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JICA帰国専門家連絡会かながわ

」ECK2008年度上半期活動ニュース

」ECK2008総会
平成20年 4月 5日 、JECK第 7巨1総会が開かれ以下の事り〔が承認、決定された。
*役員人事 *平成 19年度収支決算、平成20年 度事業 |‖ 画と収支 予算 *会費の改訂 (3,000円 /年 )。

今年度の重点事業計画としては、JECK元 専門家の海外経験を活かしたJECK独 自の出前講座の企コiと 試行、パソコンのホームベー
ジの充実による会員への広報活動の強化と新規会員確保のためのPRな どである。尚、役員人事では永年、事務局長を務めてこられ
た谷保理 liが勇退され、新たに植岡理事が 11務局長に就任された.ま た評議 itの 大平 ―昭氏、大久物t卓次氏が新たに理事になり、大
平氏が事務局担当となって組織が強化された.

あ¬すフェスタかながわ2008
JR本郷台駅の近くにある“あ―すプラザ"で本年も5月 17日 、

18日 の IJ」 日、“あ―すフェスタかながわ20()8"が 開llさ れた3

本年はJECKAが Li外の展示場で胡椒、力 Z、 カム ドリンクな
どの展/1N‖ ,売会を41っ て、大勢の来訪者を集め盛況であった3

4階の広場ではJECKの ブースを1丼」設、後藤専門家が実施 して
きた胡椒の栽培技術の支援活動やJECK会 員が行ってきた環
境対策に関する海外技術支援の様子をパネルで展示 して、熱
心な来場者にア ンピールしたごまたJECKの バンフレント (改

言∫版)や 会報 lo号の配布も好 plllで あったt,さ らに広1///Jの 中央
に設けられたステージで行われた ミニセ ミナーにも参加、菊
池会員が に れからの多文化共′11を どう進めたらよいかJの
テーマでスピーチを行い、参加1者 と意見交換を行った ,
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が、さがみはら環境 まつ り実行
行政のパー トナーシップにより
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さがみはら環境まつり

平成2()116月 8日 (||)′ 11110時

委員会の 11催 、相棋原 1打 ・麻布人
毎年開lllさ れているものである(,

ヽ′1後
5日 |、 相模原 ||「 のll li布 大学において「さがみはら環境まつ りJ

学の共備:で 行われた,こ れは相棋原で活動する市民、事業者、大学、

JECKの 後藤会員が実行委員会に加わり、JECKの 紹介を中心
に、■/LCi山 i、 展示等に|ILく から活動してきた。今年は展示だけで
も54 1JI体のブースがオープンしたが、JECKは「国際協力と
C02肖 lll文 Jの テーマで、① ドミニカ共和国のコショウおよび
ベルーのカムカムについて、栽培方法の改ltに よるco2削減、
②東南アジアにおける農林バイオマス残iriを

'||い

た発lLに よ
るCo2削 減、の2テ ーマについて展示、3ι lり |を 実施した.今話
題のC02削 減ですから数百名のかたが足を|llめ 詳細な質疑が
繰り返された.

相模原市立大野北中学校への」ECK出前授業
担当のりll真 理恵教諭から依頼があ り、7り 1811(火 )と 9月 2日 (火 )の 2日 に[1っ て夫々4()分授業、2コ マづつのJECK出 前授業を行っ
た。これは総合学習の時間にイiわ れたもので事前の打 /iせでテーマは “環境 ||り 題を考える"と し、4人のJECK ttitが 次のサブテーマ
で海外での技術支援の状況や最近、地球規模の対応が求められている、この|||1題 について,帰見を語った。

第 1部 :“環境問題を考える" 講師 :菊池正夫会員
これまで日本で社会問題となって来た「環境問題Jの歴史を紹
介し、ワールドワイドの現在の課題と方策について述べた。

第2部 :“ 湖1椒の九呑みとドミニカ共和国の温暖化"

第3部 :“ 食べ物から|IL界 が見える"

IIt師 :後藤隆郎会員
講飼j:_L日 I恵一会員

第4部 :“ 1打 米エクアドル国の水環境事情" 講師 :工藤真哉会員
FLtti圭 はこのテーマを選択した 1ヽ 2年生約30名 で、熱′し、に耳を
傾けていたのが印象に残った。

」ECK会員懇談会
8月 30日

′
11後 、ЛCA第 1会議11に於いてJECK会 員懇談会が開

催された「 これは常 日頃、公式的な行事以外は会員同 lfで も
なかなか話 し合う機会が少なかったので、夏の ‐

4/4、 任国で
の出来 11や 専門分 Jli・ の事、経 t貪 談などをより率直に話 し合お
うという目的での会だった.思 ったより多い30数名に及ぶ会
員やゲス トが出席 し、発言 も活発に行われ、場所iを 移 して食
堂での懇親会でも情報交換、今後の課題などが話 し合われた
有意義な会であった(,



アラブのIBM 特にインシャー・アッラーについて 大平 一昭 (」ECK会員)

アラブ圏でビジネスを行 う場合に、しばしば「アラブのIBM」 に悩まされます。
こ の 場 合 の IBMは Big Blueと い わ れ る International Business Machines
Corporationで はなく、アラビア語の「I」 インシャー・アッラー (神 の思し召し
があれば、神のみぞ知る)、「B」 ブクラ (明 日、スペイン語のhasta manianaに

近いニュアンスで用いられる)、「M」 マレシ(気 にするな nO prOblem)の 3語の

頭文字を並べたものです。
私 も、JIcAの 専門家 として、サウディアラビアの、Saudi Arabia Standard
Organization(日 本の工業技術院に相当)で、包装研究所設立の支援をしたとき

に、インシャー・アッラー (私 には、イン・シャラーと聞こえました。)に悩ま

されました。

実例で説明しましょう。
カウンターパー トに、3日 後までにプロジェクトの実行スケジュールを作るように依頼 したとします。

彼は、OKと 返事 して、最後に「インシャー・アッラー」と加えます。

当日になってもスケジュールは作成されていません。彼が作成することを忘れても、インシャー・アッラ

ーで、神の思 し召 しが無かったからなのです。彼の責任ではあ りません。そして「明日 (ブ クラ)ま でに

作る。マレシ」と片付けられてしまいます。そして、明日になっても同じことが繰 り返されます。
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ていましたが、回教国独特のインシャー・アッラーには悩まされました。

このように書 くと、アラビア人が怠惰であるように感じたかもしれませんが、必ずしもそうではありま

せん。回教徒である彼等は、未来は「ネ申のみぞ知る」世界であり、人間が関与するべき問題ではないとい

う宗教観を持っているようです。そういう思想の人は、「スケジュール作成」のような未来に関する事は

初めからやる気がありません。
しかし、「′亡ヽ優しい」私のカウンターパートは、頭から否定せずに、当日まで何もしなかったのでしよう。

少なくとも彼は、スケジュールを作成し、そのスケジュールに基づいて業務を進行させるという我々の

手法は認めていません。神への冒涜と感じられたのかもしれません。
このことに気が付いたのは、着任2週間後です。
サウデイアラビアで、PERT―Timeの ようなプロジェクト管理手法を使うことは、困難だと思います。

任地の首都リアドから調査のために商工業都市のジェッダヘ出張した時も同じようなことがありました。

カウンターパートに、SABIC社 (サ ウデイアラビア有数の石油化学工業会社、特に包装材料用のポリオレ

フィン樹脂のサプライヤー)を 含む、印刷会社、コンバーター、ユーザー等とのアポイントメントを取る

ように依頼しました。また、インシャー・アッラーと最後に付け加えられました。

サウデイアラビアでは、紹介者無しにBusiness lnterviewは 出来ません。彼の人脈、血縁等に期待したので

す。また、日本人の常識としては、saudi Arabia Standard Organizationの 名前を出せば、どんなところもア

ポイントメントを取ることは可能と思っていました。

出張3日 前に、アポイントメントの状況を聞きましたがはっきりしません。問い詰めると「現地で、電話

して取る。事前の予約は無意味」と返事されました。
ご存知のように、専門家が任地を離れる時は、現地JICA事務所への届出が必要です。このような状態な

ので、訪問先名称を未確認のまま出張届けを提出しました。
いざ、出張してみると当日の朝になってから、電話でアポイントメントを取っていました。「あれほど頼

んでおいたのに」と不満もありましたが、どうにか必要な調査は済ませました。

後で聞くと、西欧のように事前にアポイントメントを取る商慣習はないと言つていました。

このように、インシャー・アッラーには、悩まされました。

しかし、3ケ 月という短期派遣で所定の成果を出すためには、スケジュール化し

た進行管理が必要です。そこで、「私は異教徒であるから、(イ ンシャー・アッラ
ーに無関係で)ス ケジユールに従ってプロジェクトを進行させる。貴方をスケ

ジュールで拘束しないが協力してもらいたい。プロジェクトがスケジユール通

り進行しないと、カウンターパー トである貴方が困ることになる。」と説得し、

実質的にスケジュールに従ってプロジェクトを進行させることができました。

会員の皆様の中で、インシャー・アッラーをうまく解決できた方があれば教え

てください。
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「私のワシン トンDCとニューヨークの旅」 小泉 由紀子 (」 ECK会員 )

2月 61]の 早朝、一路ワシントンヘ。旅行社の、雪道でも滑らない靴を用意 して、で、着
いたワシントンDCは コー トのいらない暖かさ。ホテル着後、一人で近辺を散策と朝食等
の買い物。
夕食はハイカイクラブのメンバーとマリン・レス トランで合流するため、同じく市内をジ
ョギングしてきた青年座の水谷内社長 と共にホテルからタクシーで。食後はジャズを聴
きにライブハウスヘ。10時半には引き上げ、2台のタクシーで帰還。乗ったタクシーに財
布を忘れていたと、運転手さんが追いかけてきて、持ち主ともども感激。

2日 目は半 日市内観光。ホワイトハウス、アーリントン墓地 (半旗が垂れ、未だイラク
の犠牲者の埋葬 )、 ポ トマック河畔、ジヨージタウン(ジ ョン・F・ ケネディーー家が住んでいた)で大学構
内見学、IJ会議事堂、スミソニアン航空宇宙博物館めぐり。夕食はガイドさんに教わり、探 し出しておい
たオーガニックのスーパーの飲食コーナーでメンバー7人 と食事と買い物。

3日 日はメンバーと近 くの散策と朝食後、地下鉄でジョージタウンのショッピングモールヘ。
午後は単独行動で道に迷い一度ホテルに帰 り、旅の目的であるミュージカル観劇へ。再び地下鉄で移動、
ケネディー演劇センターヘ。ジャパンウイークが開催されていて、連日、演劇や ミュージカルが上演され
ていたc「 ブンナ…Jは、3百 人位収容の小さな舞台でした。
出演者は、トニー賞の受賞経験のある実力者も出演の見ごたえのある舞台でしたが、不覚にも私は、途中
から気持ちよい眠りについてしまい、何のために行ったのや %の思いに囚われました。

翌朝は来たときと同じガイドさんと共にニューヨークヘ。地下鉄の切符が繰 り越されて使用できるこ
とが分かり僅かだけれどガイドの洋子さんへcホ テル着後、部屋へ荷物を置いた後、半日&夜の観光へ。
一同 15人 を案内してくれた車持ちのガイドさんは、偶然にも、水谷内社長が2000年 に演劇の「ブンナ…」
でご一緒 した演劇人。私達―行も会うまでは同業と思われていたよう。ホテルはセントラルパーク近 く。
パークの人り国近 くとダコタハウス見学。どんよりした天気で国連本部に着いたときは霧雨でした。次
はグランドゼロ。何も見えず。車でめまぐるしく周 り、自由の女神はフェリーから往復眺め、夕食はマン
ハッタンのイタリアンレス トランで。その後エンパイア・ステー ト・ビルの展望台では、雪降る夜景。H時
過ぎにホテルに戻る。

翌早朝は前 日の夜に約束 した親子 と3人連れでニュージャージーにあるラ ドバーンまで列車で。天気
は良いのに刺さるような寒さで韓国系の教会の日曜礼拝に入れていただき、その後、ランチと誕生日祝
いのケーキとをご馳走になる。スケー トしにセントラルパークに戻ると激 しい雪に見舞われたが場内の

コンデション、音楽、周囲の夜景は最高で した。翌朝の飛行機で帰国とな
りましたが見下ろしたカナダ以北は氷の世界で した。帰国後ワシントン
DCは 政治のニュースで、ニューヨークは金融のニュースで度々見ること
になり身近に感 じられる都市となりました。セキュリテイチェックは入出
卜1時以外ではエンパイア・ステー ト・ビルに上る時だけ受けたのみでした
が、救急の車が両都市とも盛んに走っていました。「ブンナ…」の演出の宮
本亜門さんは来年、横浜開港 150周 年の演出。JECK評議員の林下幸造氏は
市の担当課長。まだまだご縁の続 く記念すべき旅となりました。

8月 30日 に開催された」ECK会員懇談会の参考資料とするため、JECKの活動項目に対する関心度やホームページに
記載 して欲 しい記事などについて、アンケー ト調査を行つた。その結果の概要を報告します。(回答数 :41)

a」 ECKの具体的な活動内容  b JICA横浜の動向、ニュース  c会 員が投稿できるコーナー

d会員自身の体験談     e会 員の近況報告

[大 いに関心あり:◎ ] [あ る程度関心あり:○ ]

a地域のイベン トヘの参加

b海外技術研修生の推薦 。支援

c海外での活動経験を活かした」ECK出 前講座への参加

d」 ECKが企画するセミナーヘの参加

e会報、ホームページヘの投稿

fパソコン活用研究会 などの開催

g懇談会、懇親会などによる会員相互の交流拡大
★
」ICA草の根無償への参画
★
在日外国人へのアシス ト

★
専門分野のシンポジュウム
★JECKAと のコラボレーション
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||■:=1       菊池 正夫 (」 ECK会員)

本年 2月 、神奈川県保土ヶ谷 |え とブルガリアの首都、ソフイアと

の間で文化交流協定が締結されその最初の行事 としてブルガリア

の高校生7人が付き添いの先生と共に日本に招かれ、5月 22日 から7

日間滞在 して、日本の女子高校での特別授業や和服の清付け、茶会
の作法、琴の演奏などを体験 して、日本の伝統文化の一端に触れ、

日本への理解を深めた。
この日本滞在中の宿の一つをり|き 受けて欲 しい旨、保 11ケ 谷区「J

際交流の会からたっての要請があり、幸い私のマンションの間取 り

に余裕があったのでホームステイファミリーをお引き受けするこ

とにした。
1.日 本滞在中のスケジュール

*5/22(木 )成田空港着、保土ケ谷区役所で歓迎会。ホームステイファミリーと対面会
*5/23(金 )デ ィズニーランド見学 (参加せず)

*5/24(土 )新宿のブルガリア大使館でレセプション、浅草寺仲見世通 り、秋葉原商店街を見学
*5/25(日 )保土ヶ谷区地区センターで和服の着付けなどを体験、長谷の大仁、を見学
*5/26(月 )保 Jlケ 谷駅裏の清風高校で体験学習 (参加せず )

*5/27(火 )保土ケ谷駅裏の清風高校で体験学習 (手織 り布地の図柄づ くり、お国自慢の料理の競演と試食会、

そうらん節の踊 り体験など)、 送別会 (翌朝帰国)。 特に印象に残ったのは、llyi:日 大使公邸で行われた

心のこもった野外のレセプション、和服着付け体験会でのこぼれんばかりの笑顔c清風高校生の指

導で行われた “そうらん節"踊 りへの挑戦等

2.マ ルタさんの横顔

私の家にホームステイすることになったマルタ・イリエヴァさんの横顔を紹介すると、“ら、っくら"と した顔立ち

の18才の娘さんで、両親の愛情につつまれて伸び伸びと育った、おおらかな性格の持ちJlで 、大 きな孫娘が一人、

突然わが家に現れたという印象であった。

彼女は富士山の額の掛けられた6畳 の和室で布団を敷いて寝起きをし、食事は我が家のいつも通 りのメニューで

朝はサンドイッチに紅茶、夕食はご飯に魚の塩焼 きと味噌汁といった食事をほとんど残さずに食べていた。スケジ

ュールがかなリハー ドだつたためか、夜はぐっす り寝たようである。ブルガリアでは18才は既に成人、酒や煙草や

結婚は、本人の意思次第で自由に決めることが許されているためか、自主的できびきびとした行動は “全く危なげ

がなく"、 戦前の女学生を彿彿させるものがあ り、家庭の仕付けと学校教育が、必ず しも_ll手 くかみ合わない場合も

ある、今の日本の現状 との違いを考えさせられ、想うことしきりであった。

3.ブルガリアの山々

以下の日本文はマルタさんが書いたプレゼンテーションの原稿で、漢字も既に300語 ぐらいは習得 したという、

彼女の読み・書き・話すの日本語レベルはかなりなもので、ここまでたった3年で教えたという、現地勤務のJICA H

本語教師の熱意と力量には、ただ驚 くばかりである。

[ブ ルガリアの山々]

``バ ルカン山脈 ''

ブルガリアの一番長い山で、ブルガリアを北ブルガリアと南ブルガリアの二つに分けます。ブルガリア語の名前

はスタラプラニナ (占い山)です。スタラプラニナはバルカン半島を横断しているので、半島の名前が付けられまし

た。そこにはバルカン半島で一番高い滝ライスコプラスカロ (天国のしぶき)があります。バルカン山脈にあるシプ

カ山の頂上ではブルガリアの解放のために、大切な戦いがありました。
“リラ山脈"

そこにはバルカン半島で一番高い山頂、ムサラがあります。2925メ ー トルです。

そしてブルガリアで一番有名なイヴァンリルスキの僧院 (リ ラの僧院)も そこに

あります。この僧院はオスマントルコの支配下でブルガリアの文化を守 りました。
“ロドピ山脈"

有名な名所はデヤヴオルスコ トガルロ (悪魔の喉)です。それは洞窟です。も

う一つの有名な、ヤゴデインスカ・ペシュテラという洞窟もあります。チュ ドニ

テモス トヴェ (素晴らしい橋)は 石の驚異です。昔の川が大理石の石に穴を開け

ました。
“ペルペリコン"

2500年 前に トラキアの人によつて建てられた、ワインの神様デイオニスの聖

域です。
“ス トランジャ"

ス トランジャは山ですが海の近 くにあって、気候が特殊ですから、そこには他
の場所では見られない動物と植物があります。例えばス トランジャのゼレニカは

珍 しい植物です。

4.マルタさんの希望
マルタさんの夢は日本の歯科系大学に留学 して、最新の知識と技術を身に付け、

歯医者さんになることだと言っていました。その夢が実現できるように、可能な

支援を今後も続けて行きたいと考えています。



■

シルクロー ドの国ウズベキスタンの企業の現1犬 福田 信一郎 (」ECK会員)

(経営指導を通じて)

ベルリンの壁が崩壊後の 1990年 (ソ 連崩壊の1年前 )、 ソ連を中心に旧社会主義国の崩壊を予想 し、

崩壊後の経済復興を支援する為に欧州復興開発銀行 (EBRD)は 日本を含む先進国が資金を供出して設

立された。EBRDの 主活動は産業基盤プロジェク トなどへの資金の融資であるが (第 2次世界大戦後に

日本、ドイツ、イタリアなど敗戦国の経済復興を支援する目的で設立された国際復興開発銀行、通称 “世

界銀行"か ら日本は名神高速や東海道新幹線建設資金の融資を受けた)、 もう一つの活動 (主活動に比
べ小さな活動)で あるTAM(Turn Around Management Programme)プ ログラムはメンバー国27国 の民

間企業に対 し、経営指導を通 じ計画経済より市場経済への移行をスムーズに行 う為の支援を通 じ、市

場経済下での企業のサバイバル可能な体質に変革を促進することを意図 した事業である。筆者は中央

アジアでJICAの 専門家 として働いた経験から中央アジアのTAMプ ログラムの活動に参画する機会を

持った。中央アジア特にウズベキスタンは親日的で真面目で、我々日本人にとって住みやす く、仕事に

や り甲斐を感 じる国の一つといえる (理 由は後述 )。

業務は専門家による短期の経営指導/ア ドバイス (CEOな どTop Managementに 行 う)で内容はマー

ケティング、経営戦略、生産管理、調達及びHRMと 多岐にわたるが、夫々に相応 しい専門家を派遣 し

彼 らの指導やア ドバイス、或は日本でのTOpに対する短期の研修を通 じて実施 した。我々が関係 したど

のプロジェク トも、プロジェク トの実施期間、約 2年 間 (合計4-5回訪問)に売上げ及び利益 (率 )の
増加、製品品質の改善、マーケット拡大、外国企業 との提携など所期の目標以上の成果をあげ顧客企業

に高 く評価されている。

我々が業務を実施 した企業の業種は、製薬会社、鉄骨製作、建材製造、製菓及びパスタ製造、綿花処

理機械製造、学校用理化学器材製造などである。これらの企業への経営指導を通 じてみたウズベキス

タンは、企業により経営姿勢に違いがあるが、やはり経営者 (CEO)の 考えが企業運営や戦略経営に最

も影響 してお り、何処の国の企業でも同じく企業の経営は経営者 (Top Management)次第であるとの認

識を再確認 した。

具体的には①国の影響がまだ残る :ウ ズベキスタンにおいても旧ソ連時代の国営企業が民営化され

たものの、政府の影響が社長の人事権にも及ぶことがあった。②IT化 :民営化された旧国営企業では

IT化が遅れており、ある企業では、社長の秘書はソ連時代同様タイプライターをたたいていた。一方、

独立後設立された若い企業では会計、調達、資材管理、人事管理のソフトを導入しており、更に進めて

ERP導入をする企業もある。③若い経営者 :経営陣は旧経営者に代わって若い経営者になりつつある。

また新しく設立された企業の経営者は若い。④人材の流失 :長引く経済の停滞で景気の良い隣国ロシア、

カザフスタンや韓国へ移住や出稼ぎが後を絶たず、人材が流失し企業の運営に支障を来たしていると

ころもある。⑤マーケテイング :彼 らにとって、一番経験がない分野であるが、マーケテイングの重要

性を認識し、学習に熱心である。⑥物を大切にする国民性 :物が不足したソ連時代からの習慣が残って

いるのか、個人も企業も物を大切に使用している。例えば雨や雪の降る日は、雨靴を履き出先で靴を履

き替えているウズベキスタンの人たちを見るにつけ、大雨の中、革靴でジヤブジャブ歩 く人が多い日

本では、我々は彼らの物を大切にする気持ちを見習いたいものである。⑦目上の人を敬う国民性 :嘗て

の日本がそうであった良き習慣が残っていて、我々シニアにとつて特に住み心地が良い。

ウズベキスタンと日本の関係は良く、相互に人材や文化の交流は盛んである。これには次のような

歴史がある。即ち第2次世界大戦後スターリンによって旧満州からシベリアヘ強制連行された関東軍約

60万人のうち、約6万人の日本人が、中央アジアヘシベリア鉄道で連行され、その1部の兵士がタシケ

ントの国立オペラ劇場 (ナ ボイ劇場)の建設の強制労働に従事した。ソ連兵の監視下、彼らの誠実で勤

勉な働きぶりが現地の人々の心をうち、かつ日本の建設技術の優秀さが1966年 に発生したタシケント

大地震で証明され (タ シケント市内の建物の多くは全壊 したが、このオペラ劇場はびくともしなかっ

たと言われている)、 日本人や日本の技術に対する評価は高まり、今でも評価は大変高い。

去る9月 中旬に、創立 lo周年を迎えた日本ウズベキスタン協会が、創立 lo周年記念事業の一つとして、

ウズベキスタン旅行を実施し (筆者も途中参加)両国の友好関係の促進に貢献した。

ウズベキスタンの企業の現状の一端をご紹介しましたが、上述のように親日国であるウズベキスタ
ンを皆様、是非訪間され両国の友好関係の促進と、シルクロー ドの遺跡を観賞されてはいかがでしょ

うか。
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「私のメキシコ体験記・異文化との出会い」
第5回～メキシコのビラミッド～

佐藤 満寿哉 (JECK会員)

ピラミッドと言えば大部分の人はエジプトを思うことでしょう。
メキシヨにもピラミッドがあるとは聞いていましたが実際に見て
ビックリしました。

大きさこそ違うとはいえ数多 くのビラミッドがメキシヨのあちこ

ちにあり、それぞれが古代文明とともに残されているのでした。
マヤ・サポテカ・ティオテイワカン・アステカと先史時代から続 く

遺跡の中から今回はテイオティワカン (神 々の都)と ウシュマル

のピラミッドを紹介しましょう。
テイオテイワカンはメキシコ市の北東50キ ロの所にあり、BC2

世紀からAD7世紀にかけて栄えた文明で、その象徴として構築さ
れた「太陽と月のビラミッド」は墳墓ではなく神殿でした。太陽の
ビラミッドは高さ65m基底部は216× 228mの大きさで、当時 1日

数千人の労働力で50年余をかけADl世紀に完成 したと言われて
います。月のピラミッドは高さ46mで 周辺には広大な住居地域が

あり、最盛期には20平方キロの地に10万人が住んだと言われます。
南北に走る道路は約4キ ロで幅45mも あり全ての建造物がこの通
りに沿ってあり、アステカ族には「死者の通り」と呼ばれていたの

で王の墳墓と判断していたようです。
またこの近くには「ケツアルコアトルの神殿」(羽毛を持つヘビ・

水と農耕の神)や ジャガーの神殿などがあり、この遺跡の見所と

なっています。ただ、ピラミッドはそれほど高 くはありませんが
2000mを 越す地にあり段差も大きいので昇るのは相当の体力を必
要とするのは確かです。

一方、ユカタン半島の中央部にあるウシュマル遺跡はマヤ族が

作ったもので「魔法使いのピラミッド」が有名で丸 これも高さ30m
ほどの神殿で、側壁全体にマヤ遺跡には珍 しい卵のような膨らみ

があり女性的な柔らかさを感 じさせますが西側の階段は上から見
下ろすと目が舷むほどの急傾斜になっています。そしてこの2つ
のビラミッドから出た多 くの遺跡群はメキシヨシティにある国立
人類学博物館に陳列されており、まさに「文化は全人類の遺産」と

呼ばれるに相応しい展示品となって訪れる人々を魅了しています。

任国あんなこと|こ んなこと!

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

夜間外出禁止令下の専門家の生活 (II)

〈ケニア国、ナイロビ〉

大久保 卓次 (JECK会員)

モンバサからナイロビまでは約500kmです。

制限時間内にナイロビに行 き着 くのは困難
と考え、パスポートも持たず、荷物もナイロ

ビに置いたままで日本帰国となったらとの

心配もありましたが、混乱がほとんど無く (と

言うより情報が入らなかった。)平穏なモン
バサに事件が収まるまで滞在を決め込みま

した。新聞は何日か発行されず、ラジオもス

ワヒリ語の音楽だけでニュースは全 く流されません。仕方なしに

海岸での休暇を楽しみながら、外出禁止令の時間が緩和されるの

を待って8月 6日 にナイロビにたどり着 くことができました。
一方、ナイロどに滞在 していた日本人です。ナイロビでも情報

源が乏しいため状況把握ができず、日本大使館からは「不要な外

出は控えるよう」、「ガソリン不足の兆しあり」、「クーデター再発
のデマに惑わされるな」等の連絡は入るものの、噂や人伝に聞い

たこと位 しか情報が入らず、恐る恐る町中へ出かけては様子を探
っていたようです。運悪 くモンバサから休暇を終え前日にナイロ

ビヘ戻ってきてしまった水道の専門家もいました。彼は、当日の朝、

起きがけに日本の職場の上司からの国際電話でクーデター発生を

知らされ、状況がわからないままとんちんかんな受け答えをして

しまったそうです。
もう一人の水道専門家は、夕方外出した折に車を当て逃げされ

てパンク、外出禁止の時間の迫る中、パ トカー先導のレッカー車
で修理工場まで護送してもらった後、パ トカーに次々と無線で入
ってくる警戒指令のため、そのまま後部座席で街中のパ トロール

に付き合わされ、家に着いたのは深夜過ぎという経験をしています。

今回の暴動に比べれば規模は小さく、10日 も経たないうちに夕

方までの時間でカジノがオープンされたり、それまで滞っていた

住宅手当が4ケ 月まとめて支払われたりと順調に町中の落ち着き
が取 り戻されましたが、商店への略奪行為の横行 (特 にインド人

経営の店が的にされた。)、 大きな袋を担いだまま射殺された掠奪
者の写真、高層ホテルの窓から望遠 レンズで撮影 していたため、

軍に狙撃されて死んだ日本人旅行者等、暴動の爪痕は悲惨なもの

でした。夜間、暗がりでの物音に対する軍や警察の発砲により、人
ばかりでなく大や猫までがかなりの数で撃ち殺されたそうです。

ケニアはアフリカの優等国でもあり、周辺の内陸国にとっての

物質の流通拠点でもあります。ケニアの不安定はケニア国内ばか

りでなく周辺国への影響力澪十り矢Πれません。一刻も早い暴動の収束、
安定の回復が望まれます。

太陽のピラミッド         魔法使いのビラミンド

‐ ‐ ‐ ‐ 磯 蜀 醸 醸 ‐ ‐ ‐ ‐ 機 磯 鰺 磯 編 集 後 言己 ‐ 醸 機 由 ‐ ‐ ‐ ‐ 鶴 醸 醸 銀 ‐ ‐ ‐ ●

今年の夏は、高校野球・北京オリンピックと本当によく、長時FB5テ レビを見ました。感動するシーンも多くありました。そして

今、政局も動きが急になり、年金・医療費・食品などの問題に更に異常な天候も加わつて、一層暑さも増した夏だったような気
がします。皆々様も大雨や地震など、非常時の対策をお忘れ無きように。 (満 )

吾

」圧CK発足5周年を機にホームページを一新しましたのでこ覧ください。∪RLは従来と変らず http://wwtt j聡 こk lp

サーバーの契約容量が500MBと なり、より多くの情報が掲載可能となりました。」圧CK会員の相互情報交換のみならず、JttCK
の活動を広く世間に伝える広報媒体として、活用いたしたく考えております。今回は、とりあえず基本部分を作成・整理いたしまし
たが、今後順次内容の充実に努めますので、会員の皆様からもこ意見、掲載要望等をお寄せいただきますようにお願いいたします。
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