第 1 回タイ文化圏 Study Tour 行動記録（報告）
１．日 程： 2011 年（平成 23 年）2 月 19 日（土）～3 月 1 日（火）の 11 日間
２．参加者（6 名）
：

L 前田栄三、岡 邦俊、亀田義憲、川畑直美、古瀬駿介、齋喜國雄（記）
Leader・Coordinator・会計

： 前田栄三

行動記録・写真記録・作成＆報告：

齋喜國雄

３．目 的：
（1）タイ王国の北タイ西部の街、尐数民族の村々を訪問し、生活文化の一端に触れる。
（2）古都チェンマイの国立博物館、古寺を訪れ Lanna 王国等の歴史を偲び、学ぶ。
(3）タイ王国の最高峰 ドイ・インタノン（2,565ｍ）の頂上に立つ。
(4）北タイに残る旧日本軍将兵の「慰霊碑」
「戦争記念館」、遺品を保管している寺院等を訪れ
慰霊する。彼ら将兵が歩んだ（進軍し敗走した）
「道」を通り往時を偲び鎮魂の意を表す。
2 月 18 日（金） 出国
羽田国際空港タイ国際航空チェックインカウンター前に、2100 に集合した（岡 邦俊、亀田義憲、川畑直
美、古瀬駿介、齋喜國雄の 5 名、前田はチェンマイで合流）
。
2 月 19 日（第 1 日＜土＞）
羽田国際空港 0020（0044 離陸）タイ国際航空 ＴＧ661 便。日本時間 0120（タイ時間は 2310）真夜
中の軽食サービスあり。日本時間 0545 朝食。タイ王国スワンナブーム国際空港 0520（0507 着陸＜タイ時
間＞）バスで空港ターミナルビルまで移動。広い空港内を動く歩道などを使ってチェンマイ行きのチェック
インゲートまで 1ｋｍ程移動。税関の荷物検査で川畑さんが羽田で買いこんだ飲みかけのウイスキーを没収
されてしまった。こんなことなら無理しても胃袋に収めておけばよかった。乗換えのため 2 時間程待合室
で待機後、再びバスで搭乗機まで移動したが大分遠かった。スワンナブーム国際空港 0750（0830 離陸）
。
タイ国際航空ＴＧ102 便。パンとケーキの機内サービスがあった。チェンマイ空港着 0910（1023 着陸）
。
予定より 1 時間 20 分程の遅れ。
今回のツアーで全行程お世話になる現地旅行会社「ランベル・ツアー」のガイド ランシー・ルアンソー
ン（通称ノイ）さんの出迎えを受け車で市内に移動。途中両替店（はちみつ屋）に寄り各自必要額を両替後、
宿泊先の「センタラ・ドゥアンタワン」ホテルにチェックイン。チェンマイ市の東側のホテル街にある 24
階建のホテルだが傍らをどぶ川が流れていた。ホテルの威容に比べると環境とのアンバ
ランスに驚く。ホテル（1310）→昼食と市内見物を兼ねノイさんの車で堀と城壁に囲ま
れた旧市街の復元されたターペー門まで送って貰い見学後道
端の外人（西洋人）がよく使うレストランで昼食を摂りホテル
まで歩いて帰る（1600）
。バンコクからチェンマイ入りした前
田さんとホテルで会合。ロビーに集合して（1830）から近くの
ナイトバザールに出掛け前田さん馴染みの海鮮レストランで
夕食を摂る。煌々と白熱灯を付けた露店が広場や通りに店を広げて賑わいを見せ
ていた。後日、同じ場所を朝通ったらあれだけ賑わいを見せていた露店は跡かた
もなく消え去っていて狐につまされたようだった。夕方から夜中の 12 時頃まで
店を開き後は片付けるのだそうだ。ホテル（2120）
。
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2 月 20 日（第 2 日＜日＞）

晴れ チェンマイ市内の慰霊碑と寺院参拝

ホテル（800）→ムーサーン寺院（805-50）ホテルから程遠か
らぬ街中にある寺院で大きな菩提樹があった。慰霊碑巡拝の初日
である。白いお寺の礼拝所風の資料館の前に慰霊碑が建っていた。
上部には「慰霊 戦友よ安らかに眠れ」と書かれた青銅製の銘板
が埋め込まれていた。銘板には、ここを訪れ慰霊碑を建立した全
国戦友連合会ビルマ・タイ戦跡慰霊巡拝団により『1970（S-40）
年 2 月 2 日 吾戦友一同タイ国のこの戦跡を訪れ亡き戦友の慰
霊・法要を営み謹んでこの銘を納む 於チェンマイ野戦病院跡』
とあり、下部には印緬戦跡慰霊団が 1980（S-55）年に納めた同じく青銅製の銘板が埋め込まれていた。
資料館で展示されている遺品や写真パネルを見て回る。参拝後旧市街方面に移動してかって堀と城壁で護
られた旧市街の城壁の遺跡を見学し（855-905）
、チェンマイ県の旧県庁跡に建つ市立民俗博物館や
（925-1045）
、国立博物館を見学（1055-1200）
。チェンマイとは新しい都
という意味で、700 年ほど前に現在のチェンマイ市の礎を築いたランナー
王朝が新しく開いた都市である。昼飯が旨いと評判のエンプレスホテルで
ビュッフェスタイルの昼食を摂る（1215-1320）
。→チェディルワン寺院参
拝（1335-1405）
。4 面に象の石像を置く大
きな仏塔のある寺院で塔の高さは 40ｍ、
昔地震で崩壊する前は 86ｍもあり 600 年
前の創建とか。金色の大きな寝釈迦が祭ら
れていた。→プラシン寺院参拝（1410-35）
。
チェンマイで最も格式のあるお寺で黄金
のプラシン仏が鎮座していた。現国王はこ
の寺院で修業したそうで当時の特大の写真額が掲げられていた。チェン
マン寺院参拝（1440-1520）
。チェンマイ最古の寺院で基部を 15 頭の象に
支えられた金色の仏塔は 24 金の金箔が貼られているそうだ。水晶で造ら
れた仏像が鎮座していた。炎暑の中のお寺回りは俄か仏教徒には頭の中
が混乱し疲労が残った。→ホテル（1525-1750）相乗りタクシーでホテル
近くのおかゆ屋という居酒屋で夕食を摂る。
2 月 21 日（第 3 日＜月＞）

晴れ 慰霊碑参拝、タイ国最高峰に立つ、ツインパゴタ見学

ホテル（800）→トンラムヤイ市場（805-15）で慰霊碑に献花する供花を買う。チェンマイ郊外のバ
ンカッド村にある慰霊碑を訪問する（910-55）
。地元のバンカッド・ウィタヤーコム中高学校の好意で
敷地の一角に建立された霊園には、よく刈り込まれた芝生の敷地に立派な慰霊碑と鐘楼があった。折
りから、子連れの若夫婦とおぼしき男女と若い女性が慰霊碑や鐘楼を丁寧に清掃していた。我々が訪
れると言う事前の連絡は無かったはずなのに。
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献花・焼香してご冥福を祈る。慰霊碑には「タイ ビルマ方面戦病没者追悼の碑 厚生大臣 山下徳
夫」の銘板がはめ込まれ、その横に「此の地に一万八千名の勇士眠る インパール作戦に於ける日本
軍人と竝にタイ人軍属」の石碑が建っていた。ここは日
え とう

本の佐賀県にある慧燈財団が維持・管理し、チェンマイ
に事務局を置いているといい、清掃等を地元に委託して
いるそうだ。帰途、ウィタヤーコム中高学校に寄り校長
不在のため女性教師ルアンサワットさんに寸志を託した
（今回の旅で数カ所の慰霊碑を訪ねて参拝したがここが一
番よく管理されていた）。→ドイ・インタノン国立公園内

のワチラターンの滝を見物（1055-1115）→キュウメイバ
ン休憩所（1145-1230）で昼食。鶏のモモ肉の焼鳥と下の
売店で買ってきた魚のしおがまを味わうが、鶏が美味であった。食事に
は欠かせないビールが置いてなく水で我慢。→舗装された山岳道路を登
り車道終点のタイ空軍のレダー基地前の広場に車を止める。タイの最高
峰に登る前にアンカ・トレイルを散策（1240-1300）。鬱蒼とした森の
中の木組みの遊歩道を歩く。樹木に寄生した苔、赤や白のシャクナゲが
咲いていた。→登山口を 2～3 分登るとインタノン王記念廟の裏側にタ
イ最高峰「ドイ・インタノン（2,565ｍ）
」の三角点があった（1302-1325）
。
標石の代わりにコンクリートの基盤に真鍮製の金属標が埋め込まれて
いた。廟地は立入禁止なので数メートル離れた遊歩道の傍らに観光客用
の代用の標石があった。あっけない最高峰の登頂！だった。駐車場（1330-35）
。→ツインパゴタ見学
（1340-1430）
。現国王と妃が死後に入るお墓だそうで国王（ラーマ九世プミポン陛下 85 歳）と妃（シ
リキット王妃 75 歳）
の仏塔が丘に建ち、
入口の広場からエスカレーターで入口まで登ることができる。
手入れの行き届いた花壇には花々が咲き乱れて天上の楽園
を思わせる。このツインパゴタはタイ国軍の陸・海・空軍の
将兵の献金で建立されたという。→道路沿いに山岳民族モン
族が野菜や土産物の店を出しているので立ち寄り、店を覗く。
→王立農場（Royal Agricultural Station INTHANON）
(1500-35)山岳民族の自立を支援するための農場施設のよう
だが池に水鳥が泳ぎ花壇や花樹、温室のある植物園を思わせ
る施設を見学する。周囲の山肌にはビニールハウス等が見受
けられた。→シリターン滝（1545-55）を駆け足で見物した
が乾期の今は水量が尐ないので迫力なし。ホテル（1725-1815）
。夕食は相乗りタクシーで空港近くの
巨大な Central Airport Plaza の飲食店でタイ式しゃぶで有名な MK（店名）レストランでしゃぶし
ゃぶの夕食。→帰りも相乗りタクシーでホテル（2035）に戻る。
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2 月 22 日（第 4 日＜火＞）晴れ チェンマイ～パーイへ移動。
ホテル（755）発、国道を北に向かいメーテーンの町でメーマーライ市場を見学する（900-20）。肉、
魚、野菜・果物、雑貨等あらゆる商品が屋内の小さな屋台に所狭
しと並ぶ。→途中、モン族の集落（モンシュンゲン 930-1005）に
立ち寄り集落の中を見て回る。一軒の家では茹でたトウモロコシ
を振る舞われた。昔ながらの家が尐なくなり余裕のある人達はタ
イの一般的な住居に住むといい、車やオートバイが必需品となっ
てきているとのこと。昔ながらの竹の壁と草で葺いた家では、老
人が民族楽器を奏でながら
踊りを披露してくれた。家の内部には鍋釜だけで家具などは無く、
土間に敷物を敷いて寝るようだ。→ポンドゥアット間欠泉
（1105-55）
。国道をそれて狭い山道を走りゲートで入場料を支払
う。遊歩道を辿ると、湯を噴き上げている河原に出た。そんなに
大規模な間欠泉ではないが、熱湯を噴き上げていた。下の平地に
は宿泊施設等があり管理事務所傍の温泉施設を見て回ったが、日
本の露天風呂のような開放的なものではない。温泉保養地のよう
だがアプローチがあの狭い山道だけなのか？→パーイ郊外の村
（1335-1445）。国民党の残党が集まって観光村(南湖山地村)を造
ったという。その中の店で遅い昼食を摂る（中華料理）
。→その
直ぐ傍に尐数民族リス族の集落があり、村内を見て回り女性たち
と談笑する。折から村の祭りで広場には大勢の民族衣装で着飾っ
た老若男女が輪になって、移動しながら民族音楽に合わせて単純
な踊りを繰り返していた。女性は未婚と既婚では違う衣装だった。
ナムホウ寺院参拝（1530-45）
。何に効くか聞きもらしたが、僧侶
に聖水をかけて貰った。→パーイ川に架かるターパイ鉄橋を
見学（1610-20）する。第二次世界大戦記念橋というので旧
日本軍が架けた鉄橋かと思ったが、この鉄橋はチェンマイ市
内から移設された鉄橋で旧日本軍とは関係がなく、軍と関係
があるとすればこの地点に軍が木造の橋を架けたというこ
とだけだった。実際の通行はその横のコンクリート製の橋が
使われていた。→パーイホットスプリングスパリゾートにチ
ェックイン（1620）
。各自独立した一軒屋のコティージに収
まる。素晴らしい眺めと環境。夕食前の自由行動でプールに入ったが、温泉プールではなかった。屋
外の温泉に入ってみたが、水着を付けての温泉浴は日本人には味気ない。ホテル（1820）→町のレス
トラン・バーンパーイテラスで食事（1840-2040）
。食後は賑わいを見せるナイトバザールを冷やかし
ながら散策する。→ホテル（2050）
。
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2 月 23 日（第 5 日＜水＞）晴れ パーイ～メーホンソンへ
標高が高いせいか肌寒さを感じる。朝食はコティージから
歩いて 5 分程のパーイ川の河畔にある建物のテラスで摂った。
食事はビュッフェスタイルではなく定食スタイルであった。
朝モヤの立ち上る川下から 2 頭の象（勿論、象使いの乗った）
が現れ、我々の目の前を通過して上流に向かって行った。何
という心憎い演出！このリゾートの近くに民家は見当たらな
かったが、鶏の鬨の声が朝モヤの中から聞こえてくる情景は、
日本の原風景を感じさせる。葉を落とした木々に覆われた里
山と温泉そして自然堤防のパーイ川の流れだけであったが、他の予定はキャンセルしてでものんびり
と 2～3 日滞在したい処である。ホテル（850）→ホテルを出て直ぐの道端の象小屋の脇に車を止めて
バナナを買い求め象に投げ与えると、象使いがもっと近くからやれと言う。が、あの巨体が近寄って
来ると怖気づいてしまう。動物園の象を遠くからしか見たことがない身には初体験であった。→パー
イ飛行場（1025）→キューロム峠（945-1005）
。風が吹き抜ける展望の良い峠でトイレタイム。→国道
を離れてラフ族のボークライ村を訪れる（1045-1115）。観光化されていない村で村の入り口の国道沿
いの屋台で野菜類を売っていたが、中でも松の木を細かく割ったツケギを売っているのには驚いた。
松やにが沢山付いているのが上等品らしい。ツケギなど日本ではもう見ることもないだろう。陸稲や
トウモロコシ等を作って生業としているそうだ。この村にも他の家々と比べると何か違和感のある新
しい建物の商店が営業を開始していた。→ここを辞して峠へ向かう国道脇の叢に隠れた竪穴を見学す
るが、何故こんな穴が観光の対象になっているのか不思議だ（1120）
。→ルークカオラーム峠（1130-50）
で休憩しお土産屋を覗く。→ホエパー村（1230-1300）
、かって、戦い敗れた日本兵が身体を休めたと
いうホエパー寺院と、今は樹木が繁茂しているだけの‘遺体を埋葬した場所’を確かめる。日盛りの
中、深閑として人影も無い寺院の本堂に上がり合掌する。近くのもう 1 カ所の埋葬地にも寄る。両方
で約 400 名を埋葬したという。→フイッシュケーブ公園入口で昼食（1320-1445）。食後、洞窟から流
れ出る湧水に群がる鯉に似た明るい灰色の肌をした魚を見る。さしずめタイ鯉とも言うべきか。湧出
口に大物がひしめき合っている。餌さ売りがいて餌（野菜とかスイカ）を買い与えると猛烈な食欲を
見せた。→ラクタイ村(1550-1620)。雲南から流れて来た国民党の残党の村だそうで、雲南と似て標高
（1200ｍ）が高いので茶の栽培と観光（ウーロン茶や茶器を
売っていた）で生計を立てていて、今でも中国語を使ってい
る。→ルアンタイ村（1650-1720）
。シャン族の集落で、以前
は乱伐で山々は丸坊主であったが、ロイヤルプロジェクトの
一環で植林が進み、現在は整備された森林と人造湖のある滞
在型のリゾートとしてレンタルルーム等の観光で生計を立
てているようだった。住民の家はラワンの葉で屋根を葺いた
家が多く見受けられた。→メーホンソンの街の丘の上に建つ
コンムー寺院を訪れ参拝する（1825-55）。眼下に街を見下ろす大きな白亜の仏塔が 2 基もある、大き
な寺院である。コムロイという、紙で作った白い提灯の底にローソクを入れた小型の熱気球を上げて
厄払いや幸せを祈るのだそうで、夕闇迫る寺院の庭で我々も小僧から一つ買い求めて夜空に向かって
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離した。昇って行く熱気球が幻想的だった。この街はミャンマーから来たシャン族が住民の 40 パーセ
ントを占めるそうだ。→ホテルマウンテン・インにチェックイン（1900-2020）
。シャワーはちょろち
ょろで、昨日のリゾートホテルとの落差があり過ぎだ。ホテル近くのレストランで夕食を摂る。
2 月 24 日（第 6 日＜木＞）メーホンソン～クンユアム～メー
ラノーイ～メーサリアン
ホテル（735）→近くの市場（740-55）に寄り、供花を求めた。
大きな建物の中に肉、野菜、花等を商う店が所狭しと並び、朝
から賑わっていた。そこから直ぐのプラノーン寺院の境内にあ
る慰霊碑「ビルマ戦将兵鎮魂之碑」を掃き清め、花と水を供え
焼香。僧侶（2 人）に読経を頼みタイの風習に習い供養・参拝
（805-50）
。→池畔にあるミャンマー様式のチョンカム寺院と
チョンクラン寺院を参拝した（850-905）
。丘の上に昨夕訪れた
コンムー寺院の白亜の仏塔が望まれた。→予定にはなかったがリクエストにより象に乗り童心に帰る。
象の乗り場（ホイ・ドー）
（920－1035）。3 頭に分乗して約１時
間、象の背中に揺られて森や小川の中を散策する。2 人乗りの背
中の椅子から落ちないように踏ん張るので、見た目ほど楽ではな
く疲れる。初体験であった。野生の象はミャンマーとの国境地帯
の森に数カ所ほど保護区があるが、象牙欲しさの密漁が絶えない
と言う。→カレン族のホイ・ソータップ村（1040-1120）
。いわゆ
る首長族の村で入場料を取る観光村である。村の通りにお土産を
売る真鍮の輪を首と足首にはめた首長美人が店番をしていた。首
が長くなるのではなく肩が下がるのだとか。虫よけ？のおしろいを塗った顔はちょっと馴染めないし
晒し者みたいで良い感じはしない。メーホンソン郊外の小さな池を囲んだレストラン・バーンラビア
ンで昼食（1200-1315）
。→クンユアムの街に入り国道沿いのムアイトウ寺院の境内にある「ビルマ戦
線将兵鎮魂の碑」を掃き清め、寺の高僧（1 人）に読経を頼み花と水を供え焼香。タイの風習に習い供
養・参拝した（1440-1520）。慰霊碑の裏に「旅人よ

日本の國を通ること

あらば 伝えよかし ビルマ戦線
将兵達は母国の夢を見 帰ること
なし この地クンユアム迄来て遂
に力盡きぬ 時は昭和 20 年 7 月
頃」素人が彫ったようなかすれた
文字が読み取られた。 国道の傍
らに「ビルマ戦慰霊碑建立 入口」
の案内板があった。日本軍が造っ
たと言う未舗装の滑走路が近くに残っていた。こんな広大な土地がそのままとは、日本では考えられ
ない。→この町の警察署長だったチューチャイ・チョムタワット氏が、この地で地元民と交流のあっ
た旧日本軍兵士が残した鉄兜、水筒、飯盒、鉄砲、軍用トラック等遺品を地元民から収集、歴史の真
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実を後世に伝えるために私費を投じてクンユアム第二次大戦戦争博物館を建てた（1525-1610）。広場
には未だ原形を残す比較的新しい米軍のジープと片隅には赤錆びた日本軍のトラックの残骸が多数置
いてあった。平屋建ての博物館の庭に建つ「戦友よ安ら
かに眠れ」と書かれた慰霊碑に参拝し、中に入る。鉄兜、
小銃、軍服、写真パネル等が展示されている。チューチ
ャイ館長は引退されてチェンマイに居るそうで、現在、
博物館は町役場が管理をしていて、若い女性（ジュンタ
さん）が受付にいた。この地に遺族以外の日本人が頻繁

に訪れるのだろうか。現在、隣に新しい博物館が建設中
であったが、これを維持・管理して行くには入館料だけ
では立ち行かず、相当な費用が掛るだろう。→メーラノ
ーイの街で国道を離れて山道を走り小山の中腹にあるカル
サイト（方解石）の洞窟を地元ガイドに従って地底まで降
り、無垢な方解石の結晶を見学。1700 を過ぎていたので見
学者は我々だけであった（1735-1800）
。→メイサリアンの
街のリバーハウスリゾートにチェックイン（1850-1945）。
近くの野外レストラン「レヌ」で夕食を摂った（1950-2130）
。
2 月 25 日（第 7 日＜金＞）晴れ メーサリアン～メイサム
レップ～ジョムトーン～チェンマイ
ホテルの裏を流れるユアン川は、ミャンマーとの国境
地帯を流れているサルウイン河（上流の中国雲南では怒
江と言う）の支流である。ホテルの係員が言うには 10
ｋｍ程でサルウィン河畔に行けると言うので、予定を変
更して行ってみることにした。ホテル（800）→南下す
る国道 105 号から別れ南西に向けてミャンマー国境に通
じる道路を行くが、10ｋｍ程にしては時間が掛る。道路
も拡幅工事中のところが随所にあり道も狭く、未舗装の
悪路となりスピードも落ちる。途中軍のチェックポイント（905-15）でトイレ休憩、ここでは麻薬、
盗伐材等の監視をしているのだそうだ。沿道には土埃に
まみれたラワンの葉で屋根を葺いた粗末なカレン族の
家や小集落が見られた。道路に大岩が落下して道を塞い
でいる個所もあったが辛うじて通過して山中を出る、と
集落が現れ村の狭い道路を抜けると眼の前が開け、道路
の尐し下の両岸の岩礁地帯の間をサルウイン河の支流
がゆったりと流れていた。国境の村メーサムレップで、
対岸はミャンマーである（935-1025）。タイ側の道路沿
いには商店や露店が軒を連ね生活物資を商っていて交
-7-

易や買い物客で賑わっていた。対岸には人影も船溜まりも無く、木陰に小屋が見え隠れし「UNION
OF MYANMAR」の看板がぽつんと木の下に立っているのが望見できた。社会主義を標榜する軍事独
裁政権下の国、対岸の活況をどのような気持ちで見ているのだろうか。河幅は 200ｍもあろうか。こち
ら側の船溜まりには小型の川船が 5～6 隻舫っていて荷物の積み下ろしをしていた。河川敷を整地して
瀟洒な四阿が並ぶプロムナードができていて、今は未だ土産物屋などは無いがいずれ国境の村として
観光化を進めているようだった。ここはミャンマーとの交易の場所らしくビルマ人らしい服装の人達
もかなり見かけた。10ｋｍ程と言っていたが、結局は片道 50ｋｍ弱の道を往復した。メーサリアンの
街まで戻り昼食を摂った（1230-1335）
。直ぐ下をユアン川が流れている見晴らしの良い店で、日本で
は余り見かけることもなくなった投網をしている人がいた。→国道 108 号を東に走りオブルアン国立
公園のタイのグランドキャニオンと称される渓谷を見物した（1510-45）
。切り立った断崖の下を川が
流れているが、グランドキャニオンとは些か誇大広告ではないか。折角だからと岩上に架かる吊橋を
渡ってみたが、入場料を払って見る程のものではない。気温 35 度。メーサリアンの街から 100ｋｍの
ホッドの街（1600）から北に向きを変えて北上する。ジョムトーンの街でねずみ寺と言われるジョム
トーン寺院を参拝する（1635-50）
。敬虔な仏教徒であるタイ人は、自分の生まれた干支の寺を持って
いるのだそうだ。ねずみ年生まれの亀田・川畑さんは何か願い事をしたのだろうか。ラッシュの中、
車を飛ばして 4 日振りにチェンマイの街に帰ってきた。本日は 245ｋｍの自動車の旅であった。センタ
ラ・ドゥアンタワンホテルにチェックイン（1805）
。夕食はドイツ風レストラン「ホフブロイ」でお勧
めのステーキを食したが水牛の肉？らしく味も素っ気も無かった。
2 月 26 日（第 8 日＜土＞）曇りのち晴れ チェンマイ市内観光
ホテル（850）→チェンマイ郊外のドイ・ステェープ
寺院を参拝する（935-1100）。山の上にあるチェンマイ
の名刹で門前から境内にかけて大勢の信者や観光客で
賑わっていた。浅草の観音様と言ったお寺か。境内に
は金色に輝く仏塔と礼拝所そして民族衣装を着飾った
尐数民族の子供たちのグループが至る所で踊りを披露
していた。これは土、日曜日に催されるイベントで心
付けは彼らの小遣いになるのだそうだ。境内には干支
の寺院とその干支の絵を描いた小型の緞帳が並べられ
ていて、自分の干支のお寺の緞帳にお布施をあげて祈れば
願いは成就すると言う。早速、自分（齋喜）の干支である
うさぎの緞帳に 20BHT 札をお供えして家内安全等をお祈
りした。わざわざ自分の干支の寺院まで出掛けなくともこ
こでお参りできるのだ。→参拝後車を乗り換えて山奥のモ
ン族（雲南方面から来たメオ族であるがタイ語ではモン族
と言うそうだ）の村に向かった（1115-1215）
。モン族の集
落とはいうが、土産物屋が並ぶ観光村でケシの花畑や資料
館らしい小屋等を見学した。昔はケシを栽培していたが、
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栽培が禁止された現在は、政府の尐数民族保護政策により観光で生計を立てていると言う。麻薬は花
ではなく結実した実に傷を付けて出る白い汁を集めて作るのだそうだ。メオ族の女性と結婚した畑山
さんという日本人がいる店に案内され、山まゆの糸で織り自然の染料で染めたと言うショールを土産
物として買う。大分値引きしてくれたので本物かどうか分からぬが。奥さんは営業用の民族衣装を着
ていなかったら日本人と見分けがつかない。市内に戻り国立博物館隣のルムドゥアンⅡでカレーラー
メン（カオソーイ）と称するそばを食しデザートにかき氷を食べた。生ものはご法度だったが何事も
無かった（1255-1340）
。→チェンマイの旧都ウィアンクムカーム遺跡群を見学（1420-40）
。600 年前
に造られたが 10 年で廃都となったという遺跡群で、崩れた寺院等の建物が残っていた（1505）。→ホ
テル（1530）
。やや体調を崩した岡さんが、大事をとって早めに帰国するので、夕方、ホテルのラウン
ジで簡単なお別れ会を開き、見送った。夕食はナイトバザールに出掛けて先日訪れた手前の店でタイ
式海鮮料理を食す。センタラ・ドゥアンタワンホテル泊
2 月 27 日（第 9 日＜日＞）

汽車の旅

前田さんは岡さんが不在となり、
1 人でもう１日チェンマイに滞在。
亀田さんはチェンマイから航空便でバンコクに先行。
川畑、古瀬、齋喜組はチェンマイ～バンコク間を汽車で移動。
ホテル（745）→チェンマイ駅（755）800 に国歌吹奏があり演奏中は
全員が立ち止まる。改札口は無い無改札方式でそのままホームへ。ホ
ームも日本のように高くなく低い。タイ国鉄 急行スプリンター12
は定刻（845）に発車ベルも無く出発した。狭軌、単線で日本では珍
しくなったタブレット交換方式（鉄道の単線区間の列車の運行を管理
する）で鍵入れを付けた輪っかや輪投げのような投げ入り装置あった。
3 両編成のジーゼル車で椅子は両サイド 2 脚ずつの固定座席で方向が
変えることができる。冷房は扇風機だけではなく冷房装置も備わって
いた。車両は 1996 年の韓国製で窓は使用開始以来掃除したことも無いような汚れで、しかも開閉でき
ない仕組みで、期待していた沿線風景の写真を撮ることはできなかった。1000 頃にお茶（紅茶・砂糖・
ミルク）とタイのお菓子のサービスあった。簡単なランチボックスの昼食（1115 頃）があり、愛想の
ない女性乗務員がカートを押しながら配っていた。車内
販売や食堂車はなく、勿論アルコールもない。旅行社の
汽車情報が曖昧なので、我々は事前にコンビニ（アルコ
ールは 1100 からしか販売しない）でパンやつまみ等を仕
入れていたため、長い汽車旅の無聊を免れた。酒類は飲
み残しをペットボトルに入れて持参したが、古瀬さんは
駅前の売店でビールを仕入れていた。コンビニ以外はア
ルコールを売っているらしい。アルコールの時間制限は
コンビニだけの規制処置か。山間部を通り抜けるまでは
鈍行並みで沿線には枯れ葉を付けたままの樹木や葉を落とした裸木、緑なす広葉樹林等と冬と夏が同
時に訪れたような景色が車窓を流れる。線路脇には明らかに野火の跡と思われる痕跡がやたらに眼に
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着く。高温で乾燥した土地だけに列車のブレーキの火花が原因か？出発時はがらがらであった車内も
次第に席が埋まって行く。乗務員は男女とも日本の昔の官吏のように階級章を肩や胸に付けている。
清掃担当の乗務員も同様で、ビニール袋を持ってゴミを集めたり通路をモップで拭いたり、トイレの
掃除をしたりしていた。平野部に降りてくると干上がった稲株を残した田圃が一面に広がっていた。
更に降ると青々とした水田が線路の両側に広がった。水の確保さえできれば年に何回も収穫ができる
だろうに。灌漑技術が遅れているのだろうか。列車も急行らしくスピードを上げる。午前と同様にケ
ーキ付のティーサービス（1530 頃）があった。沿線に鮮やかな
オレンジ色の花を付けた花木が目立ってきて沿線の掘割に蓮が
花を開いていた。サトウキビ畑が多くみられる地域もあり豊か
な実りの平野の一面を垣間見た感じだ。日没（1825 頃）を迎え
赤い夕陽が地平線に沈んで行った。車内での携帯はフリーらし
く、盛んに電話を掛けまくっていた。若いタイの女を連れた青
い目の西洋人達の周囲の眼を無視した振る舞いとそれを許す爪
にマニュキアをした女達には、戦後の混乱期に眼にした日本の
ある種の女性達を見る思いがした。市内に入ると各駅に停車し、降りる人が多くなった。我々は終点
のファランボーン駅で降りた（2010-2030）
。約 12 時間弱の汽車
の旅が終わった。天井の高い広い駅構内と人の群れ。出口で航空
便で先行した亀田さんとバッタリと出逢った。一つ出口を間違え
ればこの人混みでは出会いは難しかった。相乗りのタクシーが寄
って来るが、メーター制で走る 2 台のタクシー（Taxi Meter、初
乗り 35 バーツ）に分乗して今晩の宿「エンポリアム・スィーツ
ホテル」に向かった。川畑・古瀬組は同じ建物のショッピングモ
ール側で降ろされたのでホテルに着くまで大分迷ったようだ。夜遅く着く我々を慮って前田さんが推
薦したホテルに無事チェックインできた（2050）
。同じ階の部屋を望んだが満員で齋喜だけが 31 階の
部屋となり不安であったが、齋喜の名前とカードで予約していたので致し方が無かった。部屋に入る
と飛行機のエコノミーからファ－ストクラスに案内されたような部屋で、ツイン 1、ダブル 1、食堂 1、
応接間 1、キッチン 1、バスルーム 2、トイレ 3 カ所、洗濯室と言った豪華な部屋にびっくり仰天。う
さぎ寺へのお布施が効いたのか！ 奢侈に慣れない貧乏人はかえって落ち着けず、つましくツィンの部
屋で 2 晩過ごした。部屋に荷物を置いてから夕食を摂りに外出し、前田さんお薦めのラーメン屋に出
向いたが、案内図を置いてきたので折角お目当ての店の近くまで行ったものの、川畑さんに呼び戻さ
れラーメン一番と言う名の店に入りビールでバンコク無事到着を祝って乾杯し、ラーメン等を食して
ホテルに帰った（2230）
。旅慣れた亀田さんは街中の定宿に帰って行った。
2 月 28 日（第 10 日）晴れ

バンコク市内見物（王宮・シルク博物館）

ホテル（0830）→川畑、古瀬、齋喜の 3 人組は市内観光と言うことで王宮見物に出掛ける。ホテル
裏の BTS（スカイトレーン）スクンビット線プロンポン駅に行くが切符の買い方が判らずまごついた
り、持参したペットボトルで検問中の警官に不審者と間違えられたりしながらも、王宮に近い終点の
ファランボーン駅まで行くことができた（910-15）
。車内の優先席は日本にはない僧侶の絵が最初に描
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かれていたが、さすがに敬虔なる仏教徒の国で人口の 90 パーセント以上は仏教徒だそうだ。日本の仏
教は人々の日常生活から遊離した葬式仏教に堕してしまったが、タイの仏教は上座部仏教と言い非常
に戒律の厳しい仏教で僧侶は大変尊敬されている。地下駅から地上に出ると昨夜降りた国鉄の駅が眼
の前にあった。バンコクの中央駅に相応しい大きな建物である。
王宮まで 4ｋｍ程なので見物がてら歩こうと言うこ
とで歩き始めたが道に迷い、川畑さんは昨日から風邪
気味のうえカンカン照りの暑さに体調を崩しホテルに
帰ると言うので別れた。我々もこの暑さの中を歩くの
もしんどいのでタクシーで王宮正門前（930）で降り
ると、変な男が近付いてきて次の入場は 11 時 30 分か
らと言う。入場制限をしているのかと思い了解し、2
時間もあるので露店を冷やかしたりして時間を潰し正
門（1030-1140）に戻って来たが、大勢の観光客が何
の咎めもなく入場しているので一緒に入るが、規制の
様子などなくチケット売り場で難なくチケットを手にした。さっきの男は何者だ！きらびやかなワッ
ト・プラケオ（エメラルド寺院）の周りには大勢の観光客が群がっていた。金色の仏塔や礼拝所等々
を見て回り靴を脱いで本堂に入り、お目当てのエメラルドで作られたご本尊を拝観した。王宮はきら
びやかな寺院に比べると簡素なもので白い制服を着たおもちゃのような衛兵が門番をしていたが、こ
こでも番兵と写真を撮るのが流行っていた。王宮と言っても王様はこんな観光客が近くに溢れている
ような場所にはいないのだろう。→王宮を出てからタイシルクを世界的なブランドにした米国人ジ
ム・トンプソンが住んでいた家がシルク博物館となっているので、タク
シーで訪れてみた（1150-1315）
。入場料を払って入ったが日本語による
ガイドはあと 40 分程待たなければならなかったので、製品の販売所に
入ったものの流石に世界のブランド、眼の保養にはなっても庶民にはお
いそれと手が出ない代物だった。タクシーでホテル近くの昨夜寄ったラ
ーメン屋で食事（1330-1400）。ホ
テルに戻り（1530）シャワーを浴
びて休憩。亀田・前田両氏と会合
後、ホテル（1840）発。→この辺
一帯は日本人街スクンビット地
区でラーメン屋とか居酒屋が軒
を連ねていた。前田さんお薦めの「らーめん亭」と言う店で、
先に帰国した岡さんを除く 5 名が揃ったのを祝して、乾杯。好
みのものを注文して食べたが、前田さん曰く「我々が昨日入った店は一番味の無い店」とのこと、全
くもって後の祭りだった。タイ最後の夜なので打ち上げ会をすべく日本語の看板が氾濫する飲み屋街
を物色したが、結局表通りの居酒屋に入り枡酒を飲む。久しぶりに呑むキンキンに冷えた日本酒も悪
くない。奥ではマグロを解体していた。何だか日本に居るような錯覚に陥る。日本での再会を約して
解散（2230）
。
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3 月 1 日（第 11 日＜火＞）

帰国

ホテル（1105）→川畑、古瀬、齋喜の 3 名は 1450 発の飛行機便だが余裕を持って早めに出発するこ
とにした。タイ国鉄エアポートレールウェイリンクの始発駅マッカラン駅へタクシーを走らせる
（1120-30）
。未だ工事中の広大な駅だが人影もまばらでタクシーも何処から入ればよいのか分からな
い始末。女性の案内人が切符売り場に誘導してくれた。券売機ではなく
改札口で 150 バーツを払って入場したが車内はガラガラ。急行はこの駅
が始発となっていて 15 分程でスワンナブーム国際空港着（1142）
。→最
後の辛いタイ料理で昼飯を摂る。広大な飛行場なので早めにチケットの
受領と出国検査等を受けてゲートへ。搭乗機にはバスで移動（タイ航空
は羽田も含めみなバスで搭乗機まで移動するのだ）離陸（1503）。ティー
タイム（1530）はピーナッツとワイン。夕飯（1815＜JST＞）はチキン
とブロッコリー、ニンジンの炒め物とワイン、パン、ケーキ。羽田着陸
（2220）
。雤が降っていて寒く、南国が恋しくなった。
完
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