
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ずつの ベトナム 二人旅 
 

 

 

 

 

 

 

大澤 正 明 
大澤 由美子 

 

 

 

 私は一人で旅をしたい。いや、必ずしも一人である必要はないのだけれど、ガイドのつ

かない旅をしたい。言葉はわからなくても身振りやおぼつかない英語でもなんとかなる。

ましてや、手配されたバスで会ったこともない日本人と一緒に移動するのはいやだし、外

国のレストランで会ったこともない日本人と一緒に食事するのも楽しくない。何よりもス

リルがなさすぎる。 

 一方、相方はスリルを求めない。どこそこを見てみたい。あの有名なたとえばベトナム

でいえば生春巻きを食べてみたい。その目的を達成するために余分なエネルギーを使いた

くない。人さまがお膳立てしてくれれば、それに越したことはない、というタイプなのだ。 

 唯一の共通点は、「いま、ベトナムを見たい！」ということだ。 

 そして、今回、私がすべてを妥協して、パックツァーを選択したのは、ハノイ・フエ・

ダナン・ホイアン・ホーチミンという、行ってみたい場所すべてをたったの 6 日間で回っ

てくれるというありがたいツァーがあったからだ。もちろん、相方にはこのツァーは異存

がない。おまけにハロン湾まで行ってくれるのだから文句のつけようがないのだ。 

 旅のスタイルも目的も違う二人が、それぞれのやり方で同じ旅をしたら、どのような違

いが出てくるのだろうか。それを、それぞれのスタイルで表現してみたいというのが本報

告のコンセプトなのである。事前の決め事は一切なく、唯一、400 字詰め原稿用紙で 16

枚、A4 版で 4 枚以内のレポートに収めるということだけで書き始めることにした。 

 （M・O） 
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パック旅行だって 捨てたもんじゃない！ 

 

大澤由美子 

 

 子供の頃にベトナム戦争があった。まだ遊ぶことに夢中で幼かったわたしは、断片的に

テレビや新聞で目にしたそれらをうまくつなぎ合わせることもできず、遠い異国の出来事

のように感じながら大人になった。 

 それから四半世紀、子育ても一段落し再就職をした職場で、年若い同僚が夏休みの過ご

し方について話しているのを偶然耳にする。―ベトナムって、フランスパンがとても美味

しいんだって。植民地時代の名残でフランス料理も相当いけるらしい。屈託のない彼女た

ちの話を聞いていると、自分もベトナムへ行ってその美味しいフランスパンとやらを食し

てみたいものだと思いながらも、後ろめたさを覚える。ピューリッツアー賞を受賞した有

名な報道写真『安全への逃避』（1966 年）や『戦争の恐怖』（1973 年）など、悲惨な場面

をリアルタイムで見てきた者が、ベトナム戦争終結後の平和な時代に生まれた若い世代と

同じように無邪気に憧憬してはならないのだろう。 

 さらに月日は流れ、そんな思いを抱いたことさえ忘れ果てて、すっかり平和ボケしてし

まったわたしは脳天気にもベトナム旅行を思い立つ。海の桂林とも称される世界遺産のハ

ロン湾にも近い北のハノイと、発展目覚ましい南のホーチミン。どちらも捨てがたいと迷

っていたら、北海道から九州に匹敵する距離をたったの 6 日間で縦断するというお買得の

ツアーを見つけた。これは行くしかない 

 日本からの直行便で 4 時間。昼下がりのハノイ空港で出迎えてくれた現地のガイド氏と

ともに同行のツアー客 10 名を乗せたバスは第一日目の宿泊地ハロン湾へと向けて動き出

す。流暢な日本語でまずは日程紹介をしたガイド氏は「今回は弾丸ツアーですね」と言っ

た後、「ベトナムに来るのは、いつでしょう？ いま
・ ・

でしょ
・ ・ ・

！」と笑わせる。流行語はツア

ー客から直に仕入れたり、ネットで検索したり DVD で勉強したりするという。人気者ガ

イドになるためには日々の努力と研鑽が欠かせない。 

  

二日目は生憎の雨模様。晴れてよし、降ってよし。その時々で美しいというガイドブッ

クの謳い文句を信じて世界遺産ハロン湾のクルーズ・チャーター船に乗り込む。 

なるほど、海面から突き出した大小の奇岩が雨に煙り、遠くは海と空とが一体化し、ま

るで水墨画のような趣がある。晴天の日にはもっと混雑しているのであろう湾内も、雨天

のせいで、行き交う船も少なくてゆったり景色を楽しめる。 

 出港後、まもなく小型船が急接近してきて、こちらの船に横付けしたかと思うと、手慣

れた様子で客室の窓を開けて飛び移ってきた若い女が、バナナやランブータンを売りつけ

る。揺れる船の窓枠の僅かな縁にしがみついて商売する姿には度肝を抜かれるが、事前に

ガイド氏から衛生上の問題があるからと注意を受けているので誰も買ったりはしない。し

ばらく居座っていた女も諦めて自分の船に戻り、そこに吊り下げられた粗末なハンモック

状のものに寝っころがる。夫と思しき男は、その間始終無言なままで妻の働きを手助けし

たり労ったりすることもなく船を操ることだけに専念し、何事もなかったかのように去っ
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ていく。 

クルーズ船の別の窓は開閉できないように頑丈に施錠されていて、たった一つだけ開錠さ

れた窓から躊躇なく乗り込んで来られたのはクルーズ船側と彼らの暗黙の了解事項だった

のだろう。やがて、ハロン湾海鮮料理なるものの準備が整い、船内でランチビュッフェと

なった。船を操縦する父親の下、母親が調理したものを、娘たちが客たちにサービスして

回り、雑用を息子がこなすといった役割分担で成り立つ一家総出の労働。こうして観光客

相手にそれぞれが他者の領域を侵すことなく自分の仕事に没頭する姿はわたしたちが忘れ

かけようとしている人間本来の持つ逞しさとか一途さを思い起こさせてくれる。 

 

 昼食後、下船してバスでハノイ市まで戻る 4 時間、車窓の景色も珍しい。自動車右側通

行は日本とは反対。なまじっか設置すると、却って渋滞の原因になるとの理由で信号も殆

んどない。なるほど、バイクの絶対量の多いこの国で、信号が変わる度に小回りの利くバ

イクの集団に道を塞がれては自動車も発進できないだろう。ガイド氏によれば、信号より

もクラックションの方が安全性を保たれるという。日本のように「ブッーブッー そこ退

け、そこ退け」という鳴らし方ではなくて、「プッーププッー 通りますよ 前 空けてく

ださぁ～い」という感じ。鳴らされた方は左右どちらかに寄って道を譲るか、そのまま突

き進むかは運転手の力量次第。反対車線に走行している車がないときは中央線無視で、一

方通行状態になったりもして、究極の道路有効活用と言えなくもない。車が行きかう道路

脇の民家の前ではよちよち歩きの小さな子供を平気で遊ばせているし、犬だって放し飼い。

歩行者は弱者という考えの日本と違って、人も車もみな平等、自分の身の安全は自分で守

るという考えが浸透しているらしい。農作業を終えた牛だって当たり前のような顔で器用

に大きな道を横断していくのだ。 

 運転手の絶妙なハンドル捌きで遅延することもなく、予定時刻にハノイ空港到着。次の

訪問地フエに向けての搭乗手続きを済ませたのが夕方５時前。ずっと車中だったので空腹

感を覚えるまでには至らないが、旅程消化のため空港内のレストランで早めの夕食となる。 

 ベトナム料理の王道、生春巻きが出た。はみ出さないように上品に巻かれた小ぶりの日

本の生春巻きと違って本場物は豪快。大皿にフォーや香草やもやし等が並べてある横に、

フィルム状の乾いた極薄シートが重ねてある。お馴染みのあのもっちりとした半透明の生

春巻のくっつき防止のためのシートと思いきや、これそのものが春巻きの皮ライスペーパ

ー。日本の手巻きずしの要領でお好みの具材を好きなだけ巻き込み魚醤クックマム（調味

料）をつけてから大口を開けて食す。ピンと張っていたシートがみるみる具材の水分を吸

って生春巻きに変化するのが面白くて、何度も手を伸ばす。この一品だけでもう充分と言

ったところだが、テーブルには他の料理も並ぶ。出されたものは残してはなりませんと教

えられた世代、無理矢理、胃袋に押し込んでご馳走様をする。 

 食事が終了し、セキュリティゲートまで引率されたところで、最初のガイド氏とはお別

れ。飛行機の出発時刻まで待合室の端から端を腹ごなしも兼ねて何往復もし、いよいよ、

機内案内の時間。列に並んで前後を見ても、同行のツアー客が見当たらない。あれ？と思

いつつ周りを見渡せば、近くの座席に人垣ができていて、座面に寝かしつけられた人の足

だけが見える。夕食時、具合が悪くなった隣席の老婦人が中座されたが、食後も治まらず、

調子悪そうにされていたのを思い出し、わたしたちもその場にかけつける。丁度、運よく
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付近にいた赤十字医療団の欧米人ドクターが応急処置をしているうちに空港内の現地医療

スタッフ到着。ドクターストップがかかり、移動禁止となった老婦人と娘さん二人分の荷

物を機内から取り出さなければならないが、搭乗手続きをする際に団体客ということでま

とめて引換券を切られていて、どの番号が該当するか皆目分からず、彼女たちの分だけ取

り出すなど時間的に到底不可能だ。病人を見ず知らずの地に残しておくより無理してでも

一緒に移動しようという同行者からの意見も出る中、ともかく、全員分の荷物引換券を提

出し、機内に乗り込めと係員から命じられる。日本語はもちろんのこと片言の英語さえ通

じない状況で、こちらが言いたかったことはきちんと伝わったのだろうかと不安になりな

がらも、指示に従うしかない。既に予定時刻を過ぎていて、チェックゲートの先の照明は

落とされ機内へと続く扉は施錠され、右往左往する私たち七人に後方から「ゴー、レフト！」

と大声が響く。この騒ぎの中で初めて耳にする誰にでも聞き取れる明瞭な英語。振り返れ

ば、アオザイの裾を乱しながら航空会社の女性スタッフが必死の形相で追いかけてきて先

ほど没収された荷物引換券を戻してくれる。 

１時間後、フエ空港到着。案じていた事もなく、私たちの荷物は手元に戻ったし、残留

組３名の荷物が引き取り手のないまま空しくターンテーブルの上を何回転もすることもな

かった。後日、合流した残留組からの報告によると、出発間際の飛行機の下まで連れて行

かれ、機外に搬出されていた連番ブロックの貨物の中から自分の荷物を取り出せと指示さ

れたのだという。わたしたちが機内に乗り込んで１０分ほど、床下が騒がしかったのはそ

の時の作業の音だったのだろう。離陸直前の飛行機に乗客が近づくなど日本国内ではあり

得ない。緊急時における判断と指示がどのようにして出されたのか、柔軟な対応による連

携プレーには畏れ入った反面、マニュアルによって安全面は確約されていると信じている

日本人としては危うさも感じてしまう出来事だった。 

 夜の１０時を廻った頃、ようやくホテルに到着。緊張の糸も解れ、早過ぎた夕食のせい

で、丁度空腹を覚える頃合い。自由行動をしたくてうずうずしている相方が夜の街へ出か

けて買い求めてきた寝酒替りのウオッカとともに、待ち時間にハノイの空港内売店で買い

求めて置いたパンド・ミーを食べる。いわゆる野菜とハム入りのフランスパンサンドウィ

ッチなのだが、フランスパン自体は期待していたほどでもなく、むしろ、我が家で作るホ

ームベーカリの焼きたてパンの方が数倍美味いと自画自賛。 

 翌朝の朝食後、お迎えのバスが来るまでにホテル周辺を散策する。家で調理するより外

食する方が経済的とかで道路脇にずらりと並んだ屋台は出勤途中の男女で大賑わい。朝食

のみならず、夕食も然りで、調理器具そのものがない家庭も多いらしい。日本では子ども

たちの個食が問題視され『食育』の重要性が叫ばれている昨今だが、この国の子どもたち

はどこで、誰とどのようにして食事をするのだろうか。そもそもこの『食育』という発想

自体が、成熟しきって飽食の時代を生きる私たちに対する警鐘なのかもしれない。 

  

三日目の目玉は世界遺産・フエの阮朝王宮見学。わずか 140 年あまりしか続かなかった

ベトナム最後の王朝の歴代の王の中には子孫繁栄のため日夜励み精根尽き果てて早逝した

者も多かったらしい。ガイド氏によれば、ひとりで 100 名以上の子をもうけた王もいたと

か。その一方、父王に疎まれ長子ながら弟君に王位を譲らなければならなかった者や、子

宝に恵まれずに廃位させられた者。いつの世も後継者争いに巻き込まれた王族の末路は哀
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しい。広大な城郭の一部分はベトナム戦争時の爆撃で破壊されたまま放置されていて、さ

らに寂寥感が増す。ゆったりと流れるフォーン川ほとりにひっそりと佇む王宮跡地には、

そこだけ違う風が吹いている。 

 今回のパック旅行、正しくは「4 つの世界遺産を巡るはじめてのベトナム縦断 6 日間」 

という。文化遺産としてのタンロン遺跡（旧ハノイ城跡）・フエ王宮群・ミーソン遺跡群と

自然遺産のハロン湾。駆け足とは言え、それらを全部見て回れたのはお得感満載であった。 

  

 四日目の夜、束縛を嫌う相方のイライラ感は最高潮に達し、危険水域突入。その日の団

体行動最後の夕食を早々に済ませると、わたしたち二人だけでホイアンの街へ繰り出す。

昼間、ツアーで観光していた時とは異なり、猥雑なものを暗闇の中に包み隠して浮かび上

がる灯りの中を自由気ままに散策する。川の畔に立ち並ぶオープンカフェで一杯といきた

いところだが、既に胃袋の中は先ほど食べたコース料理で満杯。自分の空腹度に応じた食

事が摂れないことが団体旅行の辛いところ。「だから、お仕着せのパック旅行なんてつまら

ない」と相方は同意を求めてきたりする。もちろん誰だって、行動力と語学力を兼ね備え、

お金さえあれば個人旅行がいいに決まっている。しかしながら臆病者で貧乏性、その上語

学力もないわたしは不自由ながらもパック旅行を選択するしかない。但し、その満足度は

同行の人たちとの相性次第というリスクも覚悟しておかなければならないのは言うまでも

ない。 

 

 最終日、フエの空港で二人目のガイド氏と別れて、最後の訪問地ホーチミンへ移動。深

夜の飛行機出発までの間の時間つぶし的色合いのためか、出迎えてくれた三人目のガイド

氏は覇気が感じられない。観光名所を足早にいくつか案内された後、夕食までの間に自由

時間となったので、ガイドブックの市内地図を片手にサイゴン川まで歩く。途中、信号無

視して縦横無尽に大挙して押し寄せてくる暴走バイクに恐怖を覚えて交差点を渡るのさえ

もままならない。昔、流行ったギャグ「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の精神で、誰

かの後に続こうとするが、皆、疾走してくるバイクの隙間を器用に縫って先に行ってしま

う。何度か信号が変わるのを見送った末に渡り方のコツのようなものを掴んでやっと横断

成功。大海はまだずっと先の筈なのに河口付近かと見紛うほどの広い川には大型の貨物船

も行き交い、ごみもたくさん漂っていて澱んだ川べりに生育する浮草は少しずつ、その群

れから離れて下方へと流されていく。高地の山岳地帯で生まれた最初の無垢な一滴は周囲

のあらゆるものを取り込みつつ成長し大きなうねりとなって、蛇行しながら悠久の時を経

てこの国の肥沃なデルタ地帯を形成してきたのだ。急峻を駈け落ちる清冽な水の流れのよ

うに美しくはないけれども、悠然と流れていく大河に心惹かれるのは、私自身が年齢を重

ねてきたせいだろう。苦労してやっと辿り着いた夕闇迫るサイゴン川を前に佇んでいると、

人の一生は川のようなものだと実感しながら、心穏やかな気分に浸れる。慌ただしいばか

りのホーチミンでの半日だったが、最後に素晴らしい演出をしてくれたじゃないかと快哉

を叫んだ。 

 

（H26.8.19~24） 
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ふ た つ の ベ ト ナ ム 

大澤正明 

 

 同じパック旅行の紀行文を二人で書くのは難しい。行く場所が同じなのだから、目にし

耳にすることも同じ。その制約された条件下で、相手が取り上げるだろうテーマを推測し

ているうちに書くことが無くなってしまう。おまけに、旅に臨むスタンスの違いを明確に

しなければいけないし、文体も変えてみたい。悩んだ末にこんな形をとることにした。 

 

ハノイのガイド氏。杓子定規なハノイなのに、プレーボ

ーイという雰囲気を全身に漂わせ、流暢な日本語を自在

に操る。彼が一度だけ、コミュニケーション不能に陥っ

たのは、「ハノイとホーチミンの間でライバル意識はある

のか」という質問を受けたときだった。質問の意図がわ

からないという様子で、「まったくありません。同じベト

ナム人なのだから」と答えた。それは勝者の余裕なのだ

ろうか。同じ質問をホーチミンでもしてみたいと思った。 

 

ホンダと呼ばれるバイクの洪水はベトナム名物。これだ

け多くの人が乗っているのだから、事故も多いだろうし、

交通取り締まりも多いのだそうだ。「ベトナムはネズミ取

りが多いですよ。あっ、ほら、あそこでもネズミが一匹

捕まりました」。これだけバイクが普及していると公共交

通機関の発達も遅れるだろうに。ハノイで印象に残った

のはバイクの多さと、英語の看板の少なさ。頑ななまで

に、ベトナム語に固執し、英語が少ない。 

 

ホーチミンの遺体が安置されているホーチミン廟。この

国で最も神聖な場所なのだろう、以前、手を後ろに組ん

で列に並んでいたら、衛兵に指を伸ばして体の横に置け

と注意された。近くにいた女性は、膝上のワンピースが

短いと注意されたので、慌ててスカートをグッと下げた

ら、その分だけ胸元が（アッと驚くほど）しっかり開い

てしまった。衛兵が見てみないふりをしていたのが可笑

しかった。今回は中に入ることができなかった。 

 

「ベトナムきっての景勝地」「海の桂林」「一幅の絵画を

見ているような美しさ」と言われるハロン湾。水上生活

者がいるのだそうだ。彼らのための学校まで水に浮かん

でいるというのだから、常に水上にいるのだろう。「地に

足をつけない人生」がどんなものなのか理解はできない

が、彼らだって、便もすれば洗濯もする。果物を食べれ

ば皮を捨てるだろうし、スナック菓子を食べるかどうか

はわからないが、あ～、やはり食べるんだろうなあ。 

プラス・ワン 
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この日一番のカメラ・スポットに競ってクルーズ船が押

し掛ける。「あ～、やはり中国人を乗せた船は強引だ～」

とみんなが笑う。負けても苦笑で済ますのが日本人の器

量なのだ。パック旅行の３種の神器というのがあって、

①カメラ・スポットへのご案内、②２時間に一度のトイ

レタイム、③お土産店へのご案内。これだけは何があっ

てもきっちり守る。後で「行ったよ～」と人に話せる場

所では写真を撮らせる。つまり、帳面消しツアーなのだ。 

 

ハロン湾の中の洞窟の出口にある小さな土産物店で店番

をしていた若い女性 3 人が誕生日を祝って食事をしてい

た。ハノイでもホーチミンでも、土産物店の店員の売り

込みはすさまじい。きっちり、客一人ひとりに付き従っ

て売り込みをかけ、買いそうもない客と見極めるとプイ

とどこかへ去ってしまう。そういう熱心というかごっつ

い店員がいない唯一の土産物店で、なおかつ、この国の

庶民に触れた唯一の機会だった。 

 

観光地・レストラン・土産物店の 3 か所を、きちんとバ

スで送り迎えしてくれるパック旅行に飽きると、列車の

旅が無性に恋しくなる。フエのホテルの近くに駅があっ

て、ベトナム縦断列車が停まっていた。運転士に手を振

ると、振り返してくれた。息せき切って走り抜けるバス

よりは、トロリトロリと揺れる列車の旅の方に惹かれる。 

感じるためには、ゆったりした時間が必要だ。 

 

歩道にごみ箱を置くのが途上国の廃棄物対策の一つのス

テータスだ。わが国が散乱ごみを防ぐために歩道にごみ

箱を設置するようになったのは昭和 39 年の東京オリン

ピックがきっかけになり、50 年代には「捨てたくなるご

み箱のデザイン」が話題になった。最近はごみ箱を撤去

する自治体が増えている。分別の問題もあるし、ごみを

持ち帰るという排出者責任の意識を高めることが目的

だ。途上国からごみ箱が消えるのはいつのことだろうか。 

 

市場のプラスチック屋さん。プラスチックの使用量と

GDP は比例しない。安いからだ。途上国の埋立地はプラ

スチックで溢れている。道路脇にもプラスチックが散在

している。日本の場合、他のごみと一緒に焼却してしま

うので、さほど目障りにはならないが、焼却施設を使う

ことができない途上国ではプラスチックの存在は深刻な

問題になっている。ペットボトルのリサイクルは進んで

いるが、それ以外のプラスチックのリサイクルは難しい。 
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「フエに住みたい」と思った。少なくとも１年間はホー

ムシックを感じることなく住むことが出来そうな気がし

た。最後の王朝があった場所なのだから、京都が愛され

るのと同じかというと必ずしもそうではないような気が

する。「緑に規則性がある」というのが唯一の印象だった。

見るところではなくてその中に浸りたくなるような何か

があるのだと思う。人が住むところだから、緑に規則性

が出来てくるのだろう。 

 

バンコクから帰国する時に、ダナンの上空を飛行機で通

ったことがある。鬱蒼とした森林があって、ごく短い海

岸線がある。「あれがダナンか」と思ったらすぐ海に出て

しまった。ベトナムが奥行きが狭く細長い国であること

がよく理解できたし、この細長い国で、戦争することの

怖さもよく理解できた。そういえば、ハノイのプレーボ

ーイが、「ベトナム人は緑を大切にします。だからアメリ

カとの戦争に勝つことができたのです」と言っていた。 

 

ダナンは美しい。ハイヴァン峠もヤシと砂州に囲まれた

湖も、お椀型の船が浮かぶ海も、何もかも。水もさほど

汚れていない。ハノイの杓子定規な落ち着きとホーチミ

ンの喧騒がベトナムの 2 面性だと思っていた。喧騒はな

いけれど、少しずつ変わって行こうとするエネルギーを

感じる。そういう地がこの国にあるという意識が希薄だ

からこそ美しいと感じたのだろうと思う。びっくりした。 

 

ダナンは美しい。ダナン大聖堂の中で、おそらく雑誌か

何かのグラビア撮影をしていたのだと思う。2 人の女性

がさまざまなポーズをとっていた。１人は美しく、１人

は妖艶だった。カメラを向けたけれど叱られなかった。

この国はいい国だ。教会の周りの住居もこざっぱりして

いたし、火焔樹が鮮やかな赤を作っていた。しかし、私

はこの町に住みたいとは思わなかった。日本とさほど違

わないからだ。 

 

ここにもごみ箱があった。ペンギン型の斬新なデザイン

が「ベトナムもやるではないか」と思わせた。広い砂浜

のど真ん中になぜごみ箱があるのかさっぱり分からなか

ったし、なぜ南国にペンギンなのかも分からなかったが、

まあ、いいではないか。このツアーで、久しぶりにタバ

コをポイ捨てする日本人を見てしまった。おそらく、こ

の人も日本ではやらないのだろうと思うと、日本の環境

教育の限界を感じてしまう。 
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ミーソン遺跡。アメリカの空爆によって崩壊が進んだと

いう。日本語を話せるベトナム人に、「アメリカのこと

をどう思っている？」と聞いたら、「たいがいのベトナ

ム人は、今ではアメリカが好きですよ。アメリカには自

由があるから」と言った。たしかに「ディア・ハンター」

とか「プラトーン」といった映画を見ると、アメリカは

自由に自己批判ができる国なのだと思う。ただ、それが

長続きするのかどうかという面はあるのだろうが。 

 

「この巣は何の巣でしょうか」とガイド氏が聞く。どう

いう種類の鳥なのかと聞かれたと思ったので、「鳥とし

か言いようがないけど・・・」と独りごちたら、「蟻で

す。蟻の巣です。雨を逃れて木の上に巣を作っているの

です」。250km もの地下壕を掘る人間もいれば、このよ

うな高いところまで巣を運ぶ小さな動物もいる。とてつ

もない国なのだなあと思う。「枯葉剤を撒かれたとき、

アリたちはどこへ逃れたのだろうか」とふと思った。 

 

このレストランのランタンはよかった。昼・夜、毎度毎

度のコース料理にうんざりしていたので、ランタンばか

りみていた。腹が減っていなくても、満腹であろうとも

（朝のバイキング、昼・夜のコース料理で、腹が減って

いるわけがない）、まるでブロイラーのように餌を与え

られる。ホイアンは、コテコテの観光地だったが、好き

な町だった。汚い川で精霊流しもどきの小遣い稼ぎをし

ている子供たちにも、嫌な感じはしなかった。 

 

ベトナム人は解放された空間が好きなのだそうだ。この

ような屋根だけのレストラン、喫茶店が至る所にあっ

た。ここで飲んだベトナムコーヒーは、飲み方がいまい

ち理解できなかったが、おいしいように感じた。朝 6 時

前だというのに、多くの人がコーヒーを飲んでおしゃべ

りに興じていた。ベトナムで楽しく過ごすためには、ベ

トナム語が必要だ。そうすれば、彼らは肩を組んでくれ

るかもしれない。 

 

茶色の広い河を見ると、東南アジアに来たという感じが

する。サイゴン川も期待どおりだった。この町で、ハノ

イのことをどう思うか聞いてみたかったのだが、やめ

た。街の看板には英語が溢れ、ベトナム語はほんのお義

理に付け加えられているだけのように見えた。ホーチミ

ンは、デパートも、喫茶店も、レストランも、たぶん、

人も・・・シレッとアメリカだった。 

 


