10 月度土曜例会（2013/10/19）
本日のゲストスピーカーは Ms.Nirumini Ikemoto タイトルは New Sri
Lanka-Worlds No.1 Tourist Destination です。3 年半前に All about my
country: Sri Lanka と言うテーマで何はともあれ Sri Lanka は最高、パラダ
イスです。みなさん！ Please do visit my country!!と熱く語ってくれまし
た。本日も多分……..。
お名前の通り日本人の夫君、二人のお嬢さんは大学生と小学生、もう 21
年間日本に住んでいます。花博のコンパニオンとして日本に来たのがスタ
ートでした。現在はシンハラ語、英語教師の傍ら各種の国際交流活動に奔
走している毎日です。スピーチ内容は 1）Sri Lanka 2）After the Civil War
3）Food 4)

日本と Sri Lanka

5）私の夢、personal project

そしてサ

リーの着付け実演のおまけ付です。では内容に。
1）Sri Lanka 日本との時差 3.5 時間、7000km 離れています。成田から 9 時間、週 4 便直行便があり
ます。フライトアテンダントは私同様全員きれいです。人口は 2 千万強、北海道よりちょっと狭い国土
面積、山間部は年間寒いですが海岸沿いは常夏、魚貝類は豊富でまぐろ、
ロブスター、いかなどなんでもおいしい。近年世界中から人が集まります。
理由は Matara の近くでシロナガスクジラ Watching が出来る事です。

言語は Sinhara73%（Sri Lanka 国内のみ）
、Tamil18%（20 カ国く
らいで使われる）、その他ですが左は Sinhara の例で“な”にキャッ
プが付くと“に”に、“ら”にひげが付くと“る”に以下同様です。
Nil はブルー、Mini はサファイアを意味します。
8 つの世界遺産を持ち別名 Pearl of the
Indian Ocean と 呼 ば れ ま す 。 首 都 は Sri
Jayawardenapura Kotte.

覚えにくいでしょう

が後から ああ、そうかと理解できるでしょう。
1948 年イギリスから独立して 65 周年を迎えま
した。
2）After the Civil War
Colombo から Galle へのハイウエイが開通、3
時間掛かっていたのが 1 時間で、さらに Matara
までが近々オープン、計 1.5 時間で着きます。そ
の先の Hambantota には大型の国際空港もオー
プンしています。
日本ではあまりポピュラーではありませんが東
アジアの国では一番多くの観光客が訪れている
のですよ。
3）Food &Fruits
果物の豊富さは誇れます。米が主食ですが美味
しい料理の数々のほんの一部を紹介しましょう。

ココナツの中の汁は捨てます。若いうちは飲めますが。キングココナツは only drinking purpose でポカ
リスエット風味です。


Kaha Bath: turmeric 入りごはん。ウコンの力ががん予防に。



Kiri Bath: Milk Rice 新年のココナツミルク入り赤飯のようなもの。



Appa : Rice flower ココナツミルク、塩、ベイキングパウダー。



Iddi appa: string hoppers ビーフン料理。



Kokis: ポテトチップスの様な料理。



Curry は日に 3 度、右手で素手で食べるのが美味しいです。



Cloves: これをかじれば歯医者要らずです。



Rambutan: ライチの 20 倍美味しい。



Passion Fruit: ジュースがこれまた美味。

トレビ

カレーライスを初めて食べた日本人は？文久遣欧使節がコロンボに立ち

寄り最初にカレーを食べた。
夏目漱石も Colombo で名物のライスカレーを喫すと書いている。

4) 日本と Sri Lanka
ここで日本にとっては忘れてはいけない人物の登場です。1951 年サンフランシスコ講和条約会議で当時
のセイロン代表 Jayawardene 氏（後に大統領に）の有名なスピーチは We do not intend to do so for we
believe in the words of the Great Teacher [Buddha] whose message has ennobled the lives of countless
millions in Asia, that 'hatred ceases not by hatred but by love'." He ended the same speech by saying "This
treaty is as magnanimous as it is just to a defeated foe. We extend to Japan the hand of friendship and
trust that with the closing of this chapter in the history of man, the last page of which we write today, and
with the beginning of the new one, the first page of which we dictate tomorrow, her people and ours may
march together to enjoy the full dignity of human life in peace and prosperity.

吉田首相がすぐに厚くお礼し国賓として来日、天皇陛下からも厚いもてなしを重ねられた。昨年両国国
交 60 周年記念セレモニーが開かれ、数々の記念事業も行われています。
さあ、ここでお分かりですね、あの長い名前の首都 Sri Jayawardenapura Kotte. もう覚えたでしょう。
彼は死後片方の角膜を Sri Lanka 人に、もう一方を日本人に提供しました。長野に住む女性が受けたそう
です。
5）私の夢、My projects in Matara and Gelewela
一つは皆さん、使わなくなっためがね、レンズが片方無くてもフレームだけでも結構です。レンズの度も構い
ません。Sri Lanka はまだ途上中ですからめがねを望んでいる人達に届けたい。希望者が沢山いますのでご協
力どうぞよろしく。In Matara, I have a few blocks of land facing the Main Road. One has 450 tsubo and the
other is a 2264 tsubo land. My idea is to put up a cottage-style hotel for Japanese people on the bigger
land.Also my family has a nearly 10000 tsubo land in Galewela, near the world heritage site

Dambulla. Here, I am planning to put up a resort for Japanese people who have retired from their jobs
in Japan. So, if you or anyone know to you is interested in joining this business, please do let me know. I
am looking for partners. If there is anyone who has an interest in doing business with mw in Sri Lanka,
I can make a presentation anytime or even take you to Sri Lanka to show the lands anytime.

Q&A


缶詰めのココナツミルクは日本でも手に入ります。Milk rice の作り方は難しいですか？簡単に出来
ますよ。（ここでレシピ紹介）



美味しいセイロンティーの入れ方を教えて下さい。その質問待ってました！良い水、良いヤカンを
使って下さい。安いアルミヤカンはアルツハイマーになりますよ。沸騰したお湯を注いでは駄目、
1 分間待ちます。注いだらカップを 2~3 分カバーしましょう。ミルクティーの場合はお湯を半分に、
ミルクは他の容器で温めティーに注ぎます。Royal milk tea の出来上がり！



Coke は一般的ですか？Sri Lanka は Not modern です。我が家では水とフルーツジュースでした。子
供はよくエンエンジュース作ってと言っていました。ミキサー音がエンエンと聞こえたんですね。



いつのシーズンがお薦めですか？一年中です。4 月はお正月だからあまり観光客向きではないかもし
れませんが、Cultural な面を考えれば良いかもしれません。



ボルネオに行って象、ワニを見て非常に良かったんですが？なぜボルネオなの？象とワニ以外にも
野生動物が沢山います。料理も最高だし山も海岸もきれいだし、空気も美味しいし全てがコンパク
トにパックされています。パラダイスなのですよ。さあ！ツアーを組んで Sri Lanka に行きましょう。

