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カンボジアの子供の人権を考える会会報

者卓の#

して半年間勤務し､帰国後個人的に積極的な意味

The Home Of卿‑9‑‑

岬までの紳

でのカンボジアとの関わりをもとうと首都プノ

ンペンに中古自動車部品を扱う小さな会社｢MA

The SCCCR代表･松永茂妥さんの個人的努

TSUNAGA AUTO TRADING=MAT｣を設立

力によって準備が進められてきました開設準備

しましたoMATも利益が残るようになってきた

の作業(土地の購入と整地､塀の建設､建物(居

折､農村での機械を取り入れた米作りをしようと

住棟トイレとシャワー小屋､台所と食堂棟､必要

考えました｡もちろんこれも働く場の少ないカン

物品の整備)が昨年9月に終わり､ 10月より6

ボジアで一人でも雇用の機会が増えればという

名の子供たちが生活を始め､現在1 1名の生活が

考えによるものでしたo米作りの誘いを受けた私

営まれております｡

菊地は､とにかく現地を見に行こうと1996年7

松永さんは､ 1 9 9 2年の国連管理下に行われ

月にカンボジアを訪れました｡その時､是非福祉

た総選挙の際､自動車修理の国連ボランティアと

の現場も見学して見たいと思い､ JVC (日本国際

左手奥は.キッチンと食堂棟

正面が居住棟(居室5)裏にシャワーとトイレの小屋があります

ボランティアセンター)が援助活動をしているプ

それは努力すれば実現することだなと考えまし

ノンペン障害者福祉センター(通称｢第4孤児

た｡こうして孤児院開設の準備作業がMATの現

院｣)を見学しましたo

地マネージャーのソフォーンさんの手で始まり

そこで目にしたのは､決

して恵まれた状況に置かれていない子供たちの

ました｡諸準備の資金は､松永さんがMATの資

現実｡ご飯の上に具の少ないスープをかけて食べ

金をThe SCCCRに提供する形で行われ､最

る子供たちの姿でしたo帰国してからも思い出さ

後の諸設備の整備は､ r会｣からの資金で行いま

れるのは農村部の風景でなく第4孤児院の子供

した｡

たちの様子｡

現在ホームは､マネージャー･ナレットさんの

松永さんの｢孤児院を作ろうと思うんだけどD｣
という話に､ ｢やろうよo｣と即座に返事o

日にし

た現実に目をつぶりたくなかったのですoそして

もと､ 3名の職員によって日常生活が営まれてお
ります｡

9
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日本の百円玉ってこんなに繊細で美しかった

2

シャツときれいにしている｡パッパッパッと終わ

ってしまうo当番以外は洗濯､予習､身支度などD
その4

ホームのスタッフが毎晩ホームと近所

かしら｡成田に着いてそんなふうに感じる自分に､

の子供達に英語を教えているo日曜日の午後には

もう慣れっこになっていたけれど･ ‑

日本人女性が日本語を教えに来てくれる｡子供達

有りのまま素直に感じてこよう｡大袈裟に驚く
ことも､悲しむことも､慣れ親しむことも自分を
ガードすることもせず､自然体で接してこようと
成田を発った｡

を頑張ろう｡

驚きはまだまだ有りますが､極めつけをもうひ
とつ｡

土日にかけてプノンペンから160kmほど離

でも､驚きました｡
その1

の英語の実践相手が私では心もとない｡私も英語

れたシアヌー

ホーム

の子供達の瞳が

クビルの海岸

黒く澄んで輝い

‑子供達11人

てたQ私の目が吸

と大人6人が

い込まれてしま

ランドクルー

いそうなくらい

ザー1台に乗

強い｡真っ直ぐ見

り込んで出掛

つめてくる. ‑臍

けましたD前夜

も逃がすまいと

はマネージャ
ーのナレット

しているoそれに

さんと子供達

また､笑うと可愛
いの､男の子も､

女の子もo

海岸にて全員集合(前列右から2人目がマネージャーの
ナレットさん) 9人の子供達は初めて海を見ました

が11人そして

私たち訪問者

衣服‑の関心度が高い｡時間が有るとす

2名｡まあ何とかなるかと思っていたら､朝に

ぐ洗濯(手で)をする｡雨が降ると乾いた服は取

なり大人達が夢の一泊旅行に参加しない手はな

り込むけれど､まだ濡れているものはそのままロ

いとばかりに席や荷物の采配をしたりと声を張

ープに下げておく｡出掛ける時はバシッと決めて

り上げている｡乗車定員オーバーの罰金の心配

格好いい(2日続けて同じ服を着ていたのは､日

をしている私のことなど御構いなし｡全員が痛

その2

本からの訪問者のみ)｡頭は水油で櫛目を着けて
きれいにしている｡服のコーディネートも上手｡
ちびっ子のコイ･サロンはベージュのボタンダウ
ンにダークグリーンの半ズボン｡決まってる‑ !

(部屋の整理はどうだったかな｡)
その3

スタッフの指示なしに朝5時30分起

床｡朝食は6時20分頃oその間､各自蚊帳をた
たみ当番がほうきとモップで床を水拭する｡トイ

レ掃除はちびっ子達の仕事なのか｡裸足でシャツ

一番ちびっ子のチャンナリー(左手前)

TY)

み､しびれ､空腹など､め

ったなことでは行けない
海を思えば‑のかっぱo先

も見えないほどの土砂降
りの雨の中のパンクだっ
て､ものの15分で片づけ

て､びしょ濡れのまま折り
重なって車に乗り､何もな
かったように目的地に向
けて出発してしまう｡本当
にたくましいQ夕方､宿泊

するJVC(日本国際ボラ

シアヌークビルのシーサイドレストランにて夕食

ンティアセンター)が運営

する自動車修理技術者を養成する学校の校舎に

に何も持たずに来てしまった私たちに､やさし

着いた時､子供達は荷物を出すは出すは､ ′トさ

い子供たちは蚊帳､毛布､英彦を貸してくれた｡

なバッグには着替えが沢山入っているし､蚊帳､

感謝して眠った夜のことはまったく憶えていな

毛布､集塵と所帯道具一式をちゃんと持ってい

い｡健康なんだな､私って｡

(続く)

るのには驚きでした｡何が何だか分からぬまま
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いますo

(位置)首都プノンペンの市街地(南北4 km)
の北端､ポチェントン国際空港から北へ4 km､

(構造) 3棟とも煉瓦造りで､モルタルで白く

国外から訪れるには大変好位置にありますo

上塗りしてあります｡敷地を取り囲む塀も煉瓦

家の周辺地域は高床式の木造住宅や柵子の

と鉄の杭で作られた頑強なものでカンボジア

葉を編んで作られている家が散在する､どちら

ではこれが一般的で､盗難その他の危険に備え

かといえば貧しい家庭が集まる地域です｡

るためですQ孤児院は､周りから見れば物が有

(敷地面積)

約2, 500mB(東西×南北:

る所なのですQ

50mX50m)

(建物の面積と構造)
居住棟: 115

居室: 5

『The SCCCR』の会員になって､

｢希望の家｣の子供達の日常生活と教育を一緒に

2m2

共有室: 2

保障して下さいませんか.

トイレ･シャワー小屋: 10

56Id

年会費1口5, 000円(何E)でも可)

トイレは､紙を使用せず手桶でくんだ水
で洗い落とします｡シャワーも手桶でく

んだ水をかぶりますo
台所･食堂棟:33

6m2

燃料は薪と炭を使用します｡飲料水は買

連絡先

270‑1602千葉県印旋都印旗村

TheSCCCR

日本事務所

TEL&FAX 0476‑98‑2486(担当･菊地)

516

+

§

ホームの中高生の勉強の場(経書量)を

庭で電気を使うために電圧が下がり十分な明

確保すること､地域の子

るさを確保することが

供たちも交えての英語

j藍撃i鼻

出来ません｡子供たち

やミシンによる縫製措

を建設します

が十分勉強できるよう

導等に使用するホール､及びゲストルームを

に電灯も含めて設備を整えて行きたいと考え

もつフラット‑クスを建設します｡夜は各家

ています｡

カンボジアが世界に誇る歴史遺産､世界遺産

りチケット(往復約6,000バーツ)を予約し､

のアンコールワット､そしてアンコールトムを

タ亥嘩チケットを受け取るまでの筒ノミンコク市

はじめとするアンコール遺跡群の数々｡一度は

内戟先(東上マーケット､ショッピング､メナ

訪れたい観光地の一つですね｡そして長井おい

ムjEFを乗合ボートで山等々)をし､夕食を楽し

で下さいD

んでもう一泊o

大きな感動を保障しますg

カンボジアというと地雷と政情不安虚言話題

璽軒6時頃の汽車,で空港へ｡

プノンペン‑と再匡陸してすでに F大賢カー

の中心ですが､鼓し
てそのようなこと

はありません｡首都

ド｣と

Fビザ申讃カード̲E

が配られます｡英語に離れ

荘児除兵学とアンコープL ･ワット

ない私にぞまこれかなかな

ナチナチ患光旅行の三乗内

プノンペンは地雷

か大変で､会枚を書いて重臣

の心配娃全くあり

食をバクつき一気意S;付けば

ませんoアンコール遺跡の雛ルート上も心配

飛行機謹皇赤茶けた田んぼと梯子の木が眼下に

いりませんgまた､プjンペン市内はEt本で感

見え､際もなくポチェントン国際空港に着陸￠

じるような混乱はありませんし､現地のマネー

タラァプを降り､賢哲つける日差しの中を歩い

ジャーが案内をしてくれますので安心して市

て空港ビルに肉瀞う時‑,カンボジアたこ着いたこ

内の散策連星できます｡

とを実感します｡

カンボジア‑の直行便旺現在あり吏せん｡成

ここ王での支出は,鹿ER〜バンコク径衛チケ

田からはタイ経由か一番よいでしょう｡シーズ

グト

ンオフですと,往復掛金でエアーインディ‑アEま

宿泊尊L王取離任円､ zirンユタからプjンペン

40.080円頭です.機内で出るチキンカレーは

往復チケット

4Q=,Q恥陀､空港利用磯やバンユダでの

2(),888粍⊃

(以下､次号)

なかなでーもちろん熱い内にバクつきます(,衣
曜巨､土曜日の正午発で､バンコク空港には現
地時限午後4時につきます｡プノンペン行きの
便はその臣はありませんg一晩空港内で夜明か
しという事もありますがーそ加もつらいです一し､

せっかくタイに来たのです から汽車でバンコ
ク‑｡駅前にあるFス坪グロ‑ンホテル｣ (旅社)

が一泊‑5脚パーツで温かいシャワー､冷房付
きで水洗トイレo安くで酔う適､一夜もぐっすり眠1
れます｡翌朝､フロントでプノンペン‑の安売'

演

アンコールトム南大門二の四面像

