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ジャカルタ × 博物館

文・写真…室信子
Text & photo by Muro Nobuko (J Net Travel)

「ショボイ」と思われているジャカルタの博物館。
その事実は否定できませんが、
意外な面白さも発見できます。
インドネシアの文化や歴史の一面をのぞきに、
休日にお出かけください。

Vol.2

コワイぐらい巨大なお面ですが、
さあ皆さんこれは何をモチーフに
したものでしょうか？
正解は 「ガネーシャ」 でした。
確かに鼻はゾウさんですが、
普段よく目にするガネーシャと
あまりにも違って ・ ・ ・ 、
ちょっと怖気づいてしまいます。

舞踊の題目といえばこれ、
ラーマヤナ物語。
うっかり騙されて奥さんを
さらわれちゃうラマ王子と
愛嬌たっぷりのお助け猿ハノマン。
エイヤー！



タマンミニインドネシアインダ内
Tel : 87795616
6:00 ～ 22:00（タマンミニ全体）
8:00 ～ 16:00（各博物館）
毎日営業
入場料 ： Rp. 10,000

インドネシア博物館
これがインドネシアだ！
これがインドネシアだ！

短時間でインドネ
シアを知るにはも

っ

てこいの博物館。

現在まで脈々と受
け継がれている各

民

族の伝統や文化が
バランスよくまと

め

られていてとても
分かりやすい。デ

ィス

プレイや説明書き
も充実しており、

展示

品が色褪せていな
いのも高ポイント

。

ワヤンクリット ：
上演時は 「影の登場人物」、 でも実際は
こんなに繊細な模様が施されている
「色男」 なんです。 衣装のデザインも
なかなかオシャレで影にしておくのは
本当にもったいない。

私が個人的に大好きなバリのジェゴグ。
バリ島西部の町ヌガラのそれが大変有名です。
まさに竹のオーケストラとも呼べる楽器は
大小様々で、 ここにはないけれど楽器である
竹の上に演奏者がまたいで座り、 かつ 1台を
二人で演奏するぐらい大きなものも。
ガムランの金属音とはまた違う、 体の芯に
ズンと響いてくる自然からの音色がとても
心地よいのです。

1 階・インドネシアの代表的な芸能



同じインドネシアの中でも民族が皆それぞれ
のスタイルを持っているの。
多民族国家であることをとても分かりやすく
表現していると言えるわね。
さぁ、 どのカップルが一番ステキかしら？

ジャカルタ特別州 ：
都会的でゴージャス

南カリマンタン ： 水色が
とても斬新。

バリ ：
女性の頭上のゴールドが
きらびやか

今月のベストカップル賞！

パプア ：
とにかく帽子？のインパクトが
ずば抜けていたため文句なしの
受賞です！おめでとうございます！！

1 階・インドネシア民族衣装対決！
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ポトンギギ （歯削式）
日本の成人式にあたるバリ人にとっては
人生最重要の儀式の一つ。 やる年齢は
人によって様々。 費用もかかるため合同
でやったり、 別の儀式 （結婚式など） と
絡めてやることも多い。 石を使ってガリガリ
本気で歯を削るため、 削った後はしみるの
だとか ・ ・ ・ ？

中部及び南スラウェシの木の上の家。
洪水や動物の攻撃から逃れるため
この高さに。

中部ジャワの伝統的な
お部屋、 ドアの細工が
美しい

ろうけつ染め

織物

3 階・伝統工芸品

2階・各民族の慣習と生活



この形を見てワク
ワクする人とギョ

ッ

とする人にキレ
イに二分される

ので

は？ご想像の通
り、いや、ご想像

以上

のお楽しみがここ
にはありました！

早速行ってみよう
～！！

下には ・ ・ ・ 。
入り口のデザインも
凝ってます。
誰のお家だか一目瞭然です！

上には ・ ・ ・ 。
触る公園 ・ ・ ・ 、
まさにその名の通り

みんな仲良し♪
XXも XX もすっかり人馴れ
していてペットのよう ・ ・ ・ 。

目玉は触る公園？！
目玉は触る公園？！

コモド・爬虫類博物館

タマンミニインドネシアインダ内
Tel : 87795616
6:00 ～ 22:00（タマンミニ全体）
8:00 ～ 16:00（各博物館）
毎日営業
入場料 ： Rp. 10,000
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いらっしゃいませ～！
今日はボクのシフトなの。
楽しんでいってくださいね！

みんなもボクに
触ってよお～、
怒ったりしないよ～。
でもちょっと
重いけどね、
へへへ。

お客様が途切れたところで、
ちょっくらカメ君ちで一休み。
ぬるいお水でも気持ちいい～。

カメ君に頭を踏んづけられても
気にしない、 心の広い大トカゲくん
でした。
園内では他にも爬虫類君たちが
たくさん飼育されています。
館内にははく製もズラリ。
インドネシアの生態圏を学べます。



設計者は恐らく近
未来風のイメージ

を

持って作ったので
はないかと思われ

る

この建物も今では
すっかり時代遅れ

の

感が否めないが
、インドネシアの

古き

良き時代の乗り物
が集うこの博物館

に

は案外似合ってい
るのかもしれない

。

タマンミニインドネシアインダ内
Tel : 87795616
6:00 ～ 22:00（タマンミニ全体）
8:00 ～ 16:00（各博物館）
毎日営業
入場料 ： Rp. 2,000
ガルーダ機見学 ： Rp. 3,000

アンティーク好きには

たまらない！？
アンティーク好きには

たまらない！？

乗り物博物館

皆さん、 DAMRIという公共のバスを
見かけたことはありませんか？
空港でよく止まっています。
この会社、 1945年の創業時は
な、 な、 なんとこのようなものから
スタートしていたのです！

インドネシア初の
2階建てバス、 こちらは
1968年製。
ブロック Mと SALEMBAや
SENENの方面を走って
いたそうです。
なんとイギリス製！！
本場のバスです。
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インドネシアの
トーマスたち。
ジャワとスマトラで
走っていたことのある
一番古いものだそう。

牛車！！！！！
その当時は主に輸送用として
使われていたそう。
牛とは全くの予想外でした。

1972年の開業当時の
ブルーバード。
色は昔からこれなんだね～。

外ではこんなベチャにも
乗れるようです。 15分で
Rp.4,000。 客席に乗ることは
あっても運転席にはなかなか
乗れないものね。 楽しそう♪

これは？？？　と思ったら、 業者さんが
乗り入れていた現在もご利用の
お車でした ・ ・ ・ 。 失礼、 失礼。。。

「KERETA API LUAR BIASA　＝　普通じゃない！列車」　
もちろん素晴らしいという意味です ・ ・ ・ 。
1919年にバンドゥンで作られたこの列車は 1946年
インドネシアの初代大統領がジャカルタから
ジョグジャカルタへの移動の際に利用しました。

こちらの不気味な皆様方は、 我らがナショナルフラッグ、
ガルーダインドネシア ・ オールスターズゥゥゥゥゥゥ！
女性のヘアスタイルが時代を物語っております ・ ・ ・ 。
隣には社是が展示されているのですが、 訳すだけ虚しい
ので割愛しました ・ ・ ・ 。

おまけ ： 敢えて写真は
載せていませんが、
年代物のガルーダ機の
機内見学もできます。



コタ地区でお馴
染みのこの建物

。オラ

ンダ統治時代を偲
ばせるなかなか素

敵

な建物です。歴史
博物館の名に恥

じな

い展示が果たし
てあるのでしょ

う

か？？？興味津々
で突入します！

Jl. Taman Fatahillah No.1, Jakarta Barat
火曜日～日曜日、9:00 ～ 15:00
（月曜日、国民の祝日は休館 ）
入場料 ： 大人Rp. 2,000、大学生Rp.1,000、
高校生以下Rp. 600、
20名以上の場合団体割引あり

番外編！
ジャカルタ歴史博物館

とにかく説明書きの類がほとんどありません！
そういう欲求不満をスマートにやり過ごせる方に
お勧めです。

入り口をくぐるといきなりこんな再現現場がア
ナタをお出迎え ・ ・ ・ 。 毎月決まった日にこ
の市庁舎前では刑が執行されていたそうで
すが、 別に定期的にやるものでもないよう
な？？？とにかくこれで“掴みはオッケー ”的
な強烈なインパクトです。

こちらの御方はどなた？
「展示物に触れないでください」
いや、 そうじゃなくて ・ ・ ・ 。

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

じわじわと感じてきている本格的雨季到来。旅先で雨雲の機嫌
に左右されるぐらいなら、いっそ日本に冬を感じに行きません
か？（れ）

月日がたつのは早いですね。もう２０１３年レバラン予約、受
け付けています。（え）

名前は確かにMuseumですが、ジャカルタではこの単語の意味
の幅広さを実感せずにはいられません。
あ、でも結構捨てたもんじゃないですよ！？（の）

11 月の連休（飛び石連休）ご旅行のお申込み、年末のフライトの
手配はお早目に。ギリギリだと取れませんよー。ご注意下さい。
（き）

色白が美人の条件とは言いますが、
これはちょっと白すぎや
しませんか。。。 彼と二人きりにはなり
たくありません。 マネキンにする意味も
いまいちわかりません。
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