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≡彪盈塵藍遡遜趣鋭喜艶磨
2年前完成した｢希望
の家｣ ‑ホームの建物は
一階建てのものでしたが､

それは将来二階を増築す

ることを念頭に建てられ
たものです｡この時期に

急きょ二階の増築工事を
行いましたのは､もとも

と平屋として屋根を設計
したものではなかったた
めに､平面の屋根の雨に

よる傷みが予想以上に目
につき､傷みが進む前に
二階部分を建設すること

2願が増築された"HomeofHope"D緑色の屋根が風景に映える｡
1階部分も塗りなおされて､見違えるよう｡

が得策だったこと､そし
て何よりも土地の購入､ NGOの届け出､ホー

最初に建てる時､私たちとしては木造の建物

ムの建設､生活必要物品の準備等､私たちの夢

をと考えたのですが､カンボジアでは木材がと

であったカンボジア･プノンペンにおける｢希

ても高く､レンガ作りと経費が変わらないこと､

望の家｣開設を現地で進めてくれた

The

そしてレンガ作りの方が幾分涼しいという理

SCCCR Cambodia理事のス‑ス･ソフォーン

由でこのような作りにしました｡昨年建てまし

さんがアメリカに移住することになったこと

た木造の教室(14mX4m)は6,000ドルほど

が､今回の二階部分の建設を早めにやることに

かかりましたが､経費の割には作りが私たちの

なった理由です｡ソフォーンさんの件は別のと

感覚からすると粗雑で､やはりレンガ作りの方

ころでお話するとして､今回の工事で二階と緑

が良かったかなと感じました｡

色の屋根､そして二階‑の外階段が付いたこと

私の訪れた翌日の17日が業者さんとの最終

で､大きさ､雰囲気がこれまでと全く違い､ま

検査の日であったようで､工事の仕上がり具合

た一階部分も白く塗り直したこともあって､そ

を見て回りました｡ホームの周辺には二階建て

れはそれはホ‑ツと思わず驚きの声がでるほ

の建物がありませんので､その踊り場からの眺

ど立派な家になりました｡

望はなかなかのものですoちょうど真東を向い
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ていますので(日本では南向きに建てるのが通

より風の入り具合はなかなかよく､天井は少し

例ですが､ホームは東向きです｡日本では秋〜

低めですが幾分涼しいようです｡また､二階の

春の間の日照を考えてそのように建てるので

完成で､これまで中央のホールを隔てて左右に

しょうが､カンボジアでは暑い日照を避けるた

分かれていた男子と女子の居住域を一階と二

めに東向きなのかなと勝手に推珊しています)

階とに分ける予定です｡

朝焼けと日の出を見るには絶好です.また一階

顧紛療
カンボジアは今雨季です｡熱帯モンスーン気

執事が通行できなくなっていました｡それでも

候に属するこの国の気候臥乾季(10月下旬

6月のプノンペンは､考当に轟ることで直射日

〜5月中旬)と雨季(5月下旬〜10月中旬)に

光を避けることができるので､比較的過ごし易

分かれます｡乾季は､暑季(2月上旬〜5月中

い季希といえます｡

旬)と涼季(11月上旬〜1月下旬)､雨季は､

今回プノンペンを訪れるのに､バンコク空港

日本のように雨がしとしと降り続けるという

を出発したのが夜の7時50分.バンコク国際

ようなことはなく､おおむね明け方や夕刻以降

空港はバンコクの中心地より現地の汽車で1

に降ることが多く､雨量は後半の2か月伺(9

時間の郊外にあります｡それでも離陸直後､眼

月〜10月)が最も多く､メコン川､トンレサ

下に見える電飾された衝埠樹の列､遠くまで続

ップ湖の水位が上がります｡

く街路灯､行き交う車のライトなどなど､輝く

カンボジアを訪れるには､涼卒か雨季の初期
(6‑8月)が良いと思われます｡しかし､日

衝の灯はそれはそれは溢れるばかりの量と美
しさで】した｡

本では経験することのできない熱さや大雨を

1時間後､搭乗機が高度を下げ右に旋回した

経験するのもそれはそれで意味があることで

ときに見たプノンペン中心の街の灯は予想に

しょうC

反し明るく輝き､色彩も豊かなのにびっくりし

今回訪れた6月16日〜20日は､朝は雲があ

てしまいました｡初めて紛れた4年前の市街は､

っても毎日朝日が昇る様子を見ることができ

メインストリートでさえ露店の薄暗い灯りが

ました｡午前中はおおむね晴れていますが､午

やっとで人の顔が闇の中で何とか見えるよう

後2時を回る頃から雪が出始め､夕刻か夜に雨

な状態でしたoまた､当時市内には一つも信号

になるというのが規則的に繰り返されました｡

がありませんでしたので､夜の交差点たるや四

雨が降る前は､時に雷がなり､その時は市街地

方から来る人とバイクと車が文字通り交差し､

があっという間に水びたし､プノンペンの中心

よくぞこれで事故が起きないものだなと感心

街近くでも下水が完備されていないためです.

させられたものでした｡昨年の秋の訪問の時で

舗装がなされていない多くの道は大きな水溜

すら､夜ついている蛍光灯(10W程度)をつ

りだらけo水溜りといっても並みの大きさでは

い日本にいる時のように部屋を出る時に消し

ないのです｡バイクはもちろん､自動車までも

ますと､もう再び点灯できないのです｡夜にな

水溜りを避けながらノロノロ運転そんな道を

るとあちらこちらで電灯を使うために､点灯し

大きなコンテナーを載せたトレーラが通るの

た夕方より電圧が低くなり､蛍光灯の点灯時に

ですから､穴は大きく道は惹くなるばかりです｡

必要な電流が練れないためです｡ところが今回

昨年11月初旬には大きくあいた穴のために自

はそのようなことはなく､ホームの部屋もだい
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ぷ明るくなったようです｡

大通りにはガソリンスタンドがとにかく増
え､燈崖と灯りをつけていましたし､何と

さんとマネージャーのナレットさんが迎えに
来てくれました｡ rおとさん､元気ですか｣ ｢サ
クサバイ･テ‑

お元気ですか｣ ｢How a∫母

｢SHARP｣の速い速度で模様の変わるネオン

you?｣と挨拶の後､真っ直ぐホーム‑｡増築

サインが目に入り､びっくりしました｡とにか

されたホームと再会しその立派さにびっくり｡

く電力事情が良くなり街が明るくなったこと

みんなは食堂に集まり､晩ご飯を食べ始めまし

は事実です｡

た｡ ｢食事を遅らせて迎えにきてくれたのか｣

ポチェントン国際空港でのビザの申請と入

と､感鮒とちょっぴり申し訳なさを感じながら､

国手続を終え､荷物を受け取って出口を出ると､

久しぶりのホームの食事を食べ終え､その夜は

何とホームの子ども達全員､理事のソフォーン

すぐに寝床‑潜り込みました.

叡細田皆‑･? 《運営の環状》
子どもたちの様子.･...肝Il.

千)とギヤン(10歳･男子)は､プノンペン

ホームの生活の開始と同時に6名の子供

市内にあるカトリック女子修道会の運営する

が入りました｡約1年後に4名､そしてこの5

孤児院から移ってきました｡この孤児院は乳幼

月に新しい3名の子供たちが加わり､子供たち

児の保護養育を本来の目的としているそうで､

の数は全曲で13名となりました｡

常々受入先があれば年長の子供を移したいと

新しく加わった10歳の少年ウロツタナは､
｢24時間テレビ｣の海外活動の一つとして取

思っていたそうで､私たちのホームが修道会の
知るところとなったのが理由のようです｡

り組まれている､プノンペンめ南30kmにあ

スライ･リーは現在4年生､二人の男子はこ

る農村での地域保健指導のスタッフとして8

れまで学校へ行ったことがありません｡学期中

年間活動をしている友人の諏訪さんという方

途での転入学は平常のことではないので､やる

の要請でした｡カンボジアは今､世界の中で最

にはお金がかかるそうです｡カンボジアの新学

もⅢⅤに関して危ない
国の一つですが､母親
は重症のHIV発症者で

あり､命に係わる状態

で父親のいない息子の
これからの生活を大変
心配しているというこ
とでした.少しでも母

親に安心を与え､気持
ちを楽にしてあげたい
ということで､ホーム

で生活することになり
ました｡他の二人､ス
テイ･リー(14歳･女

4

期の11月から学校へ通うようにする予定です｡

かりお金を擾らせれば検査は比較的すんなり

この7月に12年生(高校3年生)の卒業試

と､払わなければ小さな品物一つ一つ細かく検

験を控えたソフィアロアさんを頭に､ 10年生

査し･手続きをなかなか進めてくれないという

3名など今後次々と子供たちが卒業年齢に達

のは日常茶飯乳ナンバープレートを付けてい

します｡ホームで暮らし学校に通うことで安全､

ない車が走っているので､ ｢あれはいいのか｣

食事･教育を保障することは､毎日の運営費の

と聞けば､ ｢警察官に少し金を払えばそれで終

確保の問題ですので､私たちの努力によって何

わり｣とのこと｡一般公務員､教師､警察官そ

とか対処できます｡しかし卒業後の子供たちの

して兵士の給与が月30‑40ドルでは他に仕事

生活をどうするかとなりますと､プノンペンに

をしたり何処かで袖の下を取らなければ暮ら

おいてすら雇用機会が極端に少ないのがカン

してゆけない､それがカンボジアの現状です｡

ボジアの現状ですので､私たちはほとんど無力

この公務員になろうとしても､そこはまたコネ

です｡

と金の世界です｡ ′

今カンボジアは､内戦終結後に続いていた政

ホームの子供たちを待っている費境は､今は

治的対立と政争が､フン･セン首相率いる人民

希望を持てるものではないかもしれません｡し

党の独裁色の濃い政権による支配体制が確立

かし､未来を作ってゆくのはこの子供たちです｡

されることで武力衝突のない社会生活が一応

細かいことでは日常の生活姿勢､衛生観念､他

実現されました｡その結果これまで兵士として

者‑の思いやり､協力する心などがホームでの

職を得ていた人々が不要になり､解雇が進んで･

生活で育まれ･社会人になっても牽くo)場面で

いるそうで､就職困難を増す結果となっている
ようですo

公正さや正義などを心の中で考えながら生活
できる社会人であって欲しいと思います｡

今回の訪問の中で､ソフィアロアの卒業後の

ホ ムは建物の大きさからしますと30から

ことについて話し合いました.本人は大学か専

40名の子供たちが生活できる規模です｡しか

門学校での勉強を望んでいます｡しかし､ただ

し､開設以後子供の人数を抑えています｡少人

でも数の少ない大学進学は至難の業だとのこ

数の中でホームの運営についてマネージャー､

と｡合格するには強力なコネと高額の裏金が必

生活担当スタッフにそれぞれの職務内容をき

要で､ほとんどはこれで決まるそうです｡この

ちんと理解し身につけてもらうことが今は大
切だと考えているからです○日誌をつけること､

｣

三.･l;i:̲A‑:.,I:;+
けの閉居で

月次報告を作ること､会意記録をつけることな

はなく､行

政制度の細

今回は毎土曜日の夕刻に開く家族会議(マネ
ージャー､スタッフ8&/子供たち13名の全

潔;にわたっ

員が出席します)に出させてもらいました｡も

て言えるこ

ちろんクJメ‑J摘ですので何を言っているの

どだそうで

かは全く分かりません｡様子から受けた印象は､

を控えて､勉強にも全力投乳

ど･一つ一つお顔いしている段階です.

す｡･外周か

rずいぶん自由で民主的なものでした｡ 10歳の

ら物を輸入

∴子供から18歳のお姉さんまで､そしてどのス

する.となる

タッフも自由に楽しげに許したり口をとんが

と､港の税

らかして文句を育っている様子を見ることが

関で引っか

できたからです｡

5

私たちが滞在できるのはホンの
4‑5日間です｡その中で本当の

ホームの状況を知ることは不可能
でしょうo私たちが来るというこ

とで掃除をしたり､何となくまず
い点を我慢したりということはあ

ろうかと思います｡それにしても

思春期の子供たちが何やかやと言
いながらも仲良く暮らしている様

子を見ることは幸せを感じます｡
私がこれからクメール帝を覚え
ソフォーンさんの息子さんのソンチビタ老(左から2
人日)と一緒に､ホームの食事風車｡学校が2都制な
ので､朝昼は全員欄うということはない.

ることは不可能ですので､もう少

し英語を勉強して､子供たちにも英静を勉強し
てもらって､少しでも子供たちの生の声を開き
たいと思いました｡

ス‑ス･ソフォーンbSt歩んだ道
by Sooth Sophorn
この一文は･ ｢カンJliジアの子供の人権を考える会(the SCCm)｣の設立か

ら､ ｢希望の家｣の建設･必要な物品の調達､運営の準備など､全ての準備を献身

的な努力でこなし･子供たちが健全に生活する基礎を作ることに貢献して､この
ほど家族とともにアメリカに旅立ったthe SCCCRのカンボジア側の責任者だっ

たスース.ソフォーンさんから寄せられたものですo

私の名はス‑ス･ソフォーン､ 38歳｡カン

ボジアの質素ですが平和で幸せな家庭に生ま
れ､ 1975年当時には6人家族の3番目の子鋲

として生活していました｡その時は中学2年生
でしたが､不幸なことに､学業を続けることが
できなくなりました｡

なぜなら､ポル･ポトの共産主義政権がカン
ボジアを掌握したからです｡
共産主義者の指導者たちは､私が､そして全

ホームの子供たちとの食事会でのソフォーンさん
ぐ99. ll.29夜撮影)

＼
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ての子供が最高指導者のアンカリレーの子供で

‑タイ国境にあるノン･チャン･キャンプとい

あるといって､私を家族から引き離しましたo

う難民キャンプに行くことを決心しました｡し

連れていかれたところには3つのグループ
ー i 供のグループ､ティーンエージャーのグ

かし､不幸なことに私には全く支援者がなく､

ループ､大人のグループ‑がありましたが､

出国することは不可能でした｡
その頃､国連が食料を支給してくれていまし

私は身体も小さく､ティーンエージャーとして

たが､それは女性に対してだけで､男性には支

は不適格なので､子供のグループに入れられま

絵されませんでした｡それで私軌食料を手に

した｡そのグループの子供たちは､ティーンエ
ージャーほど厳しくは働かされませんでした｡

入れるために､ゲリラ軍の衛生学枚に入ること

共産主義者たちの規則は､それは厳しいもの

1982年､私は第129大隊の衛生小隊長とし

にしました｡

でした｡一生懸命働け､食べるものは少なく､

て戦掛こ派遣されました｡ 1984年､私の大隊

眠るのも少なく､抗議は許さない､私物の所有

指揮官が激烈な戦闘でベトナム軍に殺されま

も許さない､給料はなし､評価もなし､学校も

した｡その頃､国連がタイに難民キャンプ(サ

なし､宗教を信仰してはならない､全ての人間

イト2)を設けたので､指揮官の家族と私はそ

は農民である､等々‑･･･｡このような中でどの

の難民キャンプに逃れることにしたのです｡

ようにして生きていけばよいのか､あなたには
考えることができるでしょうか?

1985年､幸いなことに私は簡単に除隊する
ことができ､さらに高等学校に入学することが

私はこの制度の中で3年以上を過ごしまし
たが､それは300年も続いたように感じられ
ました｡

できました.

結局のところ､私の経歴の第2は､戦場で働
くことだったのです｡

私の経歴の第1､私は若い時には農民だった
のです/ 0

1988年､私は高等学校を卒業し､シンガポ
ールで‑般教養課程を履修するための奨学金

1979年の初め､ベトナム軍がカンボジアに

侵入しました｡そしてポル.ポト政権はベトナ

を得ることができました｡
そして1989年にシンガポールからサイト2

ム軍に後押しされたクメール･
ルージュの‑グループである‑

ン･サムリンの党により打倒さ

れました｡しかし状況は一向に

改善され事やんでした｡なぜな
ら､共産主義者の後に来たのも
共産主義者たちだったからです｡

私は｢再び共産主義政権のも

とには留まらないぞ/｣と誓い
ました｡私は学んだのです/私

はどこかの自由主義国家に出国
するために､すぐにカンボジア

チ̲+

雅

一▲

'99年11月菊地､内田､ハ旗が訪問した時､ホームの子供たち､スタッフと｡
右端ソフォーンさん.その左一人おいて内田､その節菊地

キャンプに戻り､ 1992年まで民間管理機

構の秘書として働くことになったのです｡
そのあと､私は国連によってカンボジア
に送られてtJNTAC (the United Nation8
Transitional Authority in Cambodia)で

働くことになり､ラックナキリ地区で管理

補佐官として活動しました｡

1993年4月､ UNTACスタッフの世話

で私はフォン･ソンプアルと結婚しましたo

間もなく松永茂妥氏(その時､彼は輪送担当官

｢希望の家｣開所式でのソフォーンさん､ソンフアルさん､
El本側代表の松永さん(左から)｡

1997年7月5‑6日の共産主義者による騒

として働いていました)と知り合いましたが､

乱の後治安は極度に悪くなり､私とソンファル

彼は中古車の部品を日本から輸入･販売する会

は､できるだけ早く非共産主義国にむけて出国

社を設立するために私を雇用することにしま

したいと望むようになりましたc Lかし､アメ

した｡

リカだけが私たちが入国することを可能とす

一年間UNTACで働いたことで､私と妻は

るI)iver8ity Ⅵ8a IJOttery (ピザを取得するた

プノンペンに小さな家を買う偉度のお金を得

めの抽選)を実施している国であり､ラッキ丁

ていましたoそして､松永氏と私は1994年の

なことに､私たちはこれを勝ち取ることができ

初め､ MAT (MatSunaga AutoTrading

たのです｡

Company umited)を設立することになるの
です｡

最初の数年間､会社は頗評でした｡しかし､

私たちは2000年6月30日､哀しみと喜び

のうちにアメリカにむけてカンボジアを後に
しました｡

政情の不安定､極度の官牧腐敗､くるくる変わ
る輸出入制度､輸入業着の激増などのために､

業績不振に陥ってい書ました｡

私がなぜ悲しいかって?

それは‑･･

私は家を､村を､国を失った…

私は父を､母を､兄弟姉妹を､そして親戚
1996年6月､妻は男の子を授かり､ソフォ
ーン･ソンチピタと名づけました｡

を失った…
私は友人を､隣人を失うた...

私は希望の家の子供たちやスタッフを失
1997年の初め､私と松永氏はSCCCR (払e
Society of (】onSidering Cambodiant Child‑

ren'S Rights‑カンボジアの子供の人権を考え

った…
MatBun8ga Aub Thdihg Companyがな

くなってしまった…

る会)のもとに､ HomeofHope (希望の家)

という名の孤児院を作ることを検討し始めま
した｡

私の第3の経歴､それをどのように呼ぶかは､
あなたにお任せ1したいと思います｡

私がなぜ幸せかって?それは･･･‑

私たち家族は､共産主義の指導者たちから
逃れることができた…

私たち家族は､良質の社会橋祉(医療･居
住･その他)を手にすることができた‥.

私たち家族は､良質の(世界標準の)教育
を手にすることができた…

私たち家族は､良好な治安(強盗､殺人者､

韓よムめ藤事情
ホームには一基の井戸があります｡電気ポ

児童誘拐などから)を手にすることがで

ンプによって5立方メ‑IJVのタンクに汲み上

きた…

げます｡しかしこの水は飲料･調理用には使

私たち家族虹他の国‑のどヰ(康行の自

用できませんo

シャワーとトイレの水洗用

由)を容易に手にすることができる…

(もちろん自動式で､自ら手桶で水を汲み､

私たち家族臥発展した社会で生藤するこ

お尻を洗い流す方式です) ､そして洗濯の水

とができる(良質で清潔な遵i電力､水､

として使います｡多くの家では雨水を蓄える

通信､安価な消費材など)

ための大きな瓶が置いてありますが､ホーム

‑今のアメリカは､すべての点において

カンボジアよりずっと良い‑

印he SCCCR』の会員になって､

r希望の家Jの子供達の日常生活と教育を
一緒に保障して下さいませんか｡
年会費1口5. 000円(何ロでも可)

では飲料･調理用の水はこれまでタンクで買
っています｡飲料といってももちろんそのま

ま飲むなどということはとんでもない話で､
一度沸かしたお湯を董付きのポリバケツに

入れ､お茶の葉を入れてその冷めたものを飲
料として用います｡

今回の工事の中で建物に屋根が付きまし
たので､雨季の間に樋からパイプをひいて雨

連絡先

〒270‑1602

千葉県印井部印隷村松虫516
Tho SCCCR

日本事務所

TEL&FAX 0476‑98‑2486(担当･菊地)

E‑mail : inbagTltJTl@mapIe.ocn.nejp

編

典
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水を飲料用に使うため､新たに15立方メートル
のコンクリート製のタンクを新設しました｡

将来生活する子どもの数が増えても対応で
きるものと思います｡

把

ソフォーンさんにお願いして彼の｢歴史｣を
書いていただきました｡お願いしたのがアメリ
カ出発の1適間前｡準備に忙しく､原稿を送っ
て下さったのがアメリカに着いて10日後で七
た｡きっと急いで書いて下さったのだと思いま
す. 1996年7月､松永さんに連れられて初め
て訪れたプノンペンのMATの事務所でお会い
したのが初めてでした｡以後､訪れるたびにお
世話をいただき､彼の人となりを知るようにな
りました｡頭が良く､冷静で､真面目｡物事を
実行していく能力にも優れた人です｡私のカン
ボジアの大切な友人になったそのソフォーン
さんがなぜアメリカに移り住むのか､そのこと
を理解し納得したかったので､今回書いていた
だきました｡
以前｢キリング･フィールド｣という映画を
見ました.キ1)ング･フィールドとは､ポル･

ヤンプに送られ､そこでの過酷な労働と生活に
耐え､タイの難民キャンプに逃れるシーンがあ
りました｡観ているのが怖く､恐ろしい場面の
連続でした｡ソフォーンさんの文の中には詳し
い描写はありませんでしたが､ 13歳からの15

年間､卓れはきっと人生における一番大切な時
期である､それがあのシーンと同じ中に在った
のだと考えると‑‑oソフォーンさんから見れ

ば､それは平和の中で生きてきた人間の感傷だ
といわれるかもしれませんが｡
̀93年の結婚以降やっと築き上げられ始ま
った生活が､ 97年7月の市街戦の再発と以後
の経済の停滞､行政の腐敗によって脅かされた
のが契機だったのかなど考えました｡しかし､

アメリカという競争社会の中でこれから‑か
ら生活を拓くのも､またカンボジアに在って暮
らすのも､いずれにしても大変なことには変わ

ポト時代に虐殺された二万人の骨を納めた慰

りがないと思います｡ ｢希望の家｣の設立と運

墓塔のある場所の名前です｡この映画では主人
公の一人のカンボジア人記者がポル･ポトのキ

営‑の努力に対して感謝し､またこれからも彼
の良き友人でありたいと思っております｡

