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巡礼その十八 インド６ ラジャスターン 

 

1998 年７月 30日 

 エアーインディアのサービスが少し良くなったような気がする。笑顔が少し

多くなり、やたらとビールはいかがですかとすすめる。後ろにあった喫煙席が

前になり、座席自体は少し狭くなったような気がする。夏休みのため機内は満

席である。直行便とはいえデリーは遠い。年のせいか長時間乗り物に乗ってい

るのがつらい。今回も一日４~500km 位車で移動するので不安である。毎日イン

ド料理で耐えられるか、お腹をこわさないか、疲労で病気にならないかなどい

ままでほとんど考えたことがなかった事が気になりだした。デリー空港にはハ

ルジットが待っているはずである。一年前一緒にカジュラホにいったガイドで

信頼出来る人である。飛行機が 20分ほど早く着いたのでハルジットがいるか不

安であったがすぐに見つかり飛んできた。去年の写真と今回の資料をわたす。

夜の電車まで時間があるのでタージパレスホテルで涼んでから前回行ったデリ

ーの BINGALI SWEET HOUSE でとても美味しい焼きそばを食べ、ザクロのジュー

スを飲んだ。夜汽車で食べるために甘いミルクに浸かっているチーズをタッパ

に入れてもらい、チーズケーキとカシュナッツにスパイスが付いているものも

買った。デリー駅はオールドデリーにあり非常に混雑している。初めての電車

の旅で期待と緊張でわくわくする。まずは赤帽とルピーの交渉から始まる。駅

は独特の雰囲気があり、私たちの列車はマンドールエクスプレスのエアコン付

き一等車で一時間前に着いたが始発なのでもうホームに停車してている。自由

席の車両はもう乗り込んでいる人で一杯である。私たちの車両はまだ真っ暗で

30 分前になっても入れないので不安になる。ハルジットがチェーンと鍵を持っ

ているかと聞くのでなぜと答えたら盗難が多くスーツケースごと盗まれるので

車内のポールにチェーンを巻きつけるのだそうだ。鍵屋がくるから買えという。

果たしておじいさんが体中にチェーンを巻き、鍵をぶら下げてやってきた。鍵

とチェーンを買いホームをぶらぶらしていたら 15分前にドアーが開き、車掌が
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チェックしてやっと中に入る。日本の B 寝台とほぼ同じでスーツケースを留め

るコードがありそこにチェーンで留め鍵をかける。ほどなくして乗務員が枕、

シーツ、毛布を持ってくる。下段には私と妻上段にはニュージーランドの夫婦

の子供が寝る。 

買ってきたスイーツを食べ、ベッドメーキングをしたらすぐに眠ってしまった。 

７月 31日 

 ジョードプルには朝の７時３０分に着き町のレストラン「カリンガ」でトー

ストにジャムとバターをつけてサンドイッチにしたものと目玉焼きにトマトと

ポテトがついたものを食べた。まずはお城に行く。エレベーターで上まで上が

り、ガイドの説明を聞きながら沢山の部屋を見た。以前テレビで見たが、木に

彫刻をするように石に彫刻してありとても細かい。屋上からは町が一望でき、

家々はブルーに塗られているのでブルーシティという。ちなみにジャイプルは

ピンクシティ、ジャイサルメールはイエローシティという。本来ブルーに塗れ

るのはブラフマンの家だけであったがいまでは誰でも塗れるそうだ。車で１時

間３０分ほど走るとオシアンの町で町に入る直前に目的のシヴァ寺院がある。

ここで遊んでいたブラフマンの子供がほかの寺院も案内してくれた。体力の不

安も忘れ 40度以上の暑さの中、寺院の写真を撮りまくっていた。寺院を廻って

いる間に野生のクジャクを沢山見た。オシアンの町はとても小さくブルーに塗

られた家が多い。マハーヴィーラ寺院でジャイナ教のお参りの仕方を習った。

火のついたお線香を５回像の前で回し、繞道を廻る。最後に丘の上にあるサッ

チャマータ寺院 SACHIYA MATA へ行く。丘の上まで階段が続き階段の上には門が

鳥居のように上まで沢山連なっている。町を見下ろすと、やはり青い家が多く

遠くに砂丘が見える。いまでは車であっという間に通り過ぎてしまう小さな町

であるが、８~10 世紀にはとても立派な階段池を持った重要な町であったであ

ろう。2時頃ジャイサルメールに向かう。街道の風景はデカン高原に似ているが

西へ向かうにつれ周囲の樹木はなくなり、決まったものしか生えていない。街

道の左右には日差しを遮るため一定間隔で木が植えてあり日陰を作ってくれ助

かるが、これもなくなる。また道路の周りは土や小石から、砂に変わり、山や

丘は無くなり水平線が見える。もちろん農地も無くなり、ヤギ、ウシ、ラクダ

の放牧に変わる。荷物を運ぶのはウシに変わってラクダになる。いよいよアラ

ビアンナイトの世界である。途中トイレのために車の外に出たら熱風で息が出

来なかった。空が茜色になってきた時ジャイサルメールのシンボルである城壁
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が見えてきた。町を抜けてホテルに向かう。スリ・ナラヤニ・ニワスパレス SRI 

NARAYANI NIWAS PALACE ホテルは昔のキャラバンサライを改造して作ってあり、

とてもムードがあるがレセプションもバーもロビーもオープンになっており冷

房がないのでとても暑い。部屋は冷房が入っているので涼しい。レストランは

二階にあり、やはり冷房がない。８時を過ぎても 37、38 度はあり風が入らない

のでここもとても暑い。食事はビュッフェであまり美味しくない。客はヨーロ

ッパからの団体客とフランス、イタリアの個人旅行者である。帰りにアーケー

ドの本屋でとても良い本を見つけたが 70 ドルもするが 15 ドルのラーマーヤナ

の本をつけさせて買った。プールは室内にありとても不思議なローマ風呂の様

で泳ぐものではないような気がする。 

8月１日 

 庭で朝食を食べる。朝は涼しく気持ちがよい。今日はまずシタデルのジャイ

ナ教寺院から見学する予定であったが12時からと言われ、先にお城を見学した。

部屋が沢山あり屋上から町を眺めると全体に黄色でイエローシティだ。砂漠の

真ん中の町というのがよくわかる。次に王の墓（記念碑）のチャトリへ行く。

何もない丘の斜面に大小さまざまなチャトリが建っている。チャトリの中央に

は王の経歴を書いた碑がある。とても暑かったが一応すべて見学した。ラクダ

に乗って観光している外国人をよく見かける。ジャイサルメールの家畜はほと

んどラクダとヤギでウシはあまりいない。荷車を引くのはラクダである。とこ

ろどころ丘が砂丘になりつつある。カディサルタンクを見学して町に戻る。ま

ず大臣や豪商の建てた住宅ハヴェリーを見学する。主席大臣サリーム・シン

SALIM SINGH のハヴェリー、大臣ナトマル NATHUMAL のハヴェリー、豪商パトウ

ォン PATWON のハヴェリーなどが素晴らしい。町の中は迷路のようになっていて

楽しい。各ハヴェリーは４、５階の高層になり、外壁も内壁も彫刻が多用され

中庭を持つものもある。建物の材質が木材ならばカトマンドゥ－の町にとても

良く似ていると思った。シタデルに戻りジャイナ教寺院へ行く。多数の寺院が

集まってとても複雑な形をしており、祠堂を回廊が取り囲む。シタデルの中に

は食堂がないので町におりてナタラージャという屋上レストランへ行く。エッ

グカレー、茄子のサブジ、チキンビリアーニを食べる。町の中を見学し一度ホ

テルに戻り、プールで泳ぎシャワーを浴びている間に夕立があった。５時にラ

クダに乗るためにサム砂丘へ行く。一時間ほど何もない所を走ると道端にラク

ダと客引きが見えてくる。さらに進むと砂丘にぶつかり、砂丘の下にラクダと



 4 

客引きとキノコのような家が集まっている。すぐに 2、３人が寄ってくるがハル

ジットは乗るそぶりを見せない。彼がヒンドゥー語で何か言ったとたん 40、50

人の客引きに引っ張られパニックになった。なんとかその中の３頭を選び乗る。

もちろんラクダは初めてで乗る時は良いがラクダが立ち上がる時と座る時がと

ても怖い。頭から落ちそうである。黄昏時、空はとてもきれいであまり暑くな

く、気分はアラビアのロレンスである。砂はとても細かく柔らかく、目をつぶ

って風の音とラクダに付いている小さな鈴の音を聞いていると、えも言われぬ

世界に引き込まれる。約一時間砂丘の周りを回り、元の場所に戻った時に素晴

らしいものを見つけた。スカラベである。あの糞転がしがラクダの糞を一生懸

命転がしている。ファーブルの昆虫記で読んだ、またエジプトの壁画や宝石に

なっている聖なる昆虫である。チャイを飲みながら観察していたが全く飽きな

い。町に戻りトリオと言う屋上レストランで夕食を食べた。外国人観光客で満

席である。 

８月 2日 

 朝８時にバールメールに向かって出発。砂漠の道を３時間ほど走るとバール

メールの町に着く。さらにパキスタン国境に向かって 30分進むと道が分かれて

おり、道を聞くと左へ行けというので 10分ほど走ったら軍の敷地にぶつかり進

めない。元に戻り反対側の道を 30分ほど行くと目的地キラドゥの村に着き、丘

の間に写真で見た寺院が見えてきた。入り口のゲートが閉まっているので乗り

越えて中に入るとすぐにウォッチマンがやってきた。ここは砂漠の中に５つの

寺院があり周りはサボテンでまるでメキシコのようである。同じような小型の

シヴァ寺院が３つと崩壊が激しい２つの大きな寺院がある。特に大きな寺院

SOMESHWARA の彫刻は細かく素晴らしい。いまは西部劇の舞台のようなこの場所

は当時重要な場所であったと思われる。ジョードプルに戻る。砂漠の中を今度

は東に行くので緑が多くなり、街道にも並木が出来てくる。４時間ほど走ると

ジョードプルに着き、ここから今夜泊まる宮殿ホテルウマイド・バワン 

UMAID BHAWAN PALACE に向かう。ここは現在もマハラジャが住んでいる宮殿で

347 室の半分をホテルにしている。日本の国会議事堂と同じ時期にイギリス人に

よって設計され国会議事堂と似ている。内部は中央のホールの吹き抜けが素晴

らしく、レストラン、バー、ビリヤード場、客室と大理石で手抜きはいっさい

なく素晴らしい。とても広く迷路のようになっており部屋に帰るのが大変であ

る。プールはインドア－で地下にある。円形でやはり大理石が多用されている。
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部屋に戻りシャワーを浴びているとハルジットがやってきて、財布はあるかと

いきなり聞いてきた。すぐに調べたら妻の財布がない。ハルジットは運転手か

ら聞いた話ではドライバー仲間の間でジャイサルメールのホテルで日本人が財

布を忘れて行ったと噂が広まっていた。おそらくチェックアウトのとき財布を

出してそのまま置いてきたらしい。財布の中には運転免許証、カード、日本円

10万、USドル 500 ドルなどが入っている。ハルジットにホテルに連絡を取って

もらう。夕食を食べにメインダイニングに行ったが、今はオフシーズンなのか

宿泊客があまりいないため狭い別の部屋を使っているので、アップライトされ

た庭園と巨大な柱に囲まれたコーヒーショップでビーフストロガノフを食べた。

そこへハルジットがやってきてこれからタクシーで財布を取りに行くのでタク

シー代を出してくれという。ホテルの話では財布の中身はほとんどあるそうで

ある。もちろん了解してハルジットに取りに行ってもらった。ここでジャイサ

ルメールのホテルで会ったイタリア人夫婦と三度目の出会いがあった。二度目

はサム砂丘でお互いにラクダに乗って。 

８月３日 

 朝ハルジットが財布を持って部屋に来た。中を調べたらなくなっているもの

はないと妻が確認しハルジットにお礼をした。世界中で財布を落としそのまま

出てくる事は奇跡である。インドを見直した。朝食はデニッシュが沢山あり、

ヨーロッパの人たちが美味しそうに食べていたので我々も食べる。８時にウダ

イプルに向けて出発。南下して行くとまた緑が多くなり、山の中に入る。山の

上はやや涼しく、畑もあり肥沃である。サドリ SADORI という村にあるパールシ

ュヴァナータ寺院を見て村の中を歩くととても不思議なかなり昔のサーカスの

ポスターが張ってあった。ここから 2 時間でジャイナ教の聖地ラーナクプルで

ある。周りにはなにもない山の中であるが、駐車場にはバスが何台も止まって

おり、巡礼者がひっきりなしに訪れる。中心の寺院はアディナータ ADINATHA で

インド建築の最高傑作と言われている。白大理石の雄大な寺院で床以外はすべ

て彫刻されており、吹き抜けのホールが素晴らしい。私の個人的な意見として

あまりに清楚で美しく無機的な感じが好きではないが建築の素晴らしさは認め

る。このほか境内にはパールシュヴァナータ寺院、ヒンドゥー教のスーリヤ寺

院がある。アディナータ寺院でサンダルを預けてしまったので寺院巡りをする

と足が痛い。ここから山を下り４時間でウダイプルに着く。ビチョーラ湖とフ

ァテーフ湖を中心にしたとても美しい町で今日と明日はレイクパレスホテル
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LAKE PALACE に泊まる。まずはチェックインするためにビチョーラ湖から専用ボ

ートでホテルの桟橋に向かう。レイクパレスホテルはこの人造湖を作ったウダ

イシン王が湖の中に作った離宮で中庭やプールが見事である。私たちの部屋は

船着き場の上で対岸の宮殿がよく見える。夕食はメインダイニングでビュッフ

ェである。コンチネンタルとインディアンで美味しいのであるがジョードプル

から左肩が痛くなり日ごとにひどくなり食欲もなくなってきた。おそらく冷や

したのが原因かと思われ夜もあまり眠れない。 

８月４日 

 ８時にホテルを出てウダイプルの近郊の寺院を廻る。まず北に 25km 行ったナ

グダ NAGDA のサスバフ寺院 SASBAHU で珍しく外人観光客もいる。今はあまり水

がないタンクの前に二つの寺院サス寺院とバフ寺院が建っておりその前にとて

も珍しい三連のトラナが立っている。両寺院とも彫刻が素晴らしい。タンクの

中にも小さな祠堂が建っている。タンクには蓮が沢山あるので蓮の時期に来て

みたい。エクリングジの村はラクリシャ寺院の門前町で、巡礼者が多い。写真

は禁止である。寺院の前の店で本尊のムカリンガを買う。この周囲に沢山の寺

院がある。アヘール AHAR の村にあるミラ寺院 MIRA はシカラしか残っていない

が彫刻が良い。井戸がありその中に小さい男女の神の彫刻がある。ミラ寺院の

前ではジャイナ教寺院を修復していた。ウダイプルに戻り町の中で昼食をとる。

焼き茄子のカレーが最高であった。市内王宮はとても大きく増築を重ねてある

ので内部が迷路のようになっている。ガイドの説明を聞きながら一人が通れる

狭い通路を通って部屋から部屋を巡るといつの間にか中庭に出て、いつの間に

か屋上に出る。なんとここでもあのイタリア人夫婦がいたのでチャオと声をか

けると、とてもうれしそうにチャオと言っていた。団体旅行ならコースはほと

んど同じだが、お互いに個人旅行で私が立てたスケジュールでホテルも全部私

が決めたものでしかも同じ時間に同じ場所にいなければあえないのである。と

ても不思議であった。その後庭園に行き庭師にチップを上げると噴水を出して

くれる。色々な庭に行くたびにバルブを最大に開いてくれる。ちゃっかりイン

ド人の観光客が我々の後をついてくる。葉の裏に水を当てて雨の音を作ったり、

虹を作ったりしてくれた。ホテルに戻りアーケードで昨日見ておいたミニアチ

ュールの値段の交渉をする。ウダイプルは細密画が有名なので町中のお店を見

たが質が良くなくかつ高い。どこのお店に行ってもラーマーヤナなどのストー

リー性を持ったものがない。アーケードの店にはタントラ的なものと植物画の
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良いものがあったので買う。ディスプレイされてあったガネーシャの細密画が

とても良かったのでこれとお土産物用にラクダの絵を買う。プールは小さいが

ロケーションがとても良くここでしばらく泳ぐ。このホテルは離宮なので屋上

に円筒形の２mぐらいの小部屋が建物の隅などに造られている。窓はなく透かし

彫りがしてあるので内部は少し明るい。プールにも二つ小部屋があり、一つは

シャワー室として使用されており、もう一つはガラス職人（ガラスで象眼をし

たりする）の工房となっている。狭く薄暗い中で机を置いて座って熱心に仕事

をしている姿を見ると、城に幽閉された職人みたいで面白い。そこへヨーロッ

パの 20歳ぐらいのとても美しい女の人が狭い仕事場の中に入ってきた。二人で

楽しそうに話をしているのを見ていると、職人（実は王子）に恋した女王様の

ようで、メルヘンの世界に想像を馳せる。なんと二人は一時間以上話をしてい

た（私も一時間以上見ていた）。７時にパティオでおこなわれるパペットショウ

を見る。動きがインド映画の様でとても面白い。夕食はビュッフェでマッシュ

ルームパイとピーマンの肉詰、パイナップルアイスクリームが絶品であった。

妻の具合が悪くなり、私の肩もひどくなり、ウダイプルの薬屋で肩の塗り薬と、

スプレー式のサロンパスみたいなものを買ってもらいそれをシューと塗る。 

８月５日 

 ウダイプルから 60km のジャガト JAGAT にあるアンビカマーター寺院 AMBIKA 

MATA へ行く。とても保存状態が良い小さな寺院で、これが発展してカジュラホ

の寺院になったようだ。彫刻も素晴らしく、珍しいキンナラとキンナリーの彫

刻があった。チトルガル CHITORGARH に向かう。チトルガルはメーワール王国の

都城でイスラム軍により1567年に陥落されたが数千人の婦女が辱めを受ける前

に火の中に身を投じた。その後首都はウダイプルに移された。ガイドがついて

説明してくれる。崩れた王宮が面白い。ここでガイドがシダの葉を手に押し付

けて胞子でシダの形が出来るのを見せて、昔はこのようにしてお化粧をしたと

教えてくれた。勝利の塔 JAYA STAMBHA は入場料を払うと上まで登らせてくれる

が閉所恐怖症と高所恐怖症のある私にはとても勇気のある決断であった。とて

も狭い複雑な階段（中央の螺旋階段と外側の階段を交互に上ってゆく）を廻り

ながら上って行く。最上階からの見晴らしはとても良かった。そのほか名誉の

塔 KIRTI STAMBHA やヒンドゥー寺院などを見ていたら時間が過ぎてしまったの

で今夜のホテル州立バンガローのパンナ PANNA に行く。冷房はなく蚊の住処と

なっており蚊取り線香でなんとか凌いだ。夕食は外のレストランでカレーとチ
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ャパティで今回の旅行で米はほとんど食べていない。チャパティはタンドール

で造ったものとフライパンで造ったものがあるがともに美味しい。タンドール

のものはふっくらとして食べがいがある。今夜も肩が痛くて眠れない。 

８月６日 

 ７時にコターに向けて出発。途中メナル MENAL の村にあるマハーナレーシュ

ワラ寺院 MAHANALESHWARA を見学する。道路から 50m ほど入るとほとんど崩れて

いるが周壁に囲まれた立派な楼門が現れる。敷地はとても広く境内にはとても

大きい珍しい僧院、３連のトラナなど色々な建物がある。さらにメナル川を挟

んで反対側にも祠堂と僧院がある。メナル川はとても綺麗な川で水遊びをする

には絶好の川で寺院のすぐ下で滝になっている。ここも今は寂れた村であるが

当時はとても大きな町であったと思われる。次にビジョリア BIJOLIA の村にあ

る UNDESHWARA,UEIDANATHA,HAJARASHWARA 寺院とタンクを訪れる。ウンデーシュ

ワラ寺院はチャトリを乗せた珍しい形をしている。13、14 歳の子がスピーカー

でへたなお経を読んでいた。コター近くのジャイナ教の食堂で遅い昼食を食べ

る。壁にジャイナ教のヤントラがかかっている。コターは大きい町でここから

40kmの所にあるバドリBADORIにあるガテーシュワラ寺院GHATESHWARAへ行こう

と思うのだが誰も知らない。５、６回聞いてやっと州境の方にある自然公園の

近くにあることがわかる。山を越え自然公園を抜けると林の間からシカラが見

えた。まず小さなタンクの中央に祠堂が建っている。その先に小川があり渡る

と大小の祠堂や壊れた柱、リンガ、ドアーフレイムなどが散在している。ガテ

ーシュワラ寺院はとても立派な寺院で大きなオープンマンダパがついている。

壁龕の彫刻が無くなっているのが悔やまれる。マヒシャスラマルディニー堂、

ガネーシャ堂、ヴァーマナ堂など本尊の彫刻も素晴らしい。特に柱に彫刻され

ている女神がよい。コターに戻り今夜の宮殿ホテル BRIJRAJ BHAWAN PALACE を

探すがなかなか見つからない。ようやく見つけたホテルは川のほとりに建ちと

ても古い。１週間に一組ぐらいしか泊まらず、今夜も私たち一組である。部屋

は二階で鍵付きの専用階段から上がる。とても広い部屋で冷房がついている。

ボーイが来て夕食はチキンかマトンかと聞くのでチキンにした。１階の居間は

とても広くマントルピースやシャンデリアが豪華で色々なコレクションもある。

カーテンの奥がダイニングルームで 12人がかけられるテーブルがあり、そこの

右端に私たち二人だけである。夕食はチキンと言ったのにマトンカレーが用意

されていた。その他オクラと瓜のカレー、ダルカレーでボーイが一人に一人付
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きその他に一人立っている。二人ともインド料理に食傷気味になっておりまた

肩が痛く食欲もなくなっている所に、とても熱心にカレーのお替わりはどうか、

ライスのお替わりはどうか、パンはどうかと勧める。食べる所をジッと見てい

るので無理に食べた。味は普通であったがデザートのアイスクリームは美味し

かった。このダイニングルームは天井が高く、壁に沢山の動物の剥製の頭が掛

けてある。私の上はトナカイで、妻の上はバッファローである。肩が痛いので

早く寝るが眠れない。 

８月７日 

 11 時 15 分の電車で帰るので 10 時までゆっくりしている。席はキャンセル待

ちの３番目であるが、ハルジットは 100％大丈夫という。ボンベイからデリーを

経由してアムリトサルまで行くゴールデンテンプル号で遅れが心配である。イ

ンドの電車は２~３時間は当たり前に遅れるというが、行きの電車もほとんど

定刻に着いた。なんと 11 時 10 分にコターに着いた。行きと同じ１等寝台クー

ラー付きで昼なので座席にしたりベッドにしたりしている。私の席は通路に対

して平行にある座席で窓を独占してカーテンを閉めて毛布にくるまって肩の痛

みに耐えていた。しかし寒いのなんの、Tシャツにシャツを着て毛布に包まって

いないと凍えそうである。特に上段は北極である。ほとんどの人が頭から毛布

をかぶって丸まっている。外は大雨である。電車がマトゥラーに着いた。ここ

は大きな駅なので 20分ぐらい停まっている。ホームに降りて暖まりながらビス

ケットと熱いチャイ、ここの名物のペーダ PEDA というお菓子を買う。40ルピー

もするがとても美味しい。ここで半分近くの人が降りたためさらに寒くなる。

外の景色が水田や畑になりデリーに近づくと電車はスピードを落とし、駅に近

づくとさらにノロノロになり、このとき赤帽がいっせいに飛び乗ってくる。 

行きはオールドデリー駅から乗ったが、帰りはニューデリー駅である。ホテル

はダージパレスで夕食はホテルの中華に飛び込んだ。とてもモダンで従業員は

美男美女ばかりで皆インカムをつけている。さすがタージである。すぐにキム

チが出てきて生き返った。まず鳥のチリガーリック炒めで手羽が 10個あり、め

ちゃウマである。その後フカヒレのスープを飲み、茄子のチリソースもウマい。

揚げ焼きそばは美味しくなく、量が多く残してしまった。デザートはアイスク

リームにカシュナッツが添えてあるものを一つ頼んだら二人で分けるのかと聞

かれたので、そうだと言ったらたっぷり 2 人前来たので請求書を見たら一人前

であった。あまりウマくない。今回の旅行で美味しかったものは、レイクパレ
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スホテルのパイナップルアイスクリーム、タージパレスの鳥の手羽、スィート

ハウスのガーリックジンジャーチョウメン、藤屋のフライドプラウンチリソー

ス（エビ団子）、である。肩が痛くて眠れない。 

８月８日 

 チェックアウトは 12時なのでそれまで部屋にいる。ハルジットが頼んだ本を

持ってきたが７冊で 13kg もあるので 5000 ルピーで日本に送る。まずカーンマ

ーケットに行って昨日ホテルで見た MTV にとても良い曲があったので曲名を控

えてカセットを買ったらなんとインド人のグループだと思っていたところアメ

リカ映画のサウンドトラックで監督はトムハンクスであった。その後本屋を見

てサガデパートでナタラージャを買う。藤屋へ行ってエビ団子とワンタンスー

プと焼きそばを食べて空港へ行く。イミグレーションで大事件が起きた。毎回

入国の時や出国の時に私だけが特に長いので何かあるのかなと思っていたが、

今回は最悪であった。10 分近く待たされたので何か問題があるのかと聞くとノ

ープロブレムという。私のパスポートナンバーを控えて行った役人が戻ってく

るとすごい顔で私を見る。どうしたのかと聞くとバッドフェイスだというので

むかっとしてなぜだと言った。あなたは日本人ではないというので怒りが頂点

に達して、私はインドを愛しておりヒンドゥー寺院を研究するために６回もイ

ンドに来ている、すぐに日本大使館に連絡しろと怒鳴って免許証やクレジット

カードなどを叩き付けた。そうしたらすぐに出国のスタンプを押した。おそら

く偽装パスポートと同じナンバーではないかと思う。しかし今回は本当に怖か

った。このまま出国できなかったらと思うとぞっとした。次回はパスポートが

変わってから来よう。 

 

 


