東 京か ら ドイ ツへ ①
突然で すが︑４ 月から ドイツに 行くこ とにな りました ︒旅行 ではなく ︑旦那 さんがド イ
ツで仕事をすることになり︑シュトゥットガルトの街の住民になるのです ︒﹁もしかした
らドイツに行くかも﹂と聞いたときは ︑﹁ドイツに住むのかぁー︒なんか格好いいやん﹂
と気楽に考えていました ︒︵当の本人は大変なことだったのに・・・旦那さんごめんなさ
い︒︶
中国 には住 んだこと がある し︑東南 アジア では何度 も長期 滞在を したこと があり ました
が︑ ヨーロ ッパには イギリ スに一 度行った きり︒ 英語はサ バイバ ル英語の み︒ド イツ語 に
至 っては︑ 挨拶と お礼くら いしか 分からな いけど ︑まぁ 何とかな るだろ うと高を くくっ て
い ました︒ そして インタ ーネット でドイ ツについ て調べ るうちに ︑色々 考えた り︑用意 を
東京にくる時には ︑﹁同じ日本だし︑食べ物も同じ︒全く問題ナシ

し ないと いけない ことが 出てきて ︑どん どん大 変になっ てきた のです︒ 他のこ とがぜん っ
ぜん手につかない！

ッ﹂と取 り立て て準備も せずに 来まし たが︑そ のとき とは大違 いの状 態に気が ついて ︑パ
ニック を起こし つつバ タバタと 二週間 位を過ご しまし た︒
まず食 べ物のこ とで不 安がふく らみま した︒ 私は﹁お 米が食 べたいっ ！﹂と 思うこと が
あまり 無かっ たので︑ ヨーロ ッパは米 食文化 圏では無 いとい うこと をすっか り忘れ ていた
と考 えました が良い 知恵が浮 かばな

のです ︒とこ ろが旦那 さんは お米が 大好きな のです ︒１歳の 息子も パンより はお米 ︒お米
より はうどん を好む ので︑ど うやっ て入手す るか？

い︒ 幸い義母 がヨー ロッパ に長期で 行くこ とが多く ︑色々 教えても らい一 安心︒ 落ち着い
て調 べてみ るとシュ トゥッ トガルト にも日 本食材 店や中華 食材店 があるし ︑何よ り日本の
百貨 店がミ ュンヘ ンに出店 してい るのです ︒我慢 が出来な くなっ たら多 少高価で もそこ で
入 手出来 ます ︒
﹁ ヨーロ ッパ に日本 の百 貨店が ある なんて ・・・ 日本
は ホンマす ごいなぁ﹂ と思わずつぶや いてしまいました︒ ドイツ人
の 食事も気 になった ので︑図書館で子 供向けの﹁ドイツ のごはん﹂
と いう本も 借りてき ました︒その本 によると︑ドイツ の人は朝と夜
は簡単に ︑数種類の ハムとパンと デザートで過ごし︑ お昼にシッカ
リと食事 をするそ うです︒ドイツ 語の料理の本を見 ながら料理すれ
ば︑料理 と一緒に ドイツ語も覚 えられるかも・・ ・等々と考えられ
るくら いには 余裕も出 てきま した︒
気分転 換に窓か ら外を見ると︑ 建設中の﹁東京ス カイツリー﹂が
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見え ます︒ 建設が始 まりど んどん 高くなる タワー を見なが ら︑隅 田川の花 火が見 えにく く
な ってしま うので ﹁せっか くの眺 めが台無 しや﹂ と︑文 句を言っ ていた のに︑も うすぐ 見
れ なくなる と思う と名残 惜しくな ってし まうので した︒
・
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