
「Because it is there」

　このセリフの itが何を指しているか。　察し
のいい人ならお気付きだろう。
　イギリスの登山家ジョージ・マロリーが、エ
ベレストに登る理由を質問された際に答えた
とされている言葉。厳密に言えば「it」はエベレ
ストを指すのだろうが、日本語では「it」を「山」
とし、「そこに山があるから」という解釈で浸透
している。

 ただ、一つ言っておきたい。登山愛好家の
方々の顰蹙（ひんしゅく）を買うかもしれない
が、はっきり言って私は、そこに山があるから
じゃあ登ろうかとは全く思わないタイプの人
間である。　

　フットサルでは、ドリブルせずにシュート。
テニスでは、とにかく全力サーブ＆ストロー
ク。ソフトボールに至っては、フェンス直撃で
シングルヒット。私のプレイスタイルは、極力

脚力を使わない方向性に染まる。
　そんな私が今回、グデ山チブルウムの滝登山
隊に異例の大抜擢された。

　登山と言えば、大きなリュックにとにかく装
備を詰め込み、背負うその姿。その前に、私は
脂肪という名のリュックを前側に背負ってい
る。当然体力の消耗は人一倍早く、膝への負担
もかなり大きい。

　それでも今回、グデ山の登山を決意したの
は、周りのこんな言葉があったからである。
「山登りと呼べるのは山頂までで、滝まではト

」いなれ疲然全、しいなかかも汗「」グンキッレ

　じゃあ、ということで今回グデ山登山（チブ
ルウムの滝までコース）に挑戦した。
　決行日は、12月21日（土）。朝早かったこと
もあり、2時間強で登山口手前のレンジャーハ
ウスに到着。渋滞のストレスもなく、体調は万
全。

レオの旅行記

レオ、グデ山に登る。レオ、グデ山に登る。



　ちなみに、高速を降りてからのプンチャック
峠は、時間によって一方通行になる。何人かに
聞いたが、時間はまちまち。ただ、基本的は午
前中に、登りだけの時間帯があり、午後に下り
だけの時間帯があるとのこと。曜日によっても
変わるし、要は混雑状況を見てということなの
だろうとインドネシア風解釈をする。

　あと、最初にひとつお願いしたい。読者の
方の中にも、滝まで行った経験がある方がい
らっしゃるだろう。滝まで行ったぐらいで、
登山と呼ぶんじゃないよとお叱りを受けそう
だが、そこは初挑戦ということで、何卒ご勘
弁頂きたい。

 　外国人は、必ずガイド兼ポーターを雇わな
くてはならない。今回はスガンディさんにお願
いをした。グデ山登り始めて15年。御年45の
ベテランポーターである。
　その人柄と優しさが口コミで伝わり、頻繁に
日本人のお供をしているという。
一気に安心感を得た私は、Tシャツやお菓子か
らサボテンまで売っているお土産屋さんを通

り過ぎ、　足早に登山口まで向かった。
予定より5分遅れて、8時35分登山開始。
2分と経たずに、少しひらけた場所にでる。
本来はここで入山料などを払うのだが、今回は
ポーターをつけているので、そのまま通過。
最初は、石段をひたすら登っていく。
意気揚々と挑んだ私よりさらに先を、スガン
ディさんと弊社ローカルスタッフの女の子が
進んでいく。19歳の女の子に、少しずつ遅れ
をとる26歳男性の私。

写真左側に見えるのが登山口。



　標高の高さに、心地よい風も手伝って、涼し
いことは涼しい。ただ、汗をかかないなどとい
うことは全くなく、序盤から汗が滴り始める。
汗をかかないと言ったのは、誰だっけ？と心の
中で考えながら、汗しみる目をこじ開け、必死
に前を追う。

と、女の子の靴紐がほどけた。立ち止まる2人
に、やっとの思いで追いつくのだが、そこにい
たのは息も乱れず、汗もまったくかいていない
笑顔の2人。スガンディさんがニヤッと笑って
こう続ける。

「ミスター、スダ　マンディ　カァ？」

　早く温かい風呂に入りたいとは考えていた
が、まさか見透かされたか。いやいや、違う。そ
れこそまさに滝のように汗が流れ落ちていた。

　この日は、ジャカルタ市内の中学校の遠足と
重なったこともあり、かなり混み合っていた。
確かに、体操着に身を包んだ集団が道中いたる
ところで、写真撮影に勤しんでいる。彼らも汗
はかいていない。友達とおしゃべりしながら、
お菓子片手に遠足気分といった感じで、登山と
いう雰囲気は全くない。

　そんな彼らを横目にすいすい登っていくイ
ンドネシア人の若者集団もいた。そんな彼らの
出で立ちと言えば、半袖、半ズボン。まさかの
ビーチサンダル姿も多い。サンダルで足を挫か
ないのか不思議だが、とにかく勢いよく登って
いく。なるほどこれならばハイキングかとも思
うが、これは絶対にお勧めしない。インドネシ
ア人だからこそ出来ると思ってもらった方が
いい。
　周りを見渡しても、趣味で山登りをやってい

るように見える人は、ほとんどいない。だいた
いの人が街中で見かけるそのままの格好で山
に来ているといった印象である。なぜみんなそ
んな恰好なのかという疑念の答えは、不意にス
ガンディさんの口から語られた。

「滝まではただのお散歩。老若男女誰でも行け
る。」

　じゃあ、そこで肩で息をしながら、汗を垂れ
流している私はいったいなんなのだろうと
笑ってしまった。

　登山道は、季節によっては花が咲くという
し、運が良ければサルが見られることもあると
いう。ただ、そのどちらの感動にも遭遇できな
かった今回は、ひたすら上を目指して登る。
のっしのっし重い足取りで前に進む私をみか
ねてか、またもやスガンディさんの励ましが入
る。

「もうすぐボーナスだから、頑張ろう。」

　そのボーナスというのが、この橋。写真では
ただの橋でも、ここまで登ってきた人間にとっ
ては、足取りを軽やかにさせるボーナスの橋
だ。平らであるというだけで、こんなにも楽に
なるのかと感じる。ここまで来れば、全体の
70％。さぁもう一息と、ギアを入れ替える。
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滝までもう少しというところに、標識が立っている。
左は、グデ山頂、パンランゴ山頂、温泉滝。スキー場でい
うと左上級コース、右初級コースの看板になる。ここから
左に進む人は、それはもう装備が違う。登山靴を履き、頭
の上までくる長い登山用ザックを背負う本格派が数多く
登っていく。

橋の上からはパンランゴ山が一望できる。そこに山があるわけだが、じゃあ登ろうとはまだ思
えない。ここの山頂に挑むのには、まだ体力と折れない心を身につける必要がある。



　登り始めてから1時間40分、やっとの思いで
チブルウムの滝に到着する。疲れ切った体にあ
たる細かい水しぶきが非常に気持ちいい。
　ポーターの話によると、滝の水を浴びると、
健康にいいと言われているとのこと。汗ダラダ
ラベトベトの私は、全身水浴びしようかと思っ
たが、見せられる体ではないので断念。
　その横で、ポーターは背負ってきたザックか
ら携帯燃料と小鍋を取り出し、コーヒーブレイ
ク。あの状況でのホットコーヒーという選択
は、さすが山の男という感じである。

　滝を眺めながら、小一時間休息をとった。前
述の遠足グループと、会社の社員旅行らしきグ
ループの2つを除くと、確かに登山客はさほど

多くない。普段は、豪快に滝に打たれて、水浴
びでリフレッシュすることも出来そう。

　さて、登ったら降りなくてはいけない。
個人的には、登りより下りの方がきつい。湿っ
た石の上を、フットサルシューズで下っていく
ため、足の置き所を間違えるとたちまち滑る。
テンポがよくなってきたときに限って、不安定
な石を踏み、思いっきりバランスを崩す。
　しかも、登りと違って目指すものがない。た
だ、帰るためには降りなくてはいけない。体力
的にはまったく問題ないが、精神的にかなり疲
れる。足元に全神経を集中させ、来た道を降り
ていく。

チブルウムの滝。

すぐ隣のチデンデン
の滝と、奥にわずか
に見えるチクンドゥ
ルの滝。
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　実は、山のふもとにはグヌン・グデ・パンラ
ンゴ国立公園が広がっている。緑豊かな広大な
公園内には、子供も遊べる川が流れ、川沿いに
は桜の木が並ぶ。日本の代表的品種であるソメ
イヨシノを含め、計4種400本以上の桜が植え
られている。今回は、桜の開花時期とずれてい
たが、草の上に寝転んで、深呼吸するだけでも
とてもリフレッシュできる。下山のモチベー
ションにするには、十分な環境である。
桜の開花時期は、乾季、雨季のタイミング
にもよるが、例年 2月頃と 4月頃の年 2回花を
つける、とスガンディさんは言っていた。お
花見を出来るグヌン・グデ・パンランゴ国立
公園にぜひ。

　今回、ひとつ気づいたことがある。登り始め
てから初めて時間を見たとき、登り始めて既に
1時間近くが経過していた。その間1回も時計
を見なかった。人間、楽しいことをしていると
きは、時間があっという間に過ぎる。その反
面、つらいとき、つまらないときは、全く時間

が進まない。例えば、嫌いな教科の授業中なん
て、何回時計を見るだろうか。それこそ1分お
きに見て、勝手にカウントダウンするのが常
だ。

　疲れて息を切らしているわけだから、ちょく
ちょく時計を見そうなものであるが、1時間近
く時計を見なかったことになる。要は、山を登
ることに夢中になっていたのだ。必死だったと
言えば、確かにそうかもしれない。ただ、そう
やって登った先にある達成感。
　今回は滝までの1時間半コースであったし、
見えるのは滝だけだったのだが、それでも着い
た時の開放感は、それは爽快なものであった。
これが、何時間もかけて登った山頂から見る日
の出だったらと考えただけで、山登りの魅力が
少し分かった気がする。

　山登りの極意と同じく、急がず少しずつ山の
魅力を探していけたらいいなと思う。



　はじめまして！　ABAC のあっちゃんです。

南ジャカルタのクマンという所で、インドネ

シア語と日本語を教えています。

　今回私が旅したのは、ジャワ島西部にある

「アニエール（Anyer）」です。アニエールへ

はジャカルタからタンゲラン・メラック方面

の高速に乗れば約２時間半で到着します。

　年の瀬も迫った１２月、私たちは（両親同

伴）朝６時にクマンを出発。高速を下りて工

業団地を抜けると、あとは海岸線沿いの道路

に立ち並ぶコテージがひたすら続きます。週

末の渋滞を考慮しての早朝出発だったのです

が、予想は見事に外れ、９時前にはホテルに

到着しました。

　通常、日本人観光客は北部にある「ホテル

マルベラ（Hotel Marbella）」を利用すること

が多いのですが、今回私はあえて別のホテル

にチャレンジしてみました。私たちが泊まっ

たのは「ウィラ・チャリタ（Wira Carita）」と

いう名前のホテル。アニエール海岸からパシー

ル・プティ海岸を抜けた先のチャリタ海岸と

いう所にあり、海岸線に延びる道路の海側と

山側に違ったタイプの部屋があるユニークな

ホテルです。

　山側にあるのは敷地内にプールやレストラ

ンなどがある普通のホテルなのですが、道路

を挟んで反対側のビーチ沿いにはコンドミニ

アム式の部屋がズラーっと並んでいるといっ

た形。

　建物自体は先述の高級ホテルとは違いロー

カル色豊かで、インドネシア人に交じってホ

リデイを過ごしてみたいと思う好奇心旺盛な

方にはチャレンジの価値ありだと思います。

ぜひインドネシア語を使って、お隣さんとコ

ミュニケーションしてみましょう。

　アニエールといえばやはりシーフード。魚

はもちろん、イカ、エビ、カニと、レストラ

ンのメニューも魚料理が多く、私たちもさっ

そくシーフードを堪能しました。トウガラシ

いっぱいのスパイシーな料理をどうぞ。

ABAC あっちゃんの

行き当たりばっ旅旅
アニエール旅行編

どこまで行っても海岸�！

趣があるというか、

使い込まれたというか…

奥は“ イカン・グラメ (ikan grame)”

という魚



レオの旅行記
　お腹いっぱいになった私たちは海岸を散歩

してみることにしました。海岸ではインドネ

シア人の家族や恋人たちが、一昔前の日本の

海水浴場みたいに楽しそうに水と戯れていま

した。

　海岸には海の家みたいなものがあって、T

シャツや干物などの食べ物が売られていまし

た。もちろん、とりたてのシーフードもちゃ

んとあります。タトゥやマッサージ、水上ス

キーやバナナボートなどのマリンスポーツも

充実。バリさながらとまではいきませんが、

娯楽も充実（？）していました。

　ホテルの近くにはレストランがあまりなく

食事は基本ホテルのレストランで。とにかく

魚料理が豊富で目移りをしてしまいます。

滞在中、あまり良い天気には恵まれなかった

のですが、最終日の夕方にやっと夕日が見ら

れました。家族連れにカップル、おひとりさ

まなど続々と夕日を見るために集まってきま

した。

　結局、今回の旅はシーフードばかり食べて

いた気がしますが、やはりビーチリゾートだ

けあって、どれも新鮮でお値打ち。メニュー

片手にインドネシア人旅行者に魚の名前や調

理法なんかを聞きながら、楽しく旅行ができ

るといいですね。

じぇじぇ !! 右の写真の足は

どうなってるんだ !?

マッサージしてきなさいよ！

と元気なおば様たち

またもや魚。朝昼晩、魚です。

夜の海っていいよね。

誰か誘って～



ABAC あっちゃんの

ひとことインドネシア語 

「Ada Lilin?」（ロウソクある？）

（一皿で何人前？） 

「1 porsi untuk berapa orang?」

ABAC ではインドネシア語のグループ、プライベートレッスンを行っています。

3 月にはブロック M 校開校予定です。

※テーブルの周りにハエが飛んでいる時にどうぞ

お問い合わせ　(021)71790651 / abac_indonesia@yahoo.co.jp　( 水谷 )
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