
　ある朝、1人の女の先生が学校に来る子供た
ちを待っている。しかし、集まったのは9人。
10人集まらないと学校は開校できない。諦め
た校長先生が集まった9人とその父母に状況を
説明しようとすると、その先生は「あと1人探
してくる。」と言い、自転車に足をかける。そこ
に、少年が走ってきて、学校はようやく開校さ
れることになる。
　「二十四の瞳」を髣髴させるこのシーンは、イ
ンドネシアで大ヒットした映画「Laskar 
Pelangi」(ラスカル・プランギ )の冒頭部分。
1970年代のブリトゥン島が舞台となってい
る。
　錫の産出が基幹産業となっているこの島で、
年齢もバラバラな10人の子供が学年もクラス
もない学校で、無給で働くたった１人の先生と
共に成長をしていく姿が描かれている。
その映画に色を添える様々な情景が、ここブリ
トゥン島にはそのまま残っているのだ。

　ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港からスリ
ウィジャヤ航空でちょうど１時間。滑走路とお
飾り程度のターミナルしかないタンジュン・パ
ンダン空港に到着。空港から20分ほども走れ

ば、すぐにタンジュン・パンダンの街の中心部
に入る。
　街の中心で堂々たる存在感を放っているの

・ゥトバ（」mataS utaB「はで島ンゥトリブ、が
サタム）と呼ばれている隕石をモチーフにした
オブジェ。もちろんオブジェの石は本物ではな
いが、島内では錫の採掘場などから本物が掘り
出されている。このBatu Satamと同じ種類の
隕石は、ソロ、オーストラリア、アメリカのテ
キサス州、チェコの限られた地域でしか採れな
いという。そんなに貴重なものをと思うかも知
れないが、小指の先ほどのサイズのものがお土
産屋さんで売っている。真贋はさておきブリ
トゥン島上陸記念に買ってみるのもいいかも
知れない。
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　Batu Satamのオブジェの目と鼻の先にある
レストラン「ATEP」でブリトゥン島名物の
ミー・ブリトゥン。ローカルな小さなレストラ
ンにも関わらず、壁には店を訪れた有名人の写
真がずらり。店の前には、１車線占拠して大型
バスが停まっている。ガイド曰く、常に混雑し
ている有名レストランなのだとか。店内ではイ
ンドネシア語に加え、中国語や韓国語も飛び
交っている。
　地元民にも旅行者にも愛されている味とはど
んなものなのだろうか。注文してから3分もし
ないうちに出てきたミー・ブリトゥンは、少し
太めの麺に甘めのあんかけがベストマッチ。エ
ビ、ジャガイモ、キュウリ、豆腐などの具もた
くさん入っていて、やみつきになる味。辛め好
みの方は、特製のサンバルをかけて食べよう。

　腹ごしらえの後に向かったのは、ラスカル・
プランギのロケ地にもなったPantai Pasir 

部心中の街。）岸海ギンィテ・ルーシパ（iggniT
からは車で一時間ほど北西に向かった場所に
ある。波がほとんどない海に大きな岩がゴロゴ
ロとしているのがこの海の特徴。その昔、ブリ
トゥン島とお隣のバンカ島は、スマトラ島やカ

リマンタン島と陸続きであったとのこと。それ
が地殻変動の影響で分裂した際にできたもの
というのがガイドの談。大陸の分裂でできたと
聞くと、割と小さいなという印象も受けるが、
自然の造形美の前に疑いは不粋か。
　透き通った海水に綺麗な砂浜、その上、波が
ほとんどないので小さいお子様をチャプチャ
プ遊ばせるには最適。金曜日ということもあ
り、人がさほど多くなかったこともあるが、岩
の上でお弁当を広げている家族や、まだ小さい
子供が一生懸命カニを追い掛けている姿など
を見ると、バリのビーチとはまた違った手つか
ずの自然の中に流れる時間を感じることがで
きる。
映画の中でも、子供たちが一つの岩の上で結束
を固めるシーンがあるが、実際にも夕日が沈む
頃になると岩の上は人でいっぱいになる。

パシール・ティンギ海岸

レストラン「ATEP」

ミー・ブリトゥン



　Pantai Pasir Tinggi から15分ほどのところ
にあるのが、Pantai Tanjung Kulayang(タン
ジュン・クラヤン海岸 )。今回の目玉、アイラン
ド ホッピングの出発点になる。
　水着にライフジャケットという姿でボート
に乗り込む。服を着たまま乗り込むこともでき
るが、雨に降られると防ぐ手段が全くないた
め、ずぶ濡れになる覚悟を。
　島の形状がガルーダに見えるPulau Garuda
（ガルーダ島）、〝石の帆〟の意をもつPulau 

は昔、）島ルーヤラブ・ゥトバ（rayalreB utaB
直安どな）島ビバ（ibaB ualuPたいでん住が豚

…いやいや分かりやすいネーミングの島を横
目に風を切って進む。

ルーシパ（risaP ualuPるれ現如突、てしそ　
島）。こちらもその名の通りパシール（インドネ
シア語で「砂」の意）だけの島である。大海原の
ど真ん中に、少しだけ顔を出している島、そこ
に集まる鳥の群れ。そんな光景に出会う機会は
そうそうない。潮が引いている時間帯に行く
と、3~4人なら上陸することができるという。
それを遠くから船頭さんに写真を撮ってもら
えれば、プライベートアイランドフォトの完
成！！

ガルーダ島

バトゥ・ブラヤール島

パシール島



　出発から約40分でアイランドホッピングの
終着点　Pulau Lengkuas（レンクアス島）に到
着。今年でちょうど130歳を迎える灯台が、私
達を迎えてくれる。現在も現役として活躍中
で、スマトラ島とカリマンタン島を隔てるカリ
マタ海峡、バンカ島との間のガスパル海峡を往
来する船のために灯火を提供し続けている。そ
して、この灯台は一番上まで登ることができる
のだ。高さ約70mにもなるこの灯台は、中で
18階層に分かれている。305段の階段を登り
きった末にある絶景の眺めを、同行したサトシ
君はこう評した。「無風で蒸し暑い灯台の中で
鉄の階段を裸足で登る苦労、それすらも報われ
る絶景がそこにある」
レンクアス島周辺の海の透明度を目の前にし
たら、泳いで潜って釣りをしたくなる。写真で
はイマイチ伝わりきらないのが残念でしょう
がない。

レンクアス島







街の中心部から少し外れた場所にある商店街。果物屋や DVD
屋、お土産屋などが点在している一角の目抜き通りに屋台を
構えるおばあさんが売っていたもの、それはカメの生卵。生
のまま飲み込むのがブリトゥン島では一般的な食べ方。味の
感じ方には個人差があるので試したければおばあさんの元へ。

レストラン「Dynasty」は、ブリトゥ
ン島周辺の海で獲れたカニを使っ
た料理を中心に、新鮮な海の幸が
堪能できる。

ブリトゥン島の伝統的な家屋である Rumah Adat Belitung（ルマ　アダット
　ブリトゥン）。今でこそ、家屋も現代的なコンクリート造りのものが増えて
しまい、街中で見かけることは無くなってしまったのだが、高床式の木造家
屋が残されていて、中を見学することができる。中には、伝統的な食器、家
具や婚礼催事の際の衣服や楽器などが置かれており、実際に手に取ってみる
こともできる。

������



石灰石や花崗岩の採掘場。採掘された粘土質の石灰石は、石
鹸の原料などに利用されている。そこに溜まった水の色は時
期や天候によって変わるとの不思議な話。私たちが訪れた日
は、写真のような綺麗なブルー。なんだか素敵。

裏道にひっそりとたたずむ博物館には、錫の採掘
と輸出によって発展してきたブリトゥン島の歴史
や、ブリトゥン島に生息する生物の剥製などが展
示されている。
博物館の裏には、公園を模したスペースにシカや
インコ、ワニ、カメ、コイなどが飼育されており、
カエルとカタツムリの姿をした滑り台がこれまた
シュール。
博物館＋動物園＋公園を一緒にしてしまうのもこ
れまた国民性ゆえなのだろう。



　最後に街の中心部から東に約１時間、映画
「ラスカル・プランギ」の舞台となった学校へ。
10人の子供たちが成長していく場所となった
イスラム学校。初日に先生が生徒を待っていた
木の門、子供たちがお祈りをしていた小部屋、
校長先生が丸太でつっかえ棒をして直した傾
いた教室の壁など映画そのままの情景がそこ
に広がる。この教室に10人の子供が集まり、
たった1人の若い女の先生と卒業まで数々の困
難を乗り越え、ともに日々を過ごしていく。社
会、貧困、教育、信念など様々なテーマから描
かれ、島の美しい自然の中で、たくましく生き
る子供たちの姿を描いたこの作品を見た後に
学校を訪れると、感慨深いものがこみあげてく
る。

　それにしても、旅の最中一回も渋滞に遭遇せ
ず。ジャカルタから来た者にとっては、快適を
通り越して、違和感を覚えてしまうほどの道路
状況。それもそのはず、ジャカルタの6.5倍ほ
どの面積があるにも関わらず、人口はジャカル
タのおよそ60分の1である約170,000人。た
いていの場所へ1時間以内で移動でき、綺麗な
海と島を堪能でき、雄大な自然を肌で感じられ
るブリトゥン島。
是非Laskar Pelangi を観て、その情景を訪れる
旅に出かけてみてはいかがだろうか。



Intiland Tower 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.32, Jakarta 10220
Tel (+62 -21) 5790-0481     Fax (+62 -21) 5790-0482
reo@jnet.co.id（大塚）　http://www.jnettravel.com/

PT. J Net Travel

1 泊 2日

Tour Information
ブリトゥン島　ツアー  

Rp. 3,200,000, ～ / 人

■フライトスケジュール 
SJ 50  Jakarta ‒ Tanjung Pandan    06:20 ‒ 07:20
SJ 53  Tanjung Pandan ‒ Jakarta    16:05 ‒ 17:05
■日程
Day 01　タンジュン・パンダン空港着（スリウィジャヤ航空　SJ50） ー ATEPにてミー・ブリトゥン

の朝食  ー タンジュン・クラヤン海岸  ー アイランドホッピングツアー 昼食（ランチボック
ス）付き ー  タンジュン・クラヤン海岸 ー サンセット観賞 ー Dynasty Restaurantにて夕
食 ー ホテルまでお送り

Day 02　ホテルにて朝食   ー タンジュン・ティンギ海岸  ー ホテルまでお送り ー ホテルチェックア
」ギンラプ・ルカスラ「 ー 場掘採の石灰石 ー 食昼てにンラトスレの元地 ー 屋産土お ー トウ

の舞台となった学校 ー タンジュン・パンダン空港発 　（スリウィジャヤ航空　SJ53）

■含まれているもの
スリウィジャヤ航空往復航空券 (N Cls)
Grang Hatika もしくは Bahamas Hotel　 一泊
エアコン完備の送迎車、運転手、ガソリン代、駐車代 
お食事（朝食 2回、昼食 2回、夕食 1回）
■条件
※料金は 2012年 12月までのローシーズンのKITAS保持者価格になります。 
※別途付加価値税１％がかかります。 
※1室 2名様でご利用の場合の 1名様の料金になります。

航空券の空席状況や人数、
時期などによって料金変動
致しますので、詳しくはお
問い合わせください。

編集後記編集後記編集後記

制作：PT. J Net Travel
企画：清水 貴舟　kifune@jnet.co.id
広報：室 信子　nobuko@jnet.co.id
営業：大塚 玲央　reo@jnet.co.id 1 万 8 千余りの島を有するインドネシア。島によって魅力もそれ

ぞれ。バリ島、ロンボク島は既にメジャー…、よしっ！ブリ
トゥン島まで話のタネを見つけに行こう！！（れ）

みなさま、10 月連休のご予定はもうお決まりですか～～
～？？？？
旅行は計画段階が一番楽しいですよね！？（の）

いよいよレバラン休暇が始まります。パスポートにリエント
リーのスタンプがあるかどうか必ずご確認下さい。きちんと
帰って来れるように。（き）

年末年始のご予約はレバラン休暇前に。。。（え）
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