
 

 

 

 

 

            ２０１５年 春季号 ＶＯＬ.９２ 

 

 



２０１５年 春季号 ＶＯＬ.９２   目次 

【巻頭言】 

脳を若返らせる生活習慣           塚本茂・・・・・・・・ １頁 

【海外旅行滞在記・オーストラリア】    

 オーストラリア・タスマニア島編          林純夫・・・・・・・ ２～６頁  

【海外旅行滞在記・キューバ】 

  キューバ革命 石岡卓二・・・・・７～１２頁 

【海外旅行滞在記・ベトナム】      

  北部ベトナムを巡る 

   第一部ハノイの休日とハロン湾クルーズ     小林正典・・・・ １３～２９頁 

【ＬＳＣ掲示板】 

    会報編集者・ホームページ担当者、協力者募集            ３０頁 

【ＬＳＣイベント】 

３月座談会/４月川口ロングステイスクール                  ３１頁 

【編集後記】                               ３２頁 

 

表紙写真           大宮ゴルフコースの桜（埼玉県上尾市）  田中靖人氏 提供 

 



【巻頭言】 

1 

   

ＮＰＯロングステイクラブ 理事長 塚本 茂 

 

 

脳を若返らせる生活習慣   

                  

                                   

 どんな趣味でも，教えられるまま受け身の姿勢でやっているだけでは脳にと

っては刺激にならない。仲間と一緒に発表会や展覧会を開いて、日頃の勉強の

成果を他人の目にさらし評価される場を積極的に作ることが大切だ。知らない

道を歩く．何時もとは違う道を歩いて帰宅したり、電車に乗る場合もわざと遠

回りの経路を選んだりする。道に迷う事は脳に良い刺激となるはずだ。新しく

出来た話題の場所には必ず足を運んでもいい。 

 

電話やメールではなく，実際に対面して人と話すことが大事だが週に１日はこ

ちらから話したい気持ちをこらえ徹底的に聞き手になる。講演会などに足を運

んで、人の話しに耳を傾けるのもいい。 

 

これ迄、全く習ったことのない言葉に挑戦しなくてはいけない。過去の記憶に

頼り、慣れたことを繰り返していても脳には刺激はあたえられない。 
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                      会員 林純夫 

2015 年 2月 2日（月）出発～2月 21日（土）帰国       

①タスマニア島 2/3～2/11 9泊 

②メルボルン  2/12～2/17 6泊 

③シンガポール 2/18～2/19 2泊 

※機内 2 泊（成田→→シドニー・シンガポール→→羽田間） 

 

① タスマニア島(=タスマニア州) 

タスマニアはメルボルンの南方、空路で約 1 時間の位置にあって人口は

52万・面積は北海道の約 80％の島です。この島を旅先に選んだ理由は何

と言っても、世界自然遺産や国立公園の豊かな自然、また、固有の野生動

植物に接したいと思ったからです。成田空港を発って 9 時間半、シドニー

乗り継ぎでさらに 2 時間、州都のホバート空港に着陸。機体に横づけされ

たタラップを降り、歩いて平屋建ての空港ビル内へ。州都の空港にしては

人が少なく静か、最早、期待していた“のんびり、ゆったり”旅の予感、

充分。空港ビルを出たら目の前にシャトルバスが飛行機の発着に合わせて

運行されている由。ドライバー氏に予約していたホテル名を告げ乗車、約

30 分でホテルの真前で下してくれた。チェックインして一息ついてから

情報収集と街歩きで外出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南半球の 2 月は夏。14 時の屋外は暑い。日差しが強く、日陰を選びなが

らの散策になった。このホバートはオーストラリアでは、シドニーに次い

で古く捕鯨で栄えた町だそうだ。高層ビルは無い、むしろ細かな装飾が施

された石造りの古い建物が目につく。しかもその全てが議事堂や博物館や

教会であったり、ブテイック、レストラン、ホテル等として今も現役で使

用されている。また随所にみどり豊かな公園もあって実に調和のとれた心

泊ったホテル築 100年以上 
タスマニア 2/3泊ったホテル、築 100年以上 

タスマニア島編―１ 
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和む街である。 

タスマニア島の 2日目。移動手段はレンタカー、宿泊はキッチン付きのモ

ーテル、食事は行く先々で食材を調達して自炊、ルートは予め決めてある

ものの、宿泊地はその日次第、行き当たりばったりの旅いよいよスタート

だ。 

 

   

 

 

     

≪自然≫ 

島の東部のフレシネ国立公園はタスマン海に突き出た半島にあってまる

でコンパスで描いたような半円形をしたワイングラスベイはその代表で

この他にも幾つか美しい浜辺を見る事ができる国立公園だ。 

北西部に行くとオーストラリア大陸との間のバス海峡に面していて、テー

ブルケープ、ロッキーケープ、ザ・ナット（エアーズロックに似た台形の

小高い岩山）等の特異な地形をした岬がおもしろい。島の中心にはタスマ

ニアで最も人気の高いクレイドル山、セントクレア湖国立公園がある。 

初級者から上級者向けの多数のトレッキングコースが設けられていて初

心者向けのダブ湖一周に挑戦した。歩道は整備されていて山並みと湖面の 

コントラストは見事に美しい、また、湖岸近くの水面がコーヒー色をして

いる。このダブ湖以外で珍しいコーヒー色の海岸や湖や小川が幾か所もあ

った。この他にも清らかな渓流や滝もありブナ、シダ、コケ類、さらには

高さ 70ｍ級のユーカリ、倒れたままの巨木や野生のハリネズミ、ワラビ

ー（別紙４）もここには多くの手つかずの自然が期待を裏切ることなく存

在している。 

ガイドブックには載っていないが、 

時折道路沿いにビューポイント 

の表示板がある。うっかりしてる 

と見過ごしてしまう位に控えめに 

立てられている。でも寄ってみる 

何と 360度遥か彼方まで見渡せて、 

視界に入るのは山や海や森や丘 

だったりで、人工物（建物等）は 

全く無い。こんな景色に出会える 

場所が随所にある。          クレイドル山とダブ湖 

ワラビー ハリネズミ 

タスマニア島編―２ 
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≪ドライブ≫        

道路は日本と同じ左側通行、有料道路は一か所もなし、全ての道路に番号 

と名前が地図に記入されていて要所々々に表示板もあるので道に迷う事

はない。信号機はおおきな町の中心地に設置されているだけ、町を出たら

左右は原生林や農場、牧場で片側一車線の対面通行なのに制限速度 110 

キロ、しかも時々野生動物が飛び出してくる由。油断は厳禁だ。 

ガソリンスタンドは全てセルフ、価格は日本より少し安い程度、次の町迄 

人家すら無いエリアもあるので早めの給油が必要。 

 

○車はレンタカー会社のハーツで借りました。8日間かりまして 

 一日 7400円位で約 60000円支払いました。車は韓国製で日本 

 車を希望しましたが、だめでした。乗り心地は悪くなかったで 

 す。交通ルールはラウンドアバウトというルールがあり、それ 

 に気をつけてください。 

≪宿泊施設≫ 

モーテルは全てキッチン付きと思いこんでいた。必ずしも付いているとは

限らない。オフィスで先ずキッチン付きかを確認。次に料金だ、高いと思

っても他に見つかる保証はないのでやむなくＯＫする事もある。キッチン

付きもいろいろなタイプがあった。 

○トレラーハウス 

エンジンは付いていない。他の車に連結するタイプのキャンピングカーで 

マイクロバス程度の大きさ、内部はベッド、シャワー、洗面所、トイレ、 

洗濯機もついていた。キッチンも調理設備、器具、食器、テーブル等、狭

いながらもコンパクトに完備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事はほぼ自炊で、スーパーで食材さがし 

も楽しいです。ある日の夕食のメニューです 

この日はステーキ、刺身とごちそう！ 胡瓜の塩もみ、ブロッコリー、魚のソテー 

 

タスマニア島編―３ 
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○モーテル  

二階建てアパート式の建物で幾つかの部屋に分かれていて、その内の一室

を利用するキッチンはついていないタイプと、広い敷地内に幾棟もの一戸

建てが離れて建てられていて室内はキッチン、ダイニング、リビング、と 

も広くベッドルームが二室あって６人まで利用出きるタイプもあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ロッジ、コテージ 

国立公園の入り口近くで木立の間を入って行った先にあるオフィスを中

心に一戸建てログハウス風の建物が隣りの建物とは結構はなれて建てら

れている。室内は十分な広さがあってリビングの薪ストーブが身心ともに 

暖めてくれた。また、朝方、敷地内の草むらで家族と思われる３匹の野生

のワラビーがみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイランダーコテージ 

 

暖炉、薪のいい匂い 

母親ワラビー、おしりむけて失礼 毎朝、きてくれたカラスの一種 

ハイランダーコテージ 

暖炉、薪の匂いがいい 

タスマニア島編―４ 
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≪食材≫ 

日中の暑さからまとめ買いはできないので、毎日、地元のスーパーマーケ

ットで購入した。どこも野菜、果物、肉類は品ぞろえが豊富なのに魚介類

が少なかったのは意外だった。グルメが目的ではなかったにしても、名物

のカキとサーモンはこの島で味わいたかった。（カキは初日にホバートの

レストランで一度だけ、サーモンはメルボルンに行ってからだった） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 9日間は一度も雨に降られず全日快晴でした。美しいタスマニアに自

然をより美しく体感でき、最高にラッキーな旅でした。 

 

〈追記〉 

この旅行に際して、ペナン島のロングステイヤー中島夫妻と知人のＳさん 

そしてＳさんの紹介によるタスマニアツアー会社を経営している安井康 

二氏にお世話になりました。 

≪安井氏、ホームページ “Ｕtasmania”で検索できます≫ 

 

 

タスマニア島編―５ 

 

 

タスマニアのカキ・小ぶりだけど 

うまい 

牛肉は安いが歯ごたえもある 
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キューバ革命                 旧会員  石岡卓二 

２０１５年１月１１日～１月２４日にキューバを旅行した時の写真から抽出したキューバ 

旅行の記録の「革命」編です。 

キューバは 1959年に親米独裁政権を倒し、社会主義革命を成功させ、現在も革命の進行中

であるとの基本的立場を維持しているかのごとき国であるので、ここで、革命の精神を引

き継ぐ作業をまとめてみたい。 

 

１）7月 26日 [795] 

この日は 1952年に親米政権を打倒すべくフィデル・カ 

ストロを中心に蜂起した日として、キューバでは、「革 

命記念日」とされ、通りの名前や、記念館の名前とし 

て、多くの場所で、この日を目にすることができる。 

                               [795] 

２）革命広場〔ハバナ〕 

ここはハバナ新市街にあり、その中心にホセ・マルティの像を置いた塔, ホセ・マルティ記

念館 [864]がある。旧市街にはホセ・マルティの像[597]がある。     [597]↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑[864、塔の下に立つのがホセ・マルティ]      

この広場には、チェ・ゲバラの顔と標語   [844]→ 

[844]が建物の壁に付けられている。                                
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３）革命博物館（ハバナ） 

親米政権の大統領の建物であった建物を転用して、革命博物館[565, 1017]としている。そ

の玄関前の広場に（多分ソ連から提供された）戦車[564]が展示してある。同じ敷地にメキ

シコから密航する際に使用したとされる船、グランマ号[593, 589]が、ガラスケースに収容

されて展示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             [565, 建物正面]                               [564] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  [593]                                    [589] 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

  [1017, 背面、昔の大統領府の面影十分]           [574: 革命政府 会議室] 

グランマ号が展示されている建物に接して、死亡者を悼む記念の灯火[567]が設置されてい
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る。また、博物館内には使用したと予想される火器[571]もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 [567]                                     [571] 

４）革命博物館（トリニダー）[430] 

ここに小型ながらゲリラ戦とその後のＵＳとの関係を示す博物館である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                              [436, USの偵察機U-2の残骸(?)] 

 

 

 

 

 

 

       [430] 

 

 

                                                [438: 説明用展示、手書き] 

 

５）チェ・ゲバラ廟 [524, ゲバラ像] （サンタ・クララ） 

廟内部への手荷物（カメラを含む）の持込みは、厳密に制限されており、内部の写真撮影
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はできなかったが、衣服、小型火器等が展示してあり、ボリビアで同時に死亡した 36 

名と共にゲバラが祠ってある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         [524]→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

この像の脇にレリーフ[527] がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）モンカダ要塞 （サンチャゴ・デ・クーバ）[798] 



【海外旅行滞在記・キューバ】 

 

11 

 

親米政権打倒を意図して革命軍が攻撃をしかけるも、失敗した政府軍側の基地である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  [804]                                   [798] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[709, 抗生物質テラマイシン、ファイザー製]    [800, 弾丸の跡は意識的に残してある] 

 

                                          [706: 襲撃を伝える新聞記事。この日 

                     にキューバにグランマ号が入ってきた] 
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７）ルチャ・クランデスティナ博物館（サンチャゴ・デ・クーバ）[744] 

モンカダ要塞を襲撃する前に準備をした場所で、６）同様の展示がされている。 

真空管式の通信機器があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[744, カストロの生家はこのすぐ近く]         [756, 宣伝ビラ印刷用の印刷機] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            [752: 館内展示]                     [703: 記念切手(2007年発行)] 

 

 

因みに、 

日本からキューバにはカナダ航空で即日到着便とエアメヒコによるメキシコシティー  

一泊乗り換え翌日着の２経路がありますが、今回は一泊しても安いエアメヒコ便を  

利用してみました。但し、帰りは朝が早いこともあり、メキシコシティーでも成田でも  

荷物検査があり、現物を開示させられます。 
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北部ベトナムを巡る 

 

             会員 小林正典（エッセイスト） 

＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾ 

第一部 ハノイの休日とハロン湾クルーズ 

首都ハノイ到着 

 10:00 ベトナム航空の 311 便ハノイ行きは定刻通りに成田を飛び立った。エ

コノミーもビジネスクラスもほぼ満席状態だ。今日の機材Ａ300 はよく見るとか

なり使い古した代物のようだ。映画よりも音楽でも聴いて時間をつぶそうと思い、

セクシーな赤いアオザイ姿のアテンダントにイヤホーンを頼むと「申し訳ありま

せんが、只今システムに不具合が生じていて、音楽のご提供ができません」との

こと。やはりこの機材は相当古いのか。 

さて、ハノイまでの 6時間半をどうやって過ごすか？キャリーバッグの中に日

本の週刊誌が入っているが、成田を飛び立つと何故か日本の週刊誌などはもう読

みたくなくなる。旅の気分にそぐわないというか、場合によっては折角の旅行気

分の邪魔になる。仕方がないので、出発前に旅行会社から貰った書類の中の「簡

単なベトナム語の日常会話」というプリントを引っ張り出し、少し勉強すること

にする。先ずコンニチワはシン・チャオ。これはベトナムでは朝も昼も夜も使え

る挨拶語なので大変便利だと聞いた。次はアリガトウに当たるカム・オン。これ

は英語に似ているので誰でも覚えやすい。買い物のとき絶対に必要となるヤスク

シテネはシン・ボッ・チョー・トイだそうだが、ちょっと難しいので「辛抱ちょ

っといい」と覚えることにした。順序を間違えて「ちょっと辛抱」なんて言って

も通じないだろうから気を付けよう。 

やがて機内食ランチのサービスが始まった。和洋チョイスの和食の方を選んだ

が、エコノミークラスのランチとしては質も量も先ずはリーゾナブルだ。ひとつ

だけ特筆したいことは、デザートに出たかなり大き目の「赤大福」のこと。最初

は大福餅なんてと思ったが、食べてみると餅はきめ細かくて柔らかく、適度な甘

さの良質の餡がたっぷり入っていて実に美味い。珍妙な組み合わせだが、折から

飲みかけていたフランスワインの赤と一緒に味わうことになった。ところがこれ

がまた大当たり。ブランデーにはチョコレートというが、大福もちには赤ワイン

である。 
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1 月は割に雨が多い季節と聞いていたが、幸いハノイ上空は晴れている。ただ

し全体に霧か霞がかかっていて地上はどんよりしている。ひょっとするとこれは

スモッグなのかも知れない。 

14:15 ＶＮ311便は無事にハノイ・ノイバイ国際空港に着陸した。全体にガラ

ス部分が広くて透明感のある新ターミナルビルは、日本のＯＤＡでつい先日完成

したばかりだ。パリのドゴール空港にちょっと似ている感じだが、機能本位に明

るくシンプルに出来ていて感じがいい。入国審査も、10年前のホーチミンの時の

ように係官が威張っていることもなく、普通のスピードでスムーズに進み、バゲ

ージも日本よりは遅いがかなりの速さで出てきた。空港にポーターは居ないので

各自で自分のスーツケースをバスまで運び、15:15 分、着陸してから 1 時間後に

は迎えのバスに乗り込みホテルに向かった。 

 

今回のツアーは総勢 15名の小型グループ。内訳は女性の一人旅が 11名、男性

2名、夫妻が 1組。添乗員は上智大のフランス語卒、入社 7年目で仕事にも油の

乗ったかなりの美人。片や、お客の方は高齢社会ジャパンを象徴するが如く平均

年齢は実に 80才近い“凄まじい”グループである。実際 80才以上が 5人はいる

と見た。しかし、ベトナムとの時差は 2 時間だけだし、6 時間半くらいのフライ

トでは誰一人疲れた顔などしていない。皆さん猛烈に旅慣れたシニアばかりとお

見受けした。 

 

現地ガイドとして今日から最終日までお付き合いすることになるチイさんは、

41才の中肉中背の男性だった。頭の良さそうな、そして気配り上手な感じだ。彼

はベトナムで 85％を占めるキン族の出身で、自分の両親と奥さんと小学 2年生の

双子の娘さんとの 6人家族で、ハノイ市内に在住とのこと。どこでどうして日本

語を学んだのかは訊かなかったが、会社の研修で 2度ほど東京に短期滞在した経

験もあるので、日本の事はそれなりに理解している。それ故、日本とベトナムを

比較しながらガイドできるのが彼の強味のようだ。 

 

空港からハノイ市内までは 40 キロほどだが、出発して間もなく大きな河に架

かる立派な橋を渡った。それは紅河（ホン河）に架かるニヤッタン橋という吊り

橋だった。長さ 3.800メートルは東南アジアで最長の斜張橋だそうだ。実はこの

橋も日本のＯＤＡ借款で 2014 年の暮れに開通したばかりだ。そそり立つ白い 5

本の主柱はデザイン的にも美しく堂々と空を突いている。建設に当たっては、日

本から 10 人の鳶職が技術指導に派遣されたが、彼らの軽業のような妙技は現地

作業員を驚かせ、いまもハノイの建設業界で語り草になっているそうだ。 

ベトナムと日本のＯＤＡを通しての関係は非常に深くその範囲も広い。特に
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1995年以降の 20年間は道路、港湾、発電、空港、橋梁と社会インフラの全てを

カバーし、日本は最大の援助国となっている。「昔はロシアの援助が頼りでしたが、

今は何でも日本のお蔭です」と、チイさんもなかなか如才ない。しかし、一般の

ベトナム国民が果たしてどこまでその事を知っているのかは疑問だ。また、われ

われ日本人の方も、そこまでベトナムにＯＤＡが浸透していることなどあまり知

らない。 

ベトナムは地震のない

国らしい。沿道の民家の造

りを見ると柱も細く全体に

華奢だ。その細い柱に支え

られた 2階建 3階建が多い

のは、やはり首都ハノイの

地価が安くないからだろう。

また殆どの民家や店舗が、

間口が狭く奥に長い「ウナ

ギの寝床型」なのも特徴の

ようだ。 

 

                      （バイクが犇めくハノイの街中）              

市内に入ると、まだ夕方のラッシュ時でもないのに、大通りはバイクで埋まっ

ていた。ホーチミンのあの大河のようなバイクの大群に比べればいくらかマシだ

が、それでもその数は物凄い。日本のように白一色ではなく、殆どの女性は色と

りどり形もいろいろのマスクを着けている。マスクの色と服装をコーディネイト

している女性もいる。勿論、マスクは排気ガス除けだが、ファッションの一部に

もなっている。二人乗りや子連れ三人組も多い。申し訳ないが、アルカイダ戦士

みたいな恰好の男性も多い。平均年齢 27 才という国家の若いエネルギーが大通

りに充満しているが、バイクの一番人気はやはりホンダで、次がヤマハ、スズキ

と続くらしい。値段は 10万円から 20万円。女性はスクーターが多いが、かなり

高価で 20万から 50万円はするそうだ。最近、安い中国製も入っているが、直ぐ

に故障するので人気がない。それにしても、彼らの超人的ハンドル捌きの見事さ

に感心していると、バスの中まで排気ガスが偲びこんで来て、平均年齢 46 才の

国家から来たシニアたちはしきりに咳き込みはじめた。やはりベトナムの街では

バスに乗る時でもマスクは必要らしい。 

 

 市の北部、タイ湖の畔に建つソフィテル・ホテルにチェックインした。ホテル

の窓から町を眺めると、どの家の屋上にも俵型の貯水タンクが乗っている。丁度
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ターンダウンに来たルームメイドが少し英語が話せたので訊いてみると、市の水

道給水は水圧が弱いので、どの家も一度ポンプアップして貯水しないと安心して

水が使えないらしい。ハノイとはベトナム語で「水の都」という意味らしいが、

水質は悪くて飲めないし「ノーグッドね～」とメイドは笑っていた。やはりこの

国のインフラは未だまだのようだ。 

 

 その晩の夕食は「ワイルド・ライス」というレストランに出かけた。フランス

人が住んでいた古い邸宅を改装した落ち着いた店だったが、経営者は古代米をは

じめベトナム原産の各種水稲種の研究をしている人で、店の名前もそこから来て

いる。揚げ春巻きやチキンサラダに始まり何れも野菜たっぷりのベトナム料理の

中で、エビとピーナッツにタマリンドの甘酸っぱいソースを絡めた一品が特に印

象に残った。当り前の事だろうが、この店の米飯は香りも良く、噛むほどに実に

味わい深いものだった。 

 夕食のあとは、一人ＵＳ15ドルで運よく予約が取れたので、ハノイ名物の「水

上人形劇」の見物に向かった。タクシーでホアン・キエム湖畔の繁華街にあるタ

ンロン水上劇場に着いてみると、客席は世界各国からの観光客でほぼ満員になっ

ていた。水上人形劇は紅河デルタ地帯の農民の収穫祭がオリジンの伝統芸能で、

千年の歴史を経てきた。水を張った水田で人形を踊らせた村祭りの余興が、長い

間に発展進化して来たものだそうだ。 

舞台全体に溜池のように水が張られている。舞台脇の一段高いボックスには伝

統楽器の奏者、女性歌手、ナレーターが陣取っている。やがて演奏や歌やナレー

ションに合わせて、水の上の人形たちがきびきびと動き出した。演目はヴァラエ

ティーに富んでいて、農夫、娘たち、鰐、蛇、蛙、釣り人などが次々に出てきて、

明るくコミカルな動きを展開し客席の笑いを誘う。人形を動かす人形使いたちは

ステージバックの簾に隠れていて、一切その姿は見せない。彼らは腰まで水に浸

かりながら長い竿や糸を必死に操っているそうだ。出来たらその舞台裏で奮闘し

ている姿を見てみたいが、それは許されない。美しく優しい伝統音楽と歌、明る

く牧歌的な民話劇の魅力に観客はすっかり引き込まれ、ハノイの夜は更けて行っ

た。 

ハロン湾へ 

 霧の朝だ。7 時頃に 1 階のレストランに降りて朝食。７時と云っても昨日まで

の日本の時間だとすでに朝の９時である。そのためかかなり空腹を感じる。朝食

ビュッフェはベトナム食・洋食・和食と３種類がセットされていたが、やはりベ

トナムでの朝食となればおなじみのフォーだろう。透明なあっさりとしたスープ

にキシメン状の平たい米麺を入れ、鶏肉を加えればフォー・ガー、牛肉入りなら
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フォー・ボーとなる。私は鶏肉を入れた鶏ガラスープ風のフォー・ガーが好きだ。

それに葉野菜やモヤシなどをどかっと乗せ、ライムを絞り込み唐辛子で少し辛味

をつける。ほのかにニョクマム（魚醤）の香りがするスープにライムと唐辛子が

実によく融合する。殆どのベトナム人は朝食を家では取らない。毎朝、戸外の屋

台でフォーを食べるのが国民的慣習である。旅行者にとっても、この胃に優しい

フォーの朝食は誠にありがたく、モッテコイの健康食である。 

  

今日はハノイを出発しハロン湾までバスで移動する。8 時頃にホテルを出発、

国道を一路東へ走る。郊外の一画にいま建設中の巨大なイオンモールが見えた。

日系企業の発展進出は結構なことだが、あんなに巨大なモールが完成したら周辺

の商店街はさぞかし影響を受けることだろう。 

 途中、サービス精神旺盛なガイドのチイさんがベトナムの交通事情、教育事情、

医療事情、経済事情などについて、生の情報をいろいろと語ってくれる。旅行者

の単なる「耳学問」ではあるが、ベトナムの今を知る意味では非常に参考になる。

韓国ヒュンダイ製のバスの乗り心地も決して悪くはないが、居眠りばかりしてい

ては勿体ない。 

 ベトナムの人口は約 9千万人、ハノイの人口は 7百万人。海あり山あり農地あ

りの豊かな国土を持ち、海岸線は非常に長く南北に 3200 キロも続いている。そ

の為かこの国には昔から「敵は海からやって来る」という諺があるそうだ。 

 ところで、ベトナム戦争の終結は 75 年 4 月 30 日のサイゴン陥落の時だった、

ということは誰にも異論はない。だが、ベトナム戦の開始は何時だったのかにつ

いては諸説がある。南ベトナム解放民族戦線（ベトコン）がベトナム共和国（南

ベトナム）政府軍に対して武力攻撃を開始した 60年 12月が始まりだというのが

一般の説だ。しかし、今のベトナム政府の見解はそうではないとチイさんは云う。 

ディエンビエンフー要塞でフランス軍が大敗し、ジュネーブでインドシナ休戦

協定が結ばれ、その結果、北緯 17 度線でベトナムが南北に分断されることにな

ったあの「54 年の夏」。その時こそがベトナム戦争の始まりだった、というのが

現政府の見解だそうだ。つまり、ベトナム戦は 54 年から 75 年まで《21 年間の

長きにわたった》ということだが、この説にはベトナム戦末期に生まれたチイさ

んも賛成だという。 

統一・独立のために戦ってやっと勝ったのに、アメリカをはじめとする列強の

‘ご都合’で、再び南北に分断されてしまったジュネーブ協定なるものは、確か

に理不尽なものだった。そして、結局は新たに２１年間もの悲惨な戦争に苦しむ

ことになった。 

バスの窓からはキャノンのベトナム工場の白い建物群が見える。広大な敷地を

占めそこだけはまるで別世界のように全てが整然としている。沿道ではまだ昼の
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11時過ぎなのに小学生がぞろぞろ歩いて行く。もう学校が終わったのか、チイさ

んに訊ねるとその理由が分かった。ベトナムでは学校給食制度がなく、子供たち

は 2時間の昼休み時間に各自が家に帰ってランチを済ませ、再び学校に戻るのだ

そうだ。そのため多くの母親は家で待機しなければならず、働きに出たくても出

られない。経済発展で母親の就業チャンスも増えているのに働きに出られない。

この子供のランチ問題は、いま大きな社会問題になっているとのこと。 

或る交差点でバイクが信号無視か何かで摑まっている光景を目にした。チイさ

んの解説によると、もし交通警官に摑まったら、賄賂を‘静かに’払えば先ず許

してくれるとのこと。「法定の罰金額の三分の一が賄賂の相場です」と彼が平然と

言ったので皆びっくり。交通警官はリッチなれるので憧れの職業だそうだ。 

一般にベトナムはまだまだ賄賂と献金と泥棒の国らしい。彼が日本で一番驚い

たのはドリンクをはじめ各種自動販売機の存在だった。ベトナムだったら絶対に

犯罪の温床になるので自動販売機の設置など不可能だそうだ。今でもこの国の貨

幣の桁は大きく、日本の百円が約 2万ＤＯＮである。そして貨幣はすべてお札だ

けで金属のコインは一切ない。「紙幣だけではオツリのこともあるし、自動販売機

はどのみち無理ですよね」と彼は笑った。 

チイさんは小学校 2年生の双子の姉妹の父親だからだろう、教育問題について

の愚痴も多かった。ベトナムでは小学校は 5学年制で、一応義務教育になってい

る。しかし、決して無料ではなく授業料を払わなければならない。そのため授業

料が払えないので登校しない子供もまだ相当数いる。またベトナムでは「先生の

日」というのが年に春と秋２回決まっていて、その日に合わせて父兄は先生に贈

物と献金をする習慣がある。当然のことだがお互い競争も見栄もあるので、父兄

にとっては「先生の日」は誠に頭痛のタネだそうだ。小学校の先生の場合、月給

は３万円程度だが、皆さんお金持ちばかり。先生もまた憧れの職業だとのこと。 

医療の実態も大きな社会問題で、勿論、日本のような健康保険制度などはなく、

貧乏人は病気になったらお終いらしい。マスコミでも強欲な医者を糾弾するニュ

ースが絶えないが、一向に改善の兆しはない。手術の前の別途献金などは常識ら

しい。彼が日本に研修に来て、自動販売機の次に驚いたのは、日本の国民皆保険

制度だったという。「国家財政の赤字覚悟であそこまでやる日本は凄い、ベトナム

よりずっと共産主義ですネ」というチイさんの爆弾発言。入院でもすることにな

ると、入院費が一日 3万円くらいする病院が多く、月収の大半は一日の入院でふ

っ飛んでしまうそうだ。日頃から保険証と“一診同体”の我々ジャパンのシニア

連は何とも複雑な気持ちになり押し黙ってしまった。 

 

バスは２時間以上走ってやっとトイレ・ストップとなった。「ＡＢＣストップ・

オーヴァー（途中下車）」という妙な名前の巨大な建物の入口に駐車した。どうや
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らそこは国営の総合土産物ストアーらしい。入口付近にミシンが 20 台ほど並ん

だコーナーがあり、女性たちがベトナム伝統の刺繍画を縫うために盛んにミシン

を踏んでいる。刺繍絵画がベトナム特有の手芸だとは知らなかったが、阮王朝時

代に始まったものらしい。衣料品類、宝飾品、木工家具、人形、バッグ、刺繍雑

貨、小物雑貨、伝統のバッチャン焼、ベトナムコーヒー、蓮の実の菓子など、売

り場面積はちょっとした大型モールくらいに広い。お土産を買うのはハロン湾か

らの帰路にしましょう、とチイさんが云うので下見だけにする。意外に知られて

いないが、ベトナムは世界第二位のコーヒー生産国である。 

 

4 時間半のドライブの後、昼近くバスはようやくハロン湾のトゥアンチャウ港

の波止場に着いた。これから豪華船オウコー号に乗船するが、桟橋では歓迎の太

鼓演奏と幟旗が振られている。港には大小の観光船がずらりと並んでいるが、中

でも我らが乗るオウコー号が一番豪華だ。 

 

12:30 桟橋で全員での記念撮影を済ませ、早速、乗船してチェックインを済ま

せ各自の船室に入った。 

オウコーとはベトナム語で「女神」のことだ。ハロン湾に浮かぶ数ある客船の

中では新しくて最も豪華なホテル・シップで 2012年に建造された。全長 56ｍ全

幅 11ｍ、乗客定員 66名、乗務員 45名、客室キャビン数 32。船は３階建てで１

階にはフロント、ギフトショップ、マッサージ・スパ、ジャグジーそしてキャビ

ンが 14室、2階はキャビン 16 室のみ、3階は操舵室とバーラウンジと食堂とキ

チン、そして屋上には

サンデッキという構造

になっている。エンジ

ンはヤマハのジーゼル

エンジンを２基備えて

いる。キャビンの広さ

は 25㎡～35㎡で全て

トイレ・シャワー・ベ

ランダ付きだ。ホテル

のスタンダード・ツイ

ンより少し狭いが、広

さとしては充分だ。                              

             （美人添乗員の向うに見えるのがオンコー号） 

部屋とベランダとの境は 4枚のガラスドアになっているので、カーテンを開け

ると部屋の中からでも海の景観が良く見える。ましてベランダに出れば眺望は
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180 度に近い。またトイレ・シャワールームの窓が丸い窓なのも、船旅の気分を

盛り上げてくれる。 

 

13;30 一息ついてから 3 階のレストランで少し遅いランチを摂る。フランス

で修業したという若いベトナム人シェフは、フレンチとベトナム料理を現代風に

コラボした創作料理が得意らしい。ドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、レ

モングラス、ハロン湾で獲れる地場の魚介類などを巧みに使い、味にも盛り付け

にも繊細さがうかがえる。彼は野菜のデコレーション・カットが得意だというか

ら、きっと器用な男なのだろう。今日から 3日間、このシェフのお世話になる。 

 

15:00 エンジンルームと操舵室を見学させてもらう。エンジンはヤマハの船

舶用ジーゼルエンジン 2基。乗客とスタッフ、百名以上が 3日間生活できるだけ

の貯水タンクは予想以上に大きい。それでもジャグジー室以外は風呂は無理で全

室シャワーのみとなるのは仕方ないだろう。操舵室で計器類などの説明を受けた

あと、各自船員帽を借りて船長さんと並んでツーショットの記念写真を撮らせて

もらい船内見学は終了した。 

 

15:45 日本の松島や中国の桂林と比べれば、ハロン湾はその何倍もの規模で、

まさにアジアを代表する景観の一つである。そして地球規模で見ると桂林とも地

理的につながっている。中国桂林からベトナムの北部まで続く広大な石灰岩台地

が沈降して、海水や風雨に浸食されてできた姿がハロン湾なのだそうだ。 

湾内の島の数も３千を超えるが、そのハロン湾内で最大の洞窟（鍾乳洞）が存

在するスンソット島へ小型ボートに乗って出かけた。目的は大鍾乳洞の見学であ

る。スンソットとはサプライズという意味だそうだ。百万年前にその鍾乳洞は形

成されたが、その後、島自体が隆起したとかで洞窟への入口も 25ｍの高さの所に

ある。160 段の階段を登ってようやく洞窟の中に入ったが、その大きさは名前の

通り‘驚くほど’広い。懐中電灯で足元を照らしながら千変万化する誘導路を歩

いたが、洞窟内は完全に乾燥していて水気が一切ない。鍾乳洞の形成がすでに終

わってから島全体が隆起したので、普通の鍾乳洞のような水滴とか水溜りなどは

最早存在しないのだそうだ。天井の高さは 30ｍを超えるスケールで、照明効果に

より幻想的な世界がひろがる。帰りは 200段を超える石段と木道を降りてやっと

出口に近づいた。入口と出口は別で、すでにボートは出口の方に回っているので、

途中で引き返すわけには行かず、みんな頑張ってやっこらさと出口に辿りついた。

この洞窟は今はハロン湾の観光名所になったが、ベトナム戦当時は避難場所とし

て人々が隠れ住んだこともあるそうだ。 
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17:30 洞窟から帰ってから休む間もなく、3階の食堂で開催の「揚げ春巻きの

作り方」という料理教室に参加した。退屈しないように船内ではいろんなアクテ

ィビティーが計画されている。ライス・ペーパーを程よい柔らかさに湿らせ、８

種類くらいの具を混ぜたもの

を、適度な太さの棒状に手際

よく巻いて包む。シェフが用

意してくれた具の材料は、生

卵、豚ひき肉、エビとカニ肉

のミンチ,人参・玉ねぎ・平

茸・椎茸のみじん切り、ビー

フンのみじん切り、モヤシ

少々だった。170 度くらいで

ゆっくり揚げたものを頬張っ

たら、しゃりしゃりとした歯

ごたえで実に美味だった。 

                   （揚げ春巻きの具がいろいろ並ぶ） 

 

19:15 船は湾内のビユーポイントに投錨して停泊。ハッピーアワーのＢＡＲ

で二胡トリオの演奏を楽しんだあとは、船長はじめ主要スタッフの紹介があり、

船上のディナーが始まった。テーブルはロンドン、ニューヨーク、ケルン、ウイ

ーン、南アフリカなど世界各地からの家族連れや友人グループで埋まっている。

因みにメニューは以下の通りで、ベトナム色を上手にそして上品に取り入れてい

た。そして、米やエビをはじめ素材の一つひとつが本来の深い味を備えているこ

とに感心した。ただし、ハロン湾産の魚スズキだけはイマイチだった。 

       

 生春巻きとベトナム風お好み焼き（バインセオ） 

       レッドライスのヌードル 

       蒸エビとパイナップル 

       すずきのグリル 

       黒いもち米とヨーグルトとフランベフルーツ 

 

 夕食のあとは、フロント横のデッキから海面を灯りで照らしてイカ釣りを楽し

んだ。剣先イカに似た 15 センチくらいのが２～３尾、ウイーンと南アフリカか

ら来た人たちの擬餌針にかかったが、我ら日本人たちは皆ボーズ。どうもハロン

湾のイカは人種差別をするらしい。悔しい。 
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21:00 映画『インドシナ』の上映。20 年以上も前に制作されたカトリーヌ・

ドヌーブ主演の優雅なフランス映画で、フランス植民地時代のベトナムのゴム農

園主だった女性の悲恋を描いている。映画の中のハロン湾の光景も見事だったが、

さすがに長い一日の疲れで睡魔には勝てず、悲恋の顛末を見届けることなく独り

自室に戻ってバタンキューとなった。 

 

クルーズ船上の休日 

 朝 4時に目が覚めた。4時といっても日本時間ではすでに 6時だ。未だいつも

の日本での起床時間から体が抜け出していない。だがこの時差 2 時間のお蔭で、

努力もせずに自然に早起きができた。ラジオも、テレビも、新聞も、家内も、パ

ソコンもなく、電話も来ない海の上。船室は完璧な静寂に包まれている。カーテ

ンを開けベランダに出る。

いきなり目の前に大きな

黒い島影が迫り、一瞬あ

の映画タイタニックの衝

突場面を思い出した。だ

が、船は微動だにしてい

ない。辺りは朝霧に包ま

れ海面まで真綿を引いた

ように真っ白だ。しばし

幽玄な墨絵の世界を楽し

んでいると、ようやく夜

も明けて霧の揺曳は次第

に消えていった。 

               （ハロン湾の夜明け） 

船は島々の狭間の素晴らしいビュースポットに停泊していたのだ。これは水墨

から水彩、そして油彩へと移っていくハロン湾の夜明けの様を、船客に見せるた

めの演出だったのだろうか。やがて船は錨を上げて静かに滑り出し、エンジン音

を響かせながらやって来る土地の漁船とすれ違ったり、ハロン湾に漸く朝がやっ

てきた。 

  

7:00 朝食は迷わずフォーにする。私のフォーの発音が少し違うと担当のコッ

クさんに直されたが、アクセントを上げるのか下げるのか、どうもよく分らない。 
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9:00ＡＭ 船はハロ

ン湾の東隣に広がるバ

イトゥロン湾（国立公

園）に向かって行く。

千を超える奇岩を散り

ばめるバイトゥロン湾

の眺めも千変万化で捨

てがたい。 

やがて南に下ってヴン

ヴィエン水上漁師村の

近くに停泊。われわれ

はテンダーボートに乗

り移って村の見学にで

かけた。 

              （時々刻々と変化するハロン湾の景観） 

 

 漁師村は小さな島々に囲まれてできた入り江の中に静かに浮かんでいた。村の

船着き場でテンダーボートを降り、４～５人乗りの小さな手漕ぎ舟に乗り換え、

漁師のかみさんに漕いでもらって村内を巡る。19世紀初頭、沿岸漁村の人々が風

や海流の穏やかな場所に集まって停泊するうちに、自然に生まれたのが水上のラ

ンチャイ（漁師村）だそうだ。1960年には政府も正式に「村」としての認可を与

えた。幅広の漁船の上に背の低い四角い家が乗っかり、それらが並んで島影に繋

がれている光景は独特だ。 

 水上村にも時代の変化は忍び寄り、子供の教育のため陸に揚がる家族が増えて、

水上の小学校は昨年ついに閉校。村の人口もこの数年で三分の一に減ってしまっ

た。或る船からは赤ん坊の泣き声が聞こえ、我々が気になるのか屋根の上では飼

い犬がしきりに吠えている。家々の貯水タンクには給水船が来て給水作業中だ。

まるでミニ・コンビニみたいに日用雑貨を積み込んだボートが村内を巡っている。

村の近くには筏を並べた真珠養殖場もあるので、そこで働く人もいるのだろう。

周辺ではゴミを専門に拾っている小舟を見かけたが、ハロン湾は数年前に湾内の

ゴミ問題で世界遺産登録を危うく取り消されるところだった。それ以来、湾内全

域の清掃問題には真剣に取り組んでいる。 

 折から風ひとつない好天に恵まれ、手漕ぎ舟で回遊した水上村の長閑でどこと

なく物寂しげな風情は、忘れ難い旅の体験となった。 
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水上漁師村から戻ると

直ぐにランチタイムとな

った。 

ベトナム料理の特色で

ある動物性蛋白と野菜・

果物とのバランスの良さ

が巧みに生かされたメニ

ューで、我々シニアの日

本人にも非常に親しみ易

い。 

     

 

（漁師村の見学を終えて村の船着場へ戻る） 

 

ベトナム風お好み焼き「バインセオ」 

    南瓜のクリームスープ 

    蒸しイカとバナナの花のサラダ 

    牛肉と野菜の煮込み ジンジャーライス添え 

    クレームブリュレとバナナケーキ ココナッツソース添え 

 

それにしても、このベトナムという国では、都会でも農村でも、およそ肥満体

の人を見かけない。体質もあるのだろうが、メタボにならない大きな理由は、脂

質が少なく非常にバランスのとれた食生活にあるのではないだろうか。民族衣装

のあのアオザイもスリムだからこそ似合うわけで、太ってしまったらもうサマに

ならないだろう。旅行者もこの国を旅行する限り、絶対に野菜不足にはならない。 

 

13:45 船のスタッフによるベトナム民族衣装のファッション・ショーが始ま

った。全部で 54 もあるというベトナムの部族の中から、特に特色のある少数民

族の衣装を選んでのショーだったが、8 部族もあったので、終いには頭の中がい

ささか混乱してしまった。今でも異なる部族の男女間の結婚は非常に稀だと聞か

されて驚いた。 

16:00 スパルームで足のマッサージを受ける。アジア式のオイルマッサージ

とかで、足首から腿の付け根の“危ういところ”まで女性が両手で擦り上げるの

で、最初はびっくりしたが、実に気分がよく次第に夢心地になってしまった。 

17:30 3階のデッキ・バーでロンドンの紳士たちと一緒にハッピーアワーを楽

しむ。ロングアイランド・アイスティーという一見普通のアイスティーに見える
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が、ちょっと危険なカクテルを試してみる。ウオッカ、テキーラ、ラム、ジンを

適宜混ぜて、それにコカコーラを注ぐと外見は紅茶とそっくりのカクテルが出来

あがる。それをうっかり女性が飲んだら～～ということだが、女性でなくても相

当酔ってしまった。船は夕陽の美しいスポットを選びながら蛇行し、夜の停泊の

準備に入っていく。やがて錨を降ろす音が周囲の海面にこだまし、船内には船旅

特有の黄昏時の憂愁が漂いはじめた。 

 

19:00 今夜は船を離れて

近くの無人島に上陸し、洞窟

内でのスペシャル・キャンド

ル・ディナーを楽しむことに

なっている。救命具をつけ懐

中電灯を持ってテンダーボー

トに乗りこみ、15分ほどで目

的の無人島の岩場に上陸した。 

  

 

 

   （常に国際色豊かな船内レストラン） 

 

洞窟は天井が少し低いが広さは充分ある。先着のスタッフたちによって既にテ

ーブル・セッティングや飾りつけがなされ、立派なステージも出来ている。その

うちミラーボールまで回りはじめたが、どうも洞窟の天井にはしっくり来ない。

キャンドル中心の照明に切り替えてもらうと、一段とエレガントで神秘的なムー

ドに変わった。感心したのは、スイカ、大根、人参などを彫って作った小鳥や花

のデコレーション彫刻の見事なこと。氷の彫刻の代わりだと云っていたが、氷彫

刻よりずっと色も形も凝っていて、コックさんたちの技と細やかな心遣いが感じ

られ嬉しくなった。その晩のメニューは以下の通り： 

       

レモングラスの香り付け蒸しエビと牡蠣のグリル 

      シーフードスープ 

      海老入りグリーンマンゴのサラダ 

      鱸のパッションソース又はテンダーロインビーフ黒胡椒味 

      マッシュポテトとラタトゥイユ 

      パッションフルーツのティラミス 
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 ステージでは伝統楽器のダン・ボー（一弦琴）、二胡、三十六弦琴などで伝統音

楽が演奏され、また、たおやかな女性歌手が唄うベトナム民謡も哀愁を帯びて我々

の旅心を揺する。ガイドのチイさんが飛び入りでステージにあがり、最近ベトナ

ムでヒットしたラブソングを熱唱したが、その美声にみな驚き拍手喝采だった。

ベトナムではいまカラオケ店はどこも大盛況で、彼も月に２回はストレス解消に

出かけるとのこと。 

洞窟のキャンドルムードに

も料理にも音楽にも充分に酔

った。ユニークなディナーを

設営してくれたスタッフたち

に改めて感謝し、懐中電灯で

足元を照らしながらボートを

泊めた岩場まで一歩一歩慎重

に下りる。船着き場もない岩

場でボートに乗り込むのに女

性たちは相当苦労していたが、

親切なスタッフたちの助けを

借りて全員無事に母船に帰還

した。               （スイカを彫って作った見事な花飾り） 

 

下船して再びハノイへ 

6:30 船はすでに帰港地のトゥアンチャウに向かって静かに動き出している。 

サンデッキに有志が集まり太極拳の俄かレッスンを受ける。インストラクターは

フロントデスクで働くＲ嬢だったが、体のしなやかさとキレの良さに驚いた。彼

女は上級のインストラクターだそうだ。爽やかな風、青い空に碧い海、緑の島々

を眺めながらの太極拳。こんな贅沢な設営のレッスンは滅多にあるまい。 

7:00 朝食をゆっくり摂ったあと、部屋に戻り下船に備え荷づくりをする。 

9:30 バゲージアウトのためスーツケースをドアの外に出す。ベトナムでは原

則チップは不要だが、下船に当たりフロントに設けられた特設チップ袋に適当額

を入れる。スタッフ一同には本当にお世話になった。 

9:45 最後のイベント「ベトナム茶の淹れ方」の講習のため食堂へ。基本的に

は中国茶の淹れ方と同じだ。蓮茶は蓮の花の中に茶葉を入れて包み置き、花の香

りを茶葉に沁み込ませて作るのだそうだ。蜂蜜入りのミント・グリーンティーも

爽やかな味わいだった。 
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10：50 オウコー号は予定通りトゥアンチャウの港に入港。一期一会、この３

日間お世話になったスタッフたち一人一人とお別れの握手をして下船する。 

 

11:15 港の近くの「ゴールデン・クラブ（金の蟹）」というレストランで少し

早目の昼食。観光バス団体専門のような派手な大型店だったが、ハノイ地方の名

物ブンチャー（米麺）のツケ麺が軽くて旨い。ハノイビールもキリンに似た味で

飲みやすい。デザートのパイナップルに塩と唐辛子が付いてきたのは奇妙だった

が、ベトナムでは塩と唐辛子をつけて食べるのはごく当たり前のことらしい。 

 港の周辺には高級マンションが建ち並んでいるが、建設途中で投げ出された未

完成のホテルや別荘なども目につく。それらは急激な観光開発ブームに乗って手

を広げ過ぎた過剰投資の顛末だろう。それにしても、社会主義の国なのにこの高

級別荘群は何なのだ。いったい誰が所有し誰が使うのだろう。 

  

12:40 ハノイに向けて出発。バスの中では、チイさんのベトナム社会事情談

義を再び聴くことになった： 

＊かつては学生も含めて無給で 3年間という徴兵制度だったが、いまは 2年間の

有給の兵役に変わり、学生は免除されることになった。 

＊日本で手術を受けたベト君とドク君は、その後ドク君は死亡、ベト君は成人し

て結婚し、いまサクラという女の子の父親だ。サクラという名前は日本に感謝

する意味で命名した。 

＊工場進出は日本、韓国、台湾の順で、中国企業は数も限られ、労使問題や製品

の品質問題が多発している。 

＊全国的に病院不足で、医療保険もなく医師や看護師に対する賄賂は社会問題化

している。救急車も有料で非常に高価。 

＊平均年齢は日本より 10才ほど短い。死因は肺癌が多く，胃癌がそれに続く。 

＊消費税は現在 10％だが向う 2年間に 12％にアップする可能性もある。 

＊都市にも農村にもゴミの分別制度はなく、焼却炉も存在しない。 

＊以前は多数あった中華料理店だが、食材が信用できないという理由で最近は数

が減り、ハノイ市内でも 2軒だけとなった。 

＊ベトナム戦のあと出生率は 5.0 を超えていたが、現在は２人までに制限されて

いて、役人は３人目が生まれたことが判ると解雇される。 

 

 珍しい光景を見た。高速道路のガードレールに寄りかかり、釣竿のような長い

棒を立てて、その棒の先にパンを入れた袋をぶら下げて売っている。随分危険

な商売だが、チイさんによると、帰省途中の人などがバイクを停めて買って行

くので結構売れるのだそうだ。フランスパンの伝統が生きているベトナムのバ
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ケットは質も上等だが、高速道路で売るとは恐れ入った。 

 

14:40 トイレ・ストップを兼ねて大きな土産物店に立ち寄る。蓮の実の甘

納豆、ジャコウ猫のコーヒー、蓮の花の香りを染ませた蓮茶などを買う。女性

たちはベトナム刺繍の財布など、いま日本でも人気のベトナム雑貨の小物類を

競って買っていた。旅慣れた人は軽くて荷造りも楽なお土産品を選ぶのが上手

で感心する。 

 

  ハノイに到着後は市内観光に

移り、2010年に世界文化遺産に

登録されたばかりのタンロンの

遺跡を訪ねた。紀元前から実に

千年を超えて中国の圧政に苦し

んだ後、ベトナムでは漸く 1010

年になって歴史上初めて独自の

王朝（李朝）が生まれる。タン

ロン城はその李朝の王城として

築城され、その後の陳朝や黎朝

など歴代の王朝も同じ場所に王

城を構えた。 

                  （世界文化遺産タンロン遺跡の入り口） 

  そのためこの遺跡には、19世紀に阮朝がハノイから首都をフエに移すまでの

約 800年の間の、歴代王朝の足跡が重層的に詰まっている。北正門、龍の階段、

敬天殿、端門などに各時代の特色が見て取れる。 

  突然、ガイドのチイさんが「秘密基地があります」と云って、地下深くへ通

じる狭い階段を降りはじめた。そこはベトナム戦当時に爆撃を避けて地下にも

ぐった作戦司令部の跡だった。壁には当時の軍幹部の写真や大きな地図が貼ら

れ、通信機器や電話機などもそのまま埃をかぶっていた。勿論、この部屋は世

界遺産とは関係ないだろうが、貴重な遺跡の下なら安全だと踏んだのだろうか。 

  ホーチミン廟の見学は時間の関係で外観のみとなった。白い制服の衛兵が二

人、直立不動で廟の入口に立っている。廟の前の広大なパレード広場はどこと

なくモスクワの赤の広場を連想させる。ベトナムは共産国家であることを改め

て思い出した。 

  米上院議員ジョン・マッケインなど、北爆時に撃墜され捕えられた空軍将校

たちを収容していたホアロー収容所。訪ねてみると、そこには高層マンション

が聳え立ち、跡地の一画には小さな記念館が残されていた。ベトナム戦が終わ



  

【海外旅行滞在記・ベトナム】 
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ってすでに 40年、戦いの記憶も遠くなった。 

 

今夜は 10 時過ぎの寝台列車で国境の街ラオカイに向け出発する。その前に

ひと休みしようとハノイの老舗ホテルの一つソフィテル・レジェンド・メトロ

ポールに立ち寄った。プールのある中庭を挟んで新館と旧館が建っているが、

新館は通俗的な雰囲気でどことなく安っぽい。片や天井の高い旧館の方は落ち

着いていて往時の一流ホテルの風格を残している。ロビーの柱に淋しげな表情

のベトナム少年の半身像が架かっていて妙に目を引く。近づいて見ると、それ

はフォーク歌手のジョーン・バエズの作だった。ベトナム戦当時、彼女は反戦

運動をリードしていたが、その絵は戦後 40 数年ぶりにハノイを訪れた時に、

記念に描いたものらしい。じっと見ていると彼女のあの「風に吹かれて」が、

何処かから聞こえてきそうだ。中庭に抜ける廊下の壁にはベトナム戦当時のセ

ピア色の写真が数点。ホテル中庭のマンホールが全て防空壕に使われていたり、

玄関に立つホテル従業員が銃を持っていたり、今では想像もつかないが、どの

写真からも当時の緊迫感が伝わってくる。 

中庭に面したテラス・ラウンジはゆったりとして居心地がよく、いつまでも

座っていたくなった。目の前に新館が建たなかった頃は、ここはもっともっと

素敵なテラスだったに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （タンロンの遺跡で出合ったアオザイの美女たち） 
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ロングステイクラブは皆さんの協力を必要としています！ 

 

■  ホームページの作成・更新・レイアウト等 ホームペー

ジの担当者、協力者を募集しております。 パソコン初心

者でも遠慮なくお申し出又はご参加ください。 

■ 会報の編集者を募集 会員どなたでも、歓迎です。魅力あ

る誌面づくりをして、会報を手にするのが、楽しみとなる

ようなアイディアをお待ちします。 

■ 会報の原稿募集のお知らせ  会報は皆様とのコミュニ

ケーションです。会報には、出会いや発見がたくさん掲載

されます。皆様からの楽しい便りやメッセージをお待ち

しています。ご意見、写真、イラストなんでも是非お気軽

に投稿ください。次の夏季号の発行は、７月末の予定で

す。原稿の締め切りは、６月１０日です。ページが埋まっ

てしまう場合は、その次の秋季号に掲載いたします。 

 

 

連絡先：大野まで（携帯電話：０８０－５１８８－２４６９ 

メールアドレス：yasu-ayu614@jcom.home.ne.jp  

住所：さいたま市浦和区領家４－８－７） 

mailto:yasu-ayu614@jcom.home.ne.jp


             【ＬＳＣ イベント】 
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３月座談会 

 

去る３月１７日（火）、午後１時３０分より４時までさいたま市民活動サポートセンター（浦

和パルコ９階）にて３月座談会が開催されました。演目は、昨年１１月のタイ・チェンマ

イ下見ツアーの報告会で、講師は、大野康昭と吉原紘昭副理事長の二人、出席者は座長田

中和義、峯尾健一、桂惇ご夫妻、榎元智津子、新井新治、安田みかよの皆さんでした。終

了後は、恒例により、サイゼリアでの懇親会で５時ごろ、解散となりました。 

 

 

海外ロングステイ 川口スクール 開催さる 

 

４月１９日（日）、１３：００～１５：３０、川口市民パートナーステーション 

キュポ・ラ Ｍ４ 第二会議室にて、ＮＰＯロングステイクラブ主催の川口ロングステイ

スクールが開催されました。 

講演 １：今、一番人気のマレーシアでのロングステイ  講師 山際泰造氏 

   ２：旅テク                   講師 吉原紘昭氏 

                             （ＬＳＣ副理事長） 

約２０名の方が出席されました。会終了後、２階のカフェ・レストランで懇親会の予定で

したが、あいにく日曜日のせいか満席で中止となりました。ただ興味のある方には、５月

１９日開催予定の座談会においでいただくことで了解を得ました。今回は、役員のほか、

会員の宮下弘さん、峯尾健一さん、榎元智津子さんもお手伝を兼ねて出席されてました。 

  

                  講演                  
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★★★２０１５年 ロングステイクラブ総会無事終了いたしました★★★ 

 

 

記 

２０１５年３月２９日（日）、１０：００～１２：００、浦和パルコ１０階 浦和コミュニ

ティーセンター 第３集会室にて２０１５年総会が予定通り開催され、昨年度活動報告及

び２名の役員の辞任が報告され、２０１４年会計報告、今年度活動計画が満場一致で採択

されました。これを受けて、さいたま市に平成２６年度事業報告書を３月３１日に提出い

たしました。更に４月１０日に、当クラブが収益事業を行っていないための、市民税及び

県民税の減免手続きを所轄事務所に行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『編集後記』 

今年の桜の季節も首都圏では終わりを告げ、新緑の季節を迎えようとしてい

ます。会員の皆様は、もうすでに海外旅行や海外各地でのロングステイの様子

を伝えてきています。成田空港にもＬＣＣの専用ターミナルが開業いたしまし

た。日本では、東南アジア、欧米と比較しても、ＬＣＣの普及は進んでいると

はいえません。２０２０年の東京五輪をにらみ、ＬＣＣ普及の拡大が必要とな

ります。 その反面、最近の航空機事故の多発が気にかかります。格安の運賃

と空の旅の安全の両立を期してもらいたいものです。（大野記） 

 

２０１５年 春季号 Ｖｏｌ.９２ 

発行日  ２０１５年 ４月２２日 

発行人    塚本 茂 

編集・校正  大野康昭、中井川久男  



☆ロングステイクラブの概要と入会について☆

＜目的＞ 

☆ ロングステイクラブは、快適な生活環境を求めて海外および国内で長期滞在

を希望する方々 を対象とし、その日常生活に必要な各種情報の提供や体験セ

ミナーなどを通じて現地での「不安」「疑問」から解放して、生きがいのあ

る滞在ができるように支援し、広く公益に貢献することを目的とします。 

＜主旨＞ 

1. 自分の収入に応じて(主に年金等の範囲内で)  

2. 自分の力で(体力経験等に応じて)  

3. 自分なりの方法で(単独・家族・友人等で)  

4. 自分なりの生きがいを求めて(国際交流・語学研修・ボランティア・スポーツ

等)  

5. 海外で生活体験をする(ツアーでも移住でもなく)  

そのための情報交換・友人作り・高齢化社会におけるシルバー世代の余暇活用を

生き方の選択肢とし活動します。 

＜主要活動＞ 

1. 月例会の開催(海外体験報告・海外滞在計画の発表・情報交換)  

2. 地域別交流会の開催(東京・千葉・神奈川・埼玉・関西・九州)  

3. 同好会活動(海外各国別の同好会・各趣味の同好会等)  

4. 会員相互の自主企画による海外グループ旅行の推進  

5. 国際交流活動(各国友好協会・ボランティア・語学研修・ホームステイ) 

6. 会報「ロングステイクラブ」の発行 

＜留意事項＞ 

1. 当会及びリーダー（名称の如何を問わず）は、会員が企画海外旅行・滞在・同

好会の諸行事等において一切責任を負いません。参加者は一切責任が自己

に帰することを承知の上で参加下さい。 

2. 当会は、非営利の団体です。会員は当会の諸活動（例会・会報・会員名簿等）

を営利目的に利用することを禁止されています。 

＜入会＞ 

当クラブの主旨に賛同される方は、年齢・性別・国籍に関係なく、どなたでも歓迎し

ます。 

年会費  

 4000円 (1月から12月) を下記口座にお振り込み下さい。 

お振込先口座  

 銀行口座  

りそな銀行東京中央支店普通 5807817  

ロングステイクラブ 

郵便振替 

 00120-2-166202 ロングステイクラブ  

NPO ロングステイクラブ事務局 

〒337-0017 

埼玉県さいたま市見沼区風渡野470 

電話/FAX受付：048-685-2470 

E-mail : info@longstayclub.jp 

ＵＲＬ http://www.longstayclub.jp  

特定非営利活ＵＲＳ動法人「ＮＰＯロングステイクラブ」の目

的 

 この法人は、快適な生活環境を求めて海外及び国内での

長期滞在を希望する人々を対象とし、その日常生活に必用

な各種情報の提供や体験セミナーを通じて現地での「不

安」「疑問」から開放して、生きがいのある滞在が出来るよ

う支援し、広く公益に貢献することを目的とする。（法人の

定款第３条） 

 

「ロングステイクラブ」は、登録商標です。 

（登録第４５４６８１１号） 

 

 

mailto:info@longstayclub.jp
http://www.longstayclub.jp/
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