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まえがき

インド旅行はr心身共にリフレッシュ」どころか、肉体的にも

椅神的にもかなりハードで緊張の連続だった為、締ってからド

ドドhと疲れが一気に押し寄せてる気分です。

カルチャーショックは想像以上でしたがそれを引いてもあまり

ある魅力、いえショックそのものが魅力ともいえる団、インド

でした。それはインドの風景や生活だけでなくインド人にも強

烈に感じました。どこの閂でも同じでいい人もいればイ、快な人

もいました。貸しい人が多く、旅行者はATMマシーンだと言

い切る人もいます。全体の印象ほよくも悪くも　rシンプルでス

トレートでフレンドリー」（なんだか自分と似てるような、、、）

騙されたり、失敗も多かったけれど、自分たちの計画と判断で

行動し現地の人とのふれあいもいっばいの旅でした。・－ケ月で

はまだまだ足りないけれど、′、イライトを何度も経験できた充

実の旅でした！

電車が8時間遅れホームで野宿したこと。イスラエルのヒッピ

ーカップルと一緒に砂漠のダンスパーティーで新年を迎えたこ

と。路上や竃輩の中で似顔絵瀾きをしたこと。（気分良くて50

撒くらい描きました）食中毒をおこし、下痢と嘔吐で一日ホテ

ルで寝込んだこと。プラスチックを「ラクダの甘」と紬されて

5，6帖の値段で買ってしまったこと。ダライラマに会ったこ

とb友達になったキャメルマン（ラクダ飼い）がさばくで誕生
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什パーティーを開いてくれたこと。ガンジス川に浮かぶ死体を

見たこと。そしてハイライト中のハイライトは砂漠をラクダに

乗って横断し星空の下で野宿¢　で終わればパーフニクトだった

のですが、なんと私はらくだから落ちてしまったのです！

さまざなな思い川も日々の生活の中で薄れていってしまうんで

しょう。私の友人が「楽しい憎い臼＿jを貯金しておくの。辛いと

きはそれを引き出すのよ。いつも残高があるように貯金は大■拝

に管理しておくのよ」と教えてくれました。私もこのインド旅

行は今までにない大金を貯金した気持ちです。これからの人生

の大切な貯金通帳のつもりで記憶が鮮明なうちに紀行文とし残

しておこうと思います。

1．町の印象

インい叫軋景は強烈の一LTにつ

、：．∴・f　′
堂々とノ巨きているような気がL

壬Lた「動物が斑イで如、ている

要はほほえましかったく，（［l木の

上うに去勢とか避妊など無緑 でも、それがインドの衛隼状況

をJ酎ヒさせてることもー・紙‘′）ようです）胤鉦淵ですが、車が

走っていてもー・鋤くないし附に道路の＝ん帖射、ていると

車が」二旺・よけながら走っていくし・叫叫と洋風二すれ違う、

サルがバナナをひったくるq′ト乃フンが上砂のようこあちこち

に躍かれて（？）いる0物乞いが袖を引っ貼る。食／くたものどょ

雌1二にポイッ！′卜やノミが残飯を柵けてくれる。レ1トランに

入ると、沫をわずみが走り抜けていくr′人1三ろと／く一つとハエが

敵っていくじ（】2月であの状魔沌ら夏のインドは想衡「るだけ

で病宗になりそう〕）ホテル以外はばっとん他弊。佃叫、イレ

の卜を見たら線路が見えるし射出平気で克ちション．最中肌

窓からごみ紺てるじ　骨前の‖本と川［かもr）



2．ノープロプレム

イントで一桁よく刃にしたのがこのi＿㌻葉です、、インドは1－じノ」1J［

桔が悪いそうで、短い時制Jですが停電がしょつちゅうり　でも誰

ヰ，あわてず「ノープロプレム」ホテルでもパソコンを使ってる

ときで毛Jレストランで≠ト　次第に憤れてきたものの、さすがに

駅のホームで仙－止したときは怖かったっ　荷物を抱え娘としっか

町器り添｛てい主した上少しざわつくだけで▲准ヰ）騒ぎ立てない、

それもぴっくり、そして再び電気がついた時、‖の11「iを′卜が適

畑過ぎたときにはモーぴっくりL．ホームをJl二が普通に少し、てる

んです！　1正中二が遅れても

㌧／－プロブレム」し　81欄間待

たされi’七夜中のホームで夜を

過ごした頼もあり蓋した、それ

でも碓も1騒ぎ立てないりこんな

ことよくあるんですか、と聞い

たら「今l．】はちょ／つと良いけど

1．2鴫IJi」なら毎＝だよ」と笑って主サリ「仕小二の人は遅刻して困

らないんですか」と支た聞いたら「‖二■拉乃人は淀川・■になんか乗

らないよ1タクシーーかリキンヤ山一さ∴．指定席に勝手に座られた

〝）で丈て■Jをいうと　り－71コプレム」といって空いてる席を指

さ11＝　　ビスケットをHったら2ケりも11材汀拍溝欄」文句を

う‾うと去たまたr■ノーーフ′ロブレム」し．1卜のフンを‾7ンでも㌻ノー

ソ1‾∫プレムj（ウンがいいと∴われました）。二つt汗シ全‘甘ソい

プレムだ上一一！と最圭川まストレスのもとでしたが、景色や瑞墳

∵

の違い托「インドだかF）」と受け入れ、それが魅ノブに感じられ

ろ♂）に、人び）考え方の違いに遭遇するたびにIl】本ではあり‖

ないl」とか「そんな〝）おかしい」と不i裾こ．LJ、つてしまうイ・ノi「‾

にはた！と友（づき志したu　だからストレスに／亡るんだな、と．

価情観の追いを認めなくては旅を楽しめませんノ　考えてみれば

インドにきてから全く叫叩鋸こ束糾されない、規則に束糾されな

い′卜i占を送っていた上・うな気がし主した。㌧′一ゾ＝ソレム」私

r、土‖を追うごとにこの丁‡葉がとても気に入りf奈々にインド流に

染まっていき圭Lた′

－‘Nollurlγ，nOWOrry，nOCllickenct＝・r取1）ellappア、’（こしぐ／〔、

代るな、チキンカレーを食べるな、それでハッピーさ）　イン

ド人が＿敢えてくれた∴整でナ。　　　（7真：口J上げ）ホー・ムにて）



3．電卓の中

インドでけ郡市から郁l】】■への移動で夜行列小に乗ることが3度

あり美した、．イ交なび）で窓外のう‾詔土を楽しむことはでき、tせんで

したが、小二内≠）旅〝）・部のようなお≠）しろさ．夜行列車び）ラン

れ甘軋投臍に分かれ、指定席、エアコンの石一無、座席放て朝粥

が違い室十．ノ　長里紺肘引けで私たちは1‘王ん中の指定席エアコン1！焦

しにし壬した．＞　6人川コンパrトメントで、イ女になるとイ宇ヰ）た

jt鉦う）を持と＿）l■＿げてノ．三イfに：j卓貨ベッドができあがるのでrl‾　笥■‘去

るまでは樟頗上き合わせて座っているもげ〉ですからl′1然と会誹

も妬妄りた「j‾．挨拶を少しヒンディ．浩でサることが川下と〝）丘7壬

離を縮める秘．決（人体いつも・人は英語を．治せる人がいるので

すが叔ノノ‾と‡）妬．語が付ぶ－でない〝）でかなりゆっくりLか誹一世な

い．、ポッイ′スぴ）他げ）人がヒンディ、汀iで托肌、てきた矧‡ミトをそげ）人

が英．語にして私■た仁パニ闘いてくる．それに答えるとそれを叉ヒ

ンディ．i．一子で和声に伝える′　というノ叉止二がj畏れろ軸外「】T継みたい

でlノ＼】容が誹い会▲；舌でも柑l榊敵方Hたまり、「さあ、そろそろuj

し上うか」ヒ′点ることし夕食H　一度小ソ」介！1を食べましたが、

とても：美ずかったので、バナナやバンをf、■f参．＿．あるl舶■川i■iLた

旅け打〝）′束族はかばんいっはいに．詰め込んだ手作り弁当を和上

ちにも蝕めてくれ圭Lた′　同じカレーメニューでもお店とは違

っど豪I克び）l晰」■けに感欄でした．⊃　その時、私がもっていたヘッ

トポト′い／）水をくjLという〃）で、口つけたけどいいかな、と．【J、

いながら渡‾ナと、なん日射iコップでなくボトルから飲みだL

たので十！と、いって≠）上を回し、てボトルに∩をつけずにポト
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／しから流し込むように。なんとも器用な、と思って主したが、

インド人はボト′レを共イ】する。r＿1をつけずに苦言月＝二飲む。これ

は押通甘ことのようです。

毎時閻の移動には自由席を利用し

まLたが、さすがに人口牡界耶＿‾∴の

インドだけあって、その混み様はヰ

常ではあり圭せん。荷物招き場に桃

になっている人やハンモックを＃ト

Hてる人圭でいるからぴっくr）。そ

んなに混んでいても、ド気で足を伸

ばLて　二人分使っている人までい

るからまたびっくり。それでもみなノープロプレムで丈イi」もl

わない〟）だからもーただぴっくり。私たちがリュックをし、上っ

て克っていても．i位も席を譲ろうともしてくれないので、頭に来

てしまい、わずかな隙l肯Hこぎゅっと無麒やりおしりを差し込ん

でなんとか席は確軋ノ　でも誰も文句を．二；わない。それどころか

親しげにいろいろ．話し掛けてくるのです。なんだか人がいい〝）

か悪いのかよくわかり圭せんでした。



狛＝のホテルで私は情けなくてむノ雄出る思いでした、いくら

i′jい我が家に・丑れでいるといえども、窓のない棚の上う購

帖、部軋冊）描こらにころがるごきぶりの醜佃）す

る毛布（しか壬Jシ・・′・′ツがかかつてない）0桝）出ないシー1・ワ■〔

（お金を＝↓てバケツ刷をTiうのです）「リラソク礼たくて

インドまて・来て、なんてこんなところにmまらなくナノやいけな

いの！＿】と娘に抗議し苦したが「・人脚〕聴川■帖ご！）つと

≡克くてひどいホテルに根る≦－rど、お恨んの為にトイレ／」き

の個主にしたんだよ1▲ケパ満山するんだからホテル代で行か

さ佃＼と脚）分外－で机めるからとのJ蛙にしぶしぶ踊り

′美帆ト／川納珊1】がそ〝〕ホテルのボーイのワJ…七ちが

みなホテルとI比例した美形ぞろいだ一）たので「「小机がi二こ

〃ホテルって芯い人多いんで1－ね→と聞くとL■い人出J嫌い

てすか？＿；ヒ赤組な′丸損で｝JLこえるんですものことにかく損、や

i′jさ／つて糾すぐ憤れるもので、その後も付紙上う／亡ホテル

でしたが1iにならなくなっていき、安いホテ′レを♭1′⊃けると、

やった－！′纏まどのくらいひどいかなと気持■らは変化してい

き宣した榊に上イごJ三はあり軋たが臥たちが泊まったホ

テルはダブルで▲狛70叩くらいく一一一泊：川OlIjというと二

／）ヰ）あり主した！朴が病気になったときだけ折究して－7rl：川

00欄くのホテルに狛宅りましたが、初めてトイレットノ↓r

バーーカン〕いていて適温（インド人は川を足Lた後ノけ〔㌧植つ

けておしりを洗うそうてサー′度武Lてみ左した7冊まりそん

6

な椚なことは不可能でした白川沸しボ∵ノトまで川点され、イーう

川もふかふかで病気A－－・日で＃一つてしまいました1、本当は旅の

最後はアグラの■高級ホテルでマハラジャ気分を味わおう、と訃

1FFliしていた√〕ですが落脚壷動で果たされザそれだ（‾げ」L、残りて

す＝

1ケ月の旅行で一番高いホテル



5．インドだましの話

インドに行くIii‖ま才＿上人病とテロとコレラを心配していまLたが、

人きな人がうろうろしていても不思ぶと怖くなかったL、テロ

のことは忘れているくらい危機感を感じることはありませんで

した＝　病夫i卓ノJ＝こ痢と嘔吐で寝込んだだけ．それよりしノつこ

い物乞いと、リクシヤー（人力中二

の七っなもぴ））や客リlきの騙しに

は本、11に聞Llしました．主ずおつ　レ

りを＝1とき＿＞例えば20R¢りn

い物をして100Rl二Lを渡十と、

8枝川こLは・j■．占ってくるのだが、よ ゝ、 云二≠・ィ
F三三 誹　－

く確かめるとトリト一枚以外はtll分の5R、．l－1本では情＝オうつ

かりしてい加、限りあり錯点いことなのでこまかされる人も多

いと思います．（私≠J・人ならずっと胤〉され、．騙されたことに㍍

づかザ旅をしてい7こかもしれ志せんが娘がかなり細lかくチニ〔ツ

クしてくれて肋かり圭した）

隠れ削雛和）業名■は旅け者をだます人が多く、何度も騙されま

した】‘別法別に会ったホテ′レマンが、「インドはJ出し、人多い

柑二11本誹・がトナぺ人に気をつけてください。日本人は上く騙

される〔机1あなたを‘、一lこる〔安心してください。」と正己暢なIl木

．さ普で説明するのですが　r笑）やはり肢臼身が悪徳だったニ±が

按で判射．リクシヤーの・‖こはおつりかないといって返そうと

しない人い、麦すし　周りにJ．1了がないと【山iキ李も出来ザ、i・、■ょく拉ぺ

余分に渡したり。公JJj叫専物飾でもおつりをご吏カ√「く．丈イ■Jを

．ヽ

いうと「あ、そうでした」と詫びることもなく返すし「だまされ

るほうが．1捌軋　といわんばかり〔店で「兄るだけ、見るだけJ

というので人ると次から次と商品をⅢし、出ようとすると　r賞

わないなら片＝けていけ！」とすご去れたり（．「インド人はお金

が一一蘇rノでも僕はi‡乏でも心を大師こしたい。し」本人のように」

というl閏ミに感動して仲良くしてるうちに「おじさん♂）情」に

通れてf】かれ写てうはめになったり。シル／く－と騙されてメッキ

の安物㍑ったり、騎斑朝刊とだまされてプラスチックのアクセ

サリー1を門ったり（これは串に私らの軋る†；lがなかっただけか

も）柏主ないのに隣手にガイドしてチップをご．■j求され、組んで

ないというとlじゃあ、何故l調いていた」と．－う‾われしぶしぶ払

ったり。．彼らは強㌫に出られ

ない我々び）心理をl二手く利

川してたようでした：．一一番ア

タマきたのは知り合／）たイ
が、

ンド人に連れて行ってもらrI

った小学校でr教科ま新しい

文具でもおおきな黒板でも　L，

ない。学ぶ定款だ」とかいう先生に感激し「この学校はすべて

旅7】‾■宵‾のボランティアでまかなってる」〝）∴集に500Rヰ，献金

したら、あとで、r■ぁの′’戸枝は先生と紹介昔が折、卜しでふところ

にいれている。′∫三徒はギ‥茸払ってる」と開かされたときソ　ロ本

‖にしたらたいしたことはないのだが、金勧の問題でなく心の

問題。旅先で知り合った　一人旅の学′巨は敬ノ川】を騙し取られ、

帰国を早めるといっていました∴竜・巨で知り合ったハイクラス
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げ）イン巨人H「私たちもインド人に馳されてま「ト上〔彼〔．はだ

ますという感′も、とじや′亡く、お金をもってる署はJブ・えるのが、11然

ないものほ乞うことが、－1然、という正調です」といってい圭L

冷静にや亮るといかにも幼㈲で似たような手l＿】ばかりなび‾）にい

つの主にかひ／っかかってし蓋う、というのがほとんど。

でもわたしたらは裾ナ圭せん。とちゅうから逆梨にでモした‥

狛け∴虹巨きり宴1♂）をいうが【1本人は押しに弱いことをイン

ド人ほち－て－んとわかっ‾rいる〃〕で、蟻情人になりすまし「アニ

ハセヨ；とあいさつした畑抑‾㍑をつけて帆那作っほく詳したり、．

ダイソーーで（■トった手袋やへんをむっていたのでそれとリlき換え

に、責けさせたり、10門を：iORといケ‾〔交換Lたり（’美際は

：iR）．′くナナ吊が嘉／〕りをご去かLた〃Jで∴他のバナナを1扉

かっはり／⊃つたり＝．（j貢っかけてきておつりを返してくれ乏した

が）出生ヒはしっかりしてたのにホテルで見たJJ中身けlTハ’♂）

CDキーどてjつされ、返金せ≠めに行くとj寸をあけたからだが）だと

いうぴ）で、ノ＝イペニイ・。1巨〕てナノイ「ヾワ、ックにあなたの情烏インチキ

だと．1：こく」とい／－Jてお金を取り以Lたりり　彼らも一法外と車種に

ひっかかろ〃）でri▲．ある拝名人が「持しいインド人けお金を‖

るれに必死力んで寸＼j）ザかな裾なら！騙されてあげてい、いで

し．とう．＿トヒ．1FいていモLたが、そうでしょうか÷．Hが凱iそうと

Lてる詔ではなくなかには土一軸‖‾】にIl当流ビジネスをLてる人

もた〈さんいるはザです．払執的に施そうというh‾為はゃ里用

宗分の悪いヰ爪で■・l■、．という軋もt二弘ミ十ることは良しとLて！j

10

甑したことはやはり後味悪いことだった、上反打L－rい圭す＿

毎」】「いかにだ圭されかか」と一打えながらの椋J蛾れろけわ

ど、なんだか∴いたい放題のバtト州二去れてきた上うな恍凄

もあり、，偏Lあいがきっかけ－ご－車良くなったインド人い、まし

た⊥、ジ1′イナー′しとい川でガイドを頼ノレだときで十＿被と日

払招で余話していましたが馴］かし・J∫註彿こ．i－／ぺたコ…スをは

ずれLきりにJ・】fに連れて行こうとLますr旬1と【一二のノ＼ち七つ

とあやい、よれ㌔ほつけないとわし仁と柚丁二′上れり・ら加、と想

い＝木・浩で・講Lてたら、いきなり振り向き鳩fまだ去して侶u

小し、ない－」と英語で応零してきた♂）でぴっくり　‖木】；7紙試せ

ないりれど、ど小＝l」き取りはできたようて寸＿そしてり‖Jも

■亡■り〕なくて棚方たちを腑二辿れて行くだけで20R村側こト≠）

らえるし和′）鮎・〔を恥ナてください」と－．；▼う〃〕です、．あまり〝）

‖眉さにr・湘してし圭い紆晶撤の紹介十ろシ′レく一山〃了にi〃〕

ぞくだけ」〝〕／パ）りで入りまLた1が・結某、私は娘”不満度

無視Lて、六に人ったアクセサリー那てってしEった〝）で十

＝本てTい∴L町友、し彼も‾荘ぶのでいい1（分でそL′凋≠）楽Lく

誹L‾こい圭Lた・－ノが、枚■ヨ楼それはシル′く～－ぐ・ないこと州■リj▼

吏たして打やられ潔したL・都たちが・‰された机下H r頭くるけ

ど憎めない川拗）人でしたが、璃卸悪徳甘侶二上って、イ

ンドぴ）イメージが汚され旅行者ヰ必・軋以仁に警戒してしまう現

状がとて撒念に・即7れました′　一般明人は本りiに嘉什でフレ
ンドリーな叫ニ



6．不思議なインド人

・ケ〃旅行しただけで／インド人はJなどと断．＝＝盲‘するのは、去

ちがっていモ十が、杵たちがはしたインド人から＝たイ、忠議カ

「】J象をノ：・：いてみたいと．1山、去す。

ま‾こ）ミr‾親切だけといいかげん」「．場所を聞くと必ず教えてくれま

十）1’（、必ゝ‾ド追う場l軒を敢えてくれるのだからまいり去す．「私

は欠rlJJ／亡い」といってくれたほうがよほど親切な〟）に、と†・・丁度

偲／」7∴二とか〔移動げ）為に・狂いリコ．ツクをしょって駅でホーム

を糊いたときなど木、11に圭いってし蓋い圭したり「その揖車なら

ヰ番ホームだ上」というレ）で4番ホーム圭で了J‾‾くと、ホームの

人は「3番ホームだ上＿　だって私の行き先と違うもげ）」あわて

て階段を巨サトりLて：亨番ホーームノ＼行くとまた違うと∴われた

り　いじわるしてろふうでもなく本人たちもょくわか／ノて／亡い

直に、とり敵え▼I、二教え上うという親U比、があるょうな。！駅i‾1が

一一灯安心かと．1ご、うとそれがどっこいこ　バラナシーの駈て－J）二と

です．ホームを教えてくれるだけでいいのにそ軒闇Hけまトその

揖車は寸二く混むから指宣凧にしたほうがいい　払が変えてき

てあげLう・二〃）畔毒）娘はJ叉対した出てすが、卍、か「5【りj樟j≠J

【′こナ）／バiなLは嫌だ」といって彼にチップを激して変えて‡，「」

うことにしたLた‥　指に席にしただけで料金が敬†i■fになり、娘

がよ；かい、、ヒ両地し、オーームにいた旅情れた旭∬IrJ人に擢〟

にいき志した．＿　粟の止そ〝〕駅川ま有、たちがヒンディ．盲，－i－〝）晰‾〕二を

．；1■謳わないことを利川してお金をち．トろ圭かすつ≠，りr・こ、しノブ二＿　札

た、仁Jはここはたとえ骨l・二に遅れてヰ，ひいてはならぬ、と、彼の

lご

上州こ抗議に行きましたぐ・上司の命令で彼仁iしぶしぶお金を返

し、そのl弧たちを竜小この指互川仁王できちんと案直してくれ王

Lた、私たちもすっかりうれしくなりお礼を．ト）と、「Fl本び）コ

インをくれ」（エーッと思いながらいOFIJをわた－・j一とうれLそ

つに1‾昆小二を降りていきましたご　口本では考えられないことでナ

か、ト√ほ妓幸J‾「一．‾＿j■もあやまりょせんでLた．札も！如されたび）

に、何故か親潮鳩人、という印射〕ほうが低かったのはなんな

んでL［う？？

‡）う　ーつイこJ【且議なこと亡礼ヒらはこちらがフ【］プレムに．せ、うこと

fノ「ノー‾ナロブレム」です圭せることは別の章でも吉き吏した

が、もうひとつ頻繁に使うのが「アーユーーハヒー・7」捗たちを

楽しませてくれて「アーユ、・－h・・ハピーr～Jならわかか汀で十甘

伊」えげ私がお礼のつもりで食≠をご馳′ヒLたときでも、「アーユ

ーハヒ】？」それってこっち〝〕ナJ．詞じやないか、と．一旦う場加′－1で

上く性う♂）です　人になにかをしてあげられることイコーール．、

ヒ」なんで1‾⊥・ということな似でしょう。立た、ある観光地

でガイドを佃んだときで寸。．終わってからお礼をいうとlブ㌧一

こ⊥ゝ一ハヒ】？＿」そりゃうれしいですよ、と什射戸7㌻で∴‾りと、

「じゃれチップをください」え一つ？！ちゃんとガイド州ム

った〟）に√＞

本項にイこ■乱読で愉快なインド人でしたり

ある本にこんなことれ靂＝小てありよLたL′ヒンディ∴′テにあって

インド人が伎わない∴‘某は汀一ありがとう』『ご軌んなさい』『ど

うぞ亡月の3つだ」と．



7．インド人はおしゃれ

インド人王‾土おしゃれ、というのが私たちの典適ぷ張です　叩

什（iひげヘリ‾）二だわりがかなり撒く皆きちんと手入れLて

おり、路仁でもひげそりh主さんを坐るところてい兄かけ圭Lた

地位〟）言■J；そうな人（エi英ノj・二の八のようにひげの先をr二にあげ、

お金持ち県人fiJ－：二が多い、とい引印象をうけまLた．ひげの

他に感心したのがスカーーフのおしゃれ。彼らは防塞やぎl上け

げ）為に去いていろげ）でし．とうが、そのさりげない巻きノノ■が左

んと卓〕瀬音ていろのてす（i乍J～昆ばよれよれで破れていても．

友■杵行狙裾■－，にこだjjりがあるょうで、ほとんど町人が何建

もぴノブレスレット、甘ヒアスに晶ピアス、ネックレス、フッ

F・リング（足〃）アクセサリー、－）をつけていました．、（物乞い

で寸／Jけてろ人がい去Lた∴＝‘ノ相子、安物の違いはは／つきり

Lていますが．またサリー「・きjお金持ちの人は金糸て滋起ったも

〝〕や、ビ山ズを‾らりげめた≠ノ〝）をj■∴身分の低そうな人はい

つ洗っ；〔ニノレだろう、と且】一わjtろような汚いものを立とってい

ました〉それ‾亡羊ノみな明るい．帰色系をホて擾推に串、ている

と（サリーーをJ■iて走ることはできないとJと、う）とて雲）おLや

れに比．えまLた＿∴とた－／小ノ廿主′り二＿1’しを好主ないようなのでオ；

敵な人をカメラに沖津）JJれなかったことが技念！7丸iモ’iLて

くれた人雲、カメラをl■項ナるとかなりl黒服してし壬う上うで

ムに灘甘二わばってし支うのでした。．吏た、ヒンディ放〝）夏

作は・持∴触にビンディをつけていたので、私たちヰイント‾で

は／⊃け上うとrぃたもが〕の、なんだかノ」ミいイポがく／）／ついて

いるみたいでおかしくてやめまLた。

附P4、顔J′二ち以舶こ風上、文化によ

りおLやれの感性は違うということ

を美感。



8．乞食の話

l＿1本では乞良といえば座って人からのお恵みをまっている、と

いう感l二ですが、イント♂）乞食は「物乞いjという∴■架がぴっ

たりノ亡んせlおい、企を冊せLコ

私は物乞いだ」と．‡わんばかり

に1卜々∫i；〔々とLているんです。

私ほ†l本のルンヘンをインド

へ渠川虻暇させればいいのに、て、

と、1乞r＿若木1（で思ってしまいま lI

した二．行く前カゾ誹加、ていたび〕

で少しkが引け甘がらし隠紺－るようにしてい主したが、裸娃

でぼろぼろの服を右た引則）物乞いにはやはり闘ぃ〕去り主し

たっ一成少しお金をあげたところ、周りから他の‾抑たちがヤ

ってきてしつこくつき王とわれ、それからぼ狛、ビスケットを

いつも持ち糧き・枚づつあげるようにLていましたし・（それでむ

とりあえず向こうノ＼廿ってくれる）。インド人は誰も物乞いを避

けザ、廿然に無視をするか、こLlたり一端のようにお金や物を渡す

かのどららかでしたソ物乞いはもらっても当たり前のようにム

っていき去寸。ルンヘンが揖転んでいるだけで傍を避けて追つ

てし去う甘木での＝分が刷追っているのか？とはたと考えてし

支い去したし知り合ったインド人の中にはr十供た机‾）小には

ただ声を川せば何かむらえると思ってる子もいるし働か－・「楽し

てお金を侶）れるとJど、つてしまうのであげる必l要などないよ」

と∴う人い、吏したじ立たはとんど掛二近いかっこうの赤ん坊
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をだいてぷって来る女一性の物乞いも多いのですが、中にはl物

乞いlとい力廿≠の為に他人のナ供を門う人もいろといシ困し、

て．1革〕l川きました。また、「物乞いの一一日の収入は俺たち⊥りいい

だノ’）うオ1」という人さえい去した〉　一番シコツキングだったり）

u、椀のない人がそ〟）はれl二がった肉を見せながらお金を紫衣

Lてきた畔‾ナナ＿．r7をそむけ逃げるほかありませんでした．で

毛）、物乞いといえど如1虔び甘fてる人、いやらしい人がいる≠）の

です小　あるきJ夕食を食べて外ノ＼測るとl〔仁歳くらい〔／）ツル）／・が

裸足で、トっていて「お腹すいた。何かち上うだい」とトをぷL

出してい壬すし　机‾土その居で食べ切れなかったカレーせタ長Lた

ことにとてし針悪撼をノ正え呈した（－　その」’▲はとてらかわいい顔

をしてたので、付いて来るように「4Tlきし吏したく　ホテル主で

i」つて、そぴ）「‖■iったプァ′く（実はまでくて食べられなかった）

とバナナをあげ重したヾ．彼はすごくうれしそうでLたが、モノ）

後で【‡った．†姓が　rソックス、プリーズ」調子にのろな

雲）うひとつ物乞いに1tl頂1■ミくJl＿l来た．iわ．．旅の最終Il、私たへけ

人き／亡袋ヴ）【いにもう必要カい毛布＿二枚とジャケットを人れ、「豪

敵／亡乞食」探しをし主Lた．ノ　デリー宜州「㌘私たら叫lにと七っ

た〃）ほ′∫‾Jいあごひげを／上やした控えめ／亡おじいさ人でナ．昆が

悪い上うで追捕に揮って札たちが通ると．〕iえる上うな圭チこざし

を」J小ナてきました′♪　私も娘も点刃　一致」艮l】そぴ〕人にi‾与／ノていた

猥をあげ圭した。彼ほ償いたように災を両rで抱くと深ぷ71、と

朝を卜げた〝）です。それは／㌻でミ）忘れられ／亡い光ユ；tJ）ひとつで

十



9．インド料理

インドは雪斗iりとこへ子fって

もカレー∴■・ごヰ）カレーハとはrカ　し

－－－リー」＝じこし上う）から派i一己

ぞ∃■二した莱．語で香㌍料を使った

料理に糾しイギリス人が使っ

たということで、札たちが食べ

るあの方レーーと才．まかなり追っ

ていましたし．【l本のカレwは肉と致相好〔の野乗がはいっている

〃）が　一般的ですが、インド人はほとんどがベジタリアンび）為、

野菜かりニカレ椚．′　Lかも野菜け　一柘というのが普通し　というと

いかにむまずそうでrl‾が、それがカレーの味をパラェティ黒か

に美味LくLているのだから不思議です∫♪　インド料理にけ必サ

マサラ（香辛料）が性われていますが、その楯類、量により昧

にとて睾J変化が牛まれる上うでした。だか引■i＝ニメニこLし一で汗

丈Lてモ）、ん1．：に上って▼・†，ごくおいLいところとか、とても去ず

くて食べられないところなどさ烹ざまでしたし　有．は7二丁ンネル

という香ナ料がどうもこキ手rノ　娘は好肯心旺感でガイドブックに

．隼小れていた妄二な食べ物にすべて挑戦するぞ！と転JJ新い、料

矧こ挑んでい「巨した∴食車ヰ諸封l】にイけで食べてい£したし　が、

私はインド流食一片は′くス、ノ　スプーンと快ヶて気に八ったもげ）を

渠申的に食べていモLた〕なかでも咋に女（に入ったのが　√1′サ

ラトnサ」「パリッとしたクレーMプのような皮ニジャガイモが入

ったもの　それとノ、コーラという野菜の掻き矧デご　おやつに食
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べた‡チャナ」という止も大好き

でしたし撞食には「ダリー」とい

うカレー、チャパティ、スーープな

どがついた泉州甘打ちなインドの

に食をょく食べましたがどこも

まあまあでLたむヒl本ではナンが

在名ですが、インドではナンより

ヰ）チャパティのほうが－・般的、，最

初の頃はチキンカレーも食べま

したが、▲j那那‡にマトンでお仮

をこわしてからはお肉が怖くなり、ンド何処へいっても見かける

Jよ後圭でベジタリアンで適しましたuそのせいか、毎‖よく歩

いたせいか、神経使ったせいかわかりませんがイ瀞紬二後は体重

が2キロ減っていて跳び上がって－と‘手んだのものの、2i馴】で重

た戻ってLまいましたu　とはほ



10．世界遺産

インドにはlけ非道産が多く5つの世界遺産を．捕れる計画をして

い主したノ　でも重さにr・定は未払私たちが．訪れたのはカジュ

ラホの建造物だけ。′夫酔にはサンチーの仏塔も行った〔／rぐ寸が

外側から眺めただけ。アグラにあるあのイ】‾名なタージマハルと

アグラ城は、私の落糀il故により断念。デリーのフマユーンリ）

亡・‡モJEl…なくて断念：ノ世界遺産ではなくとも城跡や仏塔は4，5

箇所訪れたのでさほど残念でもありませんでLた机　それにし

てき）あのカジュラホの遺跡には本判こ惹かれ土した、11000

トト嗣）インドの人々の引工Lの様－／や兵上や動物などが寺尻仝

†イこに彫刻で拭かれているので十が、驚し、たのはリj女のf価的な

ン】ンまで細かく表1－ほで豊かに彫られているのてす！何故に

これが世界遺′針～と思うのは伏軋榊に近づいたという♯も頂惑

を得る為のム甘がセックスであり、それが神聖視され榊完に拙

かれる上うになったF　というようなことをガイドさんが∴って

吏Lた〔そのガイドさんがF「

かなり′受ける人でしたご．二1

陥兄ヴに250R．（イント

人は20R）英語ガイドを

つけろとプラス400Ⅰて．

でも英語のカイトでは．汀

Lい溺分が附き取れない

ような気がL、私たち烏そ

カジュラホの遺跡を案内してくれたガイド

さん

れにまた200R奮発してl＿】本譜ガイドを頼みましたり　私たち

にしてはかなりの亡1＿i経でしたがそれでむちっとも情しくないほ

ど楽Lませてくれたガイドさんでした。彫刻の説別を詳しくし

てくれるのですが、Fl本譜でなかったら他の観光客のfl紆恥ず

かしくて闘いていられないlノ1容ばかり。ですが、興味あること

ばかり。私がいろいろ腎関するし、娘がメモを取ったりするも

げ）ですから、「こんなに興味をもってけ削＼てもらって、私うれし

いです」とます王すエスカレートしたようにおヰ）しろおかしく

話すものですから、（oppaiの種耕はレモン、オレンジ、マンゴ、

ハパイアと区別してた、とか、象も興奮して卜女とxxxしたと

か、兵上が戦場で」l．馬とxxxしたとか）なんだかどこ王でが本当

の詰かどうか疑わしくなってきましたし　いずれにしてら男女〝）

かノブルがあの彫刻を見ながら解説を捌いたら興詔を抑えられ

ないの

では‘？

、■．－■



11．英語の話

インドの付語はヒンディ語

ですが英．語を．盲．キせる人がか

なりいるので、会．溝はすべて

某語でした。ヒンディ語を使

わない南インドの人と北イ

ンド〟）人も英語で余話して

いまLた。私た、らほ要とL貴人

の時は蟻川詔一つほく話Lた

l
ケ
月
お
世
話
に
な
っ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
障
の
会

話
本
。
こ
れ
が
あ
れ
ば
み
ん
な
す
ぐ
に
親
し
く
。

イごト

▲

、　　■L

．宣篭

り英語がわからないふりをすることもありましゎ庁議では2

っのヒンディ招を快いました〕「マンガ（か応フトノ、カン

ジュース（私はけちだ）」（．覚えやすいの

揖伸二の中などで知り合ったひとのよさそうな人たちには私たち

がヒンディ語でトトマステ（こんにちは）」rメア、ジャパン、セ、

アイ、フン（‖本から来ました）「メラナム、ケイコ、ノ＼エ（字】

ポ‖土ケイコといい王す）」と一丈いこ‾言うと、租丁は「すば〔）しい。

ヒンディふ「i－おlニー‾Fですね」とほめてくれるので「キチエ、キチュ
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（少し）」と．＿ミ■い、そこからは英．れ（後はもちろんわからない）

‾‾ごもこれによりぐっとインド人との拒湧住が雅はり、10時m以

l二げ）1－じ・1上の移動がこう度ありましたがいつも結構話がはずみ、あ

っという問に過ぎていきまLた。

英l≡■Jテで面白い話がありますし．カジュラホという村で招待をして

くれた家族がプレゼントに「ピーーブル」というダ．〝）貼っはを2

0枚ほどくれ壬した。その時「これはお釈迦様が陣地した木の

葉っばでとてむ神聖なものです（．“WOrSIlip’’（二三三拝）に使い身をf‡一】－

め圭す（J」とfを合わせて〔了われたのを、私ヰj娘も’’washing’’（洗

う）と閃き糊違え、インド人は左fでおLりを拭くから盲l押）る為

に使うげjかと思って、手を洗うとき使っていました。が、後に

会った人から貞刊＿トをドtほびっくり。成りの数枚は大根二とって

あり‾モすがど卯ように：甘ドに使うのか聞いてこなくて地霊∵

ヌ、キャメルーアン（らくだβr恥、）の　しペグム」という本、－1に謙

虚でやさLい■■f牛に山会い、紆≠い、ただいた帖rあなたけ本

㍑二‘pu－・e（純粋）1’な人だ」というと、彼は戯をく雲〕らせ√そ

うですゾ　キャメルマンは本1に‘‘pDOr（舘乏）なんで1‾r」と、そ

こからいかに自分たちが賞しい′l二　鴇ご：‾

清をしているかを長々と閃かされ　⊥＿　Ⅵ′｝｛

る羽l‾lに．尖際被は、牛の糞に砂

を混ぜて作った64■とくらいの家に

／■　耳ケこ

（

住み、揖灯がなくろうそくと沖て－　．ィ′ノ′

研かりをともし、コン。むない♂）鮎＿＿く　　　靡・

で新‾P火ををおこして料理をつ　′ミグムの家で

夢、－▼て一



くってい呈したく、（料理パすごくおいしかった！）‾ケ＝の収入

は「本＝に寸ろと6，【）0（川くらいだそうでh－し（公務＝♪J

ノ州くらいだそう）8ケJ】はキャメルマンとして砂漠ですごし、

1ケ侶．土家族とJ出二十－、といってい去したこ

翌Il杜たち沃パタムの家から1キロほど離れた執斬にあるハ」‾

ペリー－ヒ岬ばれるインドの・郎頼粧亡を見∫、】ご＝に行き壬した・裡

1人けトに装飾彫刻が月どこされ、州H；幸）二＿k石をふんだんに怯し、汚

iJ押）l射りを付くLた上うブ亡ノ＝占・ぷりを見て、インドは机一丁♂）差

が漉しいと∴珊いていたもの〝〕、同じ州日常）申で〝）二うLた枯

ぷ〟）脚＝こは翫くげか叫でした．－、

12．キャメルフェスティバル

ビカーネルという町では毎隼　－fl

の満月の「lから2†川り　■「ラクダ■フ

ェスティ′くル」というもぴ）が閲催

されるのですが、卓迦にも私たち

は今咋のフェスティバル（lノj2

「1）；Ll11その町にいて姐ることが

できました。装飾を施したラクダ

の行進や、ラクダの休をキヤン′、スにし体毛を細かく刈ってエ

術作品にLあげたコンテストなどがあって興味を引き去したが、

▲缶【宿l′lかったのがミスターとミスヒカーーネルコンテスト．。ど

んないい粥性が出てくるのかとワクワクしていたのですが、Ll＿l

てくる人ほ拝ち．よつと太り気味でひげをたっふり′卜やした暑一占二

しい人ばかり．どうもインド人！まひげへのこだわりが弓糾、ょう

です〕そのあとはミスコンテストゥ18人のk什が川てくるの

ですがなんとも思わせぶりなコンテストノ（何故かミスターコン

テストの3措くらいの現職】）まずサリーで頗を隠してハブオー

マンス。サリーのセン＿スと身のこなLを審査されるん　観ノ存〃〕リJ

性たちは舞子rの11「iに群がって見ている【その次は動こかかった

サリーをはずLパ岬の状態にひらいた両rを顔の前で交叉させ

ながらのハブオーマンスr．男椎たち【．i豆flを＿1二トノ】ミイ】‘に動かしな

がら必死に鳳を職き込もうとしているり　次にやつと顔をさ「Jし

又舞子Jを歩く。何述ヰJリJネックレスヤプレスレットし　月ヒアス
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に掃ヒアスと全身裳餅＼黒枠

たちはワーワーはやL立て

る．Jl友後にひとり－・仁っヒンデ

イ．浩でIJ】」アヒ岬ル、、（内容

がわかちザ明念！）1、ごいl相聞

でしたがミス迂を見ている

より、過敏な／由来を′Jミすり川三

撞を見ているほうが由汀】か

ったJこういう♂Jはl－】本章，インドら変わらない。さすがにミス

だけあり朽r＝まハッチリ心筋とおった長女揃い〕その噂旅け斗

に＝会った・人旅り咽い］人の女び）1この‾l‾手張を′里、い～＝Ll・J笑しく

なってLまい美した、彼女†ま「インドの榊ごは銅方適った‖ば

つらりび）如射二は飽きてるから、l】が細くてはなへちゃが明き

なんですってしだから輯匡人ってもてるのよ」とl用び用を指

ぷLてうれしそうに．う‾ってたのです．彼女は騙されていたこと

がミスコンテストで帥札　インドでは都会でも刀如）カップル

を阜よか′）は柿ですし村でほ皆無い　持≠川本と同じで、恋愛Lて

ろr‘がいても、結婚は斑新劇且た人とするのが一般的とけi】きま

したし・人附け）右い世代がこうLた1・甘習をf】一放しつつある、と

ヰ）∴■ってい重した。都会ではサリーでなくパンジャビと呼ばれ

る／くンツスーーツを親爽とポニなす拙、女性も多数兄ましたが小

さな町や柑では州三といえば物乞いが一滴多いくらいでLた。

牧牛LたL■ノきっとイントも大きく変わっていることでしょうu

13．バラナシー

杜たちがプッダガヤの次に．詩才したのがバラナシーでy「．この描

巾はインドを象徴する祈ドとも．＝‾汀）れイントを紹介すろ√・J盲■〔に

必ず載るのがこの臥‾りで行われているテ木浴シーン。そしてワH

にとることはできませんがヒンドゥー教徒〝）火葬儀∫し　確かに

二二はかなりニ；こ教色の諾きいインパクトの臆い都市でLた＿．イン

ドにHったJJ－「一度け↓‾くべき、でももう　‾＿度と了fきたくない、

というのが私の［り象です、ノ　ニの都けJび）1うーJに才一‾一つ71プッダソノヤは

因紘刑l甘想したというだけあって戎什で穏やかでしたが、パラ

ナシ】に足を踏み人れたとたんあふれんばかり♂j人、うるさく

つきまとうリキンヤーや客引き∫′　妓臭く（コンタクトレンズは

すぐ妖が入ってつけていられ圭せん）滞〔た空宗．なんだか唖

なr・感がしました．　L＝1は夜に才Fいたゾ）ですぐホテルl頃ナ，つ

l＝＝こガンジス川に川かけました（＿　各ガートでけ多くの人が

沐浴をしていました′，うるさくつき圭とう客引き、ガイドを無・

祝しながら少し姐こ進むとす「名なマニカルニカガートがありま

したしそこでは遺体を焼く火舛の儀∫〔が公然と子J二われてい‾夫すし

私たらは借にのぼりその一部始終を局jした1オレンジのイ両こ

〈る上れた遣休が地点れガンジス川で沼めた穫、家族直見1＝る

い、火葬される択で十］本1ほもっと厳粛な思いにi・上ろかと思

っていましたが、観光客が多いL、ガイドや客・〕Lきがしつこく

′寄って来るためあ去り落ヰJ■iけず儀式首足ているという淡々と

したJ山、しかあり吏せんでLた（

剰」はlい人J観光をし、タノバニガンジス川クルー（、▲峠閃Jまどガ
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ンジス川を渡り川から町の風説を眺めるというものですし　その

岬です。私たちはJl＝こ浮かぷ死体を貢近に見てし去ったのです〔．

れてい圭した1．▲瞬で11をそむけましたがその光ぶは今でもな

かなか頭からI経れませんし　火葬されたJ欠はガンジス川に流され

ますが、幼リユヤー∫】殺昔はまたよみがえることができる上う、圭

た‡‡しくて火葬代が払えない人は火葬されず川に放たれるそう

です【そうした遺体が川底から浮かび＿L二がってくることはよく

あるそうです√　f明勿む遺灰も遺体も沈むこの川で、沐浴をし、

洗i■ぷをし、料理を作るr．．ガンジス川はインドの′巨も死もすべて

飲み込んでいるのだ、と感じずには

いられ王せんでLた、．rj㌍なる川」と

いわれる所以でし上うし　それはホテ

ル〃）h主l二に上がって都l巨を眺めたと

きにし感じ主した、＿．頭を招こl加ナる

とガンジス川がl稚かにながれていま

す（そして少L頭を八三に向けると

技量々しく生活感あふれる町〃）風比．

′くラナシーーは／トと死〟）境がないよう

な妙な感覚を見えました。

そが〕‖の与た食に甘木食の店で食べた肉じやがに入っていたマト

ンがあたったのか、死体をみた♂）が原因なのか定かではあり王

せんが、その夜私はかなりのF痢と嘔吐に悩よされ眠れ童せん

でしたじ（F■rlじ物を食／こた娘はなんともなかった）翌l】は娘は外
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＝L、私は　▲lrホテルで休養。夕方ちょっと豪‾準なホテ′レに移

軌　初めてトイレにべ－パーがついてい圭した。食≠1それま

での数倍の伯段でインドのおかゆを食べましたが、そのまずか

ったことン　あまりのまずさにかなり吐き＝しそのおかげでお腹

の菌も流れたのか、門がすっきりL蓋した。樽沢ついでにアー

ニリレ／÷～ダオイルマッサージを受けゝ〔分もすっかりよくなりま

Lた、J

バラナシーでは他の掛‾糎）ように親しい人もできませんでL＿上

それどころか、札たちはホテルの人とかなりの．＿すい合いをして

し‾貴いました。二人だけで行動するのは危険だからガイドをす

る、というり）ですが私たちが固辞すると、「打方たらは私をに用

してない′J私はガイド料を．i■t；求していない。あなたたちのこと

を．思、つていっているのに」としつこくこうのです、，ガイド料は

ただでヰ）情に辿れて行っ

てr恒、物を関わされるこ　　　　　　　　　　　　　　′」

とはすでに∬にLていた　書　　　　　　　　　　　斗－′」

ので　rHかあったら自分

たちのL－i什だ、純切も度　　　　　　　　　　■■”

がrl一ぎると親切じやな

い！と∴って彼を怒らせ　　　　　、・∴才∴．∴、一‾一‾一‾

てLまったのです。宝ほ　パラナシのガートに出ると沐浴してる人が見ら

■すでくなって翌‖ホテルを　れる

変わりました√、（ひょつとしたら本1仇埴往こだったかも）また、

二んなこともあり圭した。ホテ／レの隣のr糾坤人がl遊びにき
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毛せんか」と．誘′‾）てくれました。娘と　二人ですし感じの貢い人

でl・‘りこ・う章J二人ということもあって何も考えず、おかしをモJつ

て遊びに了J‾き綱l咋た〟〕しぐ会誹Lていました。突然ホテルマン

がJ－をどんどんたたき、私たらにすぐ＝て往ナというのです

・rl話してるだけで何故悪いr」と抗議するとイントでf王女作が

り州：叫紬主に人ること（iなにをされてもいい、ということだ、

と恕し1れ主した　はずかしくてあわてて価Jよに扉り美Lた　娘

となんだ小隣の人かわいそうだね、と詳していたところ、な、

なんと121けころになってノックの㌫でてみると隣の人　巳い

王′亡JJホテルにifれないから来ませんか？」もちろん1■附ノ圭し

たがあ〃）人かいい人だったか悪い人だったか今だ王．謎です＿．

14．似顔絵

今Inlの旅で畔問のある時スケッチでもしようと思って小さなLl】】i

用釈と鉛牒だけもっていきました。が、まさか5D牧む似頗絵

を描くことになるとは予想してい圭せんでした。貼初昭カテ／レ

の尾上で景色を揮いていたところホテルマンの労のr▲がジーと

見てくるので、り†方を揃かせて‾Fさい」と叫し出たのが発㈹で

す。インド人の顔は彫りが深く、日本人より描きやすいような

気がし、‖労でいうのもなんですがなかなか似てるな、と思っ

たところ彼ほrrごく喜んでくれて、他のホテルマンに見せに＝‾

ってそれから他♂）子速からも描いて、拙いてと擁立れ、うれし

くてすっかり自信をつけた私は、その後穎しくなったf一供に何

棟も描かせてど‡いました。写1－fでなく尖物を見て描くのでかな

畑勉強になったと思います－▲　f齢＼ているといつのまにか人が集

まってきて往臼され、なんだかすごくいい気分。絵を描いて何

度もチャイ（インドの紅茶）やおかしをごちそうになり、そ♂‾）後

の会．i【モヘと発展し楽しい咋「；l】を過ごすことができましたし　また

．浩を教えている娘

章，、訪㈹したインド

の′巨7校で「インド

人に11本人が英語

を教える」という奇

妙な経験をしてき

ました。r・快速はと



ても【エ〔んでくれ主Lたし．11本じや批ずかしくて川来ないことむ

インドだかられんでもあり粧軋．来しくi■沌ナ亡経験でしたい

15，ダライラマ

、．誓二適の人が附けばダライラマを見たこ

とが　▼蘇のハイライトかなって思うの

ですが、払はあまり印象に残ってませ

んし　というのも、せつかく講潰を聴き

にいったものの、チベット語でさっは

りわからずすぐ会場を抽てきてしまっ

たげ〕です。吏ず、仏陀が初めて説はを

Lたということでイr名なサールナートという術にダライラマが

説法に来るという話を†1凱、たのが始ま畑）私たちはサーールナ）1

トからリキシヤーで40分ほどのバラナシ一にたまたまいたげ）

ですJミーハーの裁たち親子は「これはみんなに＝慢できる

ぞ！」とょ能人に会いに行くょうな興憩でナ定を変史してすぐ

サールナートヘと向かいました。．説法は－・暗からということで

したが、溝′揖こ人るには′くスポートと二枚の‘字上■ミがいるとのこ

と〔ノ．il川町すたを鋸る三須二またリキシヤーに乗って遠く〃）カメラ

最まで盲J■ぐ渦‖に　物価の安いインドで何故か1一木よりIL高、‘り二

1■‡代を払い、又戻って講漬が始まるまで時l甘計つぶL、ボディ

チェックまで受けてやつと会助こ入ったら、ゎんせすごい人、．

レインボーーホールとまでいきませんが、遠くのノノにテレビで見

たことのある気さくそうなあのダライラマさんが座っているで

はありませんかどよく見ると白人の人は糟イヤホンをつけてい

圭1‾■、ノ　ダライラマの溝潰せ英誹一に．ぴ・上すイヤホンを外で張ってい

たようですし　が、多分英ぷテで辛▲あまり朗漕ぎできそうもない、と
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甘酢L、払たナノはぃ・々にすごすごとその会場を山たのでLた。

打た帰）上うな者‾がいてはい牒‾の方に申し．択ないで寸れ

16．マッサージの話

イントけ甘性は181㌫からひげを伸ばし始めるそうで、美l買うり）

勺1軋より子）老けて［乙え蓋したL、（ひげのない人はホモらしい）．

措、か7亡りひげにはこだわりをもっていろ上うで、ど〃）郡市－に

いってf）う亘るところに沫届骨壷汗ました。あるl‾1私r土「マッサ

ージ＿　と▲】1；かれたL料iミを見つけ重した。＝木でけ地卜鉄の閃職

卓）しんどい私が毎日巧いリュックをし上つて移動していろ．為、

か′亡り吊ヰ，こっており、私けその情に傭び込み主Lた、20歳

く〔Jし、〝）リJ〝）r■が朗と力fをマッサージしてくれましたが、ノJ／州

減がl二r二くかな町長持らよかったので、「すっごく1ij‾・■」～ちいいか

ら．】と娘にも勧めまLたっ　娘がして牽）らってる1町払は本を．読ん

でいまLた　終わったあと「お母さん、ょく㍍持ちよかったな

んていえるね－〔．就かえって体が轢くなった上」と∴いますし

彼女〃誹‾ごさ士その沫局は巧みにFを動かLながじ、〕仙空車〕Oppai

≠）マッサージLたらLい♂）です！（むナノろん服い巨か木てサ

い　でら、彼如まインドげ）マッサNジiまこう／亡〃）か、と恥ずか

しくて幸，仙喜）．i‘えなかったというのでrj‾。も，ちろん払にはそん

なことL王せんでした〔．J∵い女性はインドぴ〕マッー1j‾一ジには■要

往昔です！

騨柁からil＃ちて、砂弧こしかいない動物の帖（あとで考えろと

J満配しかいない）げ）アーユ′レベトーダマッサⅣジを受けろとどん

なメl㍍読も治ると川き、いじて、インドにしてほ破格ノ）お金を1■ム

▼つて（といって喜ノ＝本土り一安い）∫、之けまLたし　滞暗い椰柚こ仁

布　一枚の仁にや裸て書出－され、il、恒／バ、サリーを士と′〕た脂っ二
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い灘のインド女化からマッサージを受けたのですが、なんとな

く宗昧悪い人でかえってイ、揖議な力を持っている人に想えてし

まいモL．た．　その人は英．治は「グッド？」しか知らないみた

いで休をさすりながらしきりにl用いてきますこ　私け地力Lた胸

を触られるとすごく痛かったので、ジェスチャー∧－で　rニニは痛

い、も／‾）とやさしく」と伝えたつもりだった♂〕ですが、勘違い

したらLく、そこだけかなり強くもんでくるのですご　　耐えリj

れずrを振り払ってわかってもらえたものの、結局拾Lて≠）⊥’」

いたかった以外げj部分ばかr）触られただけで、なんtハち〃）マッ

サー【ジ7ごったや〔j、

モ，うひとつは、洋服帰に入ったとき。

次ほ25l’】「】－後と揖われる情‖バ1

榊）ことを・【シスターーーi？Jとか‘′‾万

色々∴って乗せてくる〃〕で、軋も　　　　　　　　　　　　　．凋

r一にげ）ったぴ）がいけなかったようです〕′払速かディスカウント

の交渉をLてる時、突然私のおしりを触ってきたび）で1■「．最初

冊Jj・燃触れたとノ止っていたらそうではないようで十〔私は「ま

あ、インドだし、ジーー′、ン♂〕」二からおしり触られるくらいどう

／⊃てこ上ない」ょうな1〔がし、なかなかいかした「▲だったので、

リ．空ってい主した　私がディスカウントを「more、mOre（もっ

と、ヰJつと）」と．；‘っと、＝を槻違いしたかもっともっ±人肌に

触りだした〝）です！さすがに頭来て”鏡Op！！’1とにらんだら、サ

ッと手を引っ込め、ディスカウントも成、■／二、娘は′亡んでヰJつと

帖投を卜‾rなかったの？と文句を∴い圭した、

後で娘と．こ．＝／て大笑い亡ド上（娘）が＝坑前にいると、かえって

恥ザかLくて何もJえないものだれ　というのが私たちの紙論

でした、



17．ヒッピー

インドは∴わずと知れたヒ

ッピーぴ）メソれ　フ■シュカル

という町では長髪や帝劇溝

川之装をLたヒッピー岨〃）人

がうよぅよしていました。ヒ

ッヒー“というと葉物で日が

うつろなf■与い擁姉の人と．粗 私も格好だけヒッピー体験

ってい壬Lたが、私たちの打はったホテルの硲のカップ′レはl陽

歳‾‾封建余そうなでヒッピーーL　地べたに座り込んでトランブをし

ていた彼らを甘適なら敬遠してしまうところですが、旅＝でム己

が人きくなっていろこともあり．講L掛けてみました〕イスラエ

ル人のグリとチャムと′γ．乗り、化■】fでためたお金で新媚旅行と

してインドを、仁く巨か汁て回ってし、るというにわかヒッピーーのよ

うで、詳してみるととてもきさくですっかり打ち斬けました。

彼らといJ行していたオーストラリア人のフレディもおり私たち

は　一緒にヨガ体験に参加したり（座ったまま　rラビットボーッ

ズ！コプラホいツズ！．1と精図サるだけのいいかげんな先月：で

した）ジプシーダンスを兄に行ったり食雄をしたりしました。

本、」i（土12112（）＝にプシュカルを出るチ定でLたが、被らに

「誘われ緋隼は砂漠のダンスパーティに出ることにや定を変藍

夜の9日封二集合してジープで砂劇はで行くと手の甲に参加認宣

の′ホいスタンプを押され、そこからこう0分程l㍍闇の中を何巨人

もぞろぞろとノおし、て子J‾き圭す√ノ　と、放置■i所にキャンプフγイア

：）8

ーがたかれ、がんがんのトランスミューージックが昭り響き、踊

り才1三っている人、お洒を飲んでいる人、抱き合っている人、人

麻を吸っている人、人、人、，なんだか汁テレビで見たウッドス

トックを思わせる異棟な光景でLた。おトイレももちろんない

ので、暗l乱こ主ぎれてするので「憂「。フーアイ7’mの吏わりにいな

いとほとんど有言もわからない状態なので私む与川1斐も／亡くち、た

っと無理して飾ってはみましたがなんとなく終章）ゝ（持ちも′）い

ていきませんでした∪娘の踊りも阿波踊りのようでLた＿（暗が

りでよかった、よかった）結局毛布にくるまって人を観察しな

がら夜を遇ごし夜が明ける師こジープに来って帰りました．∴ヤ

Flチャムに会うと朝♂J9時まで飲んで踊ってたというのでびつ

くりです∪　与‘1重な年越し体験でした。



18．路駈（落雛）の話

私たちはジャイサルメー

ルで　刑　ニー＝ノ）キャメル

サファリに巾し込みまし

た【朝日吋にジーフで出隠

砂漠の人りrlでキャメル

（らくだ）に乗り換え、速

い1キ食をとり、2，3の利

を．訪れながらひたすら砂

漠を¢き、夜は野宿。習朋

．
鴎
苗
ト
∴
一㌧

・

′
ヾ
・

最
初
の
1
0
分
は
快
適
に
乗
っ
て
い
た
ラ
ク

ダ
だ
が
‥
・

また出発Lてクノノ帖る、というコ】スでした。私たち♂）グ／レー

フは私たちとカナダ人力ップルとチェコ人力ップル．インド人

】川三、それ．にキヤメ′レマン4人♂）11人でした．．ラクダ十ト■J′二／）

と2，5メートルほどの高さなげ←ご姑糾托か（亡り怖か／Jたけれ

ど、10令ほどで椚れ、「l‘｛っハ＝な′1ヒぴ＿）卜　延々と続く砂膜虻ラ

クダに抗力れながら黙々と逆心－ノ　これっ‾⊂すごし、経軌　と感激

していたところ、いきなり私のラクダがジャンプ。キヤメ′しマ

ンの脱lリ＝こよると遠くにメフり）ラクダが兄えた〃〕でそちこtJ′、＼行

きたがったオスリ）ラクダを制Lたら、機嫌を捌わ前にいたラク

ダのおしりを咄んだ、という。かまれたラクダはぴつくりして

ジャンプして、それに乗っていたのが私だったというわけ。

瞬、な、なんなんだ！これほ！と．■且った直後にト土砂の上r．かな

り胸をつよく打って、ヰ）う死ぬかと思ってLまいまLた。症血

はでるしl封l小砂だらけですごい形川だったらしく、卜のほうで

40

ヒンディ語や英語でみんながワーワーいってるし、圭ゆこのrお

かあさ－－－ん。しつかりして－！」という叫び声がl用こえ、

砂漠でらくだから落ちて横たわっている自分の登がなんだか情

けなく、起き上がるタイミングをうかがっていると、とから水

をぷっかけられました。J元って病院へ行くかときかれ主したが、

サ7一′リツアーー10分で戻るなんてあまりにも娘がかわいそう

なので、とりあえず他の人には先に進んでもらい私と娘は　一時

間ほど休んでから接を追うことになりました．っ　キャメルマンは

∴人に　一人り　もう一人では絶対乗りたくなかったので、キャメ

ルマンがサポートしてくれることになりました。「烏J、は10隼間

この仕・拝をLているが落ちたのはあなたがはじめてだ（うそば

っかり）私はナ【パスになったJというので、そっちに1■ヱ什＝あ

るんでしょ！と一思いなが

らも少し気のぷになった〕

夜上土lの人りを見てから

キャンプファイアーを岡

んで、キャメルマンの作っ

た料理とおしやべりJ川ri

かりに浮かぷラクダ〃）シ

ルエット。天空が降りてき 満点の星空の下で歌うキヤメ／レマンたち

たかと一lエわせるほど〃リ1り〕致「空に吸い込まれていくようなキ

ャメルマンの醗んだ畝I！iこノ　なんともロマンチックで胸の痛みと

共に忘れrJれない夜を過ごし蓋した、翌tlも　ノ‖キヤメ／レマン

にしっかりしがみついてらくだ（楽だ）ったし　育皮は32歳げJた

くましい色批　私が「払はアンラッキーでしたが、才ハ、ナイス
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ガイと－一緒に乗れてラッキーでした」と冗，淡で㌻1■うと、rママ慄

然ママになる）じゃあ、新しいキャメルを飼って」と冗談∴‾う

ので、半分本気でrでもあなたがちゃんと見てなかったから払

はけがをした」というとまじになって「どうかこのことは他の

旅＝欄一に【‡わないでくれ」と．㌻っていました。（向こうも肝「が

悪かった？）

ツァーが終わり病院にてにうとしたら保険証を什本に忘れたこ

とに気1く「．L一項隠什が怖くて病院をあきらめ町をぶらついてい

たrハな、なんと前の町プシュかレでホテ′レがIr∫lじだったケラ

ーもぷらっと歩し＼ていたのだf綾ば病院に連れて行ってくれイ

ンド人価格で交渉してくれ王したし

砂漠でのサンセットとラクダ

19．インドでの日本

インドの観光地を歩いていると「ジャパニーズ？コリアン？チ

ャイニーズ？」とまとめて聞かれることがよくありました0披

「〕には川削がむずかしいようです〇客引きなどにはコリアンと

答え一一般の人には「ジャバニー」と笑顔で応え圭したむすると

必ず次に「ト肌キョー？オ岬一軒カ？」と轟きますレ

インドで澄子いたことのひとつは、馴きにしてもホテ′レマンに

しても店描こしても観光地には＝本・甘のL手鳥人がかなりいた

こと．ニl－－1木語だけでなく韓国語も［†叩鋸絢そうみたいでした∪

翻・正恵欲がそうさせるのか、j・紺のカンがいいのか？でもなん

だかr－＿けい人ほど師一人」とい川象がありました、ノr払の知

り一斜、東京にいる。」「私のお兄さん日本で勉施している」胤

Fl本に彼女いる」（といって写真を見せたがる‖きっと肘用‾と

ノ写したものだろう）まず、そういってこちら〝）気を引こうとす

る人がほとんど。郎】じ台詞だから車夫を1i■って汀建ってしま

いたくヂ亡るulいには「僕　　　　　　　　　　　上意■■

のお兄さん、法政大′こユご：に

行ってる」とかr去ねえ

さん、日本旅了f附こ勤め

てる」と1－し体的に1言う人

もいるから笑ってしまい

王すし

．

ラ

J

r

j

圭た▲般人レ受け用いで　インドの酎化マリオ



「ぉばちべ，一ん」；なんでやねん」「きみ、いかしてるう」と一5－「

かけたり、インドはこんにちはを「ナマステ」というところを

「ナマハゲ」とLう一ったりひ．とうきん首もいました。又、叫こは

インド人の顔で「僕はタナカヒロシ」とl‾りミ名までダー磨るJ▲卓）り

という私も「インド和まシ1・ンティです。」（娘はソニア）と貴

け狙いで名乗っていましたが、ノ（シャンテイは平木という．貴妹だ

そうです）しいずれにLても口本人に興叫び）ある人ヰ）多いという

印象は受吊．モLたし　重たあろインド

人はr】†本人は金持ちが多いご′」「み

ん／了カメラを持ってる」r　－‖16咋

l廿働いて馴描出る」と印象を誹っ

てくれ吏した。余談ですがカジュラ

ホにお′糾、エ人ナインティナインの

「†糾、】‾」にそっくりさんがいて、本

人も「ド帥卜川．1‡」と′一‘壬侵してい主し

た（去たホテルでテレビをつけたら

た圭たよアニメの丁忍者′、ソトリ甘r

たことにはびっくり。

J
ゝ
〕
「

軽
・、＿．‡

r∴－
Tパーマン」を放峡してい

20．娘の話

／〉【l車／）インド行きは全くの「師動行きlでした。インドヘの怖

れがあった訳でもなかったし、－－ケ什夏を空けること写計伸し

たこともありませんでしたし，′7生時代力亘、バイトでお金を貯

めると一一ケノ＝まどの　一人旅に川かける娘が／ト川〝）7J‾き兄をイン

ドに決めたことが発端⊃1読糾はインドは／山炎そうだからと一文丈・r

していた私ですが「なんで娘ばかり好き嘱手できるんだ」「私も

束・洋書）什憾も離れて　▲ケノー」楽しみたい」rそうだ、一緒にいけば

娘の安否を心配する必要二むなくなる」「‾i二人いるから才苗（／）llヒ．i鉦士

安心」と、郡合いい発想が次々生まれ、娘にい廿‾させてと和ん

だ♂）ですn　娘ら無いたようですが「去れ　おり＝さんとなら架L

〟）そう′」「でむ、私のベー1スで行くからわ」「ち七つと旅躇ほ心

神してよ」と優位な〉■。く現にたって承諾してくれ圭した

彼女H「余分なぃ澤はせず」「観北地から外れた勒弾へ†J‾き」「で

きるだけ現地〝）人と交わり」「交通↑投は避け串けるだけ逝い

て」旅を楽し≠）うをモット〃としているため、ストレスと扶建

をl－rJlj、■」三に味わう旅となり圭Lた。お金、ハスボートなどL†川t

r士十べて娘が符即し、私は「あれTてケ亡妄）し、い？」と／鋸j：そり＝て

お小遣いをわだるょうな妙な屈辱感凍頓才い圭した．っ（お剰iこ

／つち頼まうが川Lてるのに）情で叫l価封／J交渉もー・人で圧とて

章）肌、ずかしくてできない上うなことをしていまLたノディスカ

ウントは二つF）で上土普止むこう雲）楽Lんでるんだか「〕いいり〕J

多分　‾人なら損ばかりしてし、たと偲います　タクシーなどIt■J；い
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から．と＿来せてもらえ去せん．倒詭にむちうってよく揖いたお

かげか、黒いふとんで子）ぐっすり眠ることができ・主した、そし

てなに仁り≠j汁適な〔JヴJ宇岐して＝来ないことも娘のおかげ‾こで

きたことが今†＝Ⅰの焔♂）▲番の良かった点r　村で知り合ったディ

レンダとい▼りjび〕「・から、家に火てと誘われたとき私はJ叉よ・‖ノ

まLたr「インドで親しくなった人に腫脹粟の人ったお茶を玖生

され眠っている粧にお金を盗まれた」「子供でヰ）女十1を粟うこと

があるJなどとTl掴、されていたからですぐ，でも娘の「？■チ滅し十

ぎると旅は楽しめ／亡い．あの「▲亡i人′丈夫って．I且うし　らしお茶を

だされて斬りにくいヰノこ態になったらおかあさんが揖の分子ノ飲め

ご‾fいい⊥　そLた仁JH側1く粟人／つててし払持抱た／ち、りをすれげい

いからL」にLぶLぷノJ欠諾しi■j■重一品はホテ′レ♂）枕げ）Lたに臆して，

．昔を決してデイレンゲ〃）′束を．iノjい卜J‾ることにし圭した。木、▲1に

肯ずる上り1ち三むが易し！ディレンダは私たちを「＝璧げに家族に

紹介し、支族十7かJJ〃）歓迎を受けた私たちは会ったとた／しに心

配！」けろ′」とどこかに飛んでいき、お力㌧を飲みおかしを食べ似

顔絵を描いたり、と楽しい】T州1を過ごLてきた〝Jでした、

その後もl′l分たちの頼盛を†∴じて私たちは川会いのチャンスを

逃さ／亡いょうにし圭Lた、／亡にかあっても死にはせぬ　たとえ

死んでも‥紺だもんれ　と砧炎を．一三一い合いなが「J、，一度フラー

辻と机つ；お酒を飲んではしやいだあと抑掛れ＿j‘葉には小口ッと

きモした．＿＿「私主で酔ったら何が起きるかわからないから私はザ

つと緊張してたんだよ、つ　かばん卓jおきっばなしにLていくんだ

かご）－」私【‾t紘JJに仝く警戒心をも／）‾・ごいませんでしたが、†．‡

じ上うといいながらも榊浄な1咽i・をモ）つていた娘に感心！↑巨・1
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の旅は親「逆転、どちらが保護者かわからぬ旅でしたハ



21．夫婦、仕事

・ケ∩旅行にfJ二くと決めたとき友人た‾［Jかl：J「ごj：人反対しな

いのお？」とよく聞かれモしたL　私も少Lな外だった♂）ですが

川雷二けいいのか」と．てったものの「まゆニ　ー人より安心だか

らJと・l火く承諾してくれた〃）です〕本人ヰ）上ほどひとりになり

たかった♂Jでは－7

メー1ルを31川’トきに送るという約束をしたも♂）山結uいろいろ

な」仙■一で4阿しノか送れ上せんでLた。がし「楽しんでる証拠ノニて上

思っていたj　とJ）んき′亡もぴ）です（．私は　一応心、配かけまいと、

病気のことと⊥’Jく■だか〔）落ま〕たことは帰匡H‾る圭で内緒にして

いた〝）ですが。ただ、私がし、なくなって、なっいていた百l■摘；ス

トレスからか部h主に放稚をし重くりその始人が大変だったとか∴

きっとイント上り≠）ひどい状態だったのでしよう．∵刷l］叫＝rに

は空港にf11j七日えてくれ、′豪に小．誇ると料♪t！故宅で乙■とえたという肉

じやがと、すき焼き椚明」．接がしてあり感†放。やっはり待ってて

くれる人がいるかJ）二そ、外へ刈るのも浪：しいんだなヒl且って

しまいました．帰H後ふたりで石佃lめ合った㌫持ちは　トヶノ】

程度なら輔射ていてむ寂しくない」「家放元気で留守もたまには

いい」「そらちゃん（猫）をヰJつと＿j三人になっかせよう」というこ

とでしたっ

アルバイトの会什〟）1二項二王「行ってもいいよ．＿　アル′くイトだか

らこ　でもいない聞に人が人ったら庸ないかもよ丁　什方ないでし

L　7′レバイトだか木．」でLた（この人は以前私が矢板をし

てとてぃ甘ち込んでい仁ときIf㌫ルさんはそんなにkにしなく

、＝聖

ていい⊥、桜井さんはそんなにl■f化感じるほどの什小まかせて

ないからjと奇妙な慰め方をしてくれた人です）．．羞た葵語の塾

び）ほうも小て：校の1三従の反応は「えー／J！ノ川ニーはクリスマス会

／亡いげJ？」でした〔さすがに受験をひかえた【い：iび）′卜．徒にはIL】

し．択なく．1山、王したが「ちょうど他の燕の冬期闇梢Il】し込卓）う

とノ去って圭した」と．－＿うーわれちょつと安心い7）一人だけ「どう

Lて試験綾の二月にしてくれなかったんですか？）と十瀾沌．う‾

われ圭Lたがrノ（三I」は飛行機代が帖近くになるのてすL．汁せ＝

婁）うす／つかり宏・けも什・】iも復帰し圭Lたがなんだか11りよ畑昔軟

か川てきたみたいし　これ章ノ旅打効果でL上うかL



あとがき

とにかくハプニングにあふれた楽しく疲れた旅でした＿．「価値二組

が変わる」と吏ではいきませんでしたが、「価帖掛川柾目＿こがっ

た」ことは吏惑してしますし　娘と経験したこの旅子J‾‾は　－／卜忘jl

られ／亡い．思い川の第　一・、：’・さとして残るでLようL＿　そう、私圧また

インド第：∵：■・三け）旅を髄兄ています。↑回は政治、㌫教、聴吏サ

了■備知識ふほとんどなく＝かけましたが、次は・i）つと・柚FJ‾に勉

強Lて！あの†甘代を遡hたような岨よしにi・上るために＝liご：った

嘉l敏な人建と廿会すむ為に！村の十朝適に文ノノ三上lせプレゼント

する．乃に二＝馳にれた人／→J）リベンジの万缶トニ！行けなかった他の

都市を．リノれる～）に！軽快に〔）くだに乗る為に！

仙l－ルたときたまたまテレビでインドの特集が放映されてい重

したJ今インいt近代化にl■′・】けてユ発展しており経済的にも政

油′】1Jにも111二界から～iト‖されていろというl人I容でした二　私たちが

訪れた′卜さなl町や付ではl■れ」可とは行沃沃机、ような状況でした。

l】本の何十隼1J∫を止り）せる環境、l＿J木をお金持ちり）象徴〟）よう

に見てる人々′ト堅持人とは十るとき†帖牧か1（後れしてし蓋うl⊥l

分が何故インドでJ二tあんなにもl上1分を－ト損しながl■」旅をできた

んだろう、と一日い起二L何故かl∫1分甘身のl付匠ナる思いにいや

だな、という感仙こを↑少L通じてい圭す⊂．どこかで私はあの戌

什で純粋すぎるインlり＼に対して催い優越感を抱いていたので

r丈／言いか、とh　近代北というぴ）は．苦汁るものなのたろうか。カ

ーースト紬主甘去ったといえどよだまだ残っているそうで十。ガ

・‾■ll

ンジーは「矧困は最大の狂力だ」とニJ）れたそうです√持しさ

に′卜まれ、賞しさを許容していかざるを門－ない人運のその生き

ざまを顆ばなければいけない¢あの狭く薄暗い家に家放と郁れ

て什むキャメルマンのことが一世い出され圭十・僕はイントを変

ぇたいといっていた若甘Ⅵ章■炬こ大きな期待をいだいていまヤ‾し

格ぶが少しでも扶去り同じ人mとしてIr－fIじ甑、さを1射〕える上

うなll二lにプ亡ってほしい、と強く感じていょす〔・



主な行程

12月10日　セントレア出発

11日　ラさリー

12日　レッドフォート見学、町散策

13日　ブッダガヤへ．日本寺で座禅

14日　スジャータ相見学、ディレンマの家

15日　電車でパラナシー

16日　ガンジス川の沐浴や火葬鴇見学

17日　パラナシーの町散策、ガンジス川クルー

18日　腹痛の為ホテルで寝込む

19日　サールナートでダライラマを見る

20日　電車でカジュラホへ

21日　世界遺産仏塔、インド舞踊見学

22日　滝、森の見学、アリフの家

23日　バスでオルチャへ、町散策、マッサージ

24日　お城見学（おとぎの国のよう）

25日　電車でサンチーヘ（インパクトなくすぐ出る）

26日　電車でジャイブールヘ

27日　アルペール城、シティパーク見学

28日　プシュカル′＼

29日　ブラフマ寺院見学、足つぼマッサージ

308　モナの案内で直の寺院見学、ヨガ体験

31日　砂漠のダンスパーティヘ

1月1［チャパティの講習会、夜行／くスでビカーネルヘ

2R　ラクダフェスティパ／レ

：川　かレニマーク寺院（ねずみ寺）椚：、マッサージ

4ロ　バスでジャイサルメールヘ

51」キャメルサファリ

6R　キャメルサファリ

7L」病院、パダムの家、

8口　演丑月、砂漠でパーティ

9口　竜東でデリーヘ

I0日　デリー散策

11ロ　インドを去る

参考：

1R（ルピベト約3円

チャイ：5～8R

コ‾ヒー：10～20R

ミネラルウォーター＝10～20R


