激動するインドネシアの政治・経済・社会・文化のニュースを
日本語で詳しく報道する日刊新聞

じゃかるた新聞に掲載されました
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25

されていて︑劣悪な環境の
中でよくやっている﹂と評
価︒古宮さんは﹁これから
の雨期にこの設備でどこま
でやっていけるのかが課

題﹂と話した︒
日赤は 日に第１陣とな
る医師と看護師を派遣︑
月末まで継続的に派遣す
る︒

８観光地︑
地震の恐れ

億ルピアを災害対策に当て
ることを決めた︒
災害発生時に観光客を最
寄り空港へ運んだり︑無料
宿泊施設を提供したりする
のに使われるという︒
︵中島昭浩︶

80

ロンリープラネット

財務相

パソコンとプリンター寄贈

ＩＭＦ総会で使用

25

スリ・ムルヤニ財務相は
日︑バリ島ヌサドゥアで
今月開催された国際通貨基
金 ︵ ＩＭＦ ︶ ・ 世 界 銀 行 の
年次総会で使用したノート
パソコンとプリンターを寄
贈すると発表した︒バリ
州︑東ジャワ州バニュワン
ギ県︑西ヌサトゥンガラ州
の教育機関にノートパソコ
ン５００台︵ 億ルピア相
当︶︑プリンター︵６億７
２００万ルピア相当︶を贈
る︒
︵上村夏美︶

11

する豊かな生態系や︑近年
の旅行ビザ免除の動きを評
価した︒
１位はスリランカで︑２
位にドイツ︑３位ジンバブ
エ︑４位パナマ︑５位キル
ギスタン︑６位ヨルダン︑
８位ベラルーシ︑９位は西
アフリカの島国︑サント
メ・プリンシペ民主共和
国︑ 位は中
米のベリーズ
だった︒
ＣＮＮ に よ
ると︑ロン
リープラネ
ットは 年前
から旅行者数
百人などの意
見を基に︑
国︑都市の旅
行先ランキン
グを作成︑公
開している︒
︵大野航太
郎︶

来年旅行先ベスト

インドネシアが７位

10

旅行ガイドブック﹁ロン
リープラネット﹂が 日ま
でに公式ウェブで公開した
﹁２０１９年の旅行先ベス
ト カ国﹂で︑インドネシ
アが７位に入った︒地震災
害が続いていることを指摘
しつつも︑旅行者の安全性
は問題ないとし︑大自然と
オランウータンなどが生息

25

10

14

ＢＮＰＢが発表

10
なかったデザイン︒取り入
れてみたい﹂との声が多く
上がった︒
本間英俊さん︵ ︶は︑
福山雅治のコンサート衣装
デザインを手掛けた経験を
持つ︒現在はクリエイティ
ブディレクターとしてイン
スタグラム発の﹁ジュエミ
︵代表・滝口樹理︶﹂のブ
ランドづくりをする︒﹁バ
ティック生地を使って服作
りができれば面白いと思っ
た﹂と話す︒
日本ムスリムファッショ
ン協会は２０１５年に設
立︑毎年インドネシア視察
を実施している︒
︵上村夏美︑写真も︶

国 家 防 災 庁 ︵ ＢＮＰＢ ︶
のストポ・ヌグロホ報道官
は 日︑観光開発重点 地
域のうち︑８地域で地震が
起きやすいと発表した︒
８地域は中部ジャワ州マ
グラン県の世界遺産ボロブ
ドゥール寺院群︑コモド国
立公園玄関口の東ヌサトゥ
ンガラ州ラブアンバジョ︑
東ジャワ州のブロモ山︑東
南スラウェシ州のワカト
ビ︑西ヌサトゥンガラ州マ
ンダリカ︑北スマトラ州ト
バ湖︑北マルク州モロタイ
島︑バンテン州タンジュ
ン・ルスン︒
ストポ報道官は﹁地震が
起きやすいということが観
光地になれない理由にはな
らない﹂と述べ︑観光省と
防災・減災に向けた協力が
必要との見方を示した︒
観光省は既に︑予算１千

24

日赤の医師︑
看護師が支援

17

話す︒
古宮さんと池田さんはこ
の日︑各テントを見て回
り︑空調が壊れ︑高温状態
で薬が保管されている薬局
用のテントを見直すようア
ドバイス︒けがの治療器具
の滅菌方法も改善が必要と
分かった︒２人は﹁消毒剤
が各テントにあり︑ごみも
落ちておらず清潔感が維持

スマ会長︑ムスリムファッ
ションのデザイナーら８人
も参加した︒
アリ会長は﹁国内のムス
リムファッション市場は大
きいが対象は中間層以下と
なっており︑中間層以上は
まだ少ない︒人気は口コミ
で広がることが多い﹂な
ど︑市場の現状を説明し
た︒
ゴンドラ工業︵本社・東
京都中央区︶は︑スナップ
ボタンで日本国内１位のシ
ェアを持つ︒片山英斉取締
役が披露したヒジャブやバ
ティックにスナップボタン
を付けた試作品に︑デザイ
ナーらからは﹁これまでに

10

インドネシアの
森に生息するオ
ランウータン＝
ドゥティックコ
ム

14

理にも使っていて不衛生︒
免疫の低い子どもが下痢な
どの病気になりやすい﹂と

日本ムスリムファッショ
ン協会は 日から 日ま
で︑日本のデザイナーや企
業の５人を連れて︑ジャカ
ルタなどの首都圏でビジネ
スミーティングやムスリム
ファッション専門学校など
を視察︑国内企業やデザイ
ナーとの商談︑交流を図っ
た︒
通常はピンなどで止めて
いるヒジャブにスナップボ
タンを付けた試作品も披露
された︒
日には南ジャカルタ区
のホテルでビジネスミーテ
ィングが行われ︑インドネ
シアファッション協議会
︵ ＩＦＣ ︶ の ア リ ・ チ ャ リ

41

50

29

ムスリムファッション
日本のデザイナーや企業来イ

仮設診療所のテントで、患者の家族と話す池田さん（左）と古宮さん（左から２
人目）

仮設診療所のテントで

ヒジャブにボタンの試作品も

地震後間もなく避難キャン
プで診療を開始︒その後︑
インドネシア赤十字社の支
援で︑ 日から仮設テント
での診療が始まった︒
﹁受付﹂﹁薬局﹂﹁外
来﹂﹁入院﹂などと書かれ
たテントが並ぶ︒１日 人
前後の患者が訪れ︑プスケ
スマスやインドネシア赤十
字の医師らが交代で診療に
あたっているほか︑巡回診
療も行う︒
ボランティア医師の一
人︑ピピットさん︵ ︶は
﹁避難キャンプでは水浴び
や洗濯をする川の水を︑料
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06:00 連 続 テ レ ビ 小 説 「 ま ん ぷ
く」 (22)
06:15 あさイチ
07:55 みんなの体操
08:00 ニュース・気象情報
08:05 ガッテン！「認知症の人が

劇的変化！“アイコンタク
ト”パワー全開SP」
歴史秘話ヒストリア 「黄
金の室町時代 最新研究
足利義満」
うちなーであそぼ
みちたん
視点･論点
ニュース
サラメシ「シーズン 8 第
19回」
連続テレビ小説「まんぷ
く」 (22)
趣味どきっ！「海・山・町
を再発見！おとなの歩き旅
秋（4）」
おもてなしの基礎英語
旅するフランス語 黒木華
のフランス美食散歩 L4
ラン×スマ〜街の風になれ
〜 選「地元ランナーおす
すめ！10キロ in 宮城 名
取」
Journeys in Japan （アン
コール）「南伊豆 豊かな
る海」
名曲アルバム
BSニュース
みんなのうた
デザインあ 5分版
極上！スイーツマジック
選「異次元チョコミント」
ごごナマ「おしゃべり日
和」
ピタゴラスイッチミニ
BSニュース
にほんごであそぼ
えいごであそぼ ｗｉｔｈ
Ｏｒｔｏｎ
いないいないばあっ！
おかあさんといっしょ
BSニュース
みいつけた！
天才てれびくんYOU
NHKニュース 7
ネーミングバラエティー日
本人のおなまえっ！「”ま
んぷく”高度経済成長期の
おなまえ」
所さん！大変ですよ「食
卓のヒミツ道具で健康長
寿！？」
NHKプレマップ
まいにちスクスク
もういちど、日本
ニュースウオッチ 9
クローズアップ現代＋
もふもふモフモフ 「“猫
島”上陸！アルパカ登場！
砂羽ニャンコ激写！」
世界はほしいモノにあふれ
てる 「極上の美食ベトナ
ミーズを探す旅」
ニュースチェック11
国際報道2018
世界へ発信！SNS英語術
「＃Halloween」
ろんぶ〜ん 「盛り顔の論
文×ロンブー淳。盛り過ぎ
の境界線＆浮世絵風に盛る
数式」
ニッポンぶらり鉄道旅 選
「“パワフル女子”を 探し
て JR常磐線」
26日
あの日 わたしは〜証言記
録 東日本大震災〜
ニュースチェック11
時論公論
趣味の園芸 バラと暮らす
12か月 第7回
きょうの健康（アンコー
ル）骨に炎症が！骨髄炎
きょうの料理 秋田・阿仁
（北秋田市）
きょうの料理ビギナーズ
まる得マガジン
ごごナマ「おしゃべり日
和」
NHKプレマップ
おかあさんといっしょ
みいつけた！
コレナンデ商会
ゴー！ゴー！キッチン戦隊
クックルン
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震源近くのトンペ村

本

45

中部スラウェシ地震の被災地で︑日本赤十字社が
今月中旬から︑医師や看護師を派遣して支援を始め
ている︒ 日には︑日赤和歌山医療センター医師の
古宮伸洋さんと︑大阪赤十字病院国際救援課長で看
護師の池田載子さんが震源地に近いドンガラ県シレ
ンジャ郡トンペ村に入り︑地震で損壊したプスケス
マス︵保健所兼診療所︶の代わりに設けられた仮設
診療所で医療アドバイスを行った︒
︵木村綾︑写真も︶

04:00 NHKニュース おはよう日

トンペ村は州都パル市か
ら車で約２時間︒損壊した
のは︑人口約２万１千人の
シレンジャ郡にある唯一の
プスケスマスで︑壁や床の
至る所に大きなひびが入
り︑建物が傾くなど液状化
の被害も見られた︒
プスケスマス代表のモ
ー・サレさん︵ ︶による
と︑同郡では 人が建物の
下敷きになるなどして死
亡︒ 人が重傷︑１７１人
が軽傷を負い︑多くの住民
が避難している︒プスケス
マスのスタッフは︑損壊し
た建物から薬を運び出し︑

スナップボタンが付いたバティックを手にするインドネシア人デ
ザイナーたち

18

8
まち・ひと

2018年（平成30年）10月26日（金曜日）

