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̶アジアきりえ紀行̶
ホイアンの街
ベトナム

通巻第132号
2006年９月１日発行

古くから貿易港として栄え、16〜17世紀には日本人町も作られ
るなどアジアの商人達が溢れかえっていたホイアンは、時間が本当
に止まっているような不思議な街でした。その頃作られた「日本
橋」という屋根付きの橋もありました。トゥポン川沿いの街並みは
古い本造の建物が続き、店番をしているおばさんが手を振ってくれ
たり、仏像造りの職人さんが一心に彫刻刀で彫っている姿が印象深
く想い出され、また再訪したい街です。「ホイアン」、街の名もや
さしいいい名前です。
（きりえ／解説・日本きりえ協会常任委員 坂部信子）
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