
6 月度木曜例会（2011/06/02） 

本日のゲストスピーカーはスリランカの Himali さん。

10 年前来日、タイトルは Sri Lanka-The Pearl of the 

Indian Ocean です。サンスクリット語で Sri は

Venerable、Lanka は Island で高貴な島を意味しま

す。インド洋の涙とも言いませんでした？ずばり国

名からロマンを感じさせられますね。では早速その

内容をご紹介しましょう。質問形式でぐいぐいと聞き

手を引き込んで行くテクニックもさすがでした。 

１） Sri Lanka のオフィシャルネームは？

Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka です。 

２） Sri Lanka の挨拶は Ayubowan と言いますが、この意味は？ 

May you have a long life! です。 

３） 世界地図の上で Sri Lanka はどこでしょう？（これは皆さんには簡単過ぎました） 

４） では北海道と比べてどちらが大きいでしょう？６５千 sqkm ですから北海道の約８０％しかありません。

標高２５２４ｍが最高点です。国の歴史ですが簡単に取りまとめると 

   BC5 世紀 シンハラ人の祖先がインドから移住。 

   BC3 世紀 アショーカ王の王子マヒンダが仏教を伝える。 

   王朝の変遷 

   16 世紀 ポルトガルの植民地 

   17 世紀 オランダの植民地 

   18 世紀 イギリスの植民地 

1948年 独立し Ceylon となる。 

1949年 1972 年 Sri Lanka に国名変更 

   1983－2009 LTTE テロ組織による独立運動・内戦状態続く。 

５） さ て 首 都 は ど こ で し ょ う ？ Colombo と 思 い き や Sri 

Jayewardenepura Kotte です。Feb.4.1948 に独立  人口は

20,238 千人、 

人々の服装について 一般的には西洋化されていますが伝統的

なドレスとして女性は Sari,男性は Sarong があります。（ここで突

然サリーをまとったモデルの登場、一同驚きの拍手）  

National Symbol 花は Blue water lily, Iron wood tree, Blue Sapphire 等も説明ありまし

た。 

６）国旗の中になぜライオンが描かれているのでしょう？スリラ

ンカには象はいてもライオンはいないのに。答えは SINHALA

の SINHA は Lion, LE が Blood を意味し、According to legend, 

Sinhabahu or Sīhabāhu ("Lion-arms"), was the son of a Vanga 

princess and a lion. He killed his father (the lion) and became king of 

Vanga. His son Vijaya would emigrate to Lankā and become the progenitor of the Sinhala people.

（Wikipedia 参照）と言う神話の世界から来ています。 

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Sinhabahu&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/wiki/Vanga


７）左の図は何でしょう？答えは道路標識です。上

段がシンハラ語、中段タミル語、そして下段が英語、 

と言うことは 74％、18％、その他が 8％の母語で英

語は 10％の人が堪能との事。教育現場では英語が盛

んに使用されています。Himaliさんがタミルの人と

会話するときは英語で。 

また宗教は仏教 70％、ヒンズー15％、キリスト教 8％、 

イスラム教 7％の割合です。 

経済面、教育面、消費物価日本との対比、交通機関等の解説もありました。 

 

８）愛し合う二人がどうしても結婚できない理由は何でしょう？答えは Horoscope でした。一

年前同じ Sri LankaのスピーカーNilminiさんも凝っていて旦那があきれている、と言う話で

したね。 

 

９）代表的な食べ物は？もちろん日に三度カレーです。右手を使

って手で食べます。特別な日の料理としては Kiribath があり

ます。シンハラ語で Kiriはミルク、Bathはライス、ココナツ

ミルクライス？ちょっとイメージ湧きませんが。その他豊富な

果物の数々、そして Ceylon Tea の美味しい入れ方についても

解説がありました。 

 

10）Festival は？ 

New Year Festival は 4 月 13～14 日、auspicious time が毎年違うそうで 10：45am とか。 Modern day 

activities related to the celebration of the traditional New Year is based on auspicious times 

given by the astrologers. The New Year celebration is therefore can be thought as a complex 

mix of Indigenous, Astrological, Hindu, and Buddhist traditions. 

Vesak Pandoles は（日本では花祭り）  

Vesak is considered as both a religious and cultural festival in Sri Lanka. It is celebrated on the 

day of the full moon in May. Vesak Day is one of the biggest days of the year in the Buddhist 

calendar. During the Vesak Festival week, the selling of alcohol and meat is usually prohibited, 

with abattoirs also being closed. 

Kandy Esala Perahera(The festival of the tooth)is the grand festival of Esala held in Sri Lanka. It is 

very grand with elegant costumes. Happening in July or August in 

Kandy, it has become a unique symbol of Sri Lanka. It is a Buddhist 

festival consisting of dances and nicely decorated elephants. 

UNESCO 世界遺産にもなっている Sri Dalada Maligawa (Palace of 

the Tooth Relic of Buddha) も紹介されました。 

   

 

Q&A です。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology
http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism
http://en.wikipedia.org/wiki/Festival
http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism
http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant


Q.海に囲まれているのだから皆泳ぎは得意では？A.スイミン

グプールは少ないので特に都会では泳げない人が多いの

では、ちなみにわたしの家族だめです。 

Q.マクドナルド在ります？A.大都市には在ります、ただし味

は違います。 

Q.回転寿司は？A.多分無いと思うが知りません。日本料理

店はあります。 

Q.象、離し飼いじゃないですよね？A.飼い主がケアしてます。

リッチパーソンの象徴でしょうか。 

Q.牛は？A.今でも農業でよく使われる存在です。 仏教とヒンヅー教の影響もあり、牛肉を食べない家

が多いと思います。放し飼いもいます。 

Q.ハイキングで猛獣に逢うのは？A.山とジャングルは違いますよ。 

Q.日に三度のカレーって同じ料理なの？A.バラエティ豊富です。 

Q.宗教に関わらずカレーは手で食べるのですか？A.特別層以外、皆手で食べます。 

Q.熱いカレーは手では？A.そうですね、冷ましてからですね。 

ちなみに例会の一週間前、日本語教室の行事で Nilmini さんと Himali さんの Sri Lanka 料理教室が開

催され、美味しい本場チキンカレーを賞味しました。メニューは Yellow rice, Chicken curry, Sri Lankan 

style green salad, Papadam（defined as 'a kind of thin cake made of rice or pease-meal and baked in 

grease' or 'a thin crisp cake'） Yogurt with kitul treacle, そして Tea、それはそれは結構な味と香り、半

日胃を中心に体がホカホカしていました。写真は Blue water lily,そして Vesak Pandoles の飾り物です。 

Himali さん、大変お疲れ様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q&A に入る前サリー、サロンの着付け教室が開催されました。長い一枚の布がたちどころに変化。 

 

 

 



 


