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軌道にのりつつあるホームの運営
希望の家の子どもたちは今･

今､ Home orHope (以下ホームといいます)

では､昨年11月から大学に通いはじめたソフィ

アロアを始めとして14人の子供達と､子供達の

指導スタッフであるアローン(女子)の合計15

人が暮らしていますC 1998年の開所時､子ども

は6名でしたが､ 2年半で倍以上になったわけで

す｡その他に､マネージャーのナレットさん､調

理スタッフのチャンダさん､､夜間警備スタッフ

のボンさんが通いでホームに来ますので､ホーム

の現在の総勢は18人ということになります｡私

(八旗)が訪れた昨年11月末と松永さんが訪れ

た今回の年末年始の様子を中心に､現在のホーム

と子供達の様子をお知らせしたいと思います｡

日々の生活

子供達の朝は､ 5時半の起床と同時に始まりま

すDカンボジアでは学校が不足している事情もあ

って､第2次大戦後の日本と同じように､午前･

午後の2部授業となっており､午前の授業が7時

から始まる関係で､朝のこんな早い時間から1日

が始まるのですo彼らの-Elの暮らしを日課表ふ

うにまとめてみます｡

5時30分頃　起床､ホーム内外の清掃

女子:本棟1階､本棟周囲の清掃

男子年長　本棟2階の清掃

男子年少:便所棟の清掃

アローン:食堂･厨房の清掃､朝食作り

6時30分頃　朝食

6時50分頃　午前授業組は登校

(時間割により下校時間は異なる)

11時半頃までに午前授業組は帰宅

11時30分頃　昼食

11時50分頃　午後授業組は登校

(時間割により下校時間は異なるo

年長組は17時位までo)

15時30分頃～16時30分頃:

畑仕事､草取りなど共通作業

17時～18時　年少組英語学習(講師はアローン)

18時～19時　年長組英語学習(講師はナレット)

19時過ぎ　　夕食

19時30分頃～　個別学習

21時過ぎ　　就寝

17時から19時までに行われている英語学習は､

ホームの近所の子供達も参加しており､開始時間

に近くなると三々五々集まってきて､始まるまで

の間､ホームの子供達と一緒になって庭で遊んで

います.また､この日課表をみると殆ど余裕のな

いように見えますが､実際には午前･午後のそれ

ぞれ登校していない時間があり､これはプライベ

ートな時間としてバレーボールに興じたり自室

ホールでオセロゲ-ムに興じる子ともたら中央はアローン
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う大学を別にして2校ありますが､いずれ

†　も比較的近く､ 10分ほどで行けるところ
r

にありますo
1

;　　そのうちの一つは中･高校の併設校で､

バンナ(11年生-高校2年に相当)､ソラ

F48　ティア★･キムリJ､オムフ-､ポリー(い

;m　ずれも9年生-中学3年に相当)の5人
l

:　が通っていますo　もう一つは小･中学の併

】　設校で､ユオル､コイライ(以上8年生)､
-　　サローン(5年生)､ウドム(4年生)､ス

l　ライリー☆､キェ(以上3年生)､カン･ロ

ッタナ(以上1年生)が通っています｡生

徒数は両校とも約2,500人ということで

すから1校にしては多く､ 2都制にせざるを得な

いことが理解できます｡ 【★印は女の子】

学年と年齢は育った環境の関係で一致してお

らず､一般的に同じ学年でも年齢が異なっている

ようで､ホームの子供達も例外ではありません｡

ソフィアロアは昨年11月に大学に入学しまし

た｡ "Faculty of Management and I.aw" (経営

法律大学)という名称の大学で､ 3年に進級する

時点で専攻を決めることになっていますが本人

は経営.会計を専攻したいと希望しています.高

校から大学に入学する時の条件はかなり厳しく､

高校の卒業試験､大学受験資格試験､入学試験と

3つの関門を通らなければなりません｡いずれも

狭き門で､特に公立大学の入学試験に関しては試

験の難しさもさることながら､途上国のご他聞に

漏れずUnder the table (袖の下)が幅を利かせ

Home orHopeの配置図
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で読書したり勉強しているようです0

本は玄関ロビーに簡単な書架を置き､カンボジ

アの歴史絵本､農業に関する子供向けの本､日本

から持って行った絵本､初歩の日本語テキスト､

カンボジア国語辞典などが置いてありますo

以上で述べたのは月曜から土曜までの暮らし

ですが､日曜は少し異なります｡まず､起床後､

清掃は特に念入りに行われますo普段､庭の清掃

は本棟や便所棟の付近だけですが､日曜には庭の

隅々まで片付け､掃き清められます｡朝食後は1

日を自由時間として皆でバレーボールをしたり､

テレビを見たり､読書をしたり､友達に会いに行

ったりしていますo　特にテレビはナレットさんか

ら土･日だけに見るようにいわれており､良く守

られていますoテレビ番組は歌番組やドラマを多

く見ており､日本の歌もカンボジア語の歌詞でよ

く歌われていました｡また､カンボジアではDVI)

よりもVCD (いずれも絵が出るCDですが､方

式が異なり､日本では殆どDVDです)が普及し

ており､ホームにも再生装置が置いてありますが､

気に入ったソフトが少ないのかあまり見て(聞い

て)いません.総じてテレビやVCDを楽しむよ

りバレーボールに興じている時間の方が多いよ

うです｡

学校

子供達が通っている学校はソフィアロア士が通
小学校の授業風景　明るい笑顔が印象的
○内はホームの子どもの一人サローン



ているということです｡という訳で､ソフィアロ

アも公立大学には入れませんでしたが､私立の大

学に入学することになりました｡

他の子供達の成唐はマチマチで､結構良い成績

の子もいるし､イマイチという子もいますo今年

9年生の4人は高校受験を控えていますが､高校

の入学試験は一種のレベル検定のようなもので､

あるレベル以上の子どもの中から中学の月例試

験の成績の良い順に入学を認められるというこ

とですoそのため9年生の子どもたちは､正規の

授業以外に割増授業料を払って課外授業を受け

ています｡成績のあまり良くない子は責苛だとい

っていますが､その割には必死になって勉強して

いる様子でもなく､ホームの生活をエンジョイし

ています｡指導スタッフのアローンは高校を卒業

していますが､現在はスタッフとして働くと同時

に､英語を習うための学校に通っています｡

食事

ホームの食事は､朝の食事はアローンが､昼･

夜の食事はチャンダさんが作っています｡朝が早

いので､朝食はどうしても卵焼きとご飯といった

簡単なものになってしまいます｡卵焼きはトクッ

クトレイ(魚醤)で味付けしますo　ご飯は粘り気

の少ない長粒種を25cm程の深皿でたっぷり一杯､

時にはおかわりもo皆すごい食欲です｡ホームの

子どもたちは朝食を食べて登校していきますが､

学校の庭にも露天の軽食堂があり､ここで食べる

こともできるようです｡昼と夜は､肉と野菜のス

ープ､魚などとご飯｡スープやおかずの味付けは､

タイの幸い料理などと異なり､酸味が利いたもの

が多いようです｡そして魚は主に干物｡飽食に慣

れた私たちから見ると決してご馳走とはいえま

せんが､ホームを開設した当初と比べると格段に

質が向上しています｡一般の家庭からみてもそう

劣っているものとはいえないようですo　ご飯とお

かずというバランスからいうとどうしてもご飯

に偏った感じがしますが､これは以前の日本人が､

栄養の多くをご飯をたくさん食べることによっ

て摂取していたのと事情は同じでしょうo間食は

3

殆どしませんが､時々私たちが訪問した時にデザ

ート用の果物などをおごりますo　また､私たちが

行く都度､ 1度は町のレストランで皆で会食しま

すC　この時だけは皆おめかしし､ご馳走と飲み物

をたくさんとって精一杯の賓沢を楽しみますo

全員ミーティング　月1度/li-ムの運営について話し合う.
ホールにて､左から2人目､マネージャーのナレットさん

健康と衛生

ホームの子どもたちは､恵まれない環境で育っ

てきたにしては､病気らしい病気もせず､元気に

暮らしています｡以前はよく熱を出す子もいまし

たが､現在は良くなったようです｡食事の量の割

にはやせている子どももいて､回虫などを心配し

て虫下しを持って行って飲ませてみましたが､虫

が出たという様子はありませんでした｡動物性の

蛋白質や脂肪の取り過ぎがないのであまり太ら

ないのかもしれません｡

現在､ホームの水は地下水と雨水を貯めたもの

を掃除･洗濯･水浴･トイレ用に､雨水を沸かして

飲料水として使っていますが､特に問題はないよ

うです｡私たちが行ったときも子どもたちと同じ

ものを用いていますが､下痢などはしません｡

衣類の洗濯は､以前はベッドの下の入れ物に洗

濯物をためている子もいたようですが､現在では

結構こまめにやっています｡ただ､学校に着てい

く制服(ズボンとスカート)は幾つもないので､

1週間に1回程度となるのは仕方がないところで

しょうかo　そのせいで､特に日曜日は洗濯場が混

み合います｡

掃除については最初の日々の暮らしの項で述

べた朝の清掃の他､皆が出入りするホールは砂挨



が入ると気がついた子どもが等で掃いています｡

水浴(水槽にためた水を使う)はよく浴びます｡

ナレットさんの｢身体を清潔に｣という指導を良

く守って､日に2回は浴びています｡このため､

皮膚病を患っている子供はいません｡

トイレは水洗｡これも用便のあと水槽の水を手

桶でくんで便器に流す方式です｡お尻は水をかけ

ながら手で洗います｡私たちも最初は庸樺しまし

たが､しっかりと洗い流すわけですから､慣れる

とこの方が清潔に感じます｡

畑仕事

国民の80%が農民といわれるカンボジアで､子

どもたちが将来どのように生きていくのかに拘

わらず､いのちを育てその恩恵にあずかって生き

て行くことの大切さを知ってもらうため､ホーム

敷地の約1/4を畑にしています｡当初は粘土質

のため耕すにしても固く､ようやく耕しても雨が

降るとまた圃くなってしまい､皆大変な思いをし

ていましたo　ところが､堆肥を入れ､何度も繰り

返し耕すことによってようやく良い土になって

きましたo振り起こすとミミズも出てくるように

なりました｡以前にはバナナの木だけが目だって

いた畑で､キャッサバ(芋の一種で､塩茄でし砂

糖をまぶして食べます)やレモングラス(酸味の

もとで､スープなどによく入れます)が育ち､き

ゅうりなどの植えつけも始まっていましたo

畑できゅうり植付けの準備

保安

ホームの敷地は約2,500 rrfあり､塀と鉄柵によ

り周囲を囲んであります｡まだ幾分社会が不安定

なフソン

ペンでは

窃盗事件

も結構あ

り､ホー

ムでも塀

と鉄柵が

あるにも

拘わらず　　　　塀の上に有刺鉄線を張る

井戸のポンプが盗まれたりしました｡現在､ボン

さんが夜間(午後6時から明朝8時まで)宿直し

て見まわってくれていますが､むしろ泥棒と遭遇

することによる人的被害の方が心配されますの

で､敷地内に進入できないようにすることが先決

です｡特に､敷地裏側には近々マーケットができ

るということで､それはそれで便利にはなるので

すが､人出が増えるということはそれだけ立派な

ホームの建物が人目を引くということで危険度

も増しますので､お正月に松永さんが行った時に､

皆で鉄柵の上に更に有刺鉄線を張りました｡これ

で少しは不法侵入を予防できるものと思います｡

最後に

子ども達は今､同じ世代のカンボジアの子ども

達に比べればとても良い生活をしているように

思いますo衣食住どれをとっても､ホームの周り

で営まれている人たちの生活に比べると格段に

良く､学業についても保障され､成顔さえ良けれ

ば大学に行くことができる環境も整えてありま

す｡それだけに､日本では当たり前のことでも､

内戦に倦み疲れたカンボジアでは1歩間違うと嫉

みや妬みの格好の材料になる危険性もあります｡

そんなことを考えてでしょうか､マネージャー

のナレットさんは､近所の子どもたちがホームを

訪れて､ホームの子どもたちと一緒に遊ぶことを

肯定的にとらえ､さらに英語教室を開くなどして､

交流することを積極的に進めようとしています｡

日本人が2-3カ月に1度訪れて観測するだけで

は正確なことは把握できないかもしれませんが､

状況はとても良いように感じますC



こどもたちの生活態度もまた､ホームができた

頃から比べるととても良くなり､規律正しく､生

活のリズムが確立されているようですD　これらす

べてが､ホーム設立に多大な貢献をし､今はアメ

リカに移住したソフォーンさん(昨年5月までの

カンボジア側責任者)と､その後の運営の責任を

すべて引き受けているナレットさんの努力の賜

物と感じます｡また､子どもたちには､この恵ま

れた環境で得たものを､将来少しでも社会に還元

できる人間に育ってほしいと切に頗う次第ですo

『The SCCCR』の貧鼻になって､

｢希望の家｣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ロ5. 000円(何口でも可)

連絡先　〒270-1602

千葉県印施郡印施村松虫516

The SCCCR　日本事務所

TEL&FAX 0476-98-2486(担当･菊地)

E-mail inbagmtm@maple ocn,neJp

:力廟振スモ二王=三r)空.モミ空
＼　1--＼

＼＼

生活指導活動を続ける日本

皆さんは"スモーキーマウンテン"という地名

を聞いたことがあるでしょうか｡これはフィリピ

ンのマニラ郊外にあるゴミ処分場につけられた

名前です｡このスモーキーマウンテンが有名にな

ったのは､自然発火で煙るゴミの山の中で金目の

物を拾って暮らしている人々が､ピナツボ火山の

火山灰による泥流被害を避けるために強制的に

移住させられる悲惨な様子が日本でも度々報道

されたためです｡

このようなゴミ処分場は大きな都市の近辺に

は大なり/トなりあるものと思われますが､プノン

ペンでも例外ではなく､ホームの南の方､バイク

で約ノ15分ほどのところにもゴミ処分場が広がっ

ていますo　ここには粗末な小屋に住んで､ゴミ拾

いをして生計をたてている住民がたくさん暮ら

しています｡

このゴミ処分場で､キリスト教系のNGOから

派遣されて､住民の生活指導を続けている棚町さ

んという日本人女性がいますo

棚町さんは､ホームの設立前に国連のUNTAC

で働いていたわがSCCCRの松永さんと｢24時間

テレビ･カンボジア事務所｣の友人を介して知り

合い､ホーム設立時から子どもたちの健康や教育

について貴重なアドバイスを私達に与えて下さ

っています｡また､最近では子どもたちに日本語

も教えていただいています｡

このほど､ゴミ処分場で住民の間に入り､生活

指導をしている棚町さんの活動を見せていただ

く機会を得ましたので､ご紹介します｡

住民の暮らしているところまでは道も狭く､車

では入れませんので､ホームからバイクの後ろに

乗せてもらって行きました｡広い通りから脇道に

入り､住宅街を少し走ると､雑草の生えた野原に

出ますが､そこをどんどん進んで行くと､ゴミの

山が目に入りますo　その一角に住民が暮らしてい

る村がありました｡ここに着くと､子どもたちが

目ざとく棚町さんの姿を見つけて駆け寄って来

ます｡大人達とも親しそうに挨拶を交わしていま

した｡棚町さんが住民の間に受け入れられている

ことが分かる光景でした｡

棚町さんは､この村に過1回通い､生活指導を

ゴミ処理塊で書らす子ともrCちと故実する棚町さんb

後ろに､この村の住民が住む家がみえる｡



しています｡特に子どもたちに対する衛生教育は

欠かせません｡しかし､この地域の衛生状態は悪

く､村全体が飛びまわる蝿に覆われている状態で

す｡手押しポンプの井戸は村に1本だけ､水浴も

満足にできる状況ではないでしょうし､この水も

回りのゴミの山から侵み出る物質で汚染されて

いるものと思われます｡

ゴミは大型の運搬車で運び込まれますが､運搬

車が着くと､大人も子どもも一斉に群がります｡

少しでも金目のものを得ようとするのでしょうo

ゴミの種類は､以前は生ゴミなど生活から出るゴ

ミが多かったということですが､最近では産業廃

棄物が多くなっているとのこと､街での建設工事

が盛んになってきているのが､こんなことからも

窺えますo

村では､他のNGOも入って､識字教育をして

いました｡この村では子どもたちも学校に行って

いる様子はなく､大人も殆どが文盲だということ

でした｡あるところで開いたところでは､カンボ

ジアの識字率は大都市でも　75%程度ではないか

といっていましたが､特に農村では子どもを労働

力とみることと､経済的な理由が重なってあまり

学校には行かないというのが実情のようです｡こ

の村の住民ももとはといえば殆どが農村から流

れ込んできた人々ですから､識字率も低いのでし

ょう｡この村で行われている識字教育プログラム

金目のものを求めて住民が群がる

も､参加者の多くは大人の女性でしたD

この村の住民の生活を見た後でホームに帰る

と､そこで営まれているのは､打って変わって恵

まれた生活です｡身寄りのない子どもたちとはい

え､棚町さんにいわせると｢恵まれ過ぎた生活｣

ということになりますが､私達としてはホームの

子どもたちが健康で過ごすこと､教育･教養も身

につけて将来のカンボジアに貢献できる人間に

なってくれることができればと考えていますo

ともあれ､棚町さんがとりくんでいるゴミ処理

場に暮らす人々-の生活指導･衛生教育､そして

識字教育といっても､暮らす環境がこのような状

況のもとでは､改善は至難のこと､これらの活動

も前途は容易なことではないと感じる一方､それ

だからこそ地道な教育の積み重ねこそが求めら

れているのだと思いました｡

私たち日本人､もちろん一人　人の努力の結果として大変恵まれた社会を築き上げ､日々衣食

住に困ることなく暮らせることは幸せなことです｡しかし､恵まれ過ぎとも言えそうな現在､日々

ニュースで伝えられる心が痛くなるような事件の何と多いことでしょうかo　そして自分の周りを

見ると､少子化により地域での人のつながりが薄くなり､外に出れば競争社会の中で身と心をす

り減らし､満たされない心をお金と物の消費によって慰める0 30年前､軽自動車をやっとの思い

で買っていた私たちが､今は普通乗用車が当たり前｡ 30-40坪の敷地の建て売りが今は60-70

坪｡コンピュータを始めとする先端技術の恩恵を受け､物質的には間違いなく豊かになったo　で

も何かを落としてきているのではないでしょうか｡

希望の家を始めて2年半｡年2回の訪問で出会う子ども達の笑顔と､メールで送られてくるホ

ームの様子を知るにつけ､カンボジアの子ども達によって私の心が満たされ､心を新たにするも

のがあります｡子ども達のために頑張らねば｡ (菊地)


