に浴びせ
ら、サロンを巻いてレゴンを踊りながら帰ってきた
られてしまった。最初はゆるい川の流れも、時々落
キーボーを迎えそうだ。竹のランチョンマットの上
ち込む場所があり、そんなときはボートも傾いてび
には、サンバルソースたっぷりの料理、銀のワイン
しょ濡れになってしまう。ドナルドが「ナーワモ
グラスにはアラック、なんていう家庭になったりし
テー」というとなんだか恐くて、必死にロープにし
て…。お寺に着くと、5000 ルピア払って中へ。私
がみついてしまう。キーボーとタカシは、なぜかオー
は一番前の席を確保してスタンバイ。6 時半、予定
ジー軍団に闘士をむきだしにして、何とか先に行こ
どおりにケチャ
うとシャカリキにオールを漕ぐ。一度は先頭に立っ
が始まった。格
たものの、ボンレスハムのようなぶっとい腕をした
子柄のサロンだ
オージーのひと漕ぎで負け。オージービーフのパ
けを腰に巻いた
ワーはあなどれない！互いのボートに水をかけあっ
男たちが地面に
たり、邪魔をしたり、わざと滝の内側に入っていっ
座り、白い布を
たり、気分はディズニーランドのジャングルクルー
まとったオババ
ズだ。周りは本物のジャングルで、マンディをする
が彼らに聖水を
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かけると、アカペラのコーラスが鳴り響く。ドルビー
で聞こえてくるハーモニーが気持ちいい。バロンダ
ンス、トペン、白いさるの踊りなど、次々にダンス
が展開されていく。ケチャ集団が中央に集まり、真
ん中に焚火がたかれた。すると、馬の作り物を股に
はさんだ男が出てきて、火の周りをケチャのコーラ
スに合わせてピョンピョン跳ねる。そして彼は燃え
盛る焚火の上に裸足で飛び込んだ！私の足元にも赤
い炭が飛んでくる。2 〜３回火を踏んだ男はトラン
ス状態に入ったようで失神してしまった。二人の男
が彼を抱えて座らせ、馬を脱がせる。炭のかけらが
足にまとわりついて危険な状態だ。倒れこんだ男は
まだ目を開かない。この迫力には、口をアングリ開
けて見入ってしまった。最後に聖水を持ったオジジ
が出てきて男たちに振りかけ、終わり。ファイアー
ダンスの男も無事に立ち上がった。ケチャの後、バ
ティックの店で買物。品数が豊富なこの店で、クバ
ヤに合わせる帯とサロンを選ぶ。着物と小物を合わ
せる感覚だ。サロンと帯で 200 ドルを 70 ドルまで
まけさせて手に入れる。メグミもタッちゃんもサロ
ンと帯を買い、キーボーはサロンとその上に着るサ
プッティも買っていた。鉢巻きのようなウダンを巻
いてみたタカシは、あまりにもそれが似合うのでお
店の人に大ウケ。
「こんなに買ったんだから何かサー
ビスしてヨ」という強気なカズの発言に、お店の人
がそっと「オマケ」といって紙包みを渡してくれた。
ラッキー！３日間、本当に親切に私たちにつきあっ
てくれたアブちゃんともいよいよお別れだ。本当は
彼は、今夜 9 時から夜勤だったのだが、それを 11
時に変更してくれていた。ウブドゥに帰る車の中で
「３日間、ホントニアリガト」と彼。それを言わな
くちゃいけないのはこっちの方だよ。「アブちゃん、
ちょっとマチガイあったかもしれないケド、ゴメン
ナサイ」。本当は、ゆっくり食事したかったけれど、
アブちゃんに時間がないので、トロピカーナの前で
降ろしてもらい、お別れをした。一人一人と固く握
手をかわし、「またネ」とアブちゃん。ちょと淋し
いような、せつないような気持ちで、バリの友人と
さよならをした。「コモドに帰るとき、これでパパ
とママにお土産を買って」と渡した私たちの気持ち
の 20 万ルピアを、遠慮しながらやっと受け取って
くれたアブちゃん。ゴメンナサイ、こんな方法でし
か、私たちはあなたにサンキューを言えません。今
度は裸のライター、一年分持ってくるからね。大好
きなジャパニーズギャルも紹介しなくちゃね。帰っ
たらすぐに手紙を書こう。遅い夕食を食べにトロピ

カーナへ入る。ここは、感じのいい女の子たちが働
いていて、すごく安心する。ビアジョッキが冷凍さ
れていて、フロスティになっているのもグー。さっ
きのオマケを開けてみると、Ｔシャツが一枚入って
いた。ありがとう！部屋に戻り、シャワーの後ビー
ルを飲みながら全員でセブンブリッジをする。カズ
は今夜も大負け。ホントに弱いね。明日は何もしな
い一日。耳元で聞こえるトッケイの大きな鳴き声を
数えながら眠った。
■ 10 月 8 日（金）
8 時頃目が覚める。Sehati の朝は静か、というわ
けにはいかない。隣のニワトリが、けたたましい声
でときの声をあげるのだ。このニワトリは、闘鶏
用に飼われているもので、負けたらサテアヤムにさ
れてしまうそうだから、その点は同情するが、なに
しろ鳴き方が挑戦的だ。まるで、ウチの裏に住んで
いる大工原さんちのオッカサンのようにヒステリッ
クにわめく。夜はそれに野犬の声やトッケイの声も
重なって、なかなか賑やかだ。これに比べたら、11
時過ぎの堀ノ内三丁目なんて静かすぎて淋しいくら
いだ。朝食のメニューも一巡目を迎えたらしく、今
朝は最初の朝と同じラインナップ。味噌汁を飲んで
元気をつける。今日は珍しく朝から好天。洗濯日和
だ。昨日まで予想以上にアクティブに過ごしたの
で、二人とも今着ている物以外に着替えがない。全
部洗濯して、芝の庭に干させてもらう。Sehati で
暮らす感覚が板についてきたといった感じだ。今日
は、夜の 7 時半からバロンダンスを見にいく以外予
定なし。朝食後、私は庭の木陰で読書。今回持って
きたのは、村上春樹の「遠い太鼓」。彼がスペイン
やギリシャに住んでいたときの紀行文で、旅先で読
むと、書かれている風景や、作者の心情がすんなり
と入ってくる。カズもベランダで読書、若い 4 人
は、マディちゃんを交えてセブンブリッジをしてい
るようだ。12 時過ぎ、メイン通りをジャランジャ
ラン。人や店を撮影しながらぶらつくが、今日のウ
ブドゥは暑くてクラクラしそうだ。クバヤの下に着
るブラを探してパサールへ。サイズの大きいものの
中から一番小さいのをみつけ、服の上から試着して
みるがそれでもすいぶん大きい。他にないのでそれ
を 1000 ルピアで買って、裏通りを歩いて帰ること
にした。メインストリートに比べると、この辺は安
いレストランやカフェが多い。お昼を過ぎたので、
何か買って帰ろうと物色していると、小皿にたくさ
んの料理を並べているレストランを見つけた。「ブ
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ンクス」とインドネシア語で言ってみたが全然通じ
ない。しかたなく英語で伝え、魚の唐揚げや、辛そ
うなソースがかかったナス、カレー味のチキンなど
を選んだ。お店の人が、バナナの皮と紙で器用に料
理を包んで渡してくれた（6800Rp）。宿に戻ると、
メグミ、タッちゃん、マディちゃんはゲーム、キー
ボーとタカシは近くのホテル「オカカルティニ」の
プールに出かけていた。ビールを頼んでレストハウ
スでランチ。カレー味のコロッケが絶品だ。男子が
帰ってきてから再びセブンブリッジ。その後は引っ
越しだ。2 階にも泊まってみたいというタカシ組と
私たちが上下入れ替わって、引っ越しは 5 分で終わ
り。1 階の部屋はタイル張りで、ベッドもダブルが
置かれている。私たちが着いた翌日に日本から戻っ
てきたここのオーナーのワヤンさん（ここにはもう
ひとりワヤンさんがいるので、私たちはオーナーを
大きいワヤンさん、もうひとりを小さいワヤンちゃ
んとよんでいた）と少し話す。あさって大きいワヤ
ンさんの家でパーティーがあるのでどうぞ、とお誘
いを受ける。午前中、暑い中を歩いたせいか少し疲
れたので、引っ越したばかりの 1 階のダブルベッド
で昼寝をする。1 時間くらい眠った後、シャワーを
浴びて早めの夕食をとりに裏通りへ。レストラン、
バティック屋、ギャラリーを兼ねる何でも屋さんで
食事。値段は安いが、アヤムサテがちょっと固かっ
た（2 万 5000Rp）。7 時に宿に戻り、イクちゃんの
運転でプリアタン王宮へティルタサリのレゴンダン
ス（5000Rp）を見に出かける。ステージ真ん前の
敷物のうえに座り、1 時間半のステージを楽しむ。
びっくりするようなガムランの音から始まって、心
地いい旋律が流れる。太鼓や胡弓に似た楽器も入っ
て、アップテンポの曲が演奏された。割れ門を仕切っ
たカーテンの向こうから、5 人の女性が登場して歓
迎のダンス。続いてレゴンの踊りやバロンが登場す
る。華やかな衣装、宙を舞うようなガムランの調べ
…。外には車やバイクの音が賑やかだが、ステージ
に熱中するにつれて、それらは気にならなくなって
いた。ステージを見終わって外に出ると、ものすご
いどしゃぶりだった。そして、なんとアブちゃんが
待っていてくれた。私たちにプレゼントを持って
Sehati に寄ったのだが、留守だったのでプレゼント
とメッセージを置いてから、あちこち捜したのだと
いう。今夜は 10 時から仕事なので時間がないとい
うアブちゃんに、道端で握手とさよなら。その時、
「じゃね」と片手を上げてカッコ良く別れようとし
たタカシが、右手を上げたまま視界から消えた。真っ
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暗な道だったので、ドブにはまったのだ。別れの場
面を笑いに変えてしまうタカシは根っからのイロモ
ノじゃないだろうか。「ダイジョーブ？」と笑いな
がら心配するアブちゃんは、いとこのバイクの後ろ
にまたがって、雨のなかに消えていった。イクちゃ
んに頼んで影武者に向かう。ライスワインが切れて
いたので、またまた悪魔の酒、アラックを頼む。私
の胃とアラックは相性が悪いらしく、飲むと必ずお
腹が痛くなるのでビールをオーダー。この何日かで
すっかり仲良くなったイクちゃんとタカシはぴった
りと並んで座っている。イクちゃんはタカシの太モ
モなんかさすったりしてる。ユミさんが来て、私た
ちのクバヤが出来上がったので試着してはと、別室
へ案内してくれた。きれいに縫製されたクバヤを着
て、昨日買ったサロン、帯と合わせてみる。みんな
とても良く似合っていて、メグミなんかまるでバリ
ニーズだ。軽いつまみを食べながら、さっきからア
ラックをグイグイやっていたタッちゃんが突然酔っ
払った。気持ち悪そうに横になっているので、お水
を飲ませる。一方、絶好調になってしまったタカシ
はテンションの高いオオヨッパライ状態。イクちゃ
んを相手にキワドイ話をしている。突然、店の中が
真っ暗になった。停電だ。あたりは真の暗闇。目を
凝らすと、畑には蛍の光が見える。そして空には満
天の星。南半球の星たちが、時間がかかるにつれて
たくさん見えてくる。地上に蛍、天空に星々…。優
しい光の中で、このまま大の字になって眠ってしま
いたいような解放感だ。Sehati に戻ったら、ここも
停電中。マディちゃんが点けてくれたロウソクの灯
りを頼りに歯を磨き、ベッドサイドにロウソクを立
ててお休みなさい。外からは、フロントでイクちゃ
んからインドネシア語の数字を教わっているタカシ
の声が聞こえてくる。
■ 10 月 9 日（土）
8 時半起床。今朝のメニューは、フレンチトース
トとタマネギ入りスクランブルエッグ、フレンチフ
ライ。タカシとタッちゃんが先に起きている。タカ
シはインドネシア語の数字を紙に書いて勉強中。昨
日、クタからやってきたとい中年の日本人夫婦と同
席する。奥さんがここの宿に文句タラタラで、私た
ちをつかまえては小声で悪口を言う。「床は汚いし、
クローゼットだってただの板張りで、気持ち悪くて
洋服なんか置けやしない。物がないのは仕方ないけ
ど、清潔にだけはして欲しいわヨ。まったく」といっ
た調子だ。彼女は、「そう思わない？」と私に同意
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を求める。私はそうは思わない。ここが清潔じゃな
いなんてちっとも思わない。マディちゃんも、小さ
いワヤンちゃんも、実にマメにお掃除をしている
し、ましてやバリにものがないなんて思わない。こ
の人は何を見てきたんだろう。ここには何だってあ
る。お米、野菜、果物、肉。すべてが自給自足だ。
そのかわり、ボタンひとつで動くエアコンや、プッ
シュホンや、ファックスはない。ワープロもない、
締め切りもない。そのどこに不満があるのだろう。
「スタッフが男の子ばっかりだから、細かいところ
に気が回らなくてダメネ」と彼女は続ける。ネ、の
ところで私のほうを向いて…。「それなら、さっさ
とここを引き上げて、町内会の旅行で伊東のハトヤ
にでも泊まったらどうですか、奥さん」と私はつぶ
やく。心の中で。私は 30 歳をとうに過ぎた大人な
ので、口に出しては何も言わない。ただ、コピを飲
みほし、黙って席を立つだけだ。「もうアラックは
飲まない」なんてドラマのタイトルみたいな約束を
したタッちゃんは、調子が悪そう。その約束、ちゃ
んと覚えておくからね。みんなで、昨日アブちゃん
が届けてくれた包みを開けてみると、ローマ字で
書いた日本語のメッセージと、コモドの石で作っ
た指輪が 6 個入っていた。「青い石は男の子、色が
混ざっているのは女の子。6 人なので指輪は 6 つで
す」というメッセージ。またまた、こっちがお礼を
言う番だね、アブちゃん。タカシがアブちゃんから
聞いた話によれば、日本からお礼に何か品物を送る
と、ジャワでストップされ、品物の 4 倍ものお金を
取られてしまうそうだ。私たちは、アブちゃんに電
気カミソリを送ろうと相談していたが、それではか
えって彼に迷惑がかかるので、今度バリに来ること
になっているタカシの友達に、品物を託すことにし
た。昨日出来上がってきたばかりのクバヤとサロン
を着てみる。メグミもタッちゃんも正装して記念撮
影。これは自分への最高のお土産だ。明日のワヤン
さんのパーティーに着ていこう。テラスで少し読書
をした後、オカカルティニのプールへ全員で出かけ
た。2500 ルピア払ってプールサイドに向かう。小
さなひょうたん型のプールは、ちょっと水が濁って
いるものの、ひと泳ぎするにはちょうどいい。太陽
も出てきて、肌をやくには最高だ。泳いで、読書し
て、ビールを飲んで、2 時間ほどで引き上げ、
「THE
NOODLES」というレストランでランチにした。ワ
ンタンヌードルやベジタブルカレー、酢豚によく似
た料理を頼み、またまたビンタンを飲む。ケーキを
5 個テイクアウトにしてもらって３600 ルピア。こ

こはおいしくて安い！宿に戻り、テとコピを運んで
もらって、持ち帰りのケーキを食べる。本当に食べ
たり飲んだりしているばっかりだ。でも最高。ケー
キは意外なほど洗練された味で、とてもおいしかっ
た。タカシは親友のイクちゃんとギャラリー巡り
に出かけ、ほかの 5 人はセブンブリッジ大会。珍
しくカズが大勝してはしゃいでいる。5 時半、イク
ちゃんと出かけたまま帰ってこないタカシを待たず
に、5 人でグヌン・サリのレゴンを見に出かける。
7 時半の開演にはまだ少し時間があるので、「COLD
DRINK」の看板のある店でまたまたビール。すると、
ダンスのチケットを売るオジサンがやってきて、切
符を勧める。値段を聞くと、入り口で買うのと同じ
5000 ルピアなので、オジサンから切符を買って会
場に入った。一番前の席に座っていたら、あとから
やってきた白人カップルが、そこは自分たちの予約
席なのでどいてくれという。ホテルでリザベーショ
ンしてここの席を確保したのだという。私たちは席
を譲ったが、開演直前になっても空席のままだった
最前列に座ることができた。黒いジャケットにサロ
ンを巻いた男性たちが登場し、ガムランの演奏が始
まる。シンセサイザーのような響きを持つ音は、昨
日のよりもうまい気がする。全くの素人判断だけど。
アレンジもどこかモダンで、ジャズみたいだ。8 人
の女性が歓迎のダンスをしたあと、可愛い少女たち
が出てきた。みんな目が大きくて安達佑美ちゃんの
よう。オカマっぽいオニーサンが踊ったり、楽器を
叩いたりする「トロンポン」が華やかで気に入って
しまった。トペンダンスで締めくくられ、峰竜太に
似た感じのオニーサンが英語で短い挨拶をして終わ
り。ガムランの音がしばらく耳に残っていた。一度
宿に戻ってから、「DANA」というレストランで夕
食をとることにした。優しそうなオカーサンのいる
アットホームな店だ。ご主人かと思ってオーダーを
頼んだオジサンは実はお客さんで、毎晩ここで夕食
を食べているのだという。彼は「ここはなんでもお
いしいヨ」とメニューを渡してくれた。私たちはこ
このところ、少しでも安くておいしい店を開拓しよ
うといろんな店に足を運んでいる。ここは、うまい、
安い、早いの三拍子揃った店ということで、みんな
で勝手にウブドの吉野屋と名づけてしまった。宿に
戻ると、タカシがマディちゃん、大きいワヤンさん
とアラックを飲んでいた。11 時になったところで、
私は一足先にベッドへ潜り込んだ。
＜つづく＞
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TEGALLALANG

なたもUBUD病
ばあ
重
れ
症患者?!
これができ

UBUD

A

UBUD よろず百科

UBUD 病テスト〓その 1 〓
「極楽への道中」編

TEGES

B

GIANYAR

C

SAKAH

GIANYAR

D
BATUAN

E

SUKAWATI

PAYANGAN
3：RARE KEBOIWA

1：GATOT KACA

F
G
BATUBULAN

DENPASAR

J

2：交通安全

DENPASAR

H
I
K
L

5：ギャニアール県シンボルマー

4：NGURAH RAI

KUTA

P O
Air port
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N

M
NUSA DUA

6：SITA

「ううっ！は、はやく Ubud に行きたいっ！」
飛行機から降りてイミグレを通過し、荷物が
出てくるのをイライラして待ち、やっと乗り
込んだ車の中から、あなたは何を見て Ubud
まで来るのでしょうか？窓から見える夜のワ
ルン、オダランに行く正装姿の女の子、それ
ともひたすらボーッとしてる？
このテストは、バリに来たあなたが、エア
ポートから極楽 Ubud までの楽しい道中、ど
のようなモノを目にしてやってくるかを確か

A：GARUDA

C：独立記念像

めるクイズです。
あそこの道路脇に、そこの曲がり角に、そし
てこの三叉路に、いったいどんなモノがあっ
たでしょうか？ポイント A から P まで、16
ケ所のうち 8 ケ所はお教えしましょう。さて、
ポイント B.D.G.I.J.L.M.N には、【1】から【8】
までのどの写真があてはまるのでしょうか？
さぁ、がんばって楽しく思い出してくださ
い！
( 答えは、34 ページにあります )

E：SITA & RAHWANA

F：SARASWATI

H：KALA RAU

K：KALA RAU

O：GATOT KACA

P：WISNU

7：模範小学生

8：BARONG
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それがサリちゃんでした。きっかけはサリちゃんが私にサ

ビーチのサリおばちゃん

ロンを売りにやってきた時に、ちょうど砂浜に敷くマットを
家に忘れてきたので、
「いくら？」とたずねると「1 万ルピ」
と言われました。
「おばちゃん、これデンパサールで買っ

ウブドフリークの皆様、お久しぶりです。今回またまた

てきたんでしょ。」と私が言うと、
「そうそう。」と言うの

P ちゃんのコーナーを出してもよいというお許しが出ました

で、
「じゃあ、1 枚 4000rp で買ったでしょ。ベモ代入れて、

ので、めでたく第２回の「P ちゃんのクタでクタクタ！」を

5000rp なら買う。」と言ったら、すごーくすごーく嫌な顔

載せることが出来ました。感謝感激！スナンカリのテリマ

をされましたが、
夕方で帰り際だったらしくその値段で譲っ

カシバニャです。

てくれました。

今回もクタをテーマにするわけですが、やっぱりクタと

その後サリちゃんとちょくちょく話をするようになり、サ

言えば誰もが知っている有名情報あたりからお伝えしてゆ

リちゃんの日本語がとても上手なことがわかりました。下

かないと「クタでクタクタ」をとりしきる P ちゃんとしまし

ネタなどはバリバリに上手です。
根本的にサリちゃんはきっ

ては、
「極楽通信クタ代表」の名がすたると勝手に思い込

と下ネタが好きなんですね。サリちゃんはある時私にこん

み、今日のクタクタ話は、クタと言えば→にぎわうビーチエ

なことを言いました。
「ニホンジンノオンナノコ

リア→物売りのおばちゃん→サロン売りのおばちゃんのサ

タクサンアルネ。バリニーズノカレシニ

オカネ

リちゃん。と無事にサリちゃんにたどり着いた所で、この

ンアゲルネ。デモ

ナイヨ。

サリ

サリちゃんにスポットをあててみたいと思います。

チャン

カラダアゲルネ。

ソレ

サリちゃんは野球帽をかぶっていて、そのつばの部分

デ

カラダダケ

サリチャン
アルヨ。

オカネ

オカネ
タクサ

コドモサンニンネ。」

には、マジックで「沙里」だったか「沙利」だったか、漢

私は大笑いしてしまい、しかしうんうんとうなづい

字で源氏名「サリ」が書き込まれてあり、その横には「味

てもいました。3 人の子供を育てるためにビーチで物

の素」とも書かれてあります。そして KUTA の T シャツ

売りに徹しているサリちゃんに尊敬の念すら感じまし

を着てサロンをまいています。他にも日本の源氏名を持っ

た。体はって生きてるんですよねぇ。ビーチで暇そう

たおばちゃんはたくさんいます。マリアちゃん、アリサちゃ

に井戸端会議ならぬツーリスト端会議を開いて、ノー

ん、小錦ちゃん、とにかく少しでも笑いを得られるような

テンキなおばちゃん方だなぁと思っていましたが、意

名前をもっている人が多いですね。
私は何ヵ月も前から度々

外と皆さん生活かかっていて真剣なんですね。そこで

ビーチに行くようになったので、おばちゃん達にも面が割

私からの提案がございます。もし、ビーチのおばちゃ

れてしまい、物売りに近づいてくれません。
「こいつは金

んから、何かを高い値段で買ってしまった際には、
「ちっ

がない」と誰もが理解している証拠です。嬉しいんだか

くしょー！ぼられたぜい。」とは考えずに、「おばちゃ

情ないんだか、とても複雑ですが、おばちゃん達は「こ

んがぼったお金はきっと子供達の教科書代などにまわ

の人は金を出すか出さないか」とても敏感に感じ取り、お

るにちがいない。」とむりやり考えてあげてほしいので

金を落とそうとしている、つまり何かしら買おうとする気の

す。おばちゃんの味方にまわっている P ちゃんですが、

ある人の所にはササ〜ッ金魚の糞状態で集まってきます。

よくよく考えればこのおばちゃん方、お酒も飲まない

そして 5.6 人で 1 人のツーリストを囲んでしまいます。おば

し煙草も吸わない。ろくな洋服も着てないし、全くと

ちゃんのうち一人が物売りに成功すると、別のおばちゃん

いってよいほど自分自身にお金をかけてる様子はなし。

が巧みな日本語で、
「オバチャン、キョウ、ビジネスナイヨ。

それでは一体、このぼったお金はどこに消えてゆくの

コドモタクサンイルヨ。タイヘンヨ。ヒトリダケカウノズルイ

でしょうねぇ。
まぁまぁ、ぼられてもぼられても、まだまだ懐に余

いろんな物を買わされてしまいます。髪止めやら帽子やら、

裕のもてる日本人に生まれた事をラッキーと思って、

T シャツ、水着、サロン、それからマッサージやマニキュア、

許してやってくださいませ。私だって慣れない頃は多

三編みなど…。そんなおばちゃんの 1 人と私は仲良くなり、

額のルピを彼らに寄付させていただきましたよ。
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2

ということで、クタビーチおばちゃん代表 P ちゃん
のレポートを終わらせて頂きます。次号をお楽しみに！

.
でクタ
.
タ
クタ

.

ゃんの
ち

ク

P

ネ。」みたいな事を言って、結局いろんなおばちゃんから

Bunga Khas Bali

バリの花
photo: T. Kohara

● Kankung
水辺に育生して、どんどんつるをのばし、一

折って持ち帰っても、すぐしおれてしまい、

面にこのかれんな花を咲かせるカンクン。実

結局、風にそよぐ美しさは、自然の中でしか

はこの若い茎と葉はインドネシアの人々の日

見られません。熱帯の島バリでは、ランの花

常のおかずとなっていて、中が空洞になった

のように、花だけ切りとっても数日はそのま

茎は、とくにシャキシャキとした歯ごたえが

まの美しさを保っている、生命力のある強い

美味。大きな束が 100 ルピアほどで買える、 花をよく見かけます。その力強さとはうらは
経済的な野菜でもあります。茎と葉には多量

らに、こんなにかれんではかないカンクンの

の鉄分が含まれていて、バリの人々は「これ

花も、またバリの花のひとつなのです。バリ

を食べたあとは眠くなる。」と言います。この

の人々のことを、何でも tidak apa apa で陽気

カンクンの花は、昔からインドネシアの歌に

で、たくましいと表現している外国人がいま

もなっています。白くて、はかなげな様子が、 す。でも、その内面に彼らははずかしがり屋
清純な乙女にたとえられ、「カンクンの花がや

で、はにかみ屋で、とても傷つきやすく、繊

さしい風にそよいで、なんと愛らしいのだろ

細な心を持っていることをご存知ですか ? 私

う。弱々しくて、今にも折れてしまいそうな、 はこのカンクンの花を見るたびに、ここで生
かわいいかわいい花よ。」そんな感じに歌われ

まれ育った人々の、やさしい心にふれたよう

ています。この花を生け花にしようと茎ごと

に、胸がキュンとなってしまうのです。
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ENAK ･ ENAK ･ UBUD

おいしいものに

がない

Part 6

BAKSO 街道まっしぐら !!
—さすらいの屋台その 1—

じゃじゃーん !! 1995 年、平成、えっと、平成…何

文すると、まず Bakso、Tahu（豆腐）、Pangsit（揚

年だっけ、忘れちまったい！まーいいや、とにかく、

げワンタン）、Mie（黄色のヌードル、またははる

1995 年、極楽通信も 2 年目に突入しました。それ

さめ）、Tipat（カタマリ状のやわらかいゴハン）な

もこれも、みなさまの、暖かい、時には熱〜いご協

どを適当におわんに入れてくれます。「BAKSO 少

力のおかげであります。心からエナちゃん感謝して

なめ、Mie 多め、あっ、今日はゆで卵もあるの？じゃ

おります。

それ 1 ケ。」と、スペシャル・オーダーにもこまか

今年は ENAK ENAK UBUD、道をジャランジャラ

くこたえてくれます。そして、具の上から調味料、

ンしてくる、あの移動式のおいしい屋台いろいろを

Kecap( 甘辛じょうゆ）、Saus( ケチャップ）、Bawan

ご紹介したいと思います。そう、この移動屋台は食

goreng( 赤たまねぎをスライスして揚げたもの )、セ

事時間の不規則なバリにあって、とてもお手軽でお

ロリの葉のみじん切りなどをふり入れ、最後にトリ

値うちな、軽食を提供してくれる、便利なものです。

ガラの熱々のスープをそそいではい、一丁あがり。

デンパサールには、ぬわんと肉まん、あんまんの屋

おねだんは、具の種類と量によりますが、ふつうは

台まであって、種類を数えあげればきりがないので

だいたい 500 ルピア。深夜のオダランだと 1,000 ル

すが、ここでは、UBUD でよくお目にかかるもの

ピアくらいになっちゃうこともあります。通常は路

だけにしぼることにしましょう。

上で呼びとめ、その場でしゃがみこんで食べますが、

ま ず 一 回 目 は BAKSO。 要 す る に、 肉 だ ん ご

自分の家 ( 宿）の玄関先で運よくつかまえたら、自

（BAKSO）入りの、具だくさんのスープといったも

分でおわんを用意すれば、ゆっくりと食べられます

のです。ちなみに BAKSO は「バッソー」と発音し

ね。エナちゃんは時々家の前で、大きめの器を持っ

ます。エナちゃんのある友人で、最初に「バクソ」

て待ちかまえ、スープを多めに入れてもらって、家

と覚えてしまったがために、後になって、何をカン

でごはんやらキャベツの千切りやらをドカドカ入れ

違いしたか「あ〜、バフンが食べたあい」と豪語し

て、りっぱな一食分にしてしまいます。ここでひと

た男のコがおりました。すごい。夕方近く、ちょっ

つ、気をつけねばならないのが、「mau pedas?( 辛

と小腹がすいたなあ…と思っていると、どこからと

くする？）」と聞かれて、「ヘヘ〜ン、、もうカライ

もなく聞こえてくる、チン・チン・チンの音。陶器

の慣れたもんね〜、cabe、
（とうがらしソース）いっ

のおわんをスプーンでたたきながら、彼らはあらわ

ぱい入れてちょー ｣ なんて答えた日にゃあ、あなた、

れます。全長約 1 メートル、幅 50cm ほどの、屋根

Bakso に入る cabe は超ド級の、ひいひいモンです

つきの移動屋台です。UBUD 全域には、だいたい

ぜ。それも、アツアツのスープに入ってくるときた。

憶測するに、20 台前後の BAKSO 屋さんが毎日出

エナちゃんはこれで大失敗をやらかしたことがある

没しているようです。オダランなんかだと、夜どお

のです。いやしく残りのスープをゴクゴク飲んだら、

し寺院の前で営業していたりする、がんばり屋さん

ノドに、cabe の皮のはしきれだか、タネだかがぺっ

もいます。「お〜い、バッソ〜 !! 一杯おくれ」と注

たりとはりついて、「ギャウギャウ、ギョエギョエ、
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Enak Agung Ayu Okawari
ひいい〜っ」と大パ
ニックになったの
です。みなさんもお
気をつけあそばせ。
さ て、 さ す ら い の
Bakso 売り、彼らは
いったいどこからやってき
て、どこへ去ってゆくので
しょうか。はい、じゃあここ
で、ひとりの Bakso 屋さんをつかまえていろ
いろ聞いてみましょう。
どことなくジャニーズ系の顔立ちをした彼は JOKO
君といって、東ジャワ出身の妙齢 20 歳。
Q :「あっ、そうですか。（ホッ）JOKO くん、今、
Q : ( エナちゃん ) :「JOKO くんは、どこから屋台を
ひいて歩いてくるのですか？」
A : (JOKO く ん ）:「 ゴ ア・ ガ ジ ャ の む こ う、

雨期でたいへんでしょう？」
A :「うん、でもダイジョーブ。がんばってお金貯め
て、ボクも Bakso の屋台を自分で持ちたいと

BEDULU からだよ。UBUD まで往復 15km く

思ってるんだ。みんな、ボクを見たら Bakso 買っ

らい、毎日歩くよ。」

てねー！！」

Q :「ひぇぇ、バニャ バニャ ジャランですねぇ。こ
の屋台は自分のもの？」
A :「ううん、ボクにはボスがいて、5 台の屋台を経
営（？）しているんだけど、Bakso の具を全部

う〜ん、さわやかな笑顔の JOKO くん、Bakso 街道
は雨やら車やらでたいへんだけど、がんばってほし
いものです。

ボスが下ごしらえするんだ。他の Bakso 売りも、
同じパターンが多いよ。」
Q :「そうですか。元締めのボスがいるのですね。…
で、毎日どれくらい売れますか？」
A :「そうだね〜、30 杯から 50 杯くらいかな。前に、
100 杯売ったヒトがいたらしいけど。」
Q :「そういえば、Bakso って、何の肉なのでしょう？
ウワサで犬の肉と言う人がいましたが、まっ、
まさか…。」
A :「クックックッ（と、イミシンな笑い。）ウソウソ、
これはね、牛と鶏肉に、カタクリ粉を混ぜて
つくるんだ。」
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Pelajaran

5
南天に浮かぶ怪しき光芒、その正体は…？
バリ天文教育センター主任講師：青木

満

1. 太陽が頭の真上にやってくる日
みると太陽は南の空ではなく、なんと北の空に昇っ
日本では今まさに冬真っただ中の感が強い、今日
ているではないか！まるで地球がひっくり返ってし
この頃だが、やはり南の楽園バリでは、ずいぶんと
まったようにも思えてくるが大丈夫。ひっくり返っ
様子が異なるようだ。まず何より、太陽の昇る高さ
たのは地球ではなく、バリで太陽を見上げる私たち。
（南中高度）が大きく異なる。
一般によく誤解されていることだが、「夏至」の
昨年 12 月 22 日に冬至を迎えた太陽は、日本で
日とは、太陽が最も（「高く」ではなく）北に位置
は 6 月 22 日の夏至の日まで、日一日とゆっくりと、 する日のことをいう。この日の正午（厳密には観測
しかし着実に、日差しを強めるとともに南中高度を
地点によって若干の時差が生じるが）、太陽は北緯
高め、東京を例にとると、およそ 78°にまで達する。 23.4°の地点の真上（天頂）にやってくる。この北
その後は徐々に南中高度を下げ、再び冬至を迎えた
緯 23.4°上の地点をグルリと地球をひとまわりして
ときには、およそ 31°の最低南中高度を記録する。 つないだ線を「北回帰線」と呼び、この線まで太陽
このような太陽の振る舞いは、地球の地軸が横道
が北にやって来るという限界線のこと。東京はこの
面（地球の軌道面）に対して 23.4°傾いているため
線よりも約 12°北に位置するため、南中時の太陽
に生じる季節の現れだが、バリでの太陽の南中高度
が天頂より 12°低い 78°の高さに見えていた訳だ。
の年間変化を調べてみると、おもしろいことに気づ
ところがバリとなると、その位置は北回帰線より
くだろう。（図 1）
もはるかに南の南緯 8.5°前後。およそ 30°以上も
これによると、夏至の頃は日本でもほぼ頭の真上
南に位置しているため、この日太陽の通り道（横道）
近くにまでやってくる太陽が、意外や意外、バリ
は、天頂を通り過ぎて、北の空にやってきてしまい、
では 60°にも達していない。しかも、よ〜く見て “北中高度”も 58°止まりとなる。
冬至の日には、太陽は南緯 23.4°の地点（南回帰
線）の真上にやってくるので、今度は東京での夏至
の状態に近い高度 75°くらいまで南中する。つまり、
バリでの太陽の動きは、1 年間を通じて、北にいっ
たり南にいったりと、大変忙しく動き回っているこ
とになる。ただし、1 年のうち南側にいるのはおよ
そ 3 カ月半だけ。残りの 8 カ月半は、北の空に輝い
ていることになる。なれぬ日本人は、しばしば方向
感覚を狂わされてしまうものである。
そしてバリでは、太陽が北の空から南の空へ移る
10 月 15 日と、反対に南の空から北の空に移る 2
▲図 1：太陽の南・北中高度の年間変化（バリ）
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月 27 日とに、天頂を通過することになる。その時
期は、春分や秋分の時ではない（赤道直下ではこれ
らの日にあたる）こと、また当日、太陽が天頂にやっ
てきた時分には、人影がまったくのびず、足元を肩
幅の大きさの影が覆っているだけという、めずらし
い光景が見られることにも、あわせてご注目を！
2. 火星小接近
2 月の中旬から下旬にかけての夜 9 時頃（バリ時
間）、東の空の中天にひときわ明るく、そして不気
味に赤く輝く星が昇っている。これが我々地球のす
ぐ外側をまわっている火星。現在火星は、“星占い
の星座”（横道 12 星座）で有名な「しし座」に位置
しており、“ししの大鎌”と呼ばれる、ちょうどハ
テナ・マークを裏返したような特徴的な星の並び（プ
ラネタリウム業界では“ナテハのマーク”と呼んで
いる）のすぐそばに輝いているために、いやがうえ
にも目立ってしまう。今年の火星は、観望好機のほ
ぼ全期間をしし座の中でさ迷っている。1 月から 3
月下旬までが西の方角に移動（逆行）し、その後 4
月上旬まではほぼ同じ位置に留まった（留）かと思
うと、今度は加速しながら一気に東へと進む（順行）
という、実に複雑な動きを示す。（図 2）
その昔、「天動説」が信じられていた時代には、
このような惑星の気まぐれな振る舞いを説明するの
に四苦八苦したものだが、その後、コペルニクス
によって唱えられた「地動説」では、このような複
雑怪奇な惑星の運動も難なく解明できたのである。
我々の日常生活においても、例えば平行して走って
いる電車が互いに抜きつ抜かれつする際、一方の車
内から他方の車両の動きを見た場合、これとよく似
た現象をたびたび目にするだろう。惑星の順行・留・
逆行といった一連の複雑な動きもこれと同様、惑星
相互の運動が合成された見かけの動きなのである。
ところでこの火星、地球との公転周期のかね合い
で、約 2 年 2 ヵ月毎に地球への接近を繰り返す。つ
まり他の惑星と少々趣が異なり、観望好機後の 1 年
ほどは、地球からの見かけの位置が常に太陽に近く、
ほとんど観望チャンスが得られない風変わり者。
そのこともあってか、また血の色を連想させるよ
うな不気味な色の輝きからか、昔から洋の東西を問
わず、この星が現れると「凶兆のしるし」とか、
「戦
争が起きるのでは」などと、人心の不安をあおりた
ててきた。火星の学名が「MARS」とされているのも、
ローマ神話の軍神マルスから名付けられたもの。幕

末の西南戦争の時に現れた怪星“西郷星”の正体も
この火星。ちょうどその時期、地球への大接近の時
期と重なり、通常の 5 倍以上にも明るく輝いていた
ために、破れて賊軍の汚名をきせられてしまった西
郷隆盛の血を浴びて、恨めしく妖しい光を投げかけ
ているものとされた。
ところで同じ火星の接近とはいっても“大接近”
とか“小接近”とは、どういうことなのだろう。地
球も火星も共に太陽のまわりを公転しているため、
相互の位置関係で大きく地球—火星間の距離に差が
出てくる。当然、太陽—地球—火星と一直線に並
ぶときが最短距離となる。この状態を“衝”と呼
ぶ。仮に惑星が円運動を描いて公転しているなら
ば、衝の時の距離に毎回差が生じる訳がない。実際
にはすべての惑星は完全な円運動ではなく、大なり
小なりイビツな楕円軌道を描いている。これを“ケ
プラーの第 1 法則”という。惑星が太陽に最も遠
きんじつてん
ざかる位置を“近 日点”、反対に最も遠ざかる位置
えんじつてん
を“遠日点”と呼ぶ。地球の軌道は楕円といっても、
金星と海王星に次いで極めて円軌道に近いものであ
る。ところが火星の軌道は、冥王星と水星に次いで
イビツな楕円軌道を描いている。そのため火星が近
日点付近で衝になる場合には約 5,500 万 km まで接
近し、このときを“大接近”、対して、遠日点付近
で衝となる場合には、なんと 1 億 200 万 km ほどま
でにしか近づかないのである。このような状況を“小
接近”と呼ぶ。同じ接近とは言っても、その距離は
およそ 2 倍もかけ離れてしまうのである。（これら
の中間の距離に接近する時を“中接近”と呼ぶ。）
火星の近日点方向は地球の 8 月中旬〜下旬の位置
に対面しており、その時期の接近は大接近。反対に
火星の遠日点方向は 2 月の中旬〜下旬の位置に対面
しているため、その時期の接近は小接近となってし
まう。まさに今回の火星の衝は 2 月 11 日の真夜中

▲図 2：しし座をさまよう火星
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に起きるため、あいにくの“小接近”に当たってし
まい、たとえ望遠鏡で眺めても、見かけの大きさ（視
直径）が最大惑星の木星の 1/3 ほどにしか過ぎない。
火星表面の詳細観察には大口径の望遠鏡が必要とな
ろう。しかし小口径の望遠鏡でも、これから夏を迎
きょっかん
える火星の北半球の北極圏に見られる“極冠”と呼
ばれる巨大な氷の固まりが徐々に衰退してゆき、火
星面の中央部に逆三角形の“大シルチス”と呼ばれ
る暗緑色の台地など、特徴ある火星表面のおおまか
な模様が火星の自転によってゆっくり移動していく
様子が観察できるだろう。ただし、日本では冬場に
高層大気が激しく乱れているために像がゆらいてし
まい、なかなか思うような観察が困難な時期に当た

ら、冥王星が発見されたのだ。天王星の同様な現象
から海王星が紙と鉛筆による計算で発見されたよう
に……。
さて、話を火星の生物論争に戻そう。もちろん現
在では、1976 年に行われた火星探査機バイキング 1
号・2 号による「生物探査実験」によって、“タコ
のお化け”どころか“バイキン”のような微生物で
さえ見つからず、「火星はまったくの死の惑星」と
世間一般には受け取られているようだが、なぜあの
ような複雑な幾何学模様が見えたのか、いまもって
スッキリした答えが得られていない。一般には「火
星のクレーターの連なりを遠く離れた地球からなが
めると、地球大気のゆらぎや望遠鏡の特性等、諸々

るが、バリでは年間を通じて高層気流が安定してい
の原因であのような複雑な模様に見えたのだ」とさ
るため、日本よりはるかに良い条件は提供されよう。 れてはいるが、はたして真実はどうであろう？
また火星といえば、イタリアの天文学者スキヤパ
「高等生物とまでは及ばなくても、ごく原始的な
レリが、19 世紀最大の大接近となった 1877 年、火
微生物ならば火星の地中に存在しているのでは？」
星観測に専念していたところ、火星の表面を縦横
との議論が、今も続いている。なぜならば、バイキ
無尽に走る筋状の幾何学模様を検出。それを“カナ
ング計画自体が、着陸地点の選定から実験内容に至
ル”（溝）と表現して報告したところ、誤って“運
るまで、あまりにも多くの問題を抱えていたためだ。
河”と訳されてしまったことが事の発端。世に有名
なにしろ、1 号・2 号とも、当初予定の“最も生物
な「火星の運河事件」が、ひいては、このような複
が存在しそうな場所”とされた着陸候補地すべてが
雑で高度な構造物を建設できる知能と技術を備えた 「安全な着陸には地形的にそぐわない」との理由で
高等生物がいるに違いないと推測され、あのタコの
直前にことごとく退けられ、地球の砂漠や極地より
お化けのような“火星人”が創出されるに至ったの
もケタはずれに過酷な、“最も生物がいそうもない
である。特にイギリスの SF 作家 H.G. ウェルズの『宇
ところ”に着陸したことがまずあげられる。そして
宙大戦争』がラジオで放送されるや、大半の人々が
3 種類の生物検出実験が行われ、肯定的反応が検出
本当に火星人が地球に攻め込んできたものと誤解し
されたにも関わらず、最終的には否定されてしまっ
て、一大パニックを引き起こしてしまった。その後、 たのだ。生物が存在するためには欠かせない有機物
この火星の運河と火星人騒動は、アメリカの天文学
が全く検出されなかったため、今までに検出した反
者パーシバル・ローウェルによって、1916 年の彼
応はすべて生物反応によるものでなく、化学的反応
の死まで引き継がれた。彼の前半生は“日本人の研
によるものと断定されてしまったのだ。しかし実験
究”に、後半生は“火星人の研究”に費やされた。 時に、肝心の「有機物検出装置」に故障が生じてい
前世紀後半から今世紀初頭にかけての火星学は、こ
て、装置内に試料である火星の土壌が運び込まれて
のような混乱期でもあったのだ。
いなかった（装置内が空だった）可能性が極めて高
ローウェルの火星に対する熱の入れようは並大抵
いことが、近年になって明るみになった。このよう
ではなく、この火星の謎に挑むべく私財を投げ売っ
なお粗末極まりない実験結果のみから「火星全土に
て火星観測用の天文台を設立したほど。あいにく火
おいて、いかなる生命体も存在しない」とは、誰が
星に関しては世間の冷たい視線と嘲笑を買ってし
断言できよう。現在、米・ロ両大国を始めとしたい
まったものの、彼の死後、まったく別な一件で、見
くつかの“新・火星探査プロジェクト”が有人・無
事名誉回復をはたしたのである。1930 年、現在ま
人共に 21 世紀前半中を目標に構想されている。
での太陽系最果ての惑星“冥王星”がトンボーによっ
て、このローウェル天文台で発見されたのだ。その
3. オリオンのおねしょう？
発見の手掛かりをつくったのもローウェル本人。冥
日本では冬の星座の王者オリオンが夜 8 時頃、真
王星のすぐ内側をまわる海王星のふらつき現象か
南の空高々とそびえ立つが、ここバリでは天頂に左
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足に輝く輝星リゲルを引っかけて、北の空に逆立ち
している。リゲルがバリ島の真上を通過することは
以前本誌にて述べたが、リゲルのすぐ西側から、3
等星以下のいささか物静かな星々がくねくねと大き
く蛇行しながら南の空へと下って行く様子を見てと
れるだろう。これが天界の大河エリダヌス。東京辺
りだと 2/3 ほどのところで南の地平線に隠れてしま
うが、実はこの“デッド・ゾーン”にこそ、全天第
10 位の輝星アケルナルが潜んでいる。（九州南部以
南では、地平線ギリギリにその姿を見てとれる。）
エリダヌス川とは、太陽神アポロンの子ファエト
ンが、父の乗り物である“太陽の車”をイタズラし
て暴走させたがため、天界も地上も“火の海”と化

日づつ寿命を延ばして“不死身の身体”の持ち主
……！？
ところでこのカノープスが輝く一帯は、その昔、
全天で最大星座を誇った「アルゴ座」があった場所。
アルゴとは、ギリシャ神話に登場する有名な大船の
名前。その冒険物語の顛末は次号に譲るとして、古
代ギリシャ時代から続いていた大変由緒ある星座に
も関わらず、“星座戦国時代”に粗製濫造された他
の“三流星座”同様、残念ながら現存していない。
あまりにデカ過ぎたため多々不都合が生じ、いまで
は船のパーツにバラされてしまったのである。その
新しい星座名とは、とも , ほ , らしんばん , りゅう
こつの 4 星座。なんとも味気ない話ではないか。カ

してしまい、事態を見かねた大神ゼウスが、遂に雷
ノープスは、りゅうこつ座に輝いている。
をもって太陽の車を打ち砕き、哀れファエトンはエ
ところで、アケルナルとカノープスを結んだ線の
リダヌス川に墜落し、若き命を落としてしまう。
ほぼ中間に、何やらモヤモヤと雲状の光の固まりが
ところで、この大河エリダヌスのすぐ脇に、
“廁星” 見えないだろうか？ これが有名な“大マゼラン雲”
がある。廁とは、つまり Kamar Kecil。その昔、ト （LMC）。またアケルナルからさらに 20°ほどエリ
イレは“天然の水洗トイレ”。大抵、川の上に作ら
ダヌス川の流れに沿って延ばしたところにある小型
れたため、オリオンのすぐ南のこじんまりとしたイ
の雲状天体が“小マゼラン雲”（SMC）。共にすぐ
ビツな四角形を廁の星座として見立てたもの。
お隣の銀河で、我々の銀河系のお伴である。命名は、
また口の悪い方は、エリダヌスの流れを、「オリ
世界一周航海を成し遂げたマゼランの航海記録に記
オンが“お漏らし”した布団のシミ跡だ！」などと
されていたことから、彼の名が付されたものである。
いうが、これが本当ならば、力自慢の暴れん坊猟師
LMC は現在「かじき座」と「テーブルさん座」に、
オリオンに、親しみが湧いて来るではないか。
SMC は「きょしちょう座」に属するが、現行星座
この廁星、正式な星座名は「うさぎ座」。その南は、 が確定するまでは星雲自体をクモの姿に見て、各々
“ノアの大洪水”物語でオリーブの若葉をくわえて 「おおぐも座」と「こぐも座」と呼んでいた。
生還した鳩がモデルの「はと座」。さらに南側に、とっ
大マゼラン雲内には 1987 年 2 月、約 400 年ぶり
ても明るい星が見つかるが、これがおおいぬ座のシ
に“超新星”が現れたことで話題となった。超新星
リウスに次ぐ全天第 2 の輝星カノープス。
とは星の誕生ではなく、星が一生を終えるときの大
日本からではこれまた愛想のない星で、福島県以
爆発現象。現在は、その爆発痕がリング状に拡がっ
北では年間を通じてまったく姿を見せることがな
ていることが最近の研究で明らかになっている。
い。東京近辺では、オリオンが南中して間もなく後
を追うように南中するものの、南中高度もわずかに
2 〜 3°と低く、地面に顔を出している時間も極め
て
短い。Bintang Malas という意味で“ものぐさ星”
の別名がある。何分この星を宮中からながめられた
ことをきっかけに、元号を変えてしまったという
史実があるほど。中国でも一部の地域を除けば状況
はほとんど同様。そのためか「この星を見ることが
できれば 75 日長生きできる」と考え“南極老人星”
と呼び、たいそう喜んだ。とにかく、たいそう縁起
の良い星とされている訳だが、もし本当にこの星に
“延命効果”があるならば、バリの人々とは毎晩 75
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ブラックマジック
柴田
ぼくは、一度だけウブドゥ村でブラックマジック
の噂を聞いた事があります。

雄一郎

るとは思いもよらないでしょう。そんな具合ですか
ら、僕たちツーリストも、そうとは知らずに葬儀に
参列している事になるのですが、彼らバリニーズに

バリは一年中祭が途絶える事がありません。一か

とっても僕たちのような招かれざる参列者を、それ

月もいれば、必ずどこかでジャランカキ（儀礼の

ほど嫌がっているといった様子もなく、それこそ

行列）に出会います。どこからともなく、多いとき

「ほーら、よく燃えてるねー」と声をかけられ、反

には数百、数千の人の列が湧き出るようにやって来

応に困り心の中でお題目を唱えつつ苦笑する様な事

ます。初めのうちは、偶然、散歩の途中に道で出会

さえありそうです。

う事が多いのですが、しばらくバリにいると空気の
ざわめきみたいなものがわいてくるような予感がし

でも、あの葬式だけは、どうも見物する気にはな
れなかったのです。

て、その方角に行くと出会えるようになります。そ

その葬式のジャランカキは、常夏のバリにはめず

の祭の中でも、特に盛大なのが葬式だったりするの

らしい肌寒い雨の中を重い空気をつれてやってきま

です。それと知らずに葬式のジャランカキに出会う

した。いつも見慣れた、熱帯の極彩色の町の風景を

と、何やら日本のミコシのようなものや山車の様な

モノクロームのグレーな空気と一緒に通り過ぎて行

ものも出てきて、一緒に騒ぎたくなるぐらいの賑や

きました。いつものぼくならその行列の終点で行わ

かさです。ミコシのようなものは、ランブーと言っ

れるちょっと陽気な葬儀に参列するところですが、

て、牛や得体の知れない獣を形どった、子供の体だっ

その行列の持つ空気の重さは、人をよせつけない空

たら乗っかれてしまうほどの巨大なものです。この

気のバリアーにおおわれているようでした。それで

ランブーの中に故人の亡骸を入れて盛大に燃やし、

も数人のいわゆるツーリストはぞろぞろとその行方

その灰は海に流します。バリの火葬儀礼の特徴は、

を追っていましたが、雨は急に大降りとなり、風も

人はその死後、火、風、土、水といった自然の中に

強くなって、あの後を追って行ったツーリストはず

人間が生まれたという事を儀礼の中で劇的に演じて

ぶ濡れになったでしょう。そして 2 〜 3 日が過ぎて

いるようでもあります。僕たちの体は、火や、風や、

も、ぼくにはどうもあのモノクロームの空気が気に

土や、水といった自然の恵みからなっている。

なっていました。

火は、僕たちの体温。風は、僕たちの呼吸。土は、

それから 1 週間ほどして、ぼくよりずっと以前に

僕たちの食べる穀物を育て、水は僕たちを潤す。僕

来て踊りを習っていた日本人女性と話をしているう

たちはそこに帰って行き、そこから生まれてくる。

ちに例の葬式の話が持ち上がったのです。「あなた

葬式というドラマのなかで人々は、自然と共にあ

知らなかったの？あの人ブラックマジックにやられ

る営みを再認識するのでしょう。そんなドラマチッ

たのよ。」彼女によれば、村人の間では、暗黙のう

クな葬式を囲む人々は、一部の人々（故人に近い遺

ちにあの死はブラックマジックによるものだという

族）を除いて、これが葬式だとすると、どう見ても

事になっているらしいのです。それは、単なる噂と

不謹慎だと思えるくらい陽気なのです。ランブーの

してではなく、彼らの中では当然のように語られて

中の屍が、猛烈な火によって次第にあぶりだされ、

いるというのです。それを聞いたとき、あのときの

その足のあたりから肉汁が滴り落ちるまで、いわゆ

モノクロームの重い空気がよみがえり、その空気が

る、見物客 ( ツーリスト）には、それがお葬式であ

ぼくの網膜に張り付いて見るものすべてを灰色に変
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えて行くようでした。ですから、あの異様な空気が、

みられますが、チャロナランとは、｢ ブラックマジッ

ブラックマジックだというのには十分な説得力が

クを使う魔女」という意味で、またランダはバナス

あったのです。それでもぼくは、その話を恐る恐る

パティー（ジャングルにすむもの）であり、死の神

聞いてみました。

ドゥルガの化身であるともいわれています。実際に

亡くなったのは、ウブド村で、少なくとも数カ月

ランダを見た人なら、あのものすごい風貌が目に焼

前までは幸せの絶頂にあった夫婦の夫だったそうで

き付いているでしょう。目玉が飛び出し、髪の毛は

す。彼は、若くしてウブド村のカセットテープ店の

バサバサで伸び放題、爪も牙のようにとがって伸び

店長になりまた、同時に若くて美しい妻も手に入れ

放題。このイメージは世界中の魔女のイメージと重

た誰もがうらやむラッキーガイでした。しかし、こ

なります。伸び放題の爪や髪の毛が意味するのは、

のうらやむという事は、その延長線上に必ず妬みを

人間の理性に反して増殖する生殖力（= 女性の持つ

生じるのです。そして、その妬みはブラックマジッ

生殖力）への恐れを現しているといわれています。

クを生む原動力になるのです。それがブラックマ

人間の理性がコントロールすることの出来ないもの

ジックによる死だとささやかれるようになった理由

への恐れ、心の中にある闇の部分への恐怖がブラッ

の一つに、病気になってから死に至るまでが異様に

クマジックのエネルギーなのです。その破壊的なエ

早かった事。彼がデンパサールの病院に入院してか

ネルギーを呼び覚す感情が「ねたみ ｣ や ｢ 嫉妬」な

らその原因もわからぬままに様態は急激に悪化し死

のです。かつては祭の中で心の中の闇の感情や、恐

に至ったという事と、それにも増して奇妙なのは、

怖をランダに託してトランス状態になり、その感情

彼が生死の境を行ったり来たりしているちょうどそ

をカタルシス ( 浄化）していたのです。そして、ラ

の頃、ウブド村の彼の家の裏庭の 3 本の椰子のてっ

ンダの持つ破壊的なエネルギーは、浄化され、創造

ぺんが燃えていたという事なのです。燃えていると

のエネルギーに転化されるのです。それは母の持つ

ころを見たという人は一人もいないのですが、彼が

母性のような抱擁力となって、今度は人々を守るの

冷たくなってデンパサールの病院から帰ってくる

です。とはいっても、ここ数十年村人がトランスに

と、彼の家の裏庭にある 3 本の背の高い椰子の木の

至るようなチャロナランは、いくら祭の多いこの村

てっぺんが炭のようになるまで焦げていたといいま

でも見かけなくなったといいます。だからといって

す。それは誰が、いったい何の目的でやったのか？

人々の心から ｢ 妬み」や ｢ 嫉妬」の感情が消えたと

村人によれば、それは間違いなくブラックマジック

いうわけではありません。むしろ、いままでとは違っ

の仕業だというのです。

た形で現れ始めたのです。外国からの観光客の急増

バリにはチャロナランと呼ばれる古くから伝わる

によって生まれた貧富の差が新たなブラックマジッ

劇があります。実際のストーリーは、祭のときなど

クを呼び覚したのです。カセットテープ店の店長の

に演じられる場合 4 〜 5 時間にも及ぶ長いものです

死は、その象徴的な出来事だったといえるでしょう。

が、観光客用にダイジェスト版になったバロンとラ
ンダの戦いは、バリを訪れた事のある人は一度は目

観光化が進み、近代が流入しても人々の心に闇の
部分がある限り、マジックは生き続けるのです。

にするでしょう。そのランダというのがブラックマ
ジックの象徴なのです。ランダの出てくるチャロナ
ラン劇は島の地域によって多少ストーリーに違いが
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Toko ◇ BEST 店

hare om

15 年前、この美しいバリを愛して、ここに住みつ
いたひとりのドイツ人男性がいました。彼はとり
わけバリの女性達の手で織られるイカット（かす
り）に心ひかれ、自然をモチーフにしてオリジナ
ルの柄をデザインしたりするようになりました。
彼の名はクラウス。気難しそうな、いくぶん白くなりはじめたひげをたくわ

Ubud

Toko2 Sayang

えた顔にはいつも若者のような、やさしい瞳が輝いている、そんな人でした。
おととし、クラウスは亡くなりました。心臓マヒで、彼の愛したこの土地で。
彼は、クリスチャンの葬儀のあと火葬にされ、彼の遺言によって、その灰は
バリの海に流されました。彼の遺志を継いだ人々が、プンゴセカンの彼の工
房の前にイカットの Shop をつくったのが、この Hare om です。そこには
クラウスのスピリットがまだ生きています。美しい布はメートル単位でも購
入でき、その布でつくられたシンプルなシャツも他にはない魅力があります。
ぜひ一度のぞいてみて下さい。

□影武者
● hare om              

Monkey
Forest

P.O. Box95. Pengosekan Ubud Bali / Phone&Fax (0361)975658

お店紹介

Warung ◇ 味な店

BUMBU
UBUD の中心、プリサレン王宮の、JL. SUWETA
をはさんだおむかいにあります。なにげなく凝っ
たインテリアが、あー、インドの風。そう、ここ
は UBUD でも数少ない、インド料理が食べられ
るレストランです。レストランの奥にある、王族
の家族が経営するバンガローの中庭が見え、小さ
な噴水の音がとても涼しげ。実は、要のインド料
理が、ん？こりゃ、ちと本場の味とちがうぞな、
Jl. Suweta

もし、という感じなのですが、なんとなくふんい気がロマンチックだし、
バリ名物のナシ・チャンプールもメニューにあって、それがまたボリュー
ム満点の豪華なものなので、おすすめしちゃいます。暑い昼下がり、食事
をしなくてもちょっとチャパティとチャイで軽くおやつを、とお目当ての
彼 ( 彼女）をさそってみるのも、またいとおかし、の店です。UBUD のド
真中にあって、知る人ぞ知る、BUMBU でした。

Jl.Suweta, ワティラン（集会所）北
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Bumbu ●
集会所

Puri
Saren

私の常宿
Nyoman Karsa Bungalows

Ubud

大西由希
Ubud の王宮から南下し、モンキーフォレストのわきを通り抜けて少
し行くと左手に竹の楽器屋さんがあって、そのとなりがニョマン・カ
ルサ・バンガローです。
おすすめの理由は、

Nyoman
Karsa
Bungakows
              ●

(1) とにかく部屋がキレイで快適なこと。
(2) 静かなロケーションと、よく手入れされた庭がとても気持いいこと。
(3) スタッフがフレンドリーで、それでいてプライバシーを尊重してく

□影武者

Monkey
Forest

れること。
(4) こんなにステキなバンガローなのにお値段はと〜ってもリーズナブ
ルなこと。
どう？なかなかいいでしょ？それぞれつくりのちが
う 6 部屋は全室にホットシャワーとファンがついて
ます。タオル、トイレットペーパー、蚊取線香など
のアメニティーグッズのフォローもバッチリ。
Ubud の宿はどこもそれぞれいいところだけれど、
ここまで揃ってるバンガローはあんましないよ。ぜ
ひ泊まってみて。
Jl.Monkey Forest Timur Ubud 80571-Gianyar Bali
Phone&Fax (0361)975743

Pesan & Kesan

旅人一声

大久保美樹

“Terimakasih!”……1 日に何回この言葉を使ったり聞いたりしているだろう。私の大好きな言葉だ。“あ
りがとう”と訳してしまえば簡単だけれど、よく見るとこの言葉、“Terima”と“Kasih”に分けることがで
きる。“Terima”は受け取ること。“Kasih”は与えること。つまり、何かを受け取りそのお返しに何かを与
えることを通じて、感謝の念を表している言葉なのである。
Ubud にいると、いろいろな事からパワーを受け取ることができる。それは人からだったり土地からだっ
たりするけれど、とにかく力を受け取ることによって、自分の体の中に生き生きしたパワーがみなぎってく
るのがわかる。そして、受け取った分のパワーを自分のエネルギーに変えて、それを外に向かって出す（与
える）事ができる。受け取ることと与えることで物事のバランスがうまく取れ、その循環の輪が自然にくる
くる回っていく。意識しなくても、どんどん自分が正直になれるし、ありのままになれる。毎日元気でいら
れる。自然の流れに従っていくと不思議なこともたくさんおきる。こんなことを体験できてすごく素敵だと
思う。神様や宇宙に対して感謝の気持が湧き上がる。身体じゅうで“Terimakasih!”と言える自分がいる。
日本に帰っても、この力の循環を忘れないでいたい。一度力を手に入れた後で、それを維持するのは大変だ。
でも、惑わず、できるだけシンプルに、自分自身でいられたら、大丈夫かなという気がする。そうすれば、ちゃ
んと世界は回っていくと信じている。
どうしてもダメだったら……その時はまた、Ubud のパワーを受け取りに戻ってこよう。
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Berita Terbaru

その他のニュース
ピーで、エキサイティックなピアノを聞かせてくれまし

■ Chick Corea,Live in Bali!

た。

去る 12 月 6 日、7
日の 両日、KUTA・

100 人ほどのオーディエンスは、おいしいインド料

セミニャックのレスト

理を食べながら、カクテルなんぞも飲みながら、ヤ

ラン、タージ・マハー

ンヤヤンヤの大喝采。

ルにおいて、チック・

Ubud の田舎者日本人も、大満足で帰途についたの

コリアのライブが 催

でした。

されました。 アメリ
カのジャズピアノの
大御所である有名な
チック・コリアが、ま
さか Bali でライブを ?!

それもレストランで？

チ

ケットも
“夜の部・Rp.40,000.”という安さ。
（もちろん、

■ WARTEL( でんわ・FAX サービス）
Padang Tegal に新設 !!
去る 12 月 20 日、 新しく WARTEL - - - - 電 話＆

バリプライスにしてみたら高いけど）ムム…これはあ

FAX サービス ---- が、Padang Tegal のはずれにで

やしい…かも？と Ubud の田舎者日本人は少々疑い

きました。今まで Padang Tegal、Pengosekan 一

気味。

帯の静かな宿をとった人は、UBUD の電話局まで歩

「昔、日本で“美空ひばりショー”なんていって、い

くのがたいへんでしたが、これでとても便利になりま

いかげんなタレントがいいかげんなショーやってたけ

した。営業時間は、朝 8:00 から夜の 12:00。通話

ど、そんなノリじゃないのか？」

料・FAX 通信料は、他の WARTEL とほとんど同じ。

「う〜ん、ジャカルタあたりから来たコメディアンが
“は

場所もココナツ・クリーム・パイのおいしいレストラン、

〜い、チックでーす”
“は〜い、コリアでーす”なん

ベベ・ブンギルのある三叉路に面して建っているの

て出てきたらどうしよう。」

でわかりやすいです。

「あんた、チック・コリアの顔、知ってる？」
「知らないよぉ」「じゃ本物かどうかわかんないじゃ
ん！」
そんな会話を交わしながらおそるおそる観に行った
ライブは……。
そりゃもう、すばらしいものでした。シロウトの私
達でさえ、ビビってしまうテクニックとド迫力。これ
が本物でなくしてなんというのでしょう。ウッドベー
スとサックス、そしてドラムのメンバーも大ノリの演
奏をしてくれました。
チック・コリアさんは、一見フツーのおっちゃんで、
くたびれたバティックのシャツなんか着てましたが、
それがまたフランクな感じで、
とってもなごやかでハッ
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Berita Terbaru

■ Kamar Sutra, Pengosekan に
2 号店 OPEN!
以前にもご紹介した、JL.Monkey Forest のカ
フェワヤンとなりのシルクのお店、Kamar Sutra
の 2 号店が、プンゴセカンの道路ぞいに OPEN
しました。2 号店の方は、シルクのドレス、スカー
フばかりでなく、オーナーのイブ・ディナがみず
から集めたインテリア･ファブリックが最高にセ
ンス、ピカいち。インド麻のベッドカバー、手織
りレースのピロケース、そして何にでも使える、
上等の手描きバティック。一点一点光ってます。
日本のフィガロ誌にも紹介されて、ますますカ
マール・ストラ・ファンは増えるばかり。2 号店
は白壁の 2F 建てで、すぐわかります。超おすすめ。
ぜひ立ち寄って下さい。

■ UBUD から神戸のみなさんへ
その悲しいニュースが UBUD に知れ渡ったのは、
1 月 17 日当日のお昼頃でした。BALI ラジオやテ
レビでさっそく情報が流れ、UBUD 滞在中の関西
地区の日本人の方々はパニックでした。当日中は
日本への電話もたいへん混雑してなかなかつなが
らず、当日、夜 10:00 のワールドニュースで現場
の様子がテレビに写し出された時は、皆、ショッ
クのあまり、ただぼうぜんとするばかり。被害に
あった皆様の無事を祈りながら、翌朝、翌々朝と
バリの新聞、BALI POST の一面に出された写真
と記事を読んで、ますますショック。居酒屋・影
武者では吉田竹也氏寄贈の短波ラジオで、ラジオ
･ジャパンがいつでも聞けるように常備して、情
報入手することができました。UBUD の、バリの
人たちも、心から心配しています。どうか、どう
か、みなさんご無事でありますように。そして被
害がこれ以上、大きくなりませんように。
UBUD から、心をこめて、祈っています。

【年間購読申込み方法】
エアメールで、その旨手紙をください。宛先は「影の
出版会 : 伊藤」、住所は巻末の BALI 本部です。料金は、
3,000 円。おりかえし申込み用紙と送金方法をお知らせ
します。また、お急ぎの方は、郵便振替用紙の通信欄に
年間購読希望と書いて送金してください。振替先口座：
00190-6-573859「影の出版会」です。
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STUDIO
Name

あなたもバリの芸能・芸術にチャレンジ！
Adoress / Tel

Point

Semara Ratih

あのスマラ･ラティのリーダー、アノムそして Jl. Kajeng 25, Ubud
Tel. 96277
アユがコーチしてくれる。宿泊施設有。

ダンス、ミュージック

Puri Agung

プリアタンの王宮でも習えるのだ！
宿泊設備有。

Peliatan

ダンス、ミュージック

Mandara

御存知、ティルタ･サリのご本家。宿泊設備有。 Peliatan

ダンス、ミュージック

Gunung Merta

日本語のできるバパ･イダ･バグース氏が相談 Andon
Tel. 975463
にものってくれる。宿泊設備有。

ダンス、ミュージック

Nata Raja

STSI（芸術大学）出身のワヤン氏は、マルチ Jl. Sugriwa, No.20,
Ubud
･ティーチャー。

ダンス、ミュージック

Wayan Karta

カルタ氏本人はガイドだが、家族はダンサー Jl. Suweta, No.16,
Ubud Tel.975730
･ミュージシャンが粒ぞろい！

ダンス、ミュージック

Sanggar Centil Cili

STSI 出身のメンバーを中心に、スタッフも
Pengosekan, Ubud
やる気満々。気軽に習えます。

ダンス、ワヤン･クリッ

Dewa Berata

あのスマラ･ラティのクンダン（名物男！）奏
者。STSI 出身。お父さんから、4 人の兄弟み Pengosekan, Ubud
んな音楽一家。

ミュージック

Gusti Sana

SANA 氏独特の、カエル百態、ちょっとエッ Pengosekan, Ubud
チなタッチ。とてもやさしい先生。

Budiana

D. ボウィーも持っている、ブディアナ先生の
摩訶不思議な、エロティックなスゴイ絵、あ Jl. Hanoman
なたも描けます。

ペインティング

Lantir

テガスのグヌン・ジャティの巨匠、パパ . ラ Br.Tegas Kanginan
ンティールが秘伝の技を伝えます。
No.53

ミュージック

一度観たら忘れられない、あの Tegas のケ Br.Tegas Kanginan
チャのワイルドマン、リノさんが教えてくれ No.50
ます。トペン、バリス、Bagus です。

ダンス

Rino

ペインティング

Pengumumaan

あなたが見つけた、居心地のいい宿とか、美味しいレス
トランがあったら、是非是非、編集部に教えてください
ねぇ〜！情報はみんなで分かち合いましょう。
それから、なじみの格安航空券の入手先とか、お得なツ
アー情報とか、おいしい話はガンガン提供してください。
待ってまぁ〜す！
UBUD 病テスト 解答

B-6, D-3, G-8, I-7,
J-5, L-2, M-4, N-1

あ、それから、この伝言板のスペースも使ってね。編集
部までハガキや FAX で送ってください。スペースがある
かぎり載せますよぉ〜。今ならかなりの確率で掲載され
ます。（笑） 併せて、記事の内容に関するご意見ご希望
もお寄せくださ〜い！
編集部一同

34

Terima Kasih

発行人：伊藤博史
編集：伊藤博史 ／ Yumi S. ／えりり／堀

祐一

エディトリアルデザイン：菅原恵利子
写真： 堀

祐一 ／ 小原孝博／伊藤博史

カバー絵画：Rianto S.
ロゴデザイン：Hiroko S.
インドネシア語監修：Rianto S.
極楽通信「UBUD」Vol. 7
1995 年 2 月 25 日発行
発行・販売：影の出版会
Hiroshi Ito: d/a Pak Wayan Karta Wigraha
Jl. Suweta No.16,Ubud.  Bali,
80571, Indonesia  tel.(0361)96134

©1995 影の出版会

禁無断掲載

35

影の出版会事務局
● BALI 本部
●日本連絡先

Hiroshi Ito: d/a Pak Wayan Karta Wigraha Jl.Suweta No.16,
Ubud.  Bali, 80571, Indonesia  tel.(0361)96134
〒 106 東京都港区麻布台 3-4-4 Iikura Comfy Homes B-102
ポトマック株式会社内 , tel.03(3583)0801 fax.03(3583)0803

