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年頭のご挨拶
くご

新年明けましておめでとうございます、本年も宜しくお願い申し上げます。
年頭に当たり皆様方のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げますと共に良き歳でありま
すよう願っております。
私はインドネシアに赴任して二年を経過致しました、当地に赴任した当初は言葉や習慣
又食事等に悩まされ気の強い私でありますが少々ホームシックに掛かり大変でしたが住め
ば都の言葉通り現在は第二の故郷の様に思えて参りました、インドネシアの友人も出来又
日本人会の皆様方とのお付き合い等で毎日楽しい生活を送らせて頂いております。
本年度の私の願いは趣味に費やする時間を多く取り魚釣やゴルフを満喫できる時間を作
り楽しみたいと思っております、自称魚釣はプロ級（釣ばか）でありますが成果の方はお
魚に聞いて頂きたいと思います、船釣及びトローリングの道具を鋭在製作中で有ります。
皆様方も興味の有る方はご一報下さい一緒に楽しもうではありませんか。
1999年元旦
北スラウェシ日本人会 会長 前 田 良 昭

これだけはしっておきたいインドネシア
（1）インドネシア共和国は西はサバン（スマトラ島）から東はメラウケ（イリアン．ジ
ヤヤ）に至る約51，000ｋｍの世界最大の群島国家である。
地理的には北緯6度から南緯11度、東経95度から東経141度に位置している。
総面積は約192万ｋｍ2（日本の約5，5倍の広さ）大小合わせて13，667の島
々からなり、約3，500の島々に住民が居住している。
インドネシアは火山地帯であり、全土に128の火山があり、その内78が活火山
である。
（2）インドネシア共和国の歴史は（1）ヒンズー教文明時代（2）イスラム教文明時代
（3）オランダの統治時代（4）日本の占領とインドネシアの独立時代（5）スカ
ルノ時代（6）スハルト時代の6期に大別する事が出来る。
（3）日本軍の占領とインドネシアの独立
1941年12月、太平洋戦争勃発、日本とオランダは戦争状態に突入。
1942年 3月、首都バクビア（現ジャカルタ）を日本軍が攻略。
1944年 9月、禁止されていたインドネシア国旗と国家が解禁される。
1945年

8月、インドネシア独立準備委員会発足を決定、同年8月15日、日
本の無条件降伏、同年8月17日午前10時インドネシア共和
国の独立を宣言し、オランダの主権復帰を拒否する。
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インドネシア共和国南北スラウェシ医療従事者訓練センター

も

インドネシア共和国南北スラウェシ医療従事者訓練センター建設計画
ＴｈｅＰｒｑｊｅｃｔｈｒＴｈｅＣｏｎｓｔｒｕＣｔｉｏｎｏｆＨｅａｌｔｈＭａｎｐｏｗｅｒＴｒａｉｍｉｇＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ
ｉｎ Ｎｏｒｔｈ Ｓｕｌａｗｅｓｉ ａｎｄＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｈｅａｌｔｈ ＭａｎｐｏｗｅｒＴｒａｉｍｉｇ
ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｉｎＳｏｕｔｈＳｕｌａｗｅｓｉｉｎｔｈｅＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆＩｎｄｏｎｅｓｉａ

パシフィック コンサルタントインターナショナル
現場常駐監理責任者 牛崎英次郎
初めに、皆さんは01）Ａという吉葉をご存知でしょうか。更に無償資金協力という言葉をお聞きでし
ょうか。このプロジェクトのご紹介前にこれ等のことを概略ご説明致します。

辿ヒ政府開発援助（ＯｍｃｉａｌＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＡｓｓｉｓｔａｎｃｅ）

定義①政府または政府の実施機関により、開発途上国または国際機関に供与されるものであ
ること。
②開発途上国の経済開発と福祉の向上に寄与することを主な目的としていること。
③資金協力については、グラント・エレメント（＊）が25％以上であること。
（＊・）援助条件の緩やかさを示す指標
形態Ｉ

二国間贈与

Ⅱ 二国間政府貸与
Ⅲ 国際機関への出資・拠出（他国間援助）

上記形態Ｉの二国間贈与は以下の二点に分けられます
ィ、技術協力（開発途上国に技術移転を行うもの）
ロ∴無償資金協力（返済義務を課さない資金を供与するもの）
無償資金協力は、学校、病院、研究所などの施設の建設、教育訓練教材や医療機材
などの資機材の調達、債務救済などに必要な資金を供与するもので その内容に応じ
毎

一て1．一般無償援助、2．水産無償援助、3．災害緊急援助、4．文化無償援助、5．食糧
援助、6．食栂増産援助に分類されます。
それでは本層のこのプロジェクトの概要についてご案内致します。
Ａ、プロジェクトの目的
インドネシア共和国では、急激な経済成長の一方で、社会福祉、保険医療等の社会インフラ分野
の立ち遅れが生じており、地域間或いは階層間における保健医療事情の格差が拡大しつつありま
す。このような問題の改善のため、日本は特にスラウェシ地域における地域保健医療システムの強
化支嶺として、保蝕医療技術者のための訓練センターの施設の拡充及び機材の調達を行う目的
で、日本の無償資金協力により実施されております。

も

Ｂ、概 要
施．

主：インドネシア共和国 保健省

コシサルタント：パシフィックコンサルタントイシターナショナル

建 設 業者：飛島建設株式会社
建

設

地：北スラウＪシ州

マナード市マララヤン地区

南スラクエシ州 ウジュンパンダン市アンタンラヤ地区

建
規

設期

間：1998年4月29日〜1999年3月15日

模：マナード3，760ｍで鉄筋コンクリート造3階建一部平屋建
管理・訓練棟、宿舎棟（40室、80名）、食堂棟、講堂棟（108名）、その他
ウジュンパンダン1，700ｎｆ鉄筋コンクリート造2階建及び平屋建
宿舎棟（20室、40名）、講堂棟（216名）

Ｃ、建設事情
建物のデザインコンセプトは、インドネシアの風土・文化、医療訓練施設としての特殊性を考慮する
と共に、既存施設との調和、自然環境にも配慮した、21世紀に向けた新しい訓練施設の創造を目
指しております。
このコンセプトによる設計図に基づいて工事を進めておりますが、このマナードで調達出来る建設
資材はコンクリート位で、殆どをジャワ島より、物によっては第三国（日本を含めて）よりの調達に頼
らざるを得ない状況です。更に、労務者もこの地方の人たちは高度な技術を要求される建設に習
熟しておらず、多くはジャワ島より雇用しなければならない状態です。
雇用関係で言えば、この不況下でマナードで800人！日、ウジュンパンパンダンで500人！日を雇用
している貢献度も、日本の無償資金協力の賜物と考えます。
日本の一般無償案件は単年度決算であることから、会計年度内一年限りの工事期間となっており
ます。建酸開始が4月未で完成引き渡しが翌年の3月末でありますが、建設開始時にこの国の歴
史の転換点とも言える騒動に遭遇し、その影響を諸に受け、実質10ケ月の短期間になってしまい
ました。また、本年はエルニーニョ現象の反対で、工事開始以降多降雨に悩まされ、工事進捗の
足を引っ張られております。
併し乍ら、工事は日本の建設業者の請負であり、工期内完成と良好な品質を求められており、目
標達成のため、建設業者は朝7：30分の始業から夜の12時まで懸命の努力を重ねております。
皆さん、一度建設現場を訪問されては如何でしょうか。

亀

以上

緊急特別企画
国際結婚完全マニュアル（インドネシア編）
内田 思茂

軋けい月仙山、川仙川割…㈲° 押ノｌｒ裕一さんが、Ｍ〃亜のりの
教会にて、ガＪ￣Ｃ普く結婚きれました。
そのことを祝して、今回は穀食調1腑膣化して結婚完全マニュアルを皆様ｌｒ
ご紹介いたし身上
Ｊ・瑚売き、ＩＬ必要甘臥ｒｌＩ・随意事項などけ1㌢ペてを完全納催しました．，
∴れかちインドネシアで結婚在ｒ′建されている方んの参考にしていただけた
ら辛いです．
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外国籍者とインドネシア国籍者間の婚姻について（インドネシア側）

Ｉ．手続き

1．外国籍者とインドネシア国籍者双方の宗教が同一である場合、
ａ．イスラム教徒は、宗教省宗教事務所（ＫＡＮＴＯＲ ＵＲＵＳＡＮ ＡＧＡＭＡ）
係官立会いの下、
ｂ．キリスト．（プロテスタント及びカトリック）教徒は教会（ＧＥＲＥＪＡ）で、

Ｃ．仏教徒は仏寺（ＶＩＨＡＲＡ）で、
ｄ．ヒンドゥー教徒はヒンドゥー聖職者（ｎｌＮＤＩＴＡ）立会いの下、

それぞれ婚姻を締結し、その後、民事登記所（ＣＡＴＡＴＡＮ ＳＩＰＩＬ）で登記を行う。

民事登記所で婚姻登記を行うに際しては、男女双方から立会い人各1名が必要。

2．外国籍者とインドネシア国籍者が宗教を異にしたまま婚姻しようとする場合には、
上記ａ〜ｄに代えて婚姻地を管轄する地方裁判所の許可を取得し、民事登記所で

登記を行う。

Ⅱ．必要書類
1．ａ〜ｄ共通

ｉ．婚姻用件具備証明書1通（外国籍者のみ）。
正．写真（ａ〜ｄによってサイズ、枚数は異なる）。

2．民事登記所
ｉ．上記ａ，ｂ，Ｃ，ｄいずれか発行の婚姻証明書（又は、地方裁判所の許可書）。

迫．出生証明書。

罠．有効な旅券のコピー（外国籍者のみ）。

ｋ．婚姻用件具備証明書（外国籍者のみ）。
Ｖ．写真（6×4ｃｍ）各人3枚。

崩．納税証明書（外国籍者のみ）。
壷．労働局からの許可書（外国籍者のみ）。
Ⅴ乱 会社からの仕事をしているという証明書。

反．改宗証明書
3．州警察（ＰＯＬＩＳＩ ＤＡＥＲＡＨ）

ｉ．有効な旅券のコピー（外国籍者のみ）。

丘．出生証明書。

嵐．未婚証明書。

Ⅲ．注意事項
1．婚姻を目的にインドネシアに入国する外国籍者は無査証ではなく、短期訪問査証
（ＶＩＳＡ ＫＵＮＪＵＮＧＡＮ ＳＯＳＩＡｌ，ＢＵＤＡＹＡ）を取得しなければならない。

2．上記の手続き及び必要書類は外国籍者が男女いずれであっても共通。
し

外国籍者とインドネシア国籍者間の婚姻について（日本側）

Ｉ．手続き

1．在ウジュン・パンダン日本国総領事館に連絡し、婚姻証明書発給申請書を
請求する。

2．日本から戸籍謄本か抄本をとりよせる。
3．必要書類がすべてそろえ在ウジュン・パンダン日本国総領事館に提出。

Ⅱ．必要書類
1．日本人夫又は妻が従前の本籍地と同じところに新本籍を設けるとき
ｉ．届

書

2通．

正．戸籍謄本（抄本）

2通

嵐．婚姻証明書（挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法方式による婚姻のと
き。以下同じ） 2通

お．同和訳文

2通

Ⅴ．国籍を証明する書面

2通

壷．同和訳文

2通

壷．出生証明書（外国籍者のみ）1通
涼．同和訳文 （外国裔者のみ） 1通

2．日本人夫又は妻が従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設けるとき
ｉ．届 書

3通

辻．戸籍謄本（抄本）

2通

通．婚姻証明書（挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法方式による婚姻のと
き。以下同じ） 3通

料．同和訳文

3通

Ｖ．国籍を証明する書面

3通

萌．同和訳文

3通

壷．出生証明書

1通

Ⅴ軋 同和訳文

1通

．

∴・．こ

∴￣・Ｊ、

押川裕一さん（27歳）とメイスク・タロレ／ＭｅｉｓｋｅＴａｒｏｒｅｈさん（24歳）が
11月25日、マナドの教会にて永遠の愛を誓い、同日ＮＯＶＯＴＥＬにて
華燭の典を挙げられました。
新婦はトモホン近郊のピナラス／Ｐｉｎａｒａｓ町出身です。
お二人の運命的な出会いはマナドのスーパーマーケット、ＧＥＲＡＥＬにて。
レジの手伝いをしていたメイスクさんと食糧の買い出しに来ていた押川
さんが出会ったその時、お互いに一目惚れしたそうです。
新婚の押川さんは現在公私共に超多忙なため、残念ながら今回はご本人
からの寄稿を頂くことはできませんでしたが、次号には結婚式の様子など
を綴ってもらえるよう確約を取り得ております。ご期待下さい 【編集部】
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スラウェシの珍獣
ＪＩＩ井

雄二

1．ウオーレス線とウェーバー線
ロンポク海峡を挟んだバリ島とロンポク島はわずか50キロの距離にあるにもかかわらず、その自然
条件は大きく異なり、生息する動植物を分かつ明臆な境界となっている。
この境界線はロンポク海峡から北上し、カリマンタンとスラウェシ島の問のマカッサル海峡を通り、
ミンダナオ島の南を抜ける。この生物地理学上の線をウオーレス線と呼ぶ。
アルフレッド・ラッセル・ウオーレスの種の起源と分布の研究はダーウィンに大きな影響を与え、
戸越の起猟Ｊの理論的基礎となった。
ウオーレス線の西地帯、スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島は実際にはアジア大陸の一部であり、
現在は「一時的に」本土から切り離されて畠となっているにすぎない。大陸系の動物はこの地方を自由
に往来できたが、大部分は深い海溝があるウオーレス線を東に越えることができなかった。
後の研究によりこの線は東へ移動しウェーバー線として知られるようになったが、その原理は同じで
ある。オーストラリアとニューギニア畠は実腺には一つの大陸と考えられる。そして大部分の動物たち
は深い海漁があるウェーバー線を西に越えることができなかった。

このウオーレス線とウェーバー線の間にある地域にはスラウェシ島、マルク諸島、ヌサトゥンガラ諸
島などが位置する。これらの島々は本土と地質学的結びつきを持っておらず、島と烏との問の海は非常
に深いのでこれらの島々が本土と陸続きであったとは絶対に有り得ないし、島同士が続いていたことも
なかったと考えられる。
これらの島々は世界中でも地質学的にきわめて不安定な地域の一つとされ、畠をつくる火山活動及び、
地殻活動と、島の近くに横たわる深い海鵜との間には明らかに何らかの関係があり、多くの理論が提出
されている。
この地域は世界でも有数の蝶の産地で、特異な型の固有種が多い。スラウェシ島にはセレベスアオス
ジアゲハ（ＧｒａｐｈｉｕＪｎｌｉｌｏｎ）やカサシシロチョウ（Ｄｅｌｉｓ）などが、蝶愛好家垂艇の的である世界最大で
最美といわれるトリバネアゲハ（Ｏｒｎｉｔｈｏｐｔｅｒａ）もセラム島などに生息する。
ダーウィンとウオーレスがはじめて種の起源を説明する法則を世界に認識させて以来、島の動物相の
分布状態を説明する多くの理論が出された。
古生物学者ジョージ・ゲイロード・シンプソンが提出したＦフィルダーブリッジｊはこれらの理論の
中で最も説得力に富んだ一つの理論であり、東南アジアはその理論を実証する理想的な場所である。
しかし、ウオーレス線とウェーバー線の間にある地域にはこのフィルダーブリッジの概念が適用されず、
シンプソンはｒスウィープーク路ｊという理論で動植物がアジア本土から島々に渡った方法を説明した。
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2．畠に住む動物
島に住む哺乳類は、しばしば本土に住む近縁種よりも小さい。
その理由は、小さな島で動物が餌をあさったり、歩き回ったり
するのに有利であるように適応した結果であると信じられている。
熱帯アジア大陸に広く見られるＦ水牛Ｊ（上図）は扁高がほぼ
1，8メートルである。 スラウェシ島だけに生息する女委小水牛で
あるＦアノアｊ（下図）は世界中の野性牛の中で最も小型で、
扁高は90ｃｍしかなく、本土の水牛の半分位の大きさである。
かつてはスラウェシ島にはアジアゾウのほぼ半分の大きさの
ｒコビトゾウ』が生息していたが絶滅した。

3．タルシウス（ＴＡＲＳＩＵＳ）［メガネサル］
霊長日原猿亜Ｈメガネザル科。世界で最も小さい猿の一つである。
学術名はＦＴａｒｓｉｕｓＳｒ紀Ｃｔｒｕｎｊ
タルシウスはこの他、フィリピンに生息するＴａｒｓｉｕｓＳｙｒｉｃｈｔａ
（ミンダナオ・メガネサル）及び カリマンタンとスラウェシに生息するＴａｒｃｉｕｓＢａｎｃ？ｎｕＳの2種頬
があるが、この北スラウェシのＴａｎｇｋｏｋｏＢａｔｕａｎｇｕｓ森林公園内にのみ生息する ＴａｒｓｌｕＳＳｐｅｃｔｒｕ皿
が最小である。ＴａｒＳｉｕｓ の語源は、ＦＴａｒｓｕｓ（足根骨）』である0
インドネシア語では、ＦＴａｎ承ａｓｉｊ Ｆ恥ｓｉｎｄなどと呼ばれる。
体長は約13Ｃ皿程だが尾が20ｃｍもあり、この長い尾でバランスをとり数メートルも跳ぶ。
長い指は手足とも5本ずつあり、毛が生えていない。指の先は吸盤状になっており、垂直な幹でもとり
つける。
前方20ｍはど先のしか見ることができず、また目は左右には動かない。左右を見るためには頭ごと動
かさなければならない。臭と同・じように首を左右に180度回転させることができる。
夜行性で、昼間は木陰でじっとしており、夜になると昆虫を食べるため活動する。
かつて、人々はタルシウスは臭（幽霊鳥）が変化したものだと恩い、『幽霊猿』と呼んで恐れた。
タルシウスを目にしてしまった者には不幸が訪れると信じられ、それを逃れるためには3日間家の中に
龍らなければならないとされた。英語でもタルシウスは、別名ＦＳｐｅｃｔｏｒＬｅｍｕｒ（幽霊狐猿）』という。

タルシウスと並んで世界で最も小さい猿と言われるのは下記の2種類である。
①コビトキツネザル 【キツネザル料】マダカスクルに生息。夜行性。
②ピグミーマーモセット 【キヌサル科】南米に生息。
体長16ｃｍ、尾の長さ18ｃｍ、体重85ｇ。誕生時には15ｇしかない。大きな豆位の大きさで拡大鏡
を使わないと見えないほど。それでも1年で大人になり、2年目には子供を生むことが出来る。
樹液や昆虫が食べ物。特に螺を好む。
タルシウスやコビトキツネザルはｒ原追放」に属する。原独蛾は外見がネズミやリスなどに似ている
ものが多い。かぎ状の爪や突き出した鼻など、ヒトやニホンザルなどのｒ新猿類ｊが進化の過程で失っ
た原始的な特徴を残す。「物をつかむために親指と他の指が向き合っている」という新猿現と共通の性
質ももっている。多くは樹上で暮らす。猿頬は朗の秋皮割合が大きいほど進化が進んでいる。
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スラウェシ島にだけ生息する猿、『スラウェシマカク』がいる。これは、クルザル、ゴロンタロサル、
ヘックザル、トンケアンザル、ブーツザル、ムーアザル、プトンザルの7種に分類される。それぞれ
毛の生え方や色、尻だこの形や色、顔の形など外見はかなり違う。
京大霊長類研究所（愛知県犬山市）では竹中修教授（分子生物学）、渡辺邦夫助手（生態学）を中心
にこのスラウェシマカクの研究に取り組んでいる。
4．マレ幻￣

（ＭＡＬＥＯ）

学術名：1ａｃｒｏｃｅｐｈａｌｏｎｌａｌｅｏ。 鶏の庵に属する。スラウェシ島のみに生息する。

体長は境の先から尾まで約60Ｃ恥体重があるのであまり飛ぶことはできない。オスとメスの色、形は
ほぼ同じで大きさで区別する。（オスの方が大きい）
オスとメスは普段は別々に暮らしているが、産卵時籾になるとっがいになる。
砂地に約1ｍの深さの穴を掘り卵を産む。オスは穴を掘る手伝いをする。産卵後、卵の上に小枝や落葉
で保護した後、砂をかけて穴を埋める。産卵地は火山地帯か温泉地の周辺で、地下熟で卵が暖められる。
頭の上にある冠は温度測定機能を持ち、適温の砂地を探す。
産卵後、69〜72日で帰化する。雛は2−12時間かけて独力で地上に出、走って近くの薮の中に入る。
その後も規烏の保護を必要としない。1年間通して産卵するが、一番多いのは11月から1月にかけてで
ある。産卵後、メスは死んだようになり、約2週間休息する。
卵の大きさは鶏卵の約5倍で、赤い斑点がある。マレオの餌は、約25種規の頚、若芽、木の実、果実
などである。マレオやその卵は非常に美味なので濫推されたため、1977年政府の保誰動物に指定された
が、依然として密猟者が絶えない。

Ｔｄｕ′〃ｕＪｅｏ ｂｅ50ｒｎｙＱ ｔｌ〃ｕＪくｄＩｌＰｈｒ（ｌＵ（附し

マレオの卵（左）と普通の鶏卵（右）

ヱ3

紺摘踊紺腑喝．湖適

謂ｍ用的臓謝相川縄葉餞

琴義⁚・⁚Ｈｎい

塁間瑚語ｌ吋・

憫鯛鍼研寅舅ハ㌫⁚桓両

招請璧華詔担帯鰻醗璃
賢雑拍滴絹棋議埠

コモンツ′1イ

熟脚

現存霊長頬の生息地と類縁 関係

1998年10月19日、ジャカルタのタマン・ミニ（Ｔａ皿ａｎＸｉｎｉＩｎｄｏｎｅｓｉａＩｎｄａｈ−ＴＭＩＩ）の烏園で、
一羽のマレオの雛が婚化した。
飼育されているマレオが産卵し、その卵が絆化したのは、これが最初のケースである。
これは1995年2月22日、中部スラウェシ州政府より寄贈された1歳のマレオのつがいによるものである。
マレオの檻の中には、深さ80ｃｍの砂場が設けられた。砂場の下にはパイプが配管され、47度の湯が巡回
し、砂の温度が30度に保たれている。

5．アノ ア

ＡＮＯＡ

学術名：ＡＪｍ Ｄｅｐｒｅｓｓｉｃｏｒｎｉｓ。コビトウシ。

身長（高さ）80−100ｃｍ。体長（鼻の先から尾まで）160ｃｍ。
偶蹄類で、蹄は4つに分かれている。各足に前を向いた2つの蹄があり、やや上方にもう2つの蹄が
ある。上方の蹄は地面には触れない。体毛は黒ずんだ茶色。他の牛や水牛と同じように草食性。
野性のアノアの生態を観察するのは非常に困難である。人間の匂いを嘆ぐと逃げるか逆に襲いかかっ
てくる。その角で死傷した者も多い。アノアの皮や角、肉などを目的に渡接されたため、政府の保護動
物に指定された。
スラウェシ北部から東南部にかけて生息し、東南スラウェシ州では州のマスコットとなっており、州
の紋章の中にデザインされるほどである。
アノアは低地に生息するものと山岳部に生息するものの2種類に大別することができる。フィリピン
にもＢｕｂａｌｕｓ Ａｎｏａｌｉｄｏｒｅｚｎｓｉｓという似たような牛がいるが、アノアよりも大型で、水浴びをしないこ
とが異なる。
牛と同様、1回に産むのは1頭だけ。妊娠期間は10ヵ月間である。母親には奇妙な性質があり、産ま
れた子が雌の場合、母乳を与えないことがある。これがアノアが繁殖しない最大の理由である。

東南スラウェシ州の紋章

6．ノヾビ・ルサ

（ＢＡＢＩ ＲＵＳＡ）

学術名：ＢａｂｙｒｏｕｓａＢａｂｙｒｕＳＳａＣｅｌｅｂｎｓｉｓ。猪の一種。体長110ｃｍ、体重100ｋｇ。豚より小さく足が

長い。一番の特徴は4本の牙である。一見鹿の角の様に見えるので、パビ・ルサ（鹿豚）と呼ばれる。
この稀産種の上側の牙は鼻の上皮を貫いて額までそり返り．、43ｃｍにもなることがある。初期の博物学者
たちは、この曲がった牙は疲れた時に頭を休ませるため、枝に掛ける「カギ」の役目をすると信じてい
た。しかし雌には牙がなく、ただのコプになっているところから、おそらく性的な意味をもつ装飾物で
あると考えられる。かつてバビ・ルサの牙は魔除けとして信じられていたため乱獲された。
アノアと同じく偶体蹄類で、蹄は4つに分かれている。バビ・ルサは川や湖の近くに住む。泳ぎが得意
で、走るのも速い。昼間は寝て、夜間食物を探しに活動する。1回の出産で2頭の子供を産む。妊娠期
間は125日〜150日間。寿命は約10年。
バビ・ルサは本来スラウェシ島のみに住む珍種だが、
下記の島々にも一部生息する。（学術名）
①Ｔｏｇｉａｎ諸島（ＢａｂｙｒｏｕｓｓａＢａｂｙｒｕＳＳａＴｏｇｅａｎｅｎｓｉｓ）
②Ｓｕｌａ諸島 （ＢａｂｙｒｏｕｓｓａＢａｂｙｒｕｓｓａＦｒｏｓｔｉ）
③Ｂｕｒｕ島

（ＢａｂｙｒｏｕｓｓａＢａｂｙｒｕｓｓａＢａｂｉｒｕＳａ）

いずれもウオーレス線とウェーバー線の間にある地域で
ある。バビ・ルサは海を泳いでこれらの島々に渡ったと
考えられている。
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「国際交派基金」のご紹介
ＩＫＩＰ ＭＡＮＡＤＯ（マナド教育大学）

村上かおり

現在マナドには2人の日本人、泉田及び村上がｒ国際交流基金（ＴｈｅＪａｐａｎ
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）」より派遣され、共に日本語教育に携わっている。そこで今回は、
北スラウェシ日本人会の皆様がきっと常々疑問に思っていらっしゃること、
ｔ「『国際交流基金』とはなんぞや」について書かせていただきたいと思う。

国際交流基金のホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｐｆ．ｇｏｊｐ／）によると、ｒ国際
交流基金は、文化交流を通じて国際相互理解と国際友好親善を促進することを
目的として、昭和47年（1972年）に外務省所轄の特殊法人として設立されま
した。わが国初の国際文化交流の中枢を担う専門機関として、学術、日本研究
から日本語教育、芸術、出版・映像メディア、スポーツ、生活文化まで幅広い
分野で人の交流を基本とした文化交流事業を実施しています。」と明記されて
いる。しかしこれではあまりにも抽象的なので、具体的にどんな活動を行って
いるかということをご紹介するために、最近の例として『国際交流基金ＮＥＷＳ
Ｎｏ．215』（1998．10．1発行）より抜粋すると、

（1）平成10年度「国際交流基金賞」授賞

ＹヽＪ

・ロバート・Ａ・スキャラピーノ氏（カリフォルニア大学バークレー校ロブ
ソン研究所名誉教授・国際政治学者・東アジア研究者）
・圃伊玖磨氏（作曲家）
（Ｚ）平成10年度「国際交流奨励賞」授賞
・トマス・エルドス氏（アピ二ヨン芸術祭、パリ市立劇場他芸術顧問）
・釜山韓日文化交流協会
・サントリー文化財団
（3）南インド古典音楽コンサート『悠久の風笛』招へい公演（東京、神戸、福岡）
（4）インド現代美術展『神話を紡ぐ作家たち』（シンポジウム「インド近・現代
美術とその文化的背景」も同時開催）
（5）ＴＩＣＡＤＩＩ記念 アフリカ諸国巡回日本映画上映会

（6）季刊『国際交流』第81号の発行
（7）英文書誌情報誌一ＪａｐａｎｅｓｅＢｏｏｋＮｅｗｓＮｏ．23 の発行

（8）『日本語教育通信』第32号発刊
（9）外交官日本語研修・公務員日本語研修・司書日本語研修・研究者日本語研修
（10）日本語教育専門家長期派遣事業
（11）海外日本語弁論大会助成

15

（12）海外公演助成
・英語落語アメリカツアー
・赤嶺正一沖縄舞踊団コスタリカ公演
・現代演劇『ＭＩＴＳＵＫＯ−ミツコ、世紀末の伯爵夫人』フランス、ドイツ、
オーストリア公演 等
（13）国内公演助成
・日中平和友好条約締結ＺＯ周年記念第七回黎明コンサート「雲南少数民族
の音楽をたずねて」
・ベトナム民族アンサンブル「ボンセン」
・ロシア・ジャズ音楽「トリオ・ウラジミール日本公演」 等
（14）海外展助成
・熊本県立美術館所蔵今西コレクション・肉筆浮世絵展（アムステルダム
国立美術館にて）
・プレインカ芸術とペルーアートの今日展〜アンデスアマゾン大地の力」
（フジタヴァンテミュージアムにて） 等
（15）海外巡回展主催
・凧・独楽展（グアテマラ・チリ・ネパール・ラオスにて）
・日本人形展（米国・クウェート・カタールにて） 等
（16）フェローシップ招へい、文化人招へい、国際会議出席者招へい
（17）スポーツ専門家派遣、日本文化紹介派遣、文化遺産保存専門家派遣、文化
協力派遣、国際会議出席者派遣助成
（18）日欧国際会議助成、国際交流会議助成
（19）国際交流セミナー「空間と演技一能狂言を初めて見る人のためのヒント」
・・・等々
‥・このように、この10月分だけでも実に様々であり、国際交流基金（以
下「基金」と略す）の活動がいかに多彩な方面に及んでいるかがおわかりいた
だけるかと思う。（単に羅列されただけではなんのことやらよくわからんとおっ
しゃる方、そしてお時間とご興味がおありの方は、どうぞホームページをのぞ
いてみてください。）

このうち、村上が派遣された事業が（10）の「日本語教育専門家長期派遣事業」
であり、家田が派遣された事業が、10月に関しては該当者がいないため上には
記載されていないが、「青年日本語教師長期派遣事業」というものである。こ
れらはともに基金本部の日本研究部日本語課という部署が担当している。
これら二つの事業によって海外に派遣されている人数は1998年9月4日現在、
日本語教育専門家（以下「専門家」と略す）が計33か国、82名（大学・在外日
本大使館等の日本語講座・教育省等に派遣）、また青年日本語教師が6か臥
21名（中等教育機関、大学、教育省等に派遣）となっている。インドネシアに
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は、専門家9名（ジャカルタ日本語センター4名、マナド教育大学、バンドン教
育大学、スラバヤ教育大学、ガジヤマダ大学、北スマトラ大学各1名）及び青年
日本語教師4名（マナド地区、バリ地区、メダン地区、スラバヤ地区各1名）が
派遣されている。（なお、1998年8月まではインドネシア大学及びパジヤジヤ
ラン大学に各1名、またガジヤマダ大学にもう1名、専門家が派遣されていたこ
とを付記しておく。）
ところで基金の事業資金がどこから出ているかということだが、これもホー
ムページから抜粋すると、「運営は、政府支出金の運用益、（Ⅹ淡予算を含む政
府からの補助金および民間からの出資金・寄付金により賄われて」いる。
以上述べたのは基金の東京本部が行っている事業であるが、世界各地の拠点
レベルでの活動を支えるため、いくつかの国に日本文化センターまたは日本語
センターが設置されている。ここインドネシアのジャカルタにも昭和54年
（1979年）に日本文化センター（日本語センターも併設）が開設され、以来、
日本とインドネシアとの相互理解と友好親善とを目的とした様々な事業を行っ
ている。ここで再び羅列になってしまうが、ジャカルタ日本文化センター
（ＰｕｓａｔＫｅｂｕｄａｙａａｎＪｅｐａｎｇ）の事業内容を以下に記載する。
日本語センター事業部（ＢａｇｉａｎＰｕｓａｔＢａｈａｓａＪｅｐａｎｇ）

［主な日本語普及事業］

・情報提供、情報交流
・教師研修会、セミナーの実施
・コンサルティングの実施
・日本語講座の運営
・図書、教材ライブラリ一
・日本語教育機関への援助、協力

他

文化交流事業部（ＢａｇｉａｎＫｅｂｕｄａｙａａｎ）

［主な文化・学術交流事業】
・演劇、音楽、舞踊等日本からの文化使節による公演実施
・絵画、工芸、写真等日本文化の展覧会の実施
・日本映画上映会、映画祭実施
・日本文化に関するセミナー、講演会実施
・テレビ局への映画、ドラマ等番組提供
・学者、芸術家等の人物交流、派遣・招へい事業
・インドネシアにおける日本研究促進事業
・日本関係図書寄贈
・生け花教室、囲碁教室
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図書館運営
インドネシア文化の日本への紹介

他

このような機関、国際交流基金から派遣されて、ここマナドにおいて泉田・
村上とも、学生・生徒の日本語教育及び教師研修を行っているわけである。そ
れぞれの業務の詳細については、次号の会報にてご紹介しようと思う。

ここで突然・・・

マナド日本映画祭のお知らせ
来る3月1日から7日間、マナドにおいて、「マナド日本映画祭」を
開催することになりました。北スラウ工シ州は、インドネシア全土の中
で見ても日本語教育が特に盛んな地域ですが、現在の状況では、せっか
く日本語を勉強しても日本文化に実際に触れる機会が非常に少なく、い
かにも残念なことです。そこで、当地で日本語を勉残している大学生・
高校生はもちろん、一般市民の皆様にも日本映画を通じて日本文化に触
れてもらう機会を設けようではないかというコンセプトの元に、「マナ
ド日本映画祭」を実施することになりました。マナドで日本映画が上映
されるのは、少なく見積もってもなんと15年ぶり、まとまった上映と
なるともちろん初めてのことです。
上映作品はただ今検討中ですが、すべてインドネシア語字幕付きのも
のを8本（各2回）上映する予定です。場所はマナド市内の映画館
「ＳｔｕｄｉｏＺｌ」の中の劇場を一つ、1週間借り切って行うべく交渉中で
す。入場無料、もちろん、在留邦人の皆様の来場も大歓迎です！

現在はマナド教育大学日本語学科の教員、マナド近辺の高校の日本語
担当教員、及び家田・村上で実行委員会をたちあげ、国際交流基金ジャ
カルタ日本文化センターの協力の元に準備を開始したところです。また、
在インドネシア日本国大使館及び在ウジュン・パンダン日本国総領事館
のご協力も得る予定です。
日本人会の皆様には詳細が決まり次第随時お知らせする心づもりでお
りますが、新聞・テレビ・ラジオ・横断幕・ポスター等による告知も行
う予定ですので、そちらにもどうぞご注目ください。
初めての試みですので、日本人会の皆様に何かとご協力を仰ぐことに
なると存じますが、その節は、何卒よろしくお願い申し上げます。
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外国語学習こぼれ話 ・その1
外国語学 習 における 「勤機 Ｊ

マナド教育大学・村上かおり
北スラウェシ日本人会の方々は皆さん「バイリンガル」または「マルチリン
ガル」だと思います。この「バイリンガル」という言葉はご承知の通り、2つ
の言語を使用することができる人のことを指します。また、3つ以上の言語を
使用できる人のことを「マルチリンガル」と呼びます。しかし言葉が煩雑にな
るのを防ぐため、ここでは「マルチリンガル」も「バイリンガル」に含めて考
えることにします。
実は一言で「バイリンガル」と言っても、その「バイリンガル度」には様々
な段階があります。つまり2つの言語、たとえば日本語と英語との言語の四技
能（読む・書く・話す・聞く）全てが全く同じように完璧にできるという「トー
タル・バイリンガル」という段階から、1つまたは2つ以上の技能においてど
ちらか一方の言語が劣るという「パーシャルリマイリンガル」の段階までがあ
ります。例えば日常会話には支障ない程度のインドネシア語が使えるけれども、
商用の書類を読んだり書いたりとなるとちょっと・‥という日本人ビジネス
マンのような場合です。しかし今回のテーマはこのことではありませんので、
この点についての細かい議論は抜きにしておきましょう。

さて皆さんは、中学校・高校、そして大学で英語を学ばれたことと思います。
また、もしかしたらフランス語やドイツ語、中国語、韓国語などを学んだ方も
いらっしゃるかもしれません。そして今ここで払たちがより多く接する言語が
インドネシア語です。
これらの外国語を学んだ経験から、外国語上達の秘訣は何であると実感され
ましたか。これは人によって本当に様々だろうと思います。たとえば、ともか
くできるだけ単語を覚えることが有効だったという方がいらっしゃるかもしれ
ません。良い文法書が何よりも大切だったかもしれません。それとも恥ずかし
がらずにともかくその言語を使うことが重要でしたか？ 試験試験と追いまく
られることがかえって効果的だったという方もいらっしゃるかもしれません。
毎日欠かさずに聞いたラジオ講座のおかげという方もいらっしゃるでしょう。
またその言語を話す恋人を作ることが有効というのも一理あると思います。い
や、結局は言語に対するセンスの問題だと思われる方もあるかもしれません。

では次に皆さんが外国語を学ばれたその動機は何でしたか。この質問に関し
ては、学校で習わなければならなかったからという方が英語の場合大半を占め
ると予想されます。でももしも大学で外国語を専攻された方がいらっしゃった
ら思い出していただきたいのですが、どうしてその言語を専攻しようと思われ
ましたか。日本の大学入試のシステムでは、偏差値によって自ずと進学先が決
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まってしまうような場合もあるでしょうが、でも、たとえば英語がぺらぺらに
なれたらかっこいいなとか、フランス語で愛を語れたらロマンチックだろうな
とか、これからは中国語ができたら就職に有利そうだなとか、そういった理由
で外国語を専攻する人も多いと思います。

外国語学習の動機に関する研究も外国語教育研究の重要な一分野です。この
動機の分類に関しては研究者の間でまだ完全なコンセンサスができているとは
言いがたいのですが、現在よく使われる分類によると、外国語学習の動機は以
下の3つに分けられます。
ｎ（1）「統合的動機（ｉｎｔｅｇｒａｔｉｖｅｍｏｔｉｖｅ）」：ｒ日本人の友達を作りたいから」

とか「日本社会の一員になりたいから」というような動機
（Ｚ）「道具的動機（ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌｍｏｔｉｖｅ）」：ｒ日系企業への就職に有利だ

から」とか「日本へ旅行したいから」というように、外国語を何らかの
手段としてとらえる動機
（3）「誘発的動機」：「兄姉が日本語を習っているからＪとか「（大学で）単位
が取りやすそうだから」といった、外国語学習自体は目的となっていな
い動機
これら3つの動機のうちどの動機を持つ学習者の割合が多いかということは、
学習者の属する環境や文化的背景によって異なります。たとえば同じ日本人大
学生を例にとって考えてみても、（ａ）英語専攻の大学生のグループと、（ｂ）一般
教養科目の一つとして勉強している音楽学部の学生のグループとを比較した場
合、上記（1）〜（3）の割合は異なると考えられますし、また、（Ｃ）会社帰りに英
会話を習っている日本人会社員のグループと、（ｄ）移民としてアメリカで英語の
勉強をしているメキシコ人のグループとを比較した場合では（1）〜（3）の割合は
全く異なるであろうと容易に想像できます。皆さんは、（ａ）〜（ｄ）のそれぞれの
グループで、（1）〜（3）の動機のうちどの割合が高いだろうと予測されますか。

では、外国語学習の動機と成績とは関係があるのでしょうか。バンコクのあ
る大学で日本語専攻の学生の日本語学習動機と成績との関係を調べた最近の研
究によると、「統合的動機」の強い学習者の成績が高く、「誘発的動機」の強
い学習者の成績が低い傾向にあるという結果が出たそうです。この研究では、
このような場合、教師は「誘発的動機」の強い学生が「統合的動機」を持てる
ような機会を与える必要があるとしています。そのための有効な手段としては、
例えば日本人との交流の場を提供する必要があると述べています。
ただここで注意すべきなのは、これはあくまでもある一つの大学において44
人の学生に対して行われた1度だけの調査に基づくデータによるものなので、
他の大学で同じ調査を行ったらこれとは異なる結果が出る可能性が大いにある
ということです。マナド教育大学でこのような調査を行ったら、どのような結
果が出るでしょうか。実に興味のあるところです。
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マナドへ来て2ケ月経ちました。
喜多

和

皆さんはじめまして。私は10月から来年の8月までサムラトランギ大学で勉強する
こととなりました喜多和（きたまどか）と申します。文部省の短期留学推進派遣留学生
として琉球大学から参りました。
この留学制度はｒ国立大学が、学生交流に関する協定等を締結している外国の大学へ
学生を派遣する場合に、当該国立大学から派遣される学生に対して国が奨学金を支給し、
諸外国の大学との留学生交流にいっそうの拡充を回り、相互の教育・研究水準の向上に
資するとともに、各国間の相互理解と友好親善を増進する」というもので、全国から毎
年250名、各国へ派遣されいます。私の琉球大学でも、インドネシアを含めタイや中国、
アメリカ合衆国など数カ国の大学と姉妹協定を結んでいます。私は東南アジアに興味が
あったので、インドネシアに希望をしました。連良く奨学金を得る事ができ、姉妹校の
サムラトランギ大学に来ることになりました。マナドに来たのも以上のような理由から
です。
ところで、私は機検システム工学を専攻しています。機械システム工学というのは、
自動洗濯機などボタンを惰ピッ¶と押せば後は洗濯機がしてくれるというようなオートメ
ーションについて勉強する「制御」、自動車のエンジンなど物を動かす動力源について
勉強する「熱」、ゴルフボールにどのような溝を作ると飛びやすくなるかというように、
空気や水の流れについて勉強するする「流体」、日本刀など鉄を熱くしてトントンたたき
造っていくという過程で、何度に狙めどのぐらいたたけばいい刀ができるかというよう
に、金属の性質について勉強する「材料」の4本柱を基本に成り立っています。
そんな工学部の学生がなぜわざわざ日本からインドネシアに来たのか疑問に思われる
と思います。私もそう思われて当然だと思います。
大学1年生のとき、原子力発電所を見学して、科学技術の発展と人間生活の営みのず
れは、すでに単純な問題ではないと息いました。原子力発電の先端技術のすごさは目を
見張るものがありますが、その一方で、ごく初歩的なミスが後を絶たないようです。例
えば、放射能に汚染された液体を流す管があるのですが、これは大きな1本の管に通す
のではなく、直径5ｃｍぐらいの何千本もの管に分けて通します。その管の列ごとに支え
棒を通し振動を抑えるのですが、定期検査でその棒を取り替えた時、作業員が真直ぐ通
せばよかったものを、少し横道にそれてしまい隣の列までかんだままである事を気づか
ずに、作業を終わらせてしまいました。使っているうちにその部分の管にき裂が入り、
蒸気が漏れ、原子炉の中が高熱になったと音う大変危険な事故がありました。
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この管を通すのは特別難しい作業ではありません。人間の英知をかけてどんなに凄い
ものを造ろうとしても、失敗やミスを起こす人間がそれを支えている事を忘れていたと
いう事故だったと思います。
これに対する電力会社の説明も「失敗した原因は下請けのメーカーのミスです。」と
一見電力会社の失敗ではないようなことをいうのですが、ｒ蛇が林檎を食べろというか
ら食べた。」とイブの言い訳をどこか連想させるものがあったと思います。
こういったことから、技術者個人個人が自覚を持って仕事をしなければいけないこと、
そして、その組織も充実していなければいけないということを改めて思いました。また、
現在の開発における問題を克服するにはどうしたらよいかと考えると、技術だけの問題
に止まらず、むしろ社会を動かしている行政や民間が、大きく関わっていると思います。
ですが、技術と生活が大きくかけ離れている面があるので、技術者という専門的な立場
をそのような事に役立てたいと思っていました。
また、首長族など変わったところも好きですし、手掴みでご飯を食べることも面白い
と思います。そういった生活に憧れもあり東南アジアには興味がありました。そして、
日本が豊かであるのは発展途上国の上に成り立っていることは言うまでもありませんが、
そのような発展途上国の生活がどのようなものであるか関心があり、留学する事で多く
の事を学びたいと思っていました。
実際インドネシアへ来てみると意外なことばかりです。こちらに来る前は「共感」や「共
存」などの意識が芽生えたらなどと思っていたのですが、今ではそれがとても難しいもの
だと実感しています。最近ではは自信もなくなってきていますが、これも勉強だと思っ
て気を引き締め直しています。
日常生活は楽しくやっています。ここは発展途上国なので、学校の授業の内容や学生
の質はどれくらいなのか心配していましたが、学生は先生から出された問題に、難しい
公式など覚えていてそれを使いさっさと計算をしています。一方先進国から来た私はク
ラスメートから解き方をおしえてもらいながら、「あー、そんな公式もあったなあ」と
勉強不足を痛感させられています。
また学生は先生の家まで行って勉強を教えて貰おうとすることにも驚きました。
授業が始まって2週間目ぐらいのことです。Ｓｏｒｅ時に友達が突然家までやってきて「今
から実験のレポートをルディ先生にみてもらおう！」というのですぐ済むものかと思い、
私もレポートをもって玄関を出ると、車とその中に2人の学生が待っていました。とり
あえず車に乗りたわいもない話をしていて、10分ぐらいしてもつく気配がなく、だん
だん時計が気になり始めました。小さい道に入り、舗装道路もとぎれ車もガッタンガッ
タン揺れ、荷物を馬に引かせる人とすれ違うようになった時に友達が ｒ先生の家はここ
から20分ぐらいかかって、ちょっと遠いけれど我慢してね。」というので、インドネ
シアでは噂通りのんびりするのがポイントだと思いました。
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先／1三の家に着くと先生は庭の手入れをしていました。私は先生に「Ａｐａｋａｂａｒ？」と尋
ねると ｒＢａ辻−ｂａｉｋ，Ｖｅｒｙ伍ｎｅ！」と笑顔で返してくれました。（実はルディ先′1三はこの

日、無断欠席をして授業がっぶれたのです。）ルディ先生は学校では恐いと思っていた
のですが家では親近感があって、冗談など言って、その中には爆弾発言もありました。
車を運転してくれていたマイケル君にはｒ・供がいるというのです。まさか学／上の分際
で10年早いと思い、嘘か本当か確かめるために、男の子か女の子か開いてみると友達
がマイクを奪うようにして、「女の子で奥さんは中国系のかわいい人だと、Ｉいい、「で
も用仁がいるのは秘碑のだから」と言うのです。ルディ先生も「秘密は秘密でも皆知っ
ている秘術で、オし一プンシトＬクレットなんだ、ガッバツバッハ！」と笑っていましたｎ
ドアの側に立っていたマイケル君は恥すかしそうに煙草を吸っていました。
このように日本では予想もつかなかった事があって、毎日インドネシアの生活を楽し
んでいます。

慣れない外国生活でこれからも皆様にご迷惑おかけすると思いますが、また日本人は
すくないので、いろいろアドバイスを噴けたらとても嬉しいく思いますので、その時杜
どうぞよろしくお賄いします。

（上）実習中の真剣な眼差し
（右）クラスメートと楽しいひととき
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国軍階級に関して
〜〜 インドネシア軍人はｒＰＲＡＤＡ」のバッグを見て、「二等兵」を連想するか？〜〜
在マナド 辻田 武司
インドネシアでは何かと表舞台に立っことの多い国軍ですが、その存在を抜きにしてこの国を語る
ことはできません。新聞記事・テレビニュースから、寄付依頼書、いやまた警察からの呼出状まで、
日頃より大変お世話になっています（？）。そこで理解の一助として、次の表をまとめてみました。
この人
は
あの人
より階級が上だ、と知っていると、時には役に立つこともあるでしょう。
ポイントは制服の肩や襟の階級章で、「赤色よりは黄色、矢型よりは線がエライ」と、覚えましょう。
星組や花組とはあまり会いませんからね。星組、花組（タ000力みたい？）軍人と会うような方は、
こんな情報は御存知だと思います。

インドネシア共和国陸軍階級表

階級
Ｐｅｒ
ｗｉ
ｒａ ｊ
ｅｎｄｅｒ
ａｌ
ｔ
ｉ
ｎｇｇｌ

ｌ
ｅｔ
ｎａｎｊ
ｅｎｄｅｒ
ａｌ

ｅｎｄｅｒ
ａｌ
ＯｐＳｉ
ｒ ｍａｙｏｒｊ
（
将官） ｂｒ
ｉｇａｄｉ
ｒｊ
ｅｎｄｅｒ
ｌ
ａ
Ｐｅｒ
Ｗｋａ ｋｏｌ
ｏｎｅｌ
ｎａｎｋｏｌ
ｏｎｅｌ
ｍｅｎｅｌ
ｌ
ｇａｈ 1ｅｔ
（
佐 官） Ｉ
ｎａｙＯｒ

略称

日本語

階級章

ｊ
ｅｌ
ｌ
ｄ

大将

☆☆☆☆

金星

ｌ
ｅｔ
ｊ
ｅｎ

中将

☆ ☆☆

同上

ｍａ
ｙｊ
ｅｎ

少将

ー☆☆

同上

ｂｒｉ
ｇｊ
ｅｎ

准将

☆

同上

ｋｏｌ
ｌ
ｅｔ
ｋｏｌ

大佐
空佐
示佐

⑳◎◎

金花

⑳⑳
⑳

（
ゾヤスミンの花）
同上

大尉

ｌｌｌ

黄線

Ｐｅｒ
Ｗ止ａ ｋａｐｔ
ｅｎ

ｍａｙ
ｋａｐｔ

ｂａｗａ
ｈａｎ ｌ
ｅｔ
ｎａ
．
ｎｓ
ａｔ
ｕ

ｌ
ｅｔ
ｔ
ｕ

中尉

ｌｌ

同上

（
尉 官） ｌ
ｅｔ
ｎａｎｄｕａ

ｌ
ｅｔ
ｄａ

少尉

Ｉ

同上

士官 補

：

黄破線

ｐｅｍｂａ
ｎｔ
ｕｌ
ｅｔ
ｎａｎｓ
ａｔ
ｕ

Ｃａｐａ
ｐｅｌ
ｔ
ｕ

中尉付 副官

〜ｉ

黄 ゾグサ ク線

ｐｅｍｂａ
ｎｔ
ｕｌ
ｅｔ
ｎａｎｄｕａ

ｐｅｌ
ｄａ

少尉付副官

ｉ

同上

Ｓｅｒ
ｍａ
Ｓ
ｅｒ
ｋａ

曹長

くくくく

黄矢型

軍曹

くくく

同上

Ｃａｌ
ｏｎｐｅｒ
ｗｉ
ｒ
ａ

Ｂｉ
ｎｔ
ａ
ｒａ Ｓ
ｅｒＳ
ａｎｍａ
ｙＯｒ
（下士官） Ｓ
ｅｒ
Ｓ
ａｎｋｅｐａ
ｌａ
Ｓｅｒ
Ｓ
ａｎＳａ
ｔ
ｔ
ｌ

Ｓ
ｅｒｔ
ｕ

くく

同上

ｓｅｒ
ｓ
ａｎｄｕａ

ｓ
ｅｒｄａ

く

同上

くくく

赤矢型

Ｋｏｐｒ
ａｌ ｋｏｐｒａｌｋｅｐａｌ
ａ

ｋｏｐｋａ

伍長

（
下士官） ｋｏｐｒ
ａｌｓ
ａｔ
ｕ

ｋｏｐｔ
ｕ

くく

同上

ｋｏｐｒ
ａｌｄｕａ

ｋｏｐｄａ

く

同上

Ｐｒａ
ｊ
ｕｒｉ
ｔ ｐｒ
ａｊ
ｕｒ
ｉ
ｔｓ
ａｔ
ｕ
（
兵）

ｐｒ
ａｊ
ｕｒ
ｉ
ｔｄｕａ

警察も同様だが、階級名の後に警察を表す
（略称の場合は

ｐｒａｔ
ｕ

一等兵

ｌｌ

赤線

ｐｒａｄａ

二等兵

1

同上

ｐｏｌｉｓｉ を加える。

ｐｏｌ． を加える。例：ＬｅｔｋｏＩ．Ｐｏｌ．）

海軍、空軍は階級の名称が一部違うが、ここでは省略。
公式資料を基にしたものではありません。誤記ありましたらお知らせ下さい。
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携行常備薬に関して
在マナド

辻田 武司

皆さんの中には業務や研究等で居住地を離れ各地に行かれる方もいらっしゃると思います。
マナドのような町では医療の問題はそれほど不安ではないと思いますが、わが北スラウェシ
州でも山間部や島唄部では、まだまだ無医村状態の地域があり、医療環境も充分というには
程遠いでしょう。このような場所で病気に構った場合、医者にかかることができないという
可能性は大です。また残念なことに医者のレベルが低いこともあります。自分の生命を守る
のは自分自身ということになります。
筆者は学生時代、探検部でイリアンジャヤの山岳地域を訪れたことがあります。最寄の村
まで山を越えて徒歩1週間という所もありました。もちろんそれなりの心構えは有りました
が、誰も自分が病気になるとは思わないものです。そんな時、メンバーの一人がコレラにな
りました。（素人判断はいけないのですが・・） 携行していた抗生剤を服用し、休養した
おかげで回復も早く、その後の行動にも支障は出ませんでした。日本で医者と相談して抗生
剤を処方してもらっていたので助かりました。
疲れを溜めないように余裕を持った生活は、病気を予防するという意味で大変重要です。
しかし私たちはなかなかそのようにできないこともあります。そこで出張等の時に喀いくつ
かの医薬品を携行することをお勧めします。また、地方で生活されている方も常備しておい
て損は無いと思います。但し、医療機関による援助を受けられる場合はそれを求めるべきで
あって、自分自身で治療してはならないというのが原則です。医者にかかるまでの応急処置
的なものと考えておいた方が良いでしょう。
次貢に携行常備薬の一例を挙げます。
これらの薬品の多くは本来はインドネシアでも医師の処方箋が必要です。
しかし実際は薬局で普通に販売しています。それぞれの薬品によって、成分配合が違うので
購入時に服用方法を薬剤師と十分確認して下さい。子どもや妊婦に使用する場合、又は持病
の有る場合は特に事前に医師、薬剤師と相談して下さい。ここでは内用薬に限りましたが、
応急処置に必要な滅菌ガーゼや包帯等の衛生材、殺菌消毒剤も用意する云きです。また状況
によって使い捨て注射器、注射針を携行する方が良いかもしれません。
今回はマラリアに関しては触れていません。筆者もマラリアで苦しい目に会いました。
興味を持って勉強もしましたが、北スラウェシ日本人会の皆さんに向けて素人が書くのも何
ですから、次の書物を紹介しておくに留めます。
「旅行者のためのマラリア・ハンドブック」 凱風杜 1998年
マルティーヌ・モレール著
松永秀典訳
お断り：本稿に起因するいかなる結果に対しても筆者は責任を負うものでは有りません。
商標はインドネシア国内で入手し易いと思われるものを挙げましたが、取捨選択に特に意図
はありません。

1998年11月作成
参考文献：
「海外で健康に暮らすための手引 第5版」
「伝染病予防必携 第4版補訂版Ｊ

渡辺義一
近代出版
重松逸造 他締 （財）日本公衆衛生協会

「ＩＮＦＯＲＭＡＳＩＳＰＥＳＩＡＬＩＴＥＯＢＡＴＩＮＤＯＮＥＳＩＡＪＩＳＯＩＮＤＯＮＥＳＩＡ，ＩＫＡＴＡＮＳＡＲＪＡＮＡＦＡＲＭＡＳＩＩＮＤＯＮＥＳＩＡ
ｒ抗菌薬インターネットブック」

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｃｅａｒｔ．ｃｏ．ｊｐ／ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ／ｆｒａｍｅ．ｈｔｍｌ
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携 行 常備 薬 の一 例
ｇｅ
ｎｅ
ｒ
ｉ
ｃ表示 （
一般名）

日本 での名 称

効果 ・
注 意事 項

商標 の 例

解 熱 、頭 痛 、筋 肉痛 その他 の痛 み

ＡＳＰＩ
Ｒｌ
Ｎ

一時 的 効 果

Ｂｌ
ＯＧＥＳＴ
Ｃ

Ａｓｐｉ
ｒｉ
ｎ

アスピリン

Ｐ8ｒ
ａ
Ｓｅｔ
8ｍＯＩ

パラセタモル

ＮＥＵＲＡＬＧｌ
Ｎ

ＡＳ
ｅｔ
8ｍｉ
ｎｏｂｎ

アセトアミノフコ
に
ン

ＰＡＮＡＤＯＬ

Ｍｅｔ
8ｍｐｌ
ｒ
Ｏｎ

メタンピロン

ＰＯＮＳＴＡＮ
ＳＵＭＡＧＥＳｌ
Ｃ
ＵＮＡＧＥＮ

Ｖｉ
ｔ
8ｍｉ
ｎ
Ｂｌ、Ｂ2、Ｂ6 、Ｂ12

Ｄｏｘ
ｙｃｙ
ｃｌ
ｉ
ｎｅ

ビタミン

神 経 、筋 肉 、関節 の痛 み

ＢＥＣＯＺＹＭ

Ｂｌ、Ｂ2、Ｂ6 、Ｂ12

病後 の 回復 期 に服 用

ＨＩ
−ＢＥＳＴＯＮ

急性 下痢 、尿 路 感 染症 、淋病 、ダニ に

ＢＡＮＮＤＯＣＬＩ
Ｎ

妓介 される各 種 の伝 染病 、多 くの熱 帯

ＤＯＸＹＣｕＮＥ

伝 染病 、マラリアの予 防 内服

ＤＵＭＯＸＩ
Ｎ

ドキシサイタリン

有 効範 囲が広 い 服 用 中は 日焼 けし易 い ｌ
ＮＴＥＲＤＯＸｌ
Ｎ
Ｔｅｔ
ｒ
8Ｃｙ
Ｃｌ
ｉ
ｎｅ
あるい はＤｏｘｙ
ｃｙ
ｃｌ
ｉ
ｎｅを
ＳＩ
ＣＬＩ
ＤＯＮ

Ａｍｐｉ
ｃｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ

アンピシリン

服 用 してショック、発 疹等 を起こした

ＶＩ
ＡＤＯＸＩ
Ｎ

ことの ある人 は使 用 できない

ＶＩ
ＢＲＡＭＹＣＩ
Ｎ

扁 桃 炎 、肺 炎 、気 管 支 炎 、中耳 炎 、

ＡＭＣＴ
ＬＬＩ
Ｎ

尿 路 感 染 、細 菌性 赤 痢 、皮膚 化 膿 、

ＡＭＯＸＩ
Ｌ

腸 チフスなどのサル モネラ症 ．
Ａｍｏｘｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ

アモキシリン

ＡＭＯＸｌ
ＬＬＩ
Ｎ
ペ ニシリン系の薬 を服 用 してショック、発 疹 ＢＩ
ＮＯＴＡＬ
等 を起 こしたことの ある人 は使 用 できない

ＤＡＮＣｔ
ＬＬＴ
Ｎ

扁 桃 炎 では黄 色 のぷ つ ぷ つや 膜 が

ＫＡＬＰｔ
ＣＩ
ｕＮ

見 えない時 は服 用 してはならない

ＴＯＰＣｌ
ＬｕＮ

細 菌性 赤 痢 、チフス、コレラ、大腸 菌

ＡＢＡＴＲＩ
Ｍ

そ の他 による下痢 、肺 炎 、気 管 支炎 、

ＡＬＴＲＩ
Ｍ

Ｔｒ
ｉ
ｍｅｌ
ｈｏｐｒ
ｉ
ｍ

スル フアメトキサノール 髄膜 炎

−Ｓｕ】
ｈｍｅｔ
ｈｏｘ
8ｚ
Ｏｌ
ｅ

・トリメトプリム

ＢＡＣＴＯＰＲｌ
Ｍ

他 の抗 生 物 質が使 えない場 合 、

ＢＡＣＴＲＩ
ＣＩ
Ｄ

あるいは効 果 のない場 合 に使 用

ＢＡＣＴＲＩ
Ｍ

スル プア剤 に対 してショックを起 こした

ＤＵＭＯＴＲｌ
Ｍ

ことのある人は使 用 できない

ＨＥＸＡＰＲｔ
Ｍ
ＫＡＦＴＲＩ
Ｍ

Ａｎｔ
トｓ
ｐ8Ｓ
ｍＯｄｉ
ｃ

胃腸 のけいれ んか らくる痛 み 、

ＢＵＳＣＯＰＡＮ

胆 石 症 、尿 路 結 石 等の 差 込む ような痛 み

ＢＵＳ
ＰＩ
ＲＯＮ
ＨＯＬＯＰＯＮ

抗 けいれ ん剤

Ｌｔ
ＢＲＡＸ
ＳＰＡＳＭＡＣＩ
ＮＥ
ＳＰＡＳＭＯＴＲＡＮ
Ａｎｔ
ｉ
ｈｉ
ｓ
ｔ
8ｍｉ
ｎ
ｅ

抗 ヒスタミン剤

じん ましん 、アレル ギー 性 皮膚 炎 、

ＢＵＦＡＧＡＮ

湿疹 、か ゆみ 、アレルギー 性 鼻炎

Ｈｌ
ＳＴＡＰＡＮ
ｌ
ＫＡＤＲＹＬ
ｔ
ＮＣＩ
ＤＡＬ

Ｃｉ
ｐｒ
ｏｎｏｘａｃｉ
ｎ

シプロフロキサシン

ｏｒ
81 ｒ
ｅ
ｈｙｄｒ
ａｔ
ｉ
ｏｎｓ
81ｔ
ｓ下痢 用 経 口輸 液
（
ＯＲＳ）

赤 痢 、腸 チ フスを含 む 下 痢症 、肺 炎 、

ＢＡＱＵＩ
ＮＯＲ

尿 路 感 染 症 、皮膚 感 染 症 、骨 お よび

ＣＥＴＡＦＬＯＸＯ

関節 の感 染 症 で他 の抗 生 物 質が

ＣＩ
ＰＲＯＸＩ
Ｎ

効果 の ない場 合 に使 用
ＫＩ
ＦＡＲＯＸ
下痢 時の 水 分塩 分 補給 、発熱 発 汗 時 に は Ｂ10 ＲＡｕＴ
塩 分 が多 す ぎるの で大 量 に用 い ないこと

ＯＲＡＬＩ
Ｔ

≪ｇ
8ｒ
8ｍＯｂ8ｔｍｕｎｔ
8ｈ−ｂｅ
ｍｋｏｎｌ
ｌ
ｉ
ｔ
≫
ＯＴＴＯｕＴ
注 ） 商標 の例 はインドネ シアで流 通 してい るもの

26

酒の「覇み」違う日本と欧米
，ｔ肝昭の熔気、1時に肝硬変という言菜を
聞いて立みなさんがまず最初に頭与こ思い
如）べるのはアルコールとの関連だと思
います。確かに欧米諸国では肝硬変の約
80％近くがアルコール性肝硬変で占めら
れて奉り（メ．キシコ82％、米国78％、フ
ランス76％）、肝硬変とアルコールは非
常に密接な関係を持っていますが、日本
では肝艇変の約80％は肝炎ウイルスに起
因すると言われています（特にＢ型、Ｃ
凰肝炎ウイルスの関与）も
・しかし、近年日本においても食生活の
欧米化とともにアルコール消費量は年々
増加の傾向を示し、1994年の国税庁の発
表では、成人1人当たりの年間飲酒畠は
純アルコール鼻で8．7ｇ（人口1人当た
りでは6．の）にもなり、これは350ｍ考
の缶ビールに換算して約500缶に相当し
ます。そのうえ、毎日酒を飲んでいる人
の割合は男性で30′｝40％、女性で5 10
％と報告されているので、毎日飲消する
人は尖際にはこの何倍かの垣のアルコー

・ルを関連いなく飲んでいる計算になりま
す。
ちなみに、94埠の世界各国人口1人当
たりのアルコール消費量上位3カ国は、

ルクセンブルク、フランス、ポルトガル
の臓で、純アルコＴル畠に換算して約12
〜101にもなり、消費患23位の日本人の
約2倍もあります。しかし、20年酌と比
べてヨーロッパ各国の飲酒屋は年々減少
してきており、逆に日本は先進国の中で

三菱商事診療所長

山田 隆治
は年々増加しているのが特徴です。
私たち肝臓の専門医は、よくアルコー
ル性肝障害の患者さんを診察するときに
「常習飲酒家」とか「大酒家」という言
葉を使います。「常習飲酒家ｊとは、口本
酒換算で1日平均3合以上飲む人。「大酒
家」とは、日本酒換算で1日平均5台以
上を5日間以上継続して飲む人のことで
す。また、日本酒1台、ビール大瓶1
本、ウイスキーダブル1杯は、それぞれ
純アルコ一二ル量で約22ｇに相当し、これ
を肝臓で処理するには約錮榔Ｉｊぐらいか
かるということも基礎知識として覚えて
おいて下さい。・
さて、日本人はいりたいどれぐらいの
アルコ「ルを飲んでいると肝硬変になる
のか？ 結論から言えば毎日、日本納に
換算して5合以上の飲酒を10坪以上続け
た「大酒家」であっても、純粋にアルコー
ルだけが原因で肝硬変になる確率は約20
％ぐらいです。でも、この数字を意外に
少ないなと感じている人は要と1三悪です！

寸蹄2台以下†毎週「休肝日」を

三菱商事診療所長

㍉山田∴隆治

1

‥海外で生活する人たち障ビジネスぜハニ
して娘の足のように放射状にのび甲三
ーテ才一での飲酒の機会が男女を問わず−
細血管の拡張（蜘蛛状血管腫）が見られた
らが赤くなったりします（手翠
多いこｌとと即1ます○ ・そ手で今回は餌酒
がたまったり、黄だんや肝臓、
量と肝障串の話です。・
中では最も軽く、早期に禁酒すれば治り
一般に肝臓が分解できるアルコール
ます。しかし、普段から酒を歌み掛ナてい
も出現したりして−．時に．は食
る人が何日か染中的な大量飲酒を繰り返 追静脈頭声隼Ｐ、これが破裂、ネ坤血で
畠は体重1ｋｇ当たり100⊥2ＰＯｍｇ／時間
であり、体重60ｋｇの健康人が一日に代 すとアルコール性肝舞のような重病を引
死亡することもあります。叩昭堕の合
併も加％た認められ大変怖い病気です。
謝しうるアルコール郵ま純アルコール
；しかし、厄介なことにアル立ナ九によ
で150′−200ｇ前後です。しかし、これは
る肝障害は徐々に進行し、ある時期まで
理給与の計算であり、コ肝臓の専門家によ
無症状で経過する場合が多いので、大酒
る研究では二日本酒換算で毎日5台以上
家や常習飲酒家で食欲がない、全身がだ
酪げ「大池家」・が10年以上鰍ナて飲酒し
るい、やたらにおなかが張って苦しいな
抵場合は、肝硬変になる確率が極めて高
どの症状のある人は、直ちに肝臓埠凹医
いという結論が出ています。！
に診てもらい、、肝機能検査（ＧＯＴ、Ｇ
′肝硬変にまで進行しない場合でも、一
Ｐで、Ｊγ−ｄＴＰなど）や腹部超宵披検
般には白海洒換算で8台払上を5年以上
査などを受ける必要があります。
線†て飲むとアルコール性脂肪肝やアル
結論として、酒を楽しみながら飲ん
コ㌣ル性肝線縦症になりこ更に10年以上．
飲み続けると肝硬変に逸行してしまいま，
こうした肝炎を繰り返し起こしてき1る．；で野嘩東熊くレ射1唯一の．方韓は、一
す。アルコール性脂肪肝や肝線絨症は中
と次男削こ肝硬変に進行していきま弟実
程度の飲酒家によくみられこ撫症状の場 際に肝硬変にな．ってしまうと、胸部や上
合がほとんどで、アルコール性肝障害の 腕にビンの頭のような赤い血管を中心と ことです。
・ ｑ

増派鰭舞盈㌫
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脚諭
ダ

伽ま

ニ棚番

、、 ∴

′強ま．伽

ノ㌢ミ

ニ豊
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約40億年前に地球上最初の生命が誕生してから現在に至るまでさまざまな生き物達が生
活環境に巧みに対応し進化を繰り返してきた。一方では古代から進化の速度をゆるめ生息
域を到達のより困難な場所に移し外敵から身を守りひっそりと暮らしてきた「生きた化石」
と呼ばれるほとんどその姿を変えず今日まで生き延びた生物もいるのである。

時はおよそ4億年前の古生代にその魚の祖先が生まれたと考えられている。
一般的にシーラカンスと呼ばれるこの魚は、中生代（2億柵0万年前）の化石から柄のある
原始的な4本のひれが脊椎動物の4本足の前駆であるとみなされていた。
そして、センセーショナルな出来事が起こった。1938年南アフリカ共和国のマージョ
リー．ラティマー女史によってシーラカンスが発見され捕獲されたのだ。それまで化石で
しかお目にかかる事のできなかった原始の魚が今も地球上に生息していた事により学術界

に魚類と四足動物の間のミッシング・リ コモロ諸島以外の
捕獲地点と海流
ンク（失われた鎖）として論争を巻き起こ
した。シーラカンスはジェームス．スミ
ス氏によってｈ鳳ｔｉ皿ｅ血ｃｈ血皿旭ｅ命
名され現在までに多くの研究者の手によ
って研究報告され、四足動物の前駆では
なかった事、普通の魚とは異なった構造
的な特徴を持つ事（固いうろこ、管のよ
うな脊柱、柄のあるひれ、小さな心臓）
雌の胎内でふ化し成長する卵胎生魚であ
る事などが解ってきた。
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1938年の発見から60年間のあいだその姿を南アフリカのコモロ島近くでしか見せなか
ったシーラカンスがなんと、インドネシアにも生息していたのである。それもわれわれに
とって身近と言ってもよいメナド．トウア島とブナケン島の間で漁師によって釣り揚げら
れ、たまたま新婚旅行でＭａｎａｄｏを訪れていたアメリカの生物学者マーク氏によってカリ
フォルニア大学へ送り届けられた。ＤＮＡ鑑定によりアフリカ種とは異なったインドネシ
ア種である事がほぼ確実となった事によりインドネシア政府には100団体をこえる各国
の研究者から打診が相次いでいるそうだ。メナド．トウア島は、アフリカのコモロ島と同
じく火山島で周囲をドロップオフ（一気に深海まで落ち込む崖のような地形）で囲まれてお
り、シーラカンスの生息水深150ｍ〜800ｍ以上と言う条件を満たしている。
コモロ島での研究例としては潜水艇を使いシーラカンスの「巣穴」を探し超音波発信機をシ
ーラカンスに付けてその生息行動を観察したり、写真を撮り体表にある独特の模様から1
00固体以上の固体判別をし研究を行っている。
αインドネシア産シーラカンス の研究はこれから幕を上げる訳だがどうか有意義な研究
をしてほしいと願うのは私だけではないだろうと思う。コモロのハンス．プリッケ博士の様
に自然に生きたままの生態を研究する方法や捕獲して飼育をする方法などいくつか考えら
れるのだが現在問題となっているのは仮に捕獲出来たとしてもそれを生きたまま輸送する
方法、飼育する方法が確立されていないと言う事である。ただやみくもに捕獲合戦をする
ような事だけはしてほしくないものである。事実コモロでは乱獲により固体数が激減して
いると伝えられており、これからは保護を中心とした研究になるだろうとの事だ。
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Ｍａ皿ａｄｏでは早々と、日本のとある水族館とともに観賞魚輸入業者が調査準備をはじめた。
一部では、日本人がシーラカンスを捕獲して水族館に展示して金もうけを企んでいる。
と根も葉もない噂や、新開記事まで出るくらいなので今後の調査は十分な相互理解
の上に進められなければならない。この相互理解が難しいのだ。
誰もが自分の手で研究したいと思うのは仕方のない事だろうとは思う。だが皆で協力して
研究できるような施設をＭａ皿ａｄｏに作って調査研究すると言う方法もない訳ではない。そ
うすれば必要以上に捕獲する事無く、インドネシアの海洋生物学の発展にも結びつくので
はないだろうか。

環境保護
今年、Ｍａｎａ血のダイブオペレーターを集めて通称海の自然環境を守る会が発足した。
ナショナルマリンパーク内でのダイビングやマリンレジャーが周辺海域の生物達に悪影響
を与えないようにボートのイカリ使用を制限したりゴミの廃棄問題を話し合ったりしてい
る。近年、世界的に珊瑚が自化する現象により珊瑚礁域を住みかとする魚が減少して生態
系にも影響を及ぼす事が懸念され始めた。原因は海水温上昇によって珊瑚の中に共生して
いる褐虫藻がぬけでてしまい残された珊瑚は死んでしまい白くなってしまうのだと考えら
れている。大気汚染による異常気象説と言う説もあり今後一層の衆境保護が
求められている。私は、初心者のダイバーが足や、手で珊瑚を折ってしまうのを目にする。
決して悪気があってしているのではないのだが注意一つで珊瑚や、他の生き物たちを守り
はじめて海の恩恵を受ける事が出来るのだと思う。生き物には寿命と言うものがあり自然
にそれを受け入れるほかない。ただわれわれ人類は、魚たちと違い病気を治療し延命をす
る事が出来き、その反対に絶滅させてしまう事も出来るのだ。
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発見当時にラティマー女史がえがき，スミス博士に送ったシーラカ
ンスのスケッチ。
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ゴルフプレーのお勧め
北スラウェシ州日本人会 ゴルフ愛好者の会
牛崎 英次郎
皆さん ゴルフをされたことはありますか？
一度プレーをされた方なら、その得体の知れない魅力に取り付かれていることと推察いたします。
私の経験で語りますが、20年ほど前に日本人の親しい医者にゴルフを勧めたことがあります。彼日
く「埠れ程人間本来の身体の動きに反したスポーツはない。此れ程精神的に重圧をかける悪いス
ポー少はない。故に、私は絶対ゴルフをしない。」と言う返事でした。
私は医者に楯突くつもりはありませんが、人間の動きに反していれば、それを習熟により自分の動
きとし、精神的重圧（という大袈裟なものではなくとも、時には自分の技量未熟に情けなくなり、クラ
ブを折ってしまいたい衝動に駆られることもあり、私の友人でパットが入らずパターをその場で折っ
たのを見たこともあり、また、ある時所謂（にぎり）をしている仲間が、負けが分かった時、「しょうがな
い、命を取られる訳でもなし」という呟きを漏らしたのを聞き、何だ俺と同じことを言う奴もいる とほく
そ笑んだこともあり）に潰されても、一晩寝ると翌日又ゴルフの腕が鳴る経験は私ばかりではないと
思います。兎に角、ゴルフは自分とコースの闘いであるのが、余分な要素が入り、重圧の下地を自
分で作っているのですから、始末に悪いスポーツであることは間違いありませんが、兎に角面白い
スポーツでありますので、是非皆様をお誘いしたいと考える次第です。

さて、去る10月11日にマナードゥェナンゴルフ場で、北スラウェシ州日本人会主催によるゴルフ大
会が実施されました。開催に至る経緯と結果をご報告致します。
7月の或る日曜日、当ゴルフ場で三々五々集まった日本人ゴルファーがプレー終了後、日本人会
副会長の川口さんから、「当ゴルフ場で韓国人とフイリッピン人によるゴルフ大会が開催されました。
Ｌ次ぎは日本人による大会を開催して欲しいと言う話が大村さんを通じて当ゴルフ場インドネシア
人多数から上がっているそうです。我々日本人で日頃プレーをしているのは5〜6人ですが、この
ゴルフ場でプレーをさせてもらっているので、感謝を込めてこの申し入れを受けては如何でしょうか。
費用もこの日本人たちで負担すれば一人当たり200万Ｒｐで済みます。これは日本でプレーする
一回分にもなりません。賛成してくれませんか。」と言うお話が発端でした。
それから紆余曲折の結果、7名の日本人プレーヤー一人200万Ｒｐの拠出で発足間もない北スラ
ウェシ州日本人会の名称でゴルフ大会が実施されました。
この大会には、北スラウェシ州日本人会名誉会長松田勲総領事からも200万Ｒｐの寄贈があり、こ
れは総合優勝者に「名誉会長杯」としてトロフィーを上げることが出来ましたことを併わせご報告致
します。
大会の名称に「海の日記念」と名付けましたのは、ゴルフ場競技委員長のスマンボウ氏より、9月26
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日の「国際海の日」のメイン会場がマナード市となり、ハビビ大統領以下多数の大臣がマナードを
訪問されたこともあり（当初の大会予定日がこの翌日27日であったこともあり）、この日を記念して大
会名称にして欲しいと依頼されたことによります。
大会参加者は110名となり、閉会式にて日本人会前田会長より「今後とも地域社会の皆様と親睦を
重ね、皆様と共にインドネシアの発展に努めて行き度い」との謝辞があり、盛況・成功裏に終了しま
したことをご報告致しますとともに、松田総領事を始め、この大会に醸金頂きました皆様に改めて感
謝申し上げます。
ご参考までに当日の予算表と成績結果表を添付致します。
皆様、ゴルフをしましょう！ゴルフは健康に良く、蓬しい精神を育んでくれます。そして何よりも沢
山の友人を得ることができます。

ＷＩＮＮＥＲＤＡＴＡＥＮＴＲＩＥＳＯＦＧＯＬＦＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮＩＮＣＯＭＭＥＭＯＲ〟ｍＧ
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野性のタルシウスを観察一 タンココ森林公園

Ｊｌｌ井

雄二

【交 通】 マナド方面からだと中央ビトゥン郡のギリアンの交差点を左折し、リクパン方向に北上する。
ビノカラン、ダノウドゥ、ドゥア・ソウダラを経由し、ハトウ・プティに至る。（地図参照）
ドゥア・ソウダラを越えると難路になり、乗用車では無理。できれば4輪駆動車を使用したい。
リクパン方面からも道はあるが、これよりももっと険しい山道である。
【装 備】 傘、合羽などの雨具。懐中電灯。虫よけ薬。（ＣａｉｒａｎＡｍｔｉ Ｎｙａ皿ｕｋ−ＦＡＵＴＡＮｊ等。
スーパーで購入できる）・水。軽食。山道を歩くので運動靴を履くのが良い。
マナド出発前に揃えておくこと。 尚、森林地帯では携帯電話は使用不能になる。
【所要時間】 マナド〜ドゥア・ソウダラ
（一般道路） 約1時間
ドゥア・ソウダラ〜ハトウ・プティ （険しい山道） 約1時間
ハトウ・プティータンココの森
）
約1時間30分
タルシウスの生息地域には遅くとも日没30分前までに到着していること。
◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

◎ハトウ・プティでガイドを雇う。森の中には標識も何もないのでガイドなしでは無理。
森林公園入口の管理事務所で登録し、入場料Ｒｐ．750−を支払う。 ガイドの案内で森林浴を楽しみ
ながら森を散策し、日没前にタルシウスが生息するプリンギンの大木に到着する。
◎日没頃、タルシウスがプリンギンの木陰から餌を捜しに姿を現す。敏捷な動きでバッタなどの虫を
捕らえ、ムシャムシャ食べる光景や糞尿をする光景も見ることができる。小さな身体で枝から枝へ
数メートルも跳躍する。タルシウスは約30分ほど住処の周りで活動しているが、その後餌を求めて
森の中へと移動する。タルシウスを見れるのは日没前後の1時間が鍵である。
住処に戻ってくるのは翌朝。そして日没までプリンギンの大木の木陰で眠りにつく。
タルシウスは野性の動物なので必ず見れるとは限らない。天候などによって見れない場合もある。
◎1本のプリンギンの大木に生息するタルシウスは多くて7匹。それ以上に繁殖すると別の住処を
求めて移動する。
タルシウスは繊細な動物で、音と光を嫌う。
タルシウスを観察する時は、大声で話したり大きな昔を出したりしないよう注意すること。
カメラのフラッシュは厳禁。
フラッシュをたかれたタルシウスは、ストレスになり、こうじて死に至る場合もある。
つがいのタルシウスが配偶者を失った場合、残ったものもまもなく死ぬという。
観光客がたくフラッシュのためにタルシウスがかつての住処を捨てて森の奥へと移動している。
森林公園入口に近くには、タルシウスが住まなくなったプリンギンの大木が何本もある。
◎森林公園でのもう一つの収穫はｒ蛍Ｊ
（Ｋｕｎａｎｇ−ｋｕｎａｎｇ）である。

日本では見ることの難しくなった蛍の大群を
目にすることができる。
これは日本に分布していない属の蛍で、
体長は7ミリ位。名前はムナキキキベリ
ホタル（胸黄黄縁蛍）という。
何十万匹もの蛍の発光で10ｍのアカシア
の木がクリスマス・ツリーのように輝く
ことで有名な西イリアン地区のワイゲオ島
とまでもいかないが、ここでも同じ様な
体験をすることができる。
上を見上げるときらめく満天の星に感動
するだろう。

◎昼間、タンココの森を探索すると
黒猿を見ることができる。
また、海岸では海水浴も楽しめる。
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Ｒ購Ｕ叫卸し叫

ミナハサ人の先祖を鮎く− サワガン遺跡公園
ＷＡ Ｒ Ｕ Ｇ Ａ

ＪＩｌ井 雄二

（ワルガ）

北部ミナハサ地方の石棺。
立方体の石をくり抜いて内部を空洞にし、遺体を収めた。
遺体はしゃがむような格好で石棺に収納される。これは、
ミナハサ人独特の宗教観に基づいている。つまり、Ｆ胎児は
母親の子宮から座った状態で産まれて来て、座った状態にて
永遠の眠りにつくことができるｊというものである。
ワルガの製造の始まりは不明だが、巨石時代の名残りと考えら
れている。19世紀初頭にミナハサ地方を襲った疫病により多数
の死者が出るとワルガの生産が衰え、キリスト教の伝播により
完全になくなった。

◎この遺跡公園には144個のワルガが現存しているが、遺骨や埋葬品などは全てオランダ植民地時代
に取り出されており、現在石棺の中は空である。埋葬品の一部は北スラウェシ国立博物館に展示され
ている。いくつかのワルガは壊れており、内部の様子を観察することもできる。
◎遺跡公園の入口付近にお土産屋ＦＳＡＷ旭ＧＡ朗Ｊがある。（青い屋根が目印）ワルガの模型やタルシウス
の人形などを販売している。この店のオルチェ（Ｏｒｔｊｅ）おばさんはガイドも勤め、流暢な英語で遺跡
公園の説明をしてくれる。（チップ：Ｒｐ．5，000−10，000一程度）
オルチェおばさんの説明によると、
Ｆワルガは全て北に向けて建てられている。これはミナハサ
人の祖先がモンゴリアから渡来したことに由来する。
ワルガの形は中国の寺院を模している。
104番のワルガは約五百年前の日本人のものである。着物
を着た人物と太陽と竜がモチーフとなっており、鼻には
家紋が彫られてある。ｊということである。
犬を使って狩りをする光景。母親が子供を産む姿を段階的
に表したもの。紛争する2人を裁く裁判官。大きな権力を
逸る部族長。などワルガに彫られている種々のモチーフを
オルチェおばさんは解説してくれる。

◎この遺跡公園のもう一つの見所は、樹齢百年の朽ちたｒカンポジヤｊの木である。妖気を漂よわせ、
おどろおどろした雰囲気である。公園の周囲にある一般基地の色あせた十字架群を背景に、幻想的な
情景を醸し出している。日没後鰯蟻が排掴しだすと、さながら怪奇映画の舞台の中にいるようである。
◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

作家、高見順は昭和16年1月27日から5月6日までパラオ、メナド、マカッサル、スラバヤ、バリ、
バタビヤの旅に出、帰国後その旅行記をＦ蘭印の印象ｊという本にした。【改造杜。昭和16年9月
27日発行】 以下の文は2月8日のメナド寄港の項を一部抜粋したものである。
『サワンガン部落の有名な土人基地に寄る。百四五十はどの家の形をした墓石にはいづれも人間の
彫像が飾りのやうにつけてある。そして、その彫像には、男女の生殖器がついてゐて、男の墓、女の
墓と一見して分るのである。赤ん坊を生んでゐる格好のもある。難産で死んだ女の基であらうか。
墓石を拳で叩いてみたが、なかが空洞らしく、或は石の質にもよるのだらう、土を叩いたやうな頼
りない音がした。
この墓地には、もと日本人の墓もあったといふ。日本人の紋が刻んであったので、それと分るのだ
ったが、蘭印嘗局がその基を撤去して了ったとの事である。
昔、ここに凛流した日本人が、鎖国のために厨れず、住みついたのであらう。土民の姓に、日本人
の名から出たらしいゴンタとか、姓を受けついだらしいアンド、ゴトウ（？記憶不明）と言ふやうな
のがあるといふ。
基地の出口に太い竹のやうな、そして節の間の短い木があった。ビンロー樹である。Ｊ
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いをしたことは一苧つまでもありません︒日本

このマカッサル人家族がきわめて不愉快な思

なかには数万㌢の現金が入っていました︒

されたまま佃の抵抗もしない人間は︑もはや

に回視させる農務が生じます︒﹁︑折りッＬを汚

た相手に軸接し︑﹁シリッ﹂をそれ以前の廠態

彼または彼らは自分たちのｒシリッ﹂を汚し

も個人または集団の1シリッ﹂が汚されると︑

ておいて損はありません︒﹁シリッ﹂をひと口
人学生たち．にしてみれば︑滞在中受けた好点

のでしょうか︒

で税明するのは無理ですが︑われわれ日本人

人間ではなく獣にすぎないということになる

ウ鮮臣鍔君雄器玩
のｒ恥﹂に似たものと考えておいてもいいでし

に対して︑時間のないまま現金でお礼の飢擁

からです︒先の日本人学生の場合︑彼らはマ

よう○

を表したつもりだったの

カッサル人の ﹁シりツＬを傷つけたことにな

﹁シリッ﹂が蝕も淑しいかたちで示されるの

ですが︑受け取った側に

かつて︑ある日本人大学生グループかウジ
ュン・パンタンを訪れ︑地元のマカッサル人

さのためと思われたとい

は男女関係をめぐる間越です︒すなわち︑男

り︑本米ならばなんらかの報棋せされても文

うことになり︑彼らのプ

ど気心のわかり合った間

すという方法は︑よほ

お礼の気梓を現金で表

複は生やさしいものではなく︑彼ら種付の短

ることを覚出しなければなりません︒この報

れたとき︑の性は女性の親族から報複を受け

うちに深い仲となって︑のちにこれか親にば

あるいは交際中Ｉの男女が女性の親の知らない

柄である瑚合を除いて︑

〃 ︵バティック︶ で相手の㍑性を刺し︑死に

と思うのです︒

︵佐久間徹︶

表面は机町でも内面はとても優しい人たちだ

な凶娘な人間だというわけではありません︒

だからといって︑この他ガの人びとが野蛮

王らしめることがしばしばです︒

インドネシア全回︑いや

れたわけです︒

性が女性をからかったり︑惑ふざけをしたり︑

してみれば︑それまでの

°

ライドはひどく侮つけら

句は言えないところでした︒

°

．ノ

サービスはすべて金欲し

●

日本の﹁恥﹂と・
インドネシアの
﹁シリッ﹂

家庭に宿泊したことがあります︒数日甥
在中︑彼らは心暖まるもてなしを受けまし

世界のどこでも細心の注意が必要なわけです
が︑ウジュン・パンタン ︵および南スラウェ

もちろん︑宿泊料は無料です︒
さて︑ウジュン・パンタンを去る日︑ハサ

シ州︶ では︑特に注意する必要があります︒
リッ﹂という価値観があり︑彼らは﹁シリッし

南スラウェシ社会には︑はじめに触れた﹁シ

ヌティン空港まで見送りに来てくれた宿泊先
触桂したあとにこの掛筒を開いてくれと伝え

なくして人間はありえないと考えます︒もし

の家族に彼らは一過の封筒を渡し︑飛行機が
ました︒この封筒の中味はいったい何だった
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性がいないのならば︑夫が隠れているはずは

す︒こうしておけば︑女神は女性が使う機織
り道具が使われていないのを見て︑なかに女
す︒

どんなに頑舶・つたつもりでも五本の杓の先ま
でしか進め鈍いなどと︑好の偉さを自慢しま

あ縞⁝賎鍔折柄錮⁝洪
ないと考え︑この京を避けていくのです︒

時期につむじ風が発生し︑大木を根こそぎ例

女神が夫を捜し回っていると考えたのです︒

ことであり︑逆に ﹁娘多くして蔵が建つ﹂と
いう︑末姉のの性にとっては悲劇的な事態に

これに対して﹁娘三人いれば破産する﹂と
いうことは︑この地方ではおよそ理解し難い

うわけで︑まさに1男はつらいしのです︒

を満たすよう努力せざるを‖ないのです︒結
婚までにはのは大変な山野を強いられるとい

の親族は女性側から山てくるさまざまな要求

紙を破薬する権利は女性側にあるので︑別件

また男が求婚して結婚か成立するまで︑紬

往むのが普通です︒

く︑婿入り姉であり︑未婚は結婚後も書方に

ますから︑結婚も男の京が嫁をとるのではな

この地方の社会は母系制が基本になってい

の起源は天から降臨した女神にあったのです
から︑女性の社会的地位が高いのは当然です︒

ろがあります︒そもそもマカッサル族の王柵

ですが︑．孫悟空が大変な力を持っているのと
同じく︑ここの女性の地位も男をしのぐとこ

何やら螺悟空の話を思い出させるような蘇

女神がちょっと目を離そうものなら︑すぐに

さて︑この女神はいったい何かおわかりで

生まれたままの姿になつて東を飛び出します︒

しょうか︒答はつむじ風︒

そして壮大なる男性のシンボルをぶるんぶ
るんと振り回しながら︑ここかしこと歩き回

南スラウェシの西岸地方では︑毎ヰ乾期の
終わりから雨期の初めという気候の不安定な

夫のいないのに気がついた女神は︑夫の立

るのです︒

派な持ち物がほかの女の目にとまる前にサロン

強き音
波の名は
つむじ風と女

をはかせようと︑あわてて夫の衣顆を持って

したり︑高床式民家をつぶしたりすることか
ありますが︑地元の人びとはこのつむじ風を
神様の世界の女性はこのように大変強く荒
っぽいわけですが︑この地方の女性も弱そう

なるのです︒．ああ︑弱き者︑汝の名は男なり︒

追いかけます︒

してしまいます︒そこで人間は︑あらぬ疑い

に見えて芯はなかなか強いのです︒男たちに

︵佐久間徹︶

人間の女と隠れていそうな家は片っ端から壊

この女神は大変な焼き餅焼きで︑裸の大が

をかけられて女神に家を壊されないように︑

言わせますと︑女は男の手のひらの上にいて︑
▲

機織り道具の棒を窓の外へ突き出しておきま
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飛騨アジア・アフリカ救援衣料チャリティー実行委員会が集めた義援金や救援物資の運搬とミナハサと
日本の子供達の交流を目的に、1998年2月28日から4月1日まで26名の訪問団がマナドを訪れました。
以下の文はその報告書から一部抜粋したものです。
紙面の関係で縮小版としました。少々読み難いかもしれませんが何とぞご了承下さい。
尚、同伴に関するお問い合わせは、コーティトターの青木氏、又は日本語教師のヨス先生まで。 【編集部】

北セレベスと日本の子ども交流会

告

書

1998年

北セレベスと日本の子ども交流会実行委員

マナド教育大学日本語学科
ＪＯＳＮＡＲＡＮＤＥ
ＪａｐａｎｃｓｅＴｅａｃｈｃｒ
Ｏ431−35225

ＪＬ．ＳＥＡＬＯＲＯＮＧＴＵＭＴＮＴＩＮＧ ｍ
ＭＡＬＡＬＡＹＡＮＧＩ・ＭＡＮＡＤＯ
ＴＥＬＰ．（0431）821307
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2．主旨と日程

1．北セレベスと日本の子供の交流会を企画して

1998年インドネシア 北セレベスと日本の子ども交流会について
（含むシンガポール・スタディツアー）
コーディネーター

引率リーダー 水 谷 恵 子（飛騨ＡＡ救援衣料実行委員会事務局）

青 木 次 郎（日本インドネシア友好交流協会理事）
ミナハサ・アムランのカローラン病院の田村先生から、日本で救援衣料を集めてメナドに送って
いる飛騨高山ＡＡ救援衣料実行委員会というのがあって、インドネシアへの救援衣料の発送に困っ
ているので協力してやってくれと連絡かあり、委員会事横局長の水谷さんを紹介されました。この
会の人達は救援用の衣料を田村先生を通じて、ずっとインドネシアのアムランへ送っていたのです
か、インドネシアは救援物資の郵送について特別の恩典はなく、高い税金を課せられるのです。そ
のためインドネシアへ行く人かあるとお願いして、人手を借りて少しづつ運びこんでいたのですが、
メナドと言う所は行く人が余りありませんので、お願いする人が限られて多くの物資が運べないの
です。しかもインドネシアへの持ち込み荷物は一人20ｋｇと制限されているので、たいした物か運べ
ません。そこで私の知り合いでメナドへ行く人があれば頼んだり、又、自分でもインドネシアへ行
く度、すこしづつの救援物資を運んでいたのですか、今回のインドネシアの騒動によって、ルピア
の下落、物資の高騰などにより、それでなくても貧しい生活をしている僻地の人達か、大変周って
いる事を知って、何とか大量の救援物資を送ろうではないかという事になり、水谷事務局長よりご
相談かあり、このたび別紙のような計画か始まったのです。
唯、今回のこれらの運動は、単にインドネシアの窮状の救援というだけのものでなく、これに参
加する事によってインドネシアの事をよく知り、その中からいろいろのことを学び、日本とインド
ネシアの子供たちによる、よき交わりか出来てお互いか仲良くなれたらよいなあという目的もあっ
たのです。そこでインドネシアの家庭にホームステイをして、各施設を訪れ、直接にインドネシア
を肌で知ってもらうという考えを基本に計画か進められました。幸い私がインドネシアのメナドで
生活をしているということで、現地での計画を引き受ける事になったのです。
そして飛騨高山を中心にして、いろいろと運動を展開しました。多くの団体へ寄付のお願い、各
新聞社に対する協力のお願い、一般市民への呼び掛け、物資を運んでくれる少年ボランティア団員
の募集等、頑張りました。お陰で多くの協力者を得る事か出来ましたか、唯団員の子供達を集める
のに一番困りました。何しろ、当時インドネシアの情勢はご承知の通りで、外務省の渡航危険情報
を何回も取り寄せたり、メナドで私と一緒に生活をしているヨス先生にも、連日現地の様子を問い
合わせたりして、安全だという結論を得ていたのですがそれでも、もし万一の事かあれは取り返し
の付かない事になり、大きな責任を負わなければならないし、水谷先生とも随分話し合いましたか、
最終的には私たちを信用してくださって24名もの団員の子供さん速か参加してくれることになった
のです。特にそんな危険と言われるところへ大切なお子さんを預けて下さった親ごさん遠には、唯
々感謝するのみでした。最終的に、交流会メンバー、支援の内容は次の通りで計画通り実行する事
か出来ました。

6

（救援物資・献金・保育或建設支援についての呼びかけ〉
救援物資について
インドネシアは救援物資か郵送できない国ですか、団員一名につき訓ｋ持ち込むことかできます。
タオル、新品衣類、文房具、石鹸、医薬品、スプーン、折り畳み傘などをお寄せください。施設・
学校・病院から、要請かきています。
サリオ保育園建設支援
念願の保育園建設（総工費250万円）に向けて現在整地に入っているところとなりましたが、保育
園の建物内部の備品や教育設備を整えるお金か必要です。
献金について
インドネシアルピアの暴落で高価な医薬品の傭人かできなくなり、混乱のただ中にあります。以
前、飛騨より寄付した車（救急車の代用）も使用に耐えなくなってきています。7ムラン・カロオ
ラン病院は島の最も貧しい地域の人々の医療を支える病院ですか、病院のためにご献金ください。
この準備を進める中で、田村久弥先生か健康を取り戻され、アムラン病院への復帰を考えられる
ようになりました。特にアムラン病院では胎児の心音を診察するためのドプラ一装置か必要とされ
ており、今回の募金の中から中古で20万円弱のものを購入でき、お届けできるようになりました。
本当に感謝いたしております。
（資
料〉 ＧＭＩＭキリスト教団の社会奉仕活動分野
Ａ 施設と現在の在席数
1．トモホン……………ナザレ孤児院……………5才以上の子ども 91人
2．トモホン……………ベテスタ孤児院……………5才以下の子とも 42人
3．トンダノ……………ドルカス孤児院……………5才以上の子とも105人
4．トモホン……………身体障害者援護施設・年少一学齢期の子とも
31人
5．マナド……………生活保護・母子家庭施設・鋼8人の子とも
Ｂ 貧困家庭の子どもへの奨学資金支給

Ｃ被災者、貧窮着への生活支緩

く計画委員〉 コーディネーター 育木次餌（日本インドネシア友好交流協会常任理事）マナド在住
引率リーダー 水谷恵子（飛騨ＡＡ救援衣料実行委員会事務局）
（後 援〉 日本インドネシア友好交流協会、飛蹟ＡＡ救読衣料実行委員会
（協

力〉 インドネシア
シンガポール
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845．000円

5

救援物資
支援金

1

〝

ｌ

一般参加

青木
大学生
水谷
専門学生
土星
高校生
湯畑
中学生
海産
小学生
600ｋｇ（ダンボール箱43個）

名名名名名

コーディネーター
引率リーダー
副リーダー

く目
的〉
インドネシア・スラウェシ島の北セレベスは、長年田村久弥医師ご夫妻かご奉仕され、心血そそ
いで村人の健康医療生活の改善につくしてこられたところです。
19朗年にご夫郎Ｉ退後、苦慮しておられるアムランの病院、ナザレ孤児院などグミンキリスト教団
の施設・ベテスタ病院などを訪問し、ボランティア作業をさせていただき、献金や支援のしるしの
品を届けたいと思います。
また、メナド市では保育園建設の支援をし、メナド教育大学の日本語学科の学生の助けをお借り
して、いくつかの学校の子ともたちと友好を深めあいます。また、絵画を交換しあいます。
尚、行きの中継地シンポールでは、戦争についてや、アジアの多民族国家の人々の生活の様子、
インドネシアの火災による大気汚染の被害などについて学びたいと思います。共に学び、奉仕し、
アジアの人々と交流を深めることを目的とします。意欲のある方々の参加を歓迎いたします。

ＧＭＩＭキリスト教団、トモホン・ベテスタ病院、アムラン・カロオ
ラン病院、マナド・サリオ教会、ビートン・教団ビートン病院
ＮＡＷ（Ｎｅｔｗｏｒｋ ｏｒＡｄａｎ Ｗｂｍｅｎ）
一3一
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旅行日程及び概要報告
1998年3月25日（水）〜4月2日（木）

3／25（水）高山出発グループ朝3時45分新富町事務局にて救援物資棲み込み
4：00
出発（久々野駅にて土屋親子乗車）
臣00
名古屋空港着
独立学周からの三人（藤本・桝本・古畑）、岐阜県内からの二人（西尾・市川）と合流。
出国手放き・48箱の救援物資と共に。
10：35 ＳＱ981便 名古屋空港発（約6時間半の飛行）
16：30 シンガポール チャンギ空港着
換金したり、軽食をとったりして東京の4名を待ち、チャーター・バスへ救捜物資を棲み込ん
でオックスフォード・ホテルへ。（東京からの4名）ＳＱ977便18；20着
3／26（木）7：30 起床・朝食
ｒ多民族国家シンガポールを身近に感じるツァー」
モスクや中国寺を訪れ、異なった民族かお互いに認め合い、尊重し合って暮らしている様子
をみました。市場の様子も、めずらしかったです。高層アパートにお住みの一般家庭を訪問さ
せていただき、シンガポールの年配のご夫婦と親しく話し、質問したり、お茶をいただいたり
しました。
午後はホテルの近くを、自由に散策し、一般の人々の食堂で、食事したりして、特の様子を十
分に楽しみました。
夜青木さんのお話を中心に、戦争について考える会を持ちました。青木さんの小冊子ｒ追憶Ｊ
にそったお話や、戦争を体験されている湯畑さんからもお話を伺え、たいへん考えさせらました。
3／27（金）9：00〜13：00
ｒ「戦争の歴史」「シンポールの歴史」をともに学ぶツァーｊ
美しいセントーサ島に洩り、シロソ皆や戦争博物館をみました。
日本人か、戦争中にシンガポールに対してした行為を知ることは、つらいことでしたが、「正
直にいって、たいへんショックを受けた。だが、このショックを受けて、今からどうしたらい
いのかを考えるのか、ぼくたちの使命だ。」というメンバーの発言に一同深く共鳴しました。
また、コースに入っていなかった水族館も楽しめて良かったです。
時間も下がったので昼食はオックスフォード・ホテルへ戻って全員でおいしくいただきました。
このオックスフォード・ホテルはエリザベスさんの勧めで予的しましたか、こしんまりと気
楽で、たくさんの救援の柘も無料で預かってくだきり、レストランのコックさんは、忙しくて
も、子ともたちの水筒に快く水を入れてくださったり、部屋を通常料金より安く嬢供してくだ
さったりしました。
この日、昼食を食べに戻ったことを、とても喜んでくださいました。
ガイドのエリザベスさんは現地のＮＡＷのご紹介でしたか、この旅の主旨をよく理解して協力
してくださいました。時間か伸びることも、また、チャンギ・チャペルへ寄ることについて
も、パス会社とよく交渉してくださり、便宜をはかってくださいました。
・夜、20名はナイト・サファリへ（19：00・〉22：00）
・水谷・清水・志保は現地ＮＡＷのバングラティシュの方と打ち合わせをし、リトル・インデ
ィアへ。
・古畑・藤本・桝本もリトル・インディアへ。
3／28（土）朝9こ00 ホテルを出発
チャンギ・チャペルを訪問し、戦争の犠牲者について静かに考える時か持てました。
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13：05 ＭＩ276便 シンガポール チャンギ空港発
16：55 マナド着
サリオ教会の皆様と6台の白バイを先頭にした、何台もの奉のパレードでのお迎えをうけました。
18：㈹ サリオ教会で夕食 婦人会・青年会と歓迎交流会
20：00 ホーム・ステイ分宿へ
3／29（日）
7：00
針00
12：00
13：00
16＝00
17：00
18：00
3／30（月）

起床・マンティ・朝食
サリオ教会にて聖日礼拝く賛美歌を披霧し車した）、交流談話会
昼食
アイルマティティの洞窟・サワンガンのワルが見学・ケマビーチ〜ビートン病院見学
ビートン港・レンベ島・海岸の記念碑
マララヤンに到着
夕食交流会（青木宅）、礼拝−ホーム・ステイ分宿

7：00 起床・マンティ・朝食・集合・出発、一部のメンバーで貧しいお宅を訪臥オレオレ
（おみやげ）を手ましました。
10：00 マナド港を二臆の快速船で出港。一時間でブナケン島へ、ガラス・ポートでサンゴ惚見
学、海水浴など
・12：00 ビーチでサリオ教会の方々の作ってくださった昼食を食べ、満ち潮を待って、のんびり
と過ごしました。
18ニ00 トモホン市 ナザレ孤児虎・乳児院慰問
19：00 看護学校学生と交流
ペテスタ病院研修施設にて宿泊（全員同所）
3／31（火）
7：00 起床・マンティ・朝食
針00 ベテスタ病院見学、トングノへ出発、トモホン小学校訪問・グミン教団ろう学校訪問
11：00 トンタノ湖…日本海軍の落下傘降下地
マナド教育大学日本語学科訪問（ちょうど卒書式でした）
12：00 パソ温泉（入浴・昼食）
13：00￣ 出発〜ラングワン飛行場跡見学（元日本軍基地）
カワンコワン＞ソンデルなど戦場跡を訪ねる、陶芸の村見学
1臣00 7ムラン・カロオラン病院訪間、交流パーティー。ゲスト・ハウスに宿泊（全員同所）
4／1（水）
10：00 出発
日：00 タテリ柵子林の中でお別れ野外パーティー（サリオ教会青年会・日本語学科学生などと）
】3：00 出発〜マナド市内見学、スラム街を通りぬけました。
ミナハサ州牧師全体会議表敬訪問
16：00 空港到着
16：30 ゲイト入場（Ｍｒ・青木はマナドにお残りになられました）
17：30 ＭＩ277便 マナド発
21：05 シンガポール チャンギ空港着
東京への三人は、ＳＱ998便 23：15→06：35
4／2（木）
01；35 ＳＱ982便 シンガポール チャンギ空港発
08：55 名古屋空港着 マイクロ・パスで高山へ
−5−
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3．救援物資・募金・交流活動報告
北セレベスと日本の子ども交流会

救援報告

引率リーダー 水 谷 恵 子
3月25日から4月2日までの交流会に惜し、たくさんの救援物資、募金をお寄せいただき、本当にあ
りがとうございました。10才から79才までの交流メンバー26人か、全員無事に役割を果たし、大きな
学びを胸に帰国できました。
心からの感謝をもって報告させていただきます。
お寄 せ い た だい た 募 金 ・救 援 物 資 （98 ／4 ／3 現 在 ）
募
金
8 8万 4 千 円
救 援 物 資
7 70 也

（募金・救捜物資の届け先〉
救援物資について
たくさんの皆様のご協力のお陰で医療嵐器、医薬品、タオル、新品衣類、文房具、石鹸、スプー
ン、折り畳み傘など、43籍（600ｋｇ）を運ぶことができました。
つぎの各所でたいへん喜ばれました。本当にありがとうございます。
飛行機の重量を越えた分や、関税免除などの点で、シンガポール・インドネシア両政府、航空会
社などのご協力が得られたこともあわせて報告させていただきます。
（また、たくさんお寄せいただいたお陰様で170ｋｇを次のようにさせていただきました。
・高山市内老人福祉施設へ自タオル4箱
・アジア学院新入生のためにタオル・石鹸など5箱
・後月インドネシア持ち込み分として3箱
・フィリピン・ストリートチルドレンへ1箱郵送）
1．サリオ保育園へ支緩金10万円・物資6箱
念朗の保育園建設（総工費250万円）に向けて現在建設に入っているところでした。設備費は総
額20万円とのことですか、その半額をお渡しできました。
岐阜県内のみなさまよりのピアニカ40台と、岐阜市のリズム楽珠（越川嗣郎氏）より指導着用に
高価なアコーディオンの寄贈をいただき、保育蘭の教育備品として寄贈することかかないまし
た。アコーディオンを見るのか初めての子ともたちか、好奇心をおさえられなくて、おそるおそ
る触りに染まったのがたいへん印象的でした。
2．サリオ教会へ、マナド・スラムへ配布用に物資5箱
一部を子ともたちか配って周りました。吹けば飛ぶようなあばら小屋に、泥をかためた床で、湿
っぽい臭いがたちこめていました。電気・水道はもちろんのこと家財道具らしさものも一切あり
ませんでした。
3．マナド母子寮へ5千円と物資5箱
母子寮− と呼べる建物は全くなく、各所で漁業・農耕・畜産・教育という小さな群れを形成し
て208人の母子か暮らしています。一家族一ケ月的500円の補助です。畜産部では一頭の豚を貸与
され、それを一家で養い、増やして生計をたてていくのだそうです。
4．ナザレ孤児院・ベテスタ孤児院へ1万円と物資6箱
133人の子どもに対して、恥こ片付けられている衣服の枚数が全く少ないのに驚きました。ちょ
うど雨の日で、職員の先生方は部臣の霹削こおかれた石油ストーブで洗濯物を軽油、すのに四苦八苦
しておられました。
こちらとは1986年からのお付き合いです。毎年、一人の子どもに対してタオル一本かクリスマス
の時にだけ配られます。
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5．トモホンうう学校へ5千円
6才から22才の方か言葉の治療をうけておられました。
日本のように早期発見・治療がゆきわたるようになれは良いのにと感じました。
6．7ムラン小学校へ学費に不足している子どもの奨学会として5千円
6年生飴人かたいへん良くそろった歌声とミナハサ族伝統の踊りで歓迎してくださいました。
一同深く感激いたしました。
7．トンダノ・ドルカス孤児院へ3万円と物資4箱
105人の子ともたちが、暗い部屋の二段ペットで生活しています。
私たちか訪問する少し縮こ、台所かぼやで焼けたことを知り、同行メンバー全員からその場で
新たな募金の申し出かあり、全部で3万円をお渡しできました。一般の家か20万円で建つ所で
すから、ｒこれで台所を建て直せる」と院長さまは声もでない程、喜んで受け取ってください
ました。
8．ベテスダ病陵へ3万円と物資5箱・機器部品（9．165円相当）
今回の支捜のしるＬも、ソーシャルワーカーのへニンさんか最も有効に用いて下さいます。私
たちからの教組バザーを開いて身寄りのない病気のお年寄りの治療費や老人福祉施設の入所費
用にあてるなど、たいへんきちんと取り扱っていて下さいます。こちらの看護学生とにぎやか
な交流会かもて、とても有意義でした。
9・アムランカ0才ラン病院へ6万円と物資8箱、及びドプラー医療機器（胎児心音聴診器）
． 一台と一年分のドプラー使用医薬品（19万2．150円相当）
インドネシアルピアの暴落で高価な医薬品の購入かできなくなり、特に病院は混乱のただ中に
あります。以前、飛騨より寄付した救急車の代用のための車も使用に耐えなくなっていました。
アムラン・カロオラン病院は島の最も貧しい地域の人々の医療を支えるために、田村久弥医師
ご夫妻か長年奉仕された病院ですが、94年に田村医師ご引退以来、経営か困難な状態にあるの
か今回の訪問でもよくわかりました。有能な医師の不足・村人の貧困で患者も職員も大きく減
っていました。パレンテン院長も苦境を請っておられました。
10・7ムランカロオラン病院のために田村久弥医師の管理のもとで使用されるための支援金として
40万円
この交流会の準備を進める中で、田村久弥先生か健康を取り戻され、アムラン病院への復帰を
考えられるようになりました。諸条件か勘、次第、出発のご予定です。ご高齢の先生は以前の
ような数多い手術の激務はたいへんですか、若手医師の指導などに当たられます。奥様が亡く
なられたため、お一人ではなにかとご不自由ではと心配です。
どうか、先生ご自身のご健康とお働きのために今後とも折り、支えて下さいますよう、よろし
くお願いいたします。
なお、以上の所との交流を支えてくださったマナド教育大学日本語学科へは、萩原町の長尾雅也先
生の飛騨の四季組版画と大進杜様のご好意で御枚の絵葉書を記念としてお届けできたことを感謝と
ともにご報告させていただきます。ありがとうございました。
交流会メンバーは、戦争のこと、アジアの暮らしや課題のことなど、多くのことを学びました。各
地での身にあまる歓迎に感激いたしました。
ｒ正軌に言って、たいへんシすブタを受けた。だが、このショックを受けて、今からどうしたらい
いのかを考えるのかぼくたちの使命だＪ
メンバーの高校生の言葉です。すべての苦労がむくわれる思いです。
現地の子ともたち・学生を日本へ招こうという話も持ち上がっております。ご協力いただける方は
ぜひ、ご連綿ください。
皆様！本当に感削、たしております0 たいへんありがとうございましたｃ
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6．交流は続く

5．支援は続く
現地からの田村久弥医師の手紙

心優しい人達ゐ住む島 北スラウェシ
青

木

次

郎

皆さん本当にご苦労さまでした。有難うございました。
水谷先生給め皆さんか力を合わせて、北セレベスと日本の子とも交流会の全てが無事に終了出来
た事を感謝しております。今回は大変ハ「ドなスケジュールだったので皆さんが鍾れたのではない
、かと心配しております。今回の払たちのインドネシア訪問によって、メナドの人々の帥こは日本ブ
ームが沸き上がっています。皆さんか締ってからホームステイを受け入れてくれた象の入違や、青
年会の人達の閲で次回のホームステイの準備の為と育って、ヨス先生に轍んで日本語の勉強会か始
まりました。現在参加者は20名ほどで2つのグループに分かれて、各々逼2臥1回1時網くらい
の授業を行っています。又、他にこれから2年紺ぐらい掛けて日本へ行く亀の貯金を始めた人か何
人かいるとのことです。是非最後まで紗ナて日本へ来る事か出来たら薫嘲らしいと思っています。
その時には皆で大歓迎をしたいですね。
今回の訪問交流会でお世話になったインドネシアの入違は、メンバーの子供たちの名前をすっか
り覚えていて、誰はどうだったとか、彼はああだったとか色々話をしてきます。中には蜂脚こなっ
てほしいとか、長く家にいてほしいとか、大麦です．いずれにしても、何とか早く日本蹄を覚えて
次の時には日本語で色々とお活かしたいと言っています。
今回のインドネシア訪問の旅の中で、インドネシアの入違、また腋本の子供たち、途中お世話に
なった人々との交流の中から色々と感動し、学び、教えられる事かたくさんありました．特に子供
たちの国境を越えた触れ合いの中に、大人にはない鳶哺らしいものを感じました。私は良く鍾りの
ない交流という事を言っているのですか、今回一線に行った子供達の何の抵抗もなく、兄弟姉妹か
古い友達のように解け合っている姿に、何の蟻りもない真の交流のあることを教えられたような気
かしています。
また、今回の交流に参加した子供達の感想文の中に、ｒショックを受けた、これからこれらの経
験をどの像に生かして行くか考える」という高校生の言責、ｒインドネシアの人達の優しさ、お兄
さん、お姉さんのようにしてもらったことか忘れられない」と言っている子供達。また、一般参加
として同行して下さった鑑畑さんは「来るまでは皆からインドネシアについて色々の事を言われ、
心配していたが、こんな素塙らしい人遠かいるところならは、今度は子供や孫を連れてもう一度来
たい」との誌。飛騨の山の中の小さな小学校の土足先生は「山の学校の子供達全員を連れて来たい」
と、夫々がインドネシアについての感想を語ってくれたことか、コーディネーターとしてお世丘し
た私にとってとても鱈しい事でした。
リーダーの水谷先生はこれらのことについて、ｒこれからもお互いが手をつなぎ助け合って行き
たい、そのためにはメナドの子供達、学生連を日本へ招きたい。そのための運動を給めたい」と言
っていました。その時には、皆さんも是非応援をして下さいますようお願い致します。
皆さんか描られると行き違いにインドネシアに来られた川村先生は、カローラン病虎で頑張って
医療活動をなされておりましたか、3か月のピサか切れて鰻回されました。7ムランの病院や、町
の人たちは田村先生の来られたことで安心して生活か出来るといって喜んでいたのですが、先生も
こ高齢ですし余りご無理も出来ませんので残念ですが、もしお元気であれは再度のご来訪を町の人
々と共に願ってやみません。
その他、サリオの幼稚軋封殆ど出来上かっているのですか、中の設備の所で、まだ何筐所か出来
ていないとのことですか、10月に青木か行ったとき全部を完成出来る棟にしたいと思います．他に、
子供達の図鳶の交換展覧会は5月にメナド市内の学校で第1回を開催、5月にトモホン小学校で第
2回、7月にレイレム小学校で第3回と夫々蘭催しました．そして、あちらの学校からの因吾も預
かってきていますので、日本の学校での展覧会の開催を準備しています。また、子供養の手紙の交
換も夫々の言葉に直して渡してありますので、今肘0月に行く時には夫々の返事を届ける事にして
います。
まだまだ、これからも北スラウェシとの交流を紛ナて行けたら良いと思っています。ｒ第2回北
セレベスと日本の子とも交流会」・そして第3巨は出来れば何時までも続けて鱒しいです。そして
次には水谷先生も望んでおられる、インドネシアの子供達の日本訪問も実現出来たらよいと願って
います。

子供交流会のみんなか鱒回したあとで、入れ違いのように田村先生かメイドに来られ
ました。
空港には、札とヨス先生が出迎えに行きましたか、アムランのカローラン病院からは院
長先生とご主人の牧籍先生か来て居られ、ご一線に空港から、メナドのマララヤンの家
に立ち寄って一休みしてから、カローラン窮掟の方へ拘われましたか、とてもお元気そ
うで安心致しました。病院の宿舎は他の先生か現在住んでいて、田村先生は、この前交
流会の皆さんか宿ったゲストハウスにお一人で住まわれておりましたか、10日ほど過ぎ
たｔＨこお伺いしました所、毎晩蚊に悩まされておられたようでした。
丁度その頃、高山の水谷先生に起てて、アムランのご様子を知らせて来られたお便りだ
と思います。
まだまだ、アムランのカローラン病浣に対して情熱をもって居られ、一生懸命になさっ
ていることかわかるような気か致しました。
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弥

私がここへ来てから丁度、1ヶ月経ちましたか、束だ山か動いたような気配はありませんか、少
しづつ動いているのでしょう。私か前に住んでいた家には、他の医師家族か入っているので、私は
ゲストハウスの一室に入っています。ここに蚊か人らぬように金銅を張ってくれたのですが、先
月よく見ると、ガラス書の上かｌｃｔ空いていました。ここから毎晩蚊か入って来て位よされていま
した。おおよそ1ヶ月も知らないで過ごしていました。のんきな話です。さて、5月9日は、ここ
から車で1時間のトンバソ・パルーのＧＭＩＭの助産所へ産婦人科の外来診療に行きました。ここ
は私か前にいたと書に、日本の外務省が小口援助の測0万円をくれて、立派な助産所か出来ました。
日本では坪50万といって、たった10坪しか建ちませんか、ここは建築費が安くて、帥坪くらいのも
のか建っています。1ヶ月に1回、産婦人科の珍雛に行っていましたか、今回、これを復活させま
した。11時に着いて、すぐに結め、55人の患者を1時半までに終えて、食事をして、7ムランに・1
時に掃って来ました。すると、急患か入院しているので診ると、子宮外妊娠でした。ひどく痛かっ
ているので薗ぐに手術せわはなりません。準備をして、7時から開けてみると、左の卵管が破れて、
出血していました。手術は無事に終わりましたか、この手術で、縫合糸（鰯糸又はナイロン糸）か
全々ないということかわかりました。又縫合針もろくなものかない、とにかくないないずくして手
術を終わりました。そこで債須欄の古谷（ふるたに）先生に手紙を書いて、手術器械の不足のもの
などを航空便で送って下さるようにしました。そのうちに恭求とか行くと思いますが、お払い下さ
るようおねかいします。総額で10万円にもならないかと思いますか。ドプラー聴診器は新しいので、
とても助かっています。どうしてこの確に手箱誌経、詰良か不足するかと言うと、手術坊や産掃人
科外来、分娩室などに出入りする者農婦（夫）看護助手・助産鰭などが、自宅で開業（？）すると
きにどうしても欲しいので黙って持って帰ってしまうのです。現場を押さえないかぎり、お前か盗
ったろうとは言えないので、一方的にむこうのなすかままです。前にここにいて、いまアムランの
町で関走している助産婦のところへ行けは、さぞ立耗な提櫨かそろっていることと思います。これ
を取られたら困るな、と思うものかいつの閥にか消えているのです。開発途上国援助というものは
忍耐と披気の要るものです。産婦人科の外来と分娩室にはそれぞれ電気スタンドかあるのですが、
この電球をつけると錐か入って来て、すぐになくなるので、いまは着けないままになっています。
分娩室のはごていねいに差込み用のプラグまでなくなっています。いたちごっこで務めています。
注射器、注射針などは偽向のターゲヮトです。
これは経か患いのでもない、この団の貧困のせいなのです。
この手術をした患者は7ムランの人で、この噂はバット町中に鉱かり、よい宣伝になりました。患
者を病院に見舞ったとき、付き添いの旦那の着ていたシャツは垢だらけで、カギザキの破れたのせ
着ていました。こんなものしか着るもののない一般庶民の貧しさを思いました。
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9．メナド教育大学の日本語学科の学生からのたより（仝即楠で書いてくれました）
皆さんの北スラウェシ訪問の印象
マナド教育大学日本語の学生一同を代表して
ジェニー・チャンプ
最近、世界のさまざまな国の学生が8本請を勉強しています。その中のひとつに、インドネシア
のマナド教育大学かあります。ここでは毎年日本語を勉強する学生の敵かふえています。
3月の末、マナドに日本人のみなさんが26人いらっしゃいましたね。最初にサリオの教会に全員
か集まって、とてもにぎやかになりました。そこには何人かの日本韓の学生もいて、おたかいに紹
介し合ったり、おとったりしました。私たちはとても楽しかったです。
みなさんはインドネシアの子供たちと、とてもしたしく交際して下さいました。しかし、あまり
話をすることはできませんでした。インドネシアの子供たちは日本語ができないからです。
このような時は、おたかいにほほえみ合ったり、ボディランゲージを使ったりするだけでした。
みなさんがいらっしゃったので払たちは日本語の会話の練習がで含ました。私の会話はまだまだ
へたなので、もっと練習しなければならないと思います。
他に、いろいろとおもしろい経験もしました。たとえば「ナシ」と言う言葉の蒼味をまちかえて
しまったりしたことです。ホームステイで朝食を食べている時、かいとさんと日本人の学生とエファ
さんと私とでインドネシア語では「ナシ」はごはんのことだけど、日本語ではくだものの名前だと
言う話をしました。発音は同じでも意味はちがいます。
他にも、日本語の言葉ににているインドネシア語の言葉がたくさんあるようです。
日曜日のサリオ教会での交流はすはらしかったですね。私も見させていただきました。
日本人の中にはこうきしんの強い人が多いようですね。アインシュタインは言っています。
「私は天才ではない、こうきしんがおうせいなだけだ。」と。
日本人はまた、とくとくの文化を持っています。たとえは、人と会った時、インドネシア人は必
ず握手して、だき合いますが日本人は頭を下げておじきをして挨拶します。
みなさんは教会、病院、学校、こじ掛こたくさんの捜助をしてくださいました。
本当にかんしゃしております。みなさんは本当にかんだいで親切でかしこい方たちだと思います。
私、そして日本語の学生会員より、みなさんか沖にまもられますようお祈りしております。
もしも、みなさんのご訪問中に何か失礼かありましたら、お許しください。
いろいろとご親切にしていただきまして、本当にありがとうございました。これは私たちの心から
の気持ちです。
もしもお時間がありましたら、またいつか、どうぞこちらにいらっしゃってくださいね。
ではまた…お元気で。
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皆様お元気ですか。マナドへは来てくれてどうもありがとうございました。一週間ぐらい、マナ
ドにいっしょに住んでいて、本当に楽しかったです。
マナドヘ来た日本人は少ないです。しかし、私のためにあなたたちの訪問してくれた事はとても
役に立ちました。あなたたちと仲よくできて、私の日本語は少しずつ話せるようになりました。
それに、つちや先生から、教えてもらちた漢字はどうもありがとうございました。日本語は難しく
ても面白いと思います。
皆さん あなたたちは、とても大切な人です。
では、時間のひまかあったら、マナドへまた来てください。
それでは、まちがえたことかあったらすみませんね。 体に気をつけて下さい。 よろしく。
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日本の子供を迎えての印象
メイティ
みなさんはＭ8ｍ8ｄｏの町にたずねてきました。
その時は、私のこころか楽しかったです。
私はみなさんのほうもんをとてもよろこんでいました。
みなさんかＭ8ｍ血をほうもんした時には、わたしたちはじょうたいかいっそう楽しくにぎやかに
なりました。
その時はいっしょに晩ごほんを食べました。日本語で話をしました。
そしていろいろなことをしました0そのことせんぶかたいへんいんしょうにのこりました。

Ｐｅｓａｎ

いつ またＭａｎａｄｏに来ますか
みなさん…ひまかあったら
またＭ8ｎａｄｏに来てくださいね…

さ

よ

な

ら
アネタ

空港へ迎えに行った時に初めて私は8本の子供と会いました。子供たちは自分で荷物を跨って空港
から出て来ました・初めて見た時の印象は子供だけで両親もいないのに自分で外国へ旅行したこと
かできて、それはすごいです。
じこしょうかいした時、恥すかしそうにしていましたかあたりまえと思います。
途中に受け入れた家庭へ行った時、恥ずかしくしないで話か始まりれた。
いろいろなことを知りたいので質問しました0その話から色々の経験をさせてくれました。
話すだけでも子供がどう生活するか、たとえはどういう考え方か、どう話すか、すこしわかりまし
た・私にとってインドネシアの子供と比べたら日本の子供は自分と早く仲良くなれました。話をし
ていた時色々勉強することがありました0友達が「小さい」と言っても日本の子供はなかなかわか
らなかった。「ちっちゃい」と言ったらすぐわかった0それはめずらしいと思いました。払たちの
賊強している日本語は子供の使う日本語と違いますから困りました。でも、そう言うなかから私に
日本論を勉強させてくれました。
受け入れた家庭に到着したら、たくさんの人々か待っていました0インドネシアの子供は外国人と
会うことは、たまのことだからとこにでも日本の子供かいたら集まりました。そんなことするとお
しゃまになりそうですけれども日本の子供は親切に友達になろうとしました。
私が思ったことでいちばん囲ったことは言語だけでした0食べ物はほとんどだいじょうｊくでした。
そのほかいろいろな困ったことがありました0インドネシアの子の外国語はまだ毎日小学校か、家
庭で使う少しの英語しかできません。それから初めて受け入れた家庭に入った時蚊取線香かなけれ
ばなりません。でも自分でしようとしました。
私のいちばんいい印象は日本の子供舶びしいことでした0それは子供と受け入れた家庭に荷物を
持？て行ってから7時までに集まらなければなりません0私はあと15分で7時になるとき子供を中
心に率で散歩しようときそいました。
もう71寺になったかまだもどれませんでした0子供は心配して「はやくもとってください。」と言
いました0私は「ここは日本じゃないから少しまにあわないでもだいじょうぶ。」と言いました。
日本人はまだ、子供でもきびしくしてすごいと思いました。
4日かんに1日だけ子供といっしょですかとても楽しい日でした0そんな経験をしたことかできて
うれしいでした。子供は親切で上手に自分と交流できたからです。
では、みなさんによろしく。
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クロスワードリくズル 前月号の回答

会員の脱入会報告

脱会（1）森井まち子 9月末 日本帰国
（2）中戸直司 10月末 日本帰国
入会（1）喜多 和（まどか） 留学生
（本文参照）

編集後言己
新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
会報第3号をお届け致します。
予定を早めて年内に発行することになりあわただしくなりましたが、
何とか間に合いほっとしました。
今回は会員の皆様から力作熱作が多数寄せられ、読みごたえのある
内容となったことと思います。
何度も繰り返すようセすが、会員全員の原稿を掲載することを目橡と
しておりますので、皆様の寄稿をお待ちしております。
事業説明、体験談、失敗談、エッセイ、各種情報など。枚数、内容、
ジャンルは問いません。原則としてＡ4版。（内容によりＡ3廟も可）
左側に約2センチの余白をご考慮下さい。
第4号は1999年3月頃発行を計画しています。
昨年は中止となったブナケン島／ナイン島ツアーや釣り大会、カレー・
パーティーなどの楽しい催し物の計画が会員の皆様の間からいくつも
上がっています。会員相互の親睦をより深められますよう、また現地
生活がより豊かになりますよう期待しています。
安全対策連絡協議会の辻田会長には日頃の連絡や緊急連絡網の作成
などでいつもお世話になっています。改めて感謝の意を表します。

1999年1月1日

日本人会会報編集部 編集部長：川口博康
編集部員：川井雄二
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1998年12月10、日
北スラウ工シ州在留邦人各位殿

安全対策連絡協乗合

ウジュンパンダン総領事館からのお知らせです。

12月甲付のシンガポール発行ｍｅＳｔ料も8ｎｍｅ色ｌ即ま、「狂信主義者がスラウヱシヘ向かっ
ている」と鮨して、当国内有力イスラム団体、ナフタトゥル・ウラマの総裁、アブドウル・ラフマン師
のインタビュー記事を概要以下の通り掲載しています。
「自分（同総裁）は先週末教会朝係肴から、多数の過激なイスラム教徒と−・部の国軍分子が、
人口の7割をキリスト教徒が占める北スラウェシ州のメナドへ向かっているという情報を入手した。
右分子の多くは地方語を喋らず外見も明らかに地元の人間とは輿なるので、明らかに外部の分
子である。右分子が暴動を組織するのには1〜2週間かかるので、この1〜2遁間の間にメナド
で暴動が発生するか否かが分かるだろう。」
また、同じく8日付のメナド・ポスト紺ま、「種族、密教、人種、社会集団軋轢のダイナマイトがい
ずれメナドで爆発する」とのショッキングな見出しで、上記アブドウル・ラフマン師との独占インタビ
ユ簡記事を掲載しており、その中で同師は、既にしばしば行われてきたイスラム教徒を分裂させ
る簸帥こ続いて、カトリック教徒を分裂させる策煤も既に行われた。次の標的はプロテスタントで
あり、プロテスタントの優努なメナドでいずれ騒乱が発生するであろうと持っています。
上記の報道を踏まえて、当館が現下のスラウェシ島内の治安情勢について治安当鳥、報道機
関などの舶係筋に打診したところ、一部でそのような噂が流れてはいるものの、現在まで冒頭の
記書を裏付けるような動きは発達していないとのことです。しかしながら一二余所者の犯靡着グル
ープが北スラウェシ州内で活動をもくろんでいるとの情報があるほか、ポラアン・モンゴンドゥ県
内の／叫人移民集落襲撃事件、トモホン中心街での青少年集団間の噴唾など、壊錐へ発農する
危険性を秘めた事件が発生し始めているのも事実であり、クリスマス、イスラム教徒の断食月、
旧正月などの宗教行事が控えていることを考え併せますと、これまで平穏と昔われている北スラ
ウェシ州の治安情勢が今後悪化する可能性も否定できません。
当館としても関係治安当局と定期的に連絡をとって情報収集に努めるとともに、その都度在留
挿入の保護方を依頼しておりますが、北スラウェシ州内弗人の昔樽におかれましても、日頃から
周朗の情報収集に努め、油断しないで行動するようにして下さい。また、不審な動きや情報を入
手された際には至急当館まで御連絡下さるようお願い致します。
以上
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北スラウェシ州在留邦人緊急連絡網
1998年3月6日作成
1998年12月1日改正
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ＴＥＬ Ｏ41ト871030／351882／872323
ＦＩＸ Ｏ411−853946

松田総領事
佐藤領事
高塚領事
金子副領事

公邸
日宅
日宅
日宅

0411−322460
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内田（格）

自宅
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鏡輔 081卜433023
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043卜869656
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043卜352819
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各グループで筆頭の方が、そのグループでの連絡責任者です。
日本語のできない人が連絡を受け取った場合を想定して、その後の処置について、事前に打ち合わせておくことが必要です。
自分の次に当たる人に連絡不可能な場合、とりあえず一つ飛び越えて連絡して下さい。この事は所属支部長に連絡して下さい。
人員構成・連絡先尊の変更や帰国の場命は、ウジュンパンダン総領事館および安全対策連絡協織会本部に速やかに連絡することをお願いします。
出張や一時帰国等で連絡先を離れる場合、同グループの方または連絡網の前後の方に一声かけるようにお願いします。
在留地で緊急事態に遭遇された場合や、その様な情線を得た場合、総領事館に連絡すると共に近隣者、本部に適切に連絡して下さい。
個人のプライバシーに成る情組を含みますので、部外者に漉すことはご遠慮下さい。

ＦＡＸ Ｏ43ト811474

081卜430301

