ド イ ツの パー ティ ー
ドイツ は八月 でも肌寒 くもう 長袖を着 ていま す。九月 にはい ると「 冬時間」 になり 時計
を一時 間遅ら せて本格 的な秋 が始ま ります。
ドイ ツの結婚 前のお 披露目パ ーティ ーに行っ てきま した。結 婚する 二人は アパート の一
階に 住んでい るトラ スティン さんと インケ ンさんで す。
事の 始まり はアパー トの一 階にある 掲示板 にとても 長い連 絡事項 が書かれ ていま した。
ドイ ツ語が 全く分か らない ので、 紙に書き 写そう と紙と鉛 筆をも って玄関 に出た 時にト ラ
ス ティンさ んに出 会いまし た。彼 は英語が 出来る ので、 以前から 細かい 規則など を教え て
それ は僕た ちの結婚 のパー ティー の事だよ 」との こと。そ の上「 君も家族 と

も らってい ました 。その 時も「掲 示板の 内容を知 りたく て書き写 しに来 ました 」と話し た
ら 「ああ ！

一 緒にお いでよ 」と誘っ てくれ たのです 。その 時まで二 人は結 婚して いると思 いこん でい
たので 、最初は結婚記念日で十年目位のお祝いと言ったのを聞き違えたと思っていました。
一応掲 示板の内 容を書 き写して 辞書を 調べてみ ると、 どうも様 子が違 うので す。掲示 板に
は
（ 花嫁の 家の前 で食器 など を割っ て祝う 御礼前 夜の騒 ぎ） とある のです 。
Polterabend
「？？ ？結婚 前夜？ま だ結婚 していな かった の？」と 不思議 に思っ ていまし た。そ れより
も「私 たちは 引っ越し て一ヶ 月しか 経ってい なくて 全然親し くない のに、成 り行き で誘わ
ざる を得なく なった のではな いか」 と変な心 配をし つつも 、押し寿 司を作 って参加 させて
もら いました 。
当日 は、前 日の冷た い雨が 嘘のよう にとて も良い 天気で、 夕方の 冷え込み もほと んどあ
りませんでした。バーベキューがメインの立食形式で、
シ ンプ ルだ けど 皆と 一緒に 楽し める パーテ ィー といっ
た 感じ です 。 パーテ ィー は五時 開始 のはず でし たが、
皆 が料 理 やプ レゼ ント を持っ て揃 いだし たの は六 時
頃 。 でも 外は まだま だ明 るい ので気 にも ならず 、来 て
いる 人た ち全 員に 挨拶 をし てのん びり 待って いま し
た。 する と招 待客 がいき なり 食器 を割り 始め るでは な
いです か！ そこでよ うやく
Polterabendの「 食器を
割る 」と いう 意味 が分 かりま した 。私た ちも ドキ ドキ
しな がら お皿 投げ に参加 させて もら いまし た 。「食器
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の割 れる音 が幸運を 招き、 割る数 が多けれ ば多い ほど幸運 がやっ てくる、 割れた 食器は 必
％位 の人で 、実際に 見

ず 結婚する 二人が 掃除をし ないと いけない 」と教 えても らいまし た。ド イツの伝 統的な 儀
式 らしいで すが、 意味を 教えてく れた人 は「この 儀式を するのは
た のは私 も初めて なのよ 。私たち の時は この儀 式をしな かった けど、と てもハ ッピーよ 」
と のこと 。もっ と年配の 女性も 「若い人 はこう いうのが 好きな のよ。 私はしな かった けど
ドイツの 伝統的 な儀式よ 」と話 してく れました 。最初 は片づい ていた 地面も割 れる食 器が
多すぎ て、だん だん掃 除が間に 合わな くなって きてい ました。 そして パーテ ィーは夜 更け
まで続 いたので した。 ドキドキ しなが らの参 加でした が、み んな英語 で話し かけてく れた
り、裏 の家の 家族とも 少し話 をしたり して、 楽しく過 ごさせ てもら いました 。
・
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