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<Sightseeing in Rwanda>
After reporting about sightseeing in Ho Chi Minh in the last volume, I
realized that I had never told about sightseeing spots in Rwanda. In this
volume, I would like to summarize this point.
Unfortunately, there are no hidden places to recommend even after
living in Rwanda for almost nine years. In my opinion, the most
attractive element for visitors to Rwanda is seeing ordinary living scenes
especially in the countryside. The rural scenery is very nostalgic with
smiling people and many travel routes are surrounded by a thousand hills
where cultivation is amazingly done all the way to their ridgelines.
However, if I were to list up concrete tourist destinations, the top two
world-renowned visiting destinations in Rwanda should be mountain
gorilla trekking and a memorial site visit of 1994 genocide. Well, the
choice has nothing unique but you should not miss them as a tourist.
Although mountain gorilla trekking is a bit expensive and now it costs
US$750 per person to see that endangered species for an hour, the tour
can be your once-in-a-lifetime event. Personally, I joined the trekking for
three times and I still enjoyed it. By the way, mountain gorillas are
different gorillas from lowland gorillas, which you often see at zoos.
Here, I would like to personally recommend three more spots. The first
one is Nyungwe National Park located at the southwest of Rwanda
(about three-hour car ride from Kigali). It is a vast national park (about
1,000km2) covered with a primeval forest. There are no conspicuous
animals like mountain gorillas but the forest is very diversified and deep.
It is a great forest to walk around. If you want to hike to the source of
the Nile River, which was found in Nyungwe Forest in 2006, you need to
walk in the forest for a few days with camping. By the way, ‘Nyungwe’
means ‘the place of leopards’ in a local language, though no one has seen
the leopard in Nyungwe recently. In order to protect Primates from
infectious diseases transmitted by humans, the forest trekking is only
allowed to people over 12 years of age.
The second recommendation is the Lake Kivu. The lake is quite large
with the size of about 90km by 50km. It is shared by Rwanda in the east
and the Democratic Republic of Congo (DRC) in the west. For
Rwandan side, there are three major towns along the lake: Rubavu,
Karongi, and Rusizi. Karongi is the most quiet town among the three
and Rubavu and Rusizi are next to DRC. You can arrange a boat ride
from Rubavu (about three-hour car ride to the northwest from Kigali)
and visit tiny islands where coffee is cultivated. At some coffee washing
stations, it is possible to taste very fresh coffee roasted by a bonfire onsite. I only tasted once but it was very different from coffee I knew in
Japan and was very mild! April-May is the high season for coffee harvest.
The last destination is Habiryaimana Presidential Palace Museum in the
capital Kigali. Habiryaimana was the head of state in Rwanda in 1994 and
the genocide began when his jet plane was shot down and he got killed.
Surprisingly, the crashed plane fell down very next to his presidential
palace, so when you visit the museum, you can see the palace inside and
some real remnants of the jet plane scattered next to the palace. In the
palace, the guide will explain you very interesting facilities such as a
hidden escape and a secret alter of traditional religion, which is rather a
taboo currently (ref: Monthly Rwanda vol.38). I like this museum the
best compared to other museums because of its uniqueness.

Mountain gorilla (boss of Hirwa (‘lucky’) group)

マウンテン・ゴリラ（ヒルワ（「幸運」）・グループのボス）

Typical scenery in Rwanda during Mt. Kabuye hiking

カブイェ山へのハイキング中に撮った典型的なルワンダの風景

Coffee washing station near Karongi town

カロンジの町のそばのコーヒー豆洗浄施設
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ホーチミンでの観光について前版で報告してみて、ルワンダの
観光地について書いたことがないことに気づきました。今回は、
ルワンダ観光についてまとめたいと思います。
残念ながら、９年近くもルワンダに住んでいますが隠れたお薦め
スポットはありません。個人的には、ルワンダを訪れて一番良い
と思うのは、日常風景、特に田舎のそれに触れることだと思って
います。田舎の景色は大変牧歌的で人々は笑顔ですし、旅で
使用する道路は千の丘に囲まれており、その丘は稜線まで見事
に耕されています。
どうしても観光地を具体的に挙げるとすれば、世界的にも知られ
ているルワンダの２大訪問先となるのは、マウンテン・ゴリラ見学
トレッキングと１９９４年に発生した虐殺を記念した施設の訪問で
しょう。この２つはどこでも紹介されているものですが旅行者とし
ては外せないと思います。マウンテン・ゴリラ・トレッキングは
ちょっと高く、その絶滅危惧種を１時間見るのに現在７５０米ドル
（約９万円）かかりますが、一生に一度の思い出になるツアーだ
とは思います。私は３回参加しましたが、それでも楽しめました。
なお、マウンテン・ゴリラは動物園でよく見るローランド・ゴリラと
は異なります。
個人的にあと３ヵ所を紹介したいと思います。１つ目は、ルワンダ
の南西に位置するニュングウェ国立公園です（キガリから車で約
３時間）。原生林に覆われた巨大な国立公園です（約１千km ）。
マウンテン・ゴリラのような目立つ動物はいませんが、森は多様
で深いです。歩くのに素晴らしい森です。２００６年にニュング
ウェの森で発見されたナイル川の源泉までハイキングをしたけ
れば、キャンプをしながら森を数日歩く必要があります。ところで、
地元の言葉で「ニュングウェ」は「豹のいるところ」を意味するの
ですが、最近は誰も見たことがないそうです。人間から霊長類に
病気がうつることを防ぐため、森の中を歩くのは１２歳以上の人
に制限されています。
２番目のお薦めはキヴ湖です。湖は約９０km×５０kmの大きさが
あり、かなり大きいです。東側はルワンダに、西側はコンゴ民主
共和国（DRC)に属しています。ルワンダには、ルバヴ、カロンジ、
ルシジと３つの大きな町が湖岸にあります。カロンジが３つの中
では最も静かな町でルバヴとルシジはDRCに隣接しています。
ルバヴ（キガリから車で北西に約３時間）からは、舟に乗って、
コーヒー栽培が行われている小島を訪れることができます。コー
ヒー豆を洗浄する場所のいくつかでは、その場の焚き火で焙煎
したとても新鮮なコーヒーを味わうこともできます。私は１度だけ
試 したことがありますが、日 本で知っていたコー ヒ ーとは 全然
違って、とてもまろやかでした！４月～５月がコーヒーの収穫の
最盛期です。
最後のお薦めが、首都のキガリにあるハビリャイマナ大統領の
官邸・公邸博物館です。ハビリャイマナは１９９４年当時ルワンダ
の国家元首であり、彼のジェット機が撃ち落され彼が死んだこと
がきっかけで虐殺が 始 まりました。 驚 いたことに、 撃墜 された
飛行機は彼の大統領官邸・公邸のまさに隣に墜落し、博物館を
訪問すると、建物の内部とともに建物の隣に散在したジェット機
の残 骸 を見ることができます。 建 物 内 では、 案内 人が 秘密 の
脱出路や現在むしろタブーとなっている伝統宗教（マンスリー・
ルワンダ第３８版参照）の秘密祭壇などといった大変興味深い
施設を紹介してくれます。そのユニークさから、他の博物館に比
べてこの博物館が一番好きです。
＜ルワンダ観光＞
ルワンダ観光＞

Nyungwe forest:
there are several trails

ニュングウェの森：
複数の散策路あり
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Organic coffee plantation near Rubavu town

ルバヴの町のそばにあるオーガニック・コーヒー畑

Nyungwe

Map of Rwanda / ルワンダの地図
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