
レオの旅行記

こんにちは。ＡＢＡＣあっちゃん二度目の登

場です。

今回私が旅したのはジャカルタの東南部にあ

る街「スカブミ (Sukabumi)」です。

スカブミという街はボゴールやプンチャッ

ク、バンドゥンのような街に比べると日本人

には馴染みの薄い街ですが、インドネシア人

にとっては有名な避暑地のひとつです。

私たち 7 人（両親・ABAC 講師 3 人・ドライ

バー）は ABAC の春期休暇、3/26・27 を利

用して

1 泊 2 日の「行き当たりばっ旅」をしました。

ABAC 講師の Dwi のお父さんがボゴールで養

鶏と魚の養殖をしており、まずはそこで美味
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しいアヤム・バカールとイカンバカールをご

馳走になった後、スカブミへ向かいました .。

しかし国政選挙期間中ということと、先日来

の banjir( 洪水 ) の影響で道路や橋が壊れて

いたりしたせいもあって、強烈な macet( 渋

滞 ) に捕まってしまいました。

その上、ボゴールからスカブミに至るスカブ

ミラヤ通り沿いにはいくつもの pasar( 市場 )

が点在し、スカブミ近郊には大手企業の工場

が立ち並んでいるため、私たちがスカブミに

向かう頃はちょうどその退社時刻と重なって

しまい、スカブミ市内に到着したのは午後 7

時を過ぎたころでした。

夕食はスンダ料理のレストラン「Saung 
Hegar RIZKY」へ。
各種スンダ料理（Ayam Goreng, Ikan bakar

など）を堪能しました。

夕食後、高原にあるホテルに向かう夜道は

ジャカルタとは違い静かで車の数も少なく、

日本の地方都市を走っているのではないかと

錯覚するほどでした。

ジャカルタのように高層ビル群やオートバイ

の群れもなく、夜は AC( エアコン ) がいらな

いくらい涼しい気候でした。

今回泊まったホテルは「SELABINTANA 
CONFERENCE RESORT（セラビンタ
ナ・リゾート）」
ルームタイプはスタンダード・ルーム、モダ

ンな雰囲気のとてもきれいなホテルです。

朝食はホテルの敷地内にある池の上のレスト

ランで食べました。

メニューはインドネシア料理ビュッフェ（ロ

ントン・サユール、オムレツ、ウインナー、

パンなど）。

きれいに整備された庭園を見ながらの朝食は

最高です。



敷地内には地元の人が育てた植物を売る販売

所もあります。
「 Bambu Hoki（バ ン ブ ー・ホキ）」
はスカブミ名産の竹で、形を整え、観賞用と

して販売しています。

値段も安く、大きめの植木鉢で Rp. 50.000 ～、

小さい物で Rp. 30.000 ～　ほどです。

お土産に買った竹の植木に母は感動。

ホテルの敷地内は樹齢 100 年を超える木
「 Karet Kebo（カレット・クボ）」もあり
ます。

ホテルの人の話ではこの木があったから、こ

のホテルを建てることにしたのだとか。

Karet は「ゴム」、Kebo は「水牛」という意味で

す。その名に負けず巨大な木でした。

チェックアウト後は、スカブミ市内観光へ。

Pondok Halimun 
（ポンドック・ハリムン）
地元でも有名なお茶畑。キャンプ場もあり。

デートスポット。「halimun」は霧。スカブ

ミ市民は「PH」と呼ぶそうです。

その他、ウォータースライダー付プール (2 か

所 ) もあります。

Masjid Agung Sukabumi 
（アグンモスク）
スカブミで一番大きいモスク



昼食もスカブミ名産の料理。珍しい紫色のご

飯を食べに行きました。「Mamih Masakan 

Khas Sunda」という、スカブミ市街にある

こじんまりとしたレストランです。

「 Nasi Uduk Ungu（ナシ・ウドゥッ
ク・ウング）」　
その名の通り紫色のごはん。ムラキイモで着

色しているのだそう。

「 Tumis Genjer
（トゥミス・ゲンジェル）」　
ネギのような食感の野菜（Genjer）の炒め物。

「 Pencok Leunca
（ペンチョッ・ルンチャ）」 
Leunca という野菜のサラダ。シャキシャキし

た歯ごたえとさっぱりした味。

「 Pindang Tutut
（ピンダン・トゥトゥッ）」 
タニシを煮たもの。サザエのように中身を引

き出して食べます。

最後にスカブミのお土産を紹介します。

スカブミ名物といったらこれ、「Mochi 

Kaswari（モチ・カスワリ）」。

日本の餅に似たお菓子で、もちもちの食感と

中に入った餡がほどよい甘さ。

一口サイズなので何個でも食べられてしまい

ます。

予想外の大渋滞に見舞われた今回の旅でした

が、それを除けば 1 泊 2 日の短期間ではもっ

たいないくらいスカブミの町は魅力たっぷり

でした。気候も涼しく、道路も歩道が整備し

てあって歩きやすいため、徒歩でいろいろと

見て回ることができるのもポイントです。渋

滞をしていなければ、車で 3 時間半ほどで行

くことができます。できれば早朝に準備をし

て出かけるのがいいでしょう。

Information
 

ホテル  
SELABINTANA CONFERENCE RESORT
住所 : Jl. Selabintana Km7 Sukabumi Indonesia
Tel: 0266-22-1501
 

レストラン
夕食  SAUNG HEGAR RIZKY
住所 : Jl. Jalur Lingkar Selatan Sukabumi
Tel: 0266-711-7419
昼食  MAMIH MASAKAN KHAS SUNDA
住所 : Jl. Brawijaya No. 3 Sukabumi
Tel  ：　 0266-22-6205

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、日本語レッスンを
行っております。
ブロックＭ教室は夜 9 時まで受講可能です。
お問い合わせ　(021)71790651 / abac_indonesia@yahoo.co.jp　( 水谷 )

　ABAC のインドネシア語講師は全
員日本語を話すことができます。
　大学で日本語を専攻していたり、日
本へ留学、研修に行っていた講師ばか
りですので、初めてインドネシア語を
勉強する方、語学があまり得意ではな
い方も安心して受講いただけます。
　そして何より重要なのは 、インド
ネシア語を指導するための研修を受け
ているということです。ただ日本語が
話せるだけでは、インドネシア語を正

しく教えることはできません。（私達
も日本語を話せるから、日本語を教え
られるというわけではありませんよ
ね？）
　ABAC の講師は日本が話せるのと
同時に、正確にインドネシア語を教え
る技術を持っています。どの講師が担
当をしても、同じ教材、同じ教授法で
インドネシア語を学ぶことができるの
です。これは当校に通う生徒さんでも、
企業様への出向レッスンの場合でも同
じです。
　是非一度、ABAC 独自のレッスン
を体験しに来てください。クマン教室、
ブロック M 教室にてお待ちしており
ます。

ABAC のインドネシア語講師



チャコのヨガ教室

肩凝りがなくなった　
女性 20 代

腰痛がなくなった　
女性 30 代

友だちが増えた
男性 50 代

ストレッチで肩凝りが
和らぐ気がします
男性 30 代

冷え症が改善された　
女性 20 代 ヨガを始めたことで食事、

休養などの生活改善を
図るようになった　
女性 40 代

ヨガを始めて３か月くらい
経つと体調がとてもよくなった
女性 50 代

汗だらだらかいたところから
開放されシャバアサナ、最高！！
男性 20 代

便秘が治った
女性 40 代

初心者でも自分のペースで
始められ無理なく続けられます。
女性 20 代

ほどよく汗をかき、
ほどよく心拍数をあげ、
週一の唯一の運動　
女性 40 代

YOGA はいつもそばに
いてくれる大切な友だち
女性 40 代



クラスのお問い合わせ
chako
omyoga 公認インストラクター・全米 yoga アライアンス認定インストラクター・
ryt200 リストラティブヨガインストラクター
HP: 081384371067　Email: chat0827@live.jp

終わった後の爽快感は大きい。ゆっくり
とした時間を自分の中で作って消化す
る。１週間の中の唯一の時間、外見的に
大きく変化したわけではないが、ゆった
りとした時間を楽しめるようになった。
男性 40 代

自分と向き合えるように
なった
女性 40 代

“ 無 ” になれるように
なりました
女性 40 代仕事でパニックになりそうな時に

心の整理ができるようになった
男性 30 代
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