遠隔地の味をクマンで

料理に手を加えた﹁ゴフ・
ロブスター・アイル・タワ
ル﹂など前菜５品︑スープ
２品︑主菜６品︑デザート
６品がメニュー︒ドリンク
はモクテル︵ノンアルコー
ル・カクテル︶のほか︑バ
リの赤・白ワインもある︒
コフ・コフは豆もやしや
インゲンに似たチョウマメ

１万３千以上の島々からなるインドネシアには︑
どんな料理本にも載っていない地方の味付けや調理
法がごまんとある︒その見聞を広げるために国内を
旅して回り︑遠隔地の味を南ジャカルタ・クマンに
持ち帰った有名シェフが腕を振るう伝統料理が話題
を集めている︒
︵中島昭浩︑写真も︶
﹁本日のメニューはこち
らです﹂︒内容を聞くと︑
耳にしたことのない料理名
や食材︑普段行くことがな
い地名が次々と飛び出し
た︒
この日はマルク州アンボ
ンの家庭料理を元にした
﹁コフ・コフ・ツナ﹂や︑
北マルク州テルナテの郷土

などの野菜と細かく削った
ココナツにアサップ︵魚の
薫製︶を混ぜて作るサラ
ダ︒ゴフはテルナテで食べ
られる日本の刺身に近い一
品︒﹁アチェやマナド︑マ
ルクの魚は驚くほど新鮮︒
ジャワやフローレス島は自
然を楽しむにはいいが︑魚
介類を楽しむならこの地
域︒アチェのロブスターは
最高級﹂と料理長のラギ
ル・イマム・ウィボウォさ
ん︵ ︶は力説する︒
２００３年まで８年間︑
中央ジャカルタのホテル・
グランドハイアットで働
き︑レストラン﹁シーズ・
ステーク・アンド・シーフ
ード﹂では料理長も務め
た︒独立後の 年から︑大
きなデーパックやテントを
持って︑妻や世界自然保護
基 金 ︵ ＷＷＦ ︶ の 仲 間 ら と
各地の料理を求め カ所以
上巡った︒﹁教わる相手の
多くは主婦で快く受け入れ
てくれた︒レシピはもちろ
んなく︑時にはビデオを撮
って研究した﹂
その後﹁各地で集めた素
晴らしいインドネシアの味
をジャカルタに持ってきた
かった﹂と︑博物館やギャ
ラリーなどで数日だけの即
席レストランを始めた︒
﹁︵イベントが終わる度
に︶もったいないという気
持ちが強くなっていった︒
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によるフェイシャルも加わ
る︒製品の販売もしてい

店の外観。１９２２年に建築
され、入居前はギャラリーと
して使われていた。最大 人
のパーティーにも対応する

そして良い場所を探しやっ
とオープンできた﹂︒
年から３年間︑トラン
スＴＶの料理番組﹁マカ
ン・ブサール﹂にリポータ
ーとして出演した︒広報の
ニンダ・ダイアンティさん
は﹁各地の食材を新鮮なう
ちに取り寄せている︒仕入
れ状況でメニューが変わる
ので︑訪れる度に新しい発
見がある﹂と話した︒
店名の﹁ヌサ﹂は﹁島々
からなるインドネシア﹂を
意味するヌサンタラを縮め
た言葉で︑８月 日の独立
記念日に開店した︒３品コ
ース︵ 万ルピア︶と５品
コース︵ 万ルピア︶があ
り︑注文時に料理を選ぶ︒
予約時は当日のメニューを
確認できる︒いずれも西カ
リマンタン州産の赤米がセ
ットになっている︒

る︒ウェスティンではこの
ほどマリアギャランとの提
携を記念したワークショッ
プが開かれ︑同社のオディ
ール・メネケットさんが︑
製品の紹介と使い方を説明
した︒
マリアギャランは美肌ケ
アを重視するアジア地域で
特に人気があり︑日本では
エステサロンを中心に 年
近く親しまれている︒
︵北井香織︑写真も︶

質問：うちの子は一
子育て相談
人っ子です。兄弟が
いないせいか、思い
切りけんかというものをしたことがなく、友
達と遊ぶときもどことなく遠慮をしているよ
うに見えます。一人っ子はどのように育てれ
ばいいのでしょうか。
しかし︑親が執着気質
で︑言い合いなどで気持ち
にしこりを残しやすいタイ
プだと︑子どもは大変で
す︒親に怒られたり︑反抗
をしたりしようものなら︑
しばらく家の中の雰囲気が
険悪になります︒そういう
ことが続くと︑ついつい︑
親の顔色をうかがったり︑
親を怒らせないような振る
舞いをしたりしてしまいま
す︒こうなると︑けんかが
できなくなります︒けんか
をすると︑小さい頃に親と
の間で発生した気まずい雰
囲気がフラッシュバックし
てしまうからです︒
親子で言い合いをしても
尾を引かないように︑すぐ
に仲直りをすればよいので
す︒
一人っ子だからといって
特別な子育てはありませ
ん︒ついつい甘やかしすぎ
たり︑逆に厳しくなったり
しすぎないよう︑バランス
とメリハリを意識していれ
ば十分でしょう︒

タ ン ゲ ラ ン ・ ス ル ポ ン の ＢＳＤ シ テ ィ
にあるイオンスーパーは︑店舗のオリジ
ナルソーセージとバッソ︵肉団子︶を販
売している︒
ソーセージは鶏肉と牛肉ベースで︑い
ずれもオリジナル︑レモングラス︑ブラ
ックペッパーの各味があり︑全部で６種類が並
ぶ︒バッソは牛肉ベースで︑レギュラーとスペ
シャルで２種類︒
同店で作られたソーセージとバッソはインド
ネシア産の肉を日本の製法で作っており︑おい
しくて歯ごたえがある︒保存料は含まない︒
ソーセージはいずれも１パック︵４本入り︶
２万〜２万６千ルピア︒また︑バッソは１パッ
ク︵ 個入り︶１万８千〜２万４千ルピア︒
︵アリョ・テジョ︑写真も︶

答え 小生も一人
っ子です︒やはり
兄弟げんかという
ものをしたことがありませ
ん︒けんかをしてもすぐに
仲直りという経験がなかっ
たせいで︑けんかをすると
相手との関係が途切れてし
いそうで︑今でもなかなか
うまくいきません︒
うちの子も一人っ子で
す︒けんかと言うのか分り
ませんが︑友達とは遠慮な
く思い切り遊んでいます︒
一人っ子でも大違いです︒
兄弟の有無は大した要因
ではないかもしれません︒
生まれつきの性格や親子関
係も影響してくるのです︒
平和主義者とでもいうべき
でしょうか︑生まれつき︑
いさかいの苦手な子どもが
います︒年がら年中けんか
しているけれど︑すぐに仲
直りしてしまう子どももい
ます︒
小さい頃の親子関係によ
って︑すべての人間関係の
基本が形成されるという考
え方もあります︒親子で言
い合いをしても︑すぐに仲
良しに戻れる間柄であれ
ば︑兄弟げんかと似たよう
な構図を作ることができま
す︒
土日 正午〜午後３時、同６時〜同11時半
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並んだソーセージとバッソ

午前10時〜午後10時

11

スパ・ディレイクターのスーサ
ンさん（左から２番目）とマリ
アのオディールさん（右端）

営業

021・2916・8300

44

（上から）▽新鮮なアチェ州のロブスターを材料に使った「ゴフ・ロブスター・アイル・タワル」▽どのコースにも
ついてくる「赤米」▽バンカブリトゥン州バンカ島のマッシュルームと鶏肉を土釜で６時間焼き上げ、ブラッドオレ
ンジのソースを添えた「アヤム・ルンパ・クラ・プラワン」▽テレビにも出演していたシェフのラギルさん

せた７種類のトリートメン
トがある︒中でもお勧めは
入念なマッサージのあと︑
顔全体をたっぷりのムース
でパックするスキン・ソリ
ューション︒ヘブンリーの
スーサンさんは﹁柔らかい
まゆに包まれているような
心地よさの中で︑肌が潤っ
ていくのを感じて﹂と話
す︒
年内にはダイヤモンドの
パウダーを配合した美容液

広瀬宏之
Jl. BSD Raya Utama, Tangerang

☎

一人っ子はどうすれば？

オリジナルソーセージ

50

平日 午後６時〜同11時半

40

（小児神経専門医）
住所

イオンＢＳＤシティ

021・719・3954

☎

ショップ

12

住所 Jl. Kemang Raya No.81, Kemang, Jakarta Selatan

17

NUSA Indonesian Gastronomy

35

55

薫製にしたマルク州アンボン産マグロの身をほぐし、野菜と混ぜて丸くか
たどった「コフ・コフ・ツナ」。バリ州のココナツオイルを絡め、チョウ
マメの花からとった青みがかった紫のエキスが回りを彩る

マリアギャランのフェイシャル
バリ島ヌサドゥアのウェ
スティン・リゾート内にあ
るヘブンリー・スパでは︑
フランスの老舗スキンケア
ブランド﹁マリアギャラ
ン﹂を使用したフェイシャ
ルを始めた︒施術には同社
の指導員より訓練を受け
たスタッフが当た
る︒
乾燥肌︑敏感肌
など︑それぞれの
肌のタイプに合わ

バリ通信

シェフ自ら旅して見聞広げ

ヌサ

S2
ライフ

2016年（平成28年）10月28日（金曜日）

