ア パー ト のこ と

ドイツ で暮ら し始めて からあ っという 間に時 が過ぎて います 。こち らは乾燥 してい るの
で、外 気温が ３０度あ っても 家の中 の日の当 たらな い場所は 驚くほ ど涼しい のです 。家と
は言 っても、 今の時 点でアパ ートは 決まって いない のでゲス トハウ スの共 同の居間 のこと
なの ですが・ ・・
そう 、家が まだ無い のです 。ゲスト ハウス に確実に 住める のは６ 月末まで 。最初 の一～
二ヶ 月は直 接不動産 屋さん からの 紹介を待 つだけ でなく、 ゲスト ハウスの 友達に インタ ー
ネ ットを使 って探 す方法を 教えて もらって 、早速 、何軒 にも連絡 を入れ たのに、 待てど 暮
ら せど連絡 がこな い。こ んな物か と思っ ていたら 、日本 から来て くれた 応援隊 が電話で 問
い 合わせ をしてく れたら 、なんと 短時間 で良い 家がポン ポン見 つかり、 いざ契 約。とい う
段階で大家さんの審査に落ちてしまいました。そして３ヶ月目のいま 、「英語でコミュニ
ケーショ ンを取 る練習」 と思っ てどん どん電話 攻撃を していま す。そ う思うと だんだ ん電
話する のが楽し くなっ てくるの です。 中学・高 校の英 語の時間 に味わ った苦 痛が嘘の よう
・・・ 。
ドイツ のアパ ートはほ とんど と言って いいく らい地下 室があ ります 。そこに は各家 専用
の物置 、洗濯 場兼干し 場にな ってい ます。た まに地 下にも部 屋があ りそこも 住居と して普
通に 利用され ていま す。湿度 の高い 日本では 考えら れない 作りなの です。 建物自体 も日本
のマ ンション のよう な四角 く平べっ たい屋 根ではな く、三 角屋根の 家ばか り。そ の屋根裏
に当 たる場所もシ ッカリ住居として活 用されています。 大
げさ に言うと一つ の家に少なくとも ３～４家族は住める の
です 。三角屋根 の町並みはとても ヨーロッパの雰囲気 を醸
し 出している のですが、いざ屋根 裏の部屋を紹介さ れたと
き は「ヤッパ リ屋根裏やん」と 思うような天井の家 から、
そ んなに屋 根の傾斜が気にな らない物まで、いろ んな種類
の部屋が ありました。最初は 「屋根裏部屋なん てハイジの
世界みた いでステキ」と思 っていましたが、最 近は「ヤッ
パリ住む のは屋根裏じゃ ないところが良いな ぁ」と思って
います 。
インタ ーネットのアパー ト紹介欄に書かれて いる「家の
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設備」の項目にキッチンと書かれていることがあります 。「キッチン付いているのはあた
り まえやん 」と写 真を見る と、キ ッチンの 写真な のにキ ッチン設 備がす っぽり無 く水道 栓
し かないの です。 ちょっ とびっく りしま した。日 本では 台所の洗 い場は 付いて いて普通 と
思 ってい ましたが 、こち らでは各 自で取 り付け をしなけ ればい けない場 合があ るのです 。
聞 くとこ ろによ ればキッ チンご と引っ越 しをす るらしく 、前の 人が置 いていっ たキッ チン
をそのま ま使わ せてくれ る時も ありま すが、た まに有 料の場合 もある のです。 色々見 れば

N

みるほ ど自分の 希望が ハッキリ してき ました。 とても 欲張って います 。ここ まで来た のだ
から、 あと一踏 ん張り です。
・
PUKIPUKI

掲 載 の記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写、 転 載 を禁 じ ま す。
（ 株 ）フ ァ ッ ショ ン ビ ジネ ス ・ 御堂 筋 新 聞
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