巡礼その二十一

ミャンマー２

2000 年 12 月 29 日
18 時 15 分のユナイテッドでバンコクへ。チケットをもってカウンターへ行っ
ても座席が書いていないボーディングパスをもらう。搭乗口で正規のものを渡
すという。搭乗口でもらった座席は２−５−２の真ん中の席でおまけに座席が
とても狭い。機体は新しく座席の前にモニターが着いており好きなビデオが見
られる。ジャッキーチェンを日本語で見た。食事はまずいと思い空港で担々麺
を食べたが、チーズペンネパスタと生野菜とチョコレートケーキでとても美味
しかった。エアーポートホテルにチェックインしてすぐに寝た。
12 月 30 日
朝 5 時に起き、６時に空港へ。空港のレストランでチャーシューワンタン麺
を食べる。空港はとても混んでいて我々の便は８時 40 分発、９時 25 分ヤンゴ
ン着のタイ航空である。機内食はオープンサンドでとても美味い。ヤンゴンの
空港は 10 年前に比べてとても綺麗になっていて税関も早い（賄賂は無い）。外
では PIT の高橋さんが迎えてくれた。予定を変えてまずすぐに PYAY へ行った方
が良いとのことでガイドのタンとパジェロに乗り込み出発。PYAY まで６時間で
ある。２時間の所 LETPADAN で昼食。酢豚と鶏肉と野菜の炒めものと豆腐と高菜
のスープを食べる。脂っこいがとても美味しい。この食堂はバスのターミナル
にあるのでバスの乗客でいっぱいである。さらに２時間ほど走りチャイを飲む。
ミャンマーは車が少ないが他の国のようにバイクだらけではなくほとんど自転
車である。３時半頃 PYAY に着きシュリクシュトラ SRI KSETRA の博物館へ行く。
とても小さな博物館で発掘された良いものはみんなヤンゴンの博物館へ行く。
いよいよここから牛車に乗り遺跡を見学する。なぜ牛車かというと道幅が狭く、
轍がひどく、ぬかるみがひどいので４WD でも無理だそうだ。牛車はどんな所で
も進める。ここは円形に城壁がめぐらされた都市で、その中心に博物館が建っ
ている。すぐ裏は王宮跡でわずかにレンガの基壇が残る。少し進むとヤハンナ
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グーという小さなレンガを積み上げただけの遺跡がある。まずは城壁の外側の
遺跡 BAWBAWGYI へ行く。まわりは菊やグラジオラスなどの花を作っている畑で
ある。ここから竹やぶや林を抜けジェットコースターみたいに揺れながら進む。
ボーとしていると小枝が顔に当たる。15 分位で BAWBAWGYI が見えてくる。この
パゴダはおそらく東南アジアに残っている遺跡の中で一番古いものかもしれな
い。PAYAGYI,PYAMA のパゴダは城壁の外にあり明日見学する。BEBE はすぐちか
くにあり内部には仏像が安置されている。LAYMYETNAH は４方向に入り口があり
内部に仏像が安置されている。もう太陽も傾き BAWBAWGYI がシルエットになっ
ている。夕暮れが迫り空が茜色になってくる。まわりは畑だけで何も無い。時々
野良仕事の帰りの牛車にあうだけである。なぜかとても幸せになり涙が出そう
になる。もしかしたら私はこの時間、この空気を求めて旅行しているのかもし
れない。残りの EAST ZEGU は小さな村の中にあり、民家を抜けて行く。なんと
か写真が撮れた。外は暗くなり、家では奥さんが薪で夕食の用意をしている。
畑仕事から戻ったお父さんは庭で体を洗っている。そのまわりで子供達が走り
回っている。電気は来ていない。そんな村の中を牛車にゆられている私がいる。
SRI KSETRA の遺跡を見学しなければ出会えない瞬間である。博物館にとめてあ
る車に戻り PYAY の MINGALAR GARDEN HOTEL にチェックインする。とても広い敷
地にあり中心にとても大きな池がありその廻りにコッテッジタイプの部屋が取
り囲む。我々の部屋は一番奥にあり橋を渡って行く。建物は古いがバスタブも
ある。夕食は PYAY の食堂に行く。PYAY の町は有名なシェサンドーパゴダ
SHEWSANDAW PAGODA の門前町で中心にある中華食堂へ行く。ヤギの内蔵のカレー、
豆苗の炒めもの、鶏肉とレバーと砂肝の炒めもの、魚のアラのスープ、ピータ
ン（白くて透明）を食べる。帰りに SHEWSANDAW PAGODA に寄る。ここもエレベ
ーターで上がれる。とても大きく綺麗なパゴダで買った花を水曜日の午前の象
の神に捧げる。なぜかガイドのタンが SHEWSANDAW PAGODA の額入りの写真を買
ってくれる。ホテルに戻りルームサービスでコーヒーを頼みポーチで飲んで寝
る。
12 月 31 日
朝 5 時に起き、６時半に池の上のレストランで朝食。すぐに PAYAGYI,PYAMA
のパゴダを見て昨日暗くなってしまった PAYATAUNG を写す。ここからボッパ山
まで 10 時間、運転をガイドのタンに変わって飛ばす。とても怖い。昼食は鶏と
野菜のソバを食べる。とてもさっぱりして美味しい。車がほとんど通らない道
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路をえんえん走るとボッパ山が見えてくる。お土産物屋が並ぶ参道を 15 分位登
る。頂上には仏教寺院があるが、途中にはナッ神が祀られている。ボッパ山は
アミニズムのナッ神の聖地でもある。頂上までは結構疲れる。ここからパガン
までは 1 時間半ほどでちょうど町に入ったころ美しい夕日を見た。BAGAN GOLF
RESORT は入り口から並木が続く新しい立派なホテルでシンガポール資本である。
部屋はチークがふんだんに使ってありバスタブも大きく綺麗である。今日は大
晦日なのでホテルの中庭でブッフェになっておりパッペットショウや民族舞踊
があるそうである。場所を予約し７時 45 分から始まる。夜はトレーナーが必要
なくらい涼しい。空は星がとても綺麗である。ショウはあまり面白くない。食
事はサテ、ローストポーク、ターキー、リンゴとカボチャのスープ、サラダ、
ビーフカレー、ナポリタンなどを食べる。10 時頃寝たが、12 時に花火の音で起
こされる。
1月1日
5 時に起きて MINGALA ZEIDI に日の出を見に行く。ここは仏塔で結構沢山の人
が来ている。日本の初日の出ツアーの人たちもいた。以前は GADAW PALIN や
THATBYINNYU などから写したが今は上に登れないとのことでバゴダがら見るよ
うだ。ここは日の出も素晴らしいがジャータカのパネルが良い。ホテルに戻り
朝食を食べ、いよいよ遺跡めぐりの開始である。気温はあまり高くなく汗はか
かない。午前中に 20 寺院ほど見てミャンマー料理の昼食にする。ミャンマー料
理はステンレスの小さなカップに 15 種類位いろいろなものが出てくる。納豆の
煎餅、ヤギやトリなどのカレー、ナスや苦瓜の炒めものなどであまり美味しく
はない。午後も 15 寺院ほど見学するが妻がウシに襲われる。夕日は YWAHAUNGGYI
BAGODA に登り見る。夕食は SHWEZIGON BAGODA の前の食堂で空芯菜の炒めもの、
チャーハン、トリソバを食べる。ロンジーを買いタンに巻き方を習うが上手に
出来ない。ボーイにも習う。
1 月２日
朝食後、８時 30 分出発。午前中２０寺院見て ANANDA で物売りから３ドルで
仏像を買う。10 時半頃コーヒーを飲んでサモサを食べる。昼食は春雨炒め、チ
ャーハン、トリソバを食べる。午後は 15 寺院見て夕日を見るためにイラワジク
ルーズをする。とても穏やかな川でとても気持ちがよい。日が沈みかけると川
は黄金に輝き、えも言われぬ世界になる。寺院によっては船着き場をもってい
るものもある。川から見る寺院も面白い。ホテルに戻り夕食はホテルで食べる。
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ディナーを頼んだ。前菜はナポリタン、カボチャのスープ、牛肉の赤ワインソ
ースで妻は魚のケッパーソースを食べ、プリンとスイカとコーヒーであった。
1 月３日
朝食後、７時 30 分まだ行っていない W-E PWASAW,MINNANTHU 地区へ行く。昼
食はミャンマー料理でまた 15 種類位出てくるがエビのカレー以外あまり美味し
くない。ミャンマーではお茶の葉をおかずとして良く食べる。自分にはミャン
マー料理はあまりあわない。午後は THIRIYAPYITSAYA 地区へ行く。HPET LEIK を
見学していたら妻が貧血を起こしたのでホテルへ戻る。ベッドに寝かせてタン
と二人で博物館へ行く。とても立派な博物館で柱は漆に彫刻してある。発掘さ
れた彫像や絵や当時の生活様式などがある。ここで考古学局の本を買う。タン
テホテル THAN TE HOTEL のコーヒーショップでコーヒーとドリアンのアイスク
リームを食べる。夕日を見に SHWE HSAN DAW へ行く。ものすごい人である。イ
ラワジ川に沈む夕日が美しい。朝日や夕日は待っている間がとてもわくわくし
て楽しい。お土産物を買いに ANANDA 寺院へ行く。明日はお祭りなので、その準
備で小屋を建てたりして大変である。参道の店で漆のフクロウとダルマみたい
なものを買う。寺院はライトアップされていて美しい。ホテルへ戻ると妻は寝
ていて食欲が無いというので一人でレストランへ行きクラブハウスサンドと紅
茶を飲む。
1 月４日
朝７時に出発。パガンから空路でカロー経由でヤンゴンへ 10 時 30 分に着く。
まず国立博物館へ行く。妻は元気になっている。昼食は 999 というお店でシャ
ン麺と揚げ豆腐を食べる。美味しい。TRADERS HOTEL にチェックインする。ロビ
ーで日本人の男の人に声をかけられる。腹痛がひどく薬が欲しいとのことです
ぐにもっている薬をあげた。町の中心部にありシャングリラホテル系で高層で
ある。部屋はシェダゴンパゴダが見える 18 階でベッドに寝たまま見える。時間
があったのでプールへ行きサウナに入る。３時にタンが迎えにきて港に行く。
以前宿泊した STRAND HOTEL はリニューアルされてとても立派になったが料金も
10 倍以上になった。お土産物屋で絵と本を買う。シェダゴンパゴダへ行きお参
りをして夕日を見る。参道でステッカーを買ったらタンもまねして買う。夕食
はシャン料理屋でガラスケースの中に料理が入っているので選ぶ。エビの天婦
羅（絶品）、三枚肉の煮込み（絶品）、イカのピリ辛炒め、豚の皮のピリ辛炒め、
トリの煮込み、砂肝とレバーの炒めもの、長い瓜の炒めものなどを食べる。と
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ても日本人にあう。シャン族は豆腐や納豆も食べるし、顔も日本人に似ている。
ミーミーレーというヤンゴンで一番流行っているアイスクリーム屋でチョコレ
ートアイスクリームを食べる。そのあとサイカーで町を流す。ホテルでシェダ
ゴンパゴダを見ながら寝る。
1月5日
８時にタンが来て精算をする。ドルで払ったもの以外ほとんどの食事やお土
産物などは現地通貨で払ってもらって 362 ドルであった。ロビーに高橋さんが
来ていて４人で空港へ行く。高橋さんとミャンマーの話をした。ミャンマーの
挨拶はタミンサーピーピーラーと言い、これはご飯は食べた？という意味であ
る。ミャンマーの人はとても親切で慎ましい。旅行者が何処かに食堂は無いで
すかと聞くと私の家で食べなさいと誘ってくれる。また熱心な仏教徒で収入は
少ないがみんなでお金を出し合って村にパゴダを建てる。とても敬虔な人たち
である。しかし政府が悪い。スーチーさんの話をする。12 時 10 分バンコク着。
入国審査が全く進まない。スーツケースの車輪もとれがたがたになっていた。
エアーポートホテルにチェックインしてタイのガイドのビーに連絡する。仕事
で 10 時に空港にいるのでホテルで会うことにする。プールへ行き３時頃タクシ
ーでシーロムコンプレックスの中にある本屋に行く。東南アジアの建築、美術
関係の本がとても豊富である。モノレールに乗りシャングリラホテルの廻りの
骨董品屋をのぞく。途中美味しそうな臓物が並んでいる麺屋があったのでワン
タンとチャーシューとレバーが入った麺を食べる。町を散策しているといろい
ろな匂いがしてくる。東南アジアで一番臭い町、自動車、バス、バイク、トゥ
クトゥクの排気ガスでひどい状態である。しかし楽しい町でもある。またモノ
レールに乗りサイアムで乗り換え、空港に一番近いモンチまで行きタクシーで
ホテルに戻る。11 時頃に電話がありコーヒーショップで会う。明日は選挙なの
でアルコールは出せないのでコーヒーとクラブハウスサンドを食べ 12 時頃わか
れる。
1 月６日
朝７時のユナイテッドで成田へ。14 時 30 分着。
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