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b貞早のホーム肪筒

今回の坊間は私にとっては1 0度目のカンボ

ジア肪間､ホーム開設以後では6回日の肪問でし

た｡例によって成田1 2:0 0発のエアーインディ

ア(成田-バンコク往律で39,000円)に搭乗､

バンコク現地時間1 6:5 0に到着｡今回は3人で

行きましたので一人2 0 k gの古着を三つ持っ

て行きました｡その荷物を受け取るために一度タ

イ-入国しなければなりません｡その後のプノン

ペン行きの便は､これまであった19 ; 55ロイ

ヤルエアー･カンボジア便がなくなり､ 18:1 0

タイエアーがその日の最終便になってしまいま

した｡入国手続きと荷物の受け取りそして出国手

続き等にかかる時間を考えますと､その日の内に

プノンペンに入ることは不可能になってしまい

ました｡空港に隣接しているアマリホテルは1泊

100S軽度もするそうなので､1,000円をけちる貧

Honte of Hop8の全景

乏旅行､毎度のごとく1時間ほど汽車に乗ってバ

ンコク･ホアロンボン駅前のスリクロン塵三と

(漢字では旅社と書き､ガイドブックでは旅社に

は泊まらない方が良いと書かれていますが､ここ

は一泊500バーツで冷房､水洗トイレ､ホットシ

ャワーとポットに熱いお湯がもらえるというお

勧めのホテル)に1泊し､次の日の8:10タイエ

ア一便でプノンペンまで行きました｡参考までに

バンコク～プノンペン往復のノーマルチケット

を日本で旅行業者から弄って､約30,000円

(ll.000パーツ)でした｡タイエアーはまあまあの

固辞便だけあって機内でのサービスが良く､サン

ドイッチとフルーツ､飲み物とワインが出ます｡

飛行時間78分の内で飲んで食べて､その上､荷

物の申告書､入国カード､ビザ申請カードの3つ

を書かなくてはなりませんので大忙しです｡

到着したプノンペンのポチェントン国際空港｡

これまではタラップを降りて暑い日差しの中を

歩いて空港ビルに入って行きました｡ところが予

てから工事を進めていた薪空港ビル建設工事が

終了し､ブリッジを通ってビルに入り入国手続き｡

以前のようにタラップを降りて肢しい日差しの

中を歩いた方がカンボジアに着いたなという感

じが強かったように患い個人的には少々残念で

す｡建物が新しくなったのででしょう､ビザの発

給担当の係官の制服も新しくなっていましたが

顔念ながら相変わらずのミリタ1)-な物で､あの

意地悪そうなオノミちゃん係官も健在でした｡
'今回の訪問の第-の目的は､ 8月以降に新しく



入った8名の子供たちに会うことでした｡急に子

供の人数が増えたために衣料品が足りなくて困

っているとの連絡をメールで受けていましたの

で急いで知人におJFいをして集めていただき､そ

のうちの60kgを今回持って来たわけです｡プ

ノンペンでも衣料品はいくらでも売っているの

ですが､古着でも結構な使段です｡少々重くても､

毎回一人20k gを目標に担ぎ屋さんをしてい

るわけです｡

いつも荷物を受け耽り通路を通って出迎えに

きている子供たちに全うまでのこの時問がなん

ともくすぐったい感じがするのです｡嬉しいよう

な､何か恥ずかしいような､やっと会える喜びと

が入り混じった感じです｡

子供たちが手を振っていました｡みんなニコニコ｡

大きな子供たちはrおとさん(お父さん)こんに

ちはJと手を合わせて挨拶｡サっと荷物を車に運

んでくれます｡ rチュムリアップ　リー(こんに

ちは)､サクサバイ　テ- (お元気ですか)､ハロ

ー｣と挨拶｡新しいチビちゃん達は何となく面食

らったような恥ずかしそうな顔で出迎えてくれ

ました｡この子がメールに書いてあったあの子か

な等と思いながら､トヨタハイラックスの荷台に

子供たちと一緒に何時ものように乗り込みホー

ムに向かいました｡

時刻は午前10時半頃｡自動車が､バイクが､

自転車が､そして人々が行き交います｡朝並んだ

フランスパン売りの屋台がまだ道端に並んでい

ました｡マーケットで野菜やその他の食材を実っ

た人々がバイクに､シクロに荷物を山耕みして郊

外の方に向かいます｡荷台に乗っていますので肋

いっぱいにカンボジアの空気を吸い込みます｡感

じる風がとても爽やか｡それもそのはず､11月か

ら1月下旬までの間は､カンボジアでの最も良い

旅行シーズンなのです｡ 11月上旬から5月中旬ま

でが乾季なのですが､初めの約3ケ月間は空気が

乾旅している上に気温も暑くても30℃を超える

か超えないか亀度です｡締れていても木鰍こ入れ

ばとても過ごし易い気候なのです｡しかし子供た

ちにとっては思わずr寒い!寒い! ｣を連発する

ほどの気候のようでした｡

7ケ月ぶり､ 6度目のホームは､又木々が成長

したようで､存在感を感じることの出来る大きさ
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になったように患えました｡

早速新しい子供たちの紹介を受けましたが､もち

ろん名前は狂ぐには覚えることは不可能で､滞在

中の有建｡続いて日本から運んできた衣類の分配

です｡大きさと男女別にサッと分け､アッという

間に60.k gの衣類は18人の子供たちとスタッフ

に配られてしまいました｡皆ニコニコ鼠担いで

来て良かったなと息う瞬間でした｡

日本から運んだ衣蕪を官に配分する

ホームでは何時も気を遣ってくれて個室をあ

てがってくれます｡賞沢を育って申し訳ないので

すが､払いお茶とお港のシャワーが欲しいなと何

時も患い続けていました｡シャワーは手桶で水を

汲んでかぶる以外しょうがないのですが､前回か

ら電気の事竹が良くなったこともあって､電気ポ

ットを用意してくれるようになりました｡ちなみ

にメーカーの名前が｢ミツマル電気)｡どこかで

開いた名前をもじったものでした｡貫に今回はイ

ンスタントコーヒーまで机の上に置いてくれて

いました｡ rごめん｡輩沢だとは思うんだけど､お

漁とコーヒーはいただきますJと御礼を育って快

逢な滞在がスタートしました｡

大学生のボ弓シティ7I

地方から出てきている苦学生のために､ホーム

の都塵を提供しガイドスタッフの手伝い的な仕

事をしてもらってアルバイト料を支払う　そんな

役立ち方をしたい｡｣と我々の代表の松永さんは

以前から考えていました｡ 2001. 2 1発行

の号で締介したJLMM (J叩an hy Mi印ionary

Movehent)の棚町さん(プノンペンのゴミ集耕

盤でゴミをあさりながら暮らす子供たちと家族

の生活指導や衛生措辞の仕事をしつつ､日曜Elに



はホームの子供たちに日本帝を教えにきてくだ

さる､私たちのよきアドバイザーです｡)の頼介で､

ホームでは3名の大学生がボランティアとして

手伝って下さっています｡日本流に青いますと学

生アルバイトです｡全点遠い地方の出身で､プノ

ンペンに在るカトリック教会が行っている奨学

金制度(授業料､寮､月20Sの奨学金の支給)の試

験を合格し勉強している面々です｡ 2名の男子学

生チェインさんとトンリアンさんは､私立のノー

トン大学(授業料は年額500番)で電気工学とコ

ンピューター工学をそれぞれ勉強しています｡

二人は毎夕刻1時間､地域の子供たちのための

英静の勉強を月10Sで見ていただいています｡も

う一人のピッさんという女性は､国立の法律.経

済大学(授業料無料の学生と年額350 Sの有料の

学生がいる)での授集が終わってからホームに過

三日来て子供たちの生活掃尊(ガイド)の仕事と

夜の勉強を見てもらいガードのために泊まって

いただいています｡こちらのバイト料は16Sです｡

英特赦童で救える大学生のボランティア

共布教室は全部で100名急度の子供たちが集まり

ますので､地域とのコミュニケーションという意

味でも大きな働きをしているかなと患います｡こ

れはナレットさんがどうしても取り組みたい事

業で､もちろん子供たちは無料です｡ちょっと遠

い教会の寮から自転車で来る学生さんの努力に

も頭が下がります｡もちろん難関の奨学生試験を

合格してくるので俳秀な人たちなのでしょうが､

日本で見る学生との顔つきの違いにびっくり｡

帰りのバンコク空港で見かける日本人の若者た

ちとの顔つき,身のこなし､態度等のたるみきっ

た姿との対比に大いにショックを受けた次第で

美鰍室が姶手る抑=
H淵の産で並ぶ近所の子供たち

す｡これはオジサンの独り音かもしれませんが｡

カンボジアで大学に行くのは､お金持ちの子弟か

奨学生制度を突破できる学生､その他ごく一部の

学生ですので､そう単純に比較は出来ませんが､

それにしても一号音いたくなる私でした｡

専走してを定理董

(線鯵鼻等ものいいもんだ)

t98年8月に始まったr希望の家｣(ホーム)の暮

らしもあっという間に3年半を過ぎました｡

約3ケ月毎の日本からの坊間と最低月2度のメ
ールでのやり取りで､運営について､子供たちの

生活について少しずつ改菅を行ってきました｡

毎月の支出の中でもっとも大きなものは当象鞍

点の人件井です｡ NGO活動を海外で行う場合､

普通は現地に日本人スタッフがおり､その措辞や

指示のもとに現地スタッフと協力しながら活動

をするのが一般的な形でしょう｡しかし､問題は

その日本人スタッフの給与が現地スタッフの給

与水準とは比較にならないほど高いことです｡そ

う育っていいのかどうか分りませんが､私どもの

ような小さなNGO的活動は､とてもそのような

資金を準備することは不可能で､現地の信頼でき

る人に運営全般をお任せするという形になって

しまいます｡幸いにも私たちはNamth(ナレッ

ト)さんにホームのマネージャーをお顔いするこ

とが出来､彼の下にガイドスタッフのカンナリー

さん､訴理のチェッダさん､夜のガードのボンさ

ん達がそれぞれの仕事をしています｡

余釈ですが､岩波新書･熊岡路矢著のrカンボ

ジア最前線｣という1 993年5月に第一刷が発

刊された70年代未から93年までのカンボジアに



ついてルポ見に書かれた本があります｡よくまと

められた本ですので興味がありましたらご一騎

下さい｡その中の｢弟六革･どのような展望があ

るのか｣の｢社会復帰をめざして｣という項にこの

ような部分がありました｡

JVC (日本国際ボランティアセンター)の谷山由

子さんという方が､ボル･ポト時代直後に括動を

開始したプノンペン市運営の第4孤児院(8 2年

以後ごろからは孤児だけでなくさまざまな福祉

活動機能を持つ給合社会福祉センター施設に改

変していつた)での援助括動を92年から担当し

ていました｡ JVCのセンターでの援助括!削ま長く

最終的には外部からの壌助無しに運営できるよ

うな施設にしたいと考えていました｡しかし谷山

さんはプログラムが､カンボジア人の主体性を中

心とした耕極的なものになかなかなってゆかな

いことに悩んでいました｡当時のカンボジア関係

者は､ ｢何々を作ってください｡ Jr何をやってく

れますか｡ )等という話しが多かったようで､谷

山さんはセンターに係っていたJV℃のカンボジ

ア人男性スタッフに相散をしたところ､彼は『カ

ンボジア人は､特にポル･ポト時代以降､自分で

考えたり自分から行動しようとする姿勢を失っ

てしまったように思う｡そしてそういう自発的な

タイプの人は多数殺されたり､死んでしまった｡

現体制下でも､上からの意志決定を待つスタイル

になじんでしまった｡又援助に関しても自助努力

というより､スタッフ､入所者ともにr上から｣ま

たはr外から｣来るのを待つ気持ちが強い｡』と

許したということが出ています｡この男性スタッ

フが希望の家のマネージャーをお廉いしている

ナレットさんでした｡ホームの運営を始めてから

読みましたので､物事をきちんと考える良い人に

お掛､することが出来たなと改めて息いました｡

NGO事業では久しぶりに日本事務所から現地

を肪れてみたら会計がメチヤメチヤで､私的流用

が行われていて､事美が現地代表者一族のための

物になっていたという話もよくあるとのこと｡私

たちの場合は､この3年半､ 3ケ月ごとに行なっ

てきた訪問と会計の監査と記載内容の権藤と改

善､お互いのアイデアの交換を通して,一つ一つ

ホームの運営と生活の内容を萎えることが出来

たと考えています｡
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3年半､民族や首藤の異なるホームのスタッフ

の皆さんとの取組の中で一番大切だと感じたこ

と､それは一つ一つの事柄に率直に意見を交換し

理解を嫌み重ね､借頼関係を築き上げることです｡

ホームから要望のあったことで出来ることは直

ぐに対応する｡このことが私たちにとっては大切

であったと患います｡もう一つ結果的に良かった

と感じることは､股傭面以外のことはほぼ全てマ

ネージャー､スタッフに任せて来たことです｡殴

億を並えるにはお金が必要ですので､この点は私

たちで工面しなければならない面です｡私たちの

価値軌ま当然日本で培ってきたもので､カンボジ

アの社会の中でそれが通用することは少ないの

が現実です｡そのようなことは考えてみれば当た

り前のことです･.ホームの日常の運営の中で派生

する問題は､当然カンボジアの現状に根ざし､現

状の中でしか対処できないわけですので､その解

決を現地にお任せしてきたことは良かったので

はないかと考えています｡

これからも今までの形を基本としながら､カン

ボジアの一人でも多くの娘と息子たちのために

運営を続けてゆきます｡

子供たちの硯堪
ホームの開設時は､ 6人の子供が生活を始め､

昨年の春まで14人の子供の教でずっときました｡

ホームの



いつも適切なアドバイスをしてくれる棚町
さん(左端､街のレストランでの食事会で)

大勢の子供を受け入れるのは控えてきました｡

このうち昨年3月に2名の女子が自宅に帰り､男

子1名がホームを出てしまい11名となりました｡

又ガイドスタッフのアロンさんが他のNGOに勤

めるということでホームを辞めました｡運営事態

は安定してきましたので､これを機会にガイドス

タッフとしてカンナリーさんと6名の女子と2

名の男子を新たに迎えました｡

カンボジアというと長い内戦と特に地車のイ

メージが強く､孤児というと内戦による孤児をま

だ連想する方がたくさんいます｡ホームにいる子

供たちのうち18歳の子供は1983年生まれです｡

その頃はタイ国鰍こあって中国やASEiANの支嬢

を受ける民主カンプチア連合政府三派とソ連や

ベトナムに支援されたカンプチア人民共和国(-

ン･サムリン政権)の間での内戦状態にありまし

た｡この状鰍ま9 0年代に入るまでずっと続きま

した｡その後1991年10月のパリ和平協定網印と

1992年3月から18ケ月に及ぶUNTACの活動､

1993年3月の制憲議会選挙と続く中で､平和国

家としての体裁を集えてきました｡しかしシハヌ
ーク国王の息子であるラナリット最下率いるフ

ンシンペック党と現首相であるフン･セン率いる

人民党との対立の中で､ 1997年7月のプノンペ

ン市街中心部における武力衝突が発生し､これを

制したフン･セン派が以後のカンボジアで権力を

掌握することとなりました｡ですので10歳以上

の子供たちはまだ内戦の混乱の続く中で生まれ

生活してきたことになります｡

r希望の家｣の開設が1998年8月です｡フン･

センの人民党による一党独裁の色合いが沸いと
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はいえカンボジアに政治的安定がもたらされた

事は間違いなく､以後のプノンペンの経済的繁栄

は目を見張ります｡

しかし､国の従兵は新たな問題をも生みつつある

と音えます｡一部政府高官に官が集中し､兵士や
一般公務且(月給20から30UBS )と外国企業や

NGOでdhく人､そして都市部で経済括動に参加

している華僑等との給与･収入格差は大きくなる

ばかりです｡所得格差と階層分化の情況は確実に

今彼拡大してゆくことでしょう｡また､首都プノ

ンペン-の農村人口の流入､スラムの形成と家族

の崩せという都市の現代的間虜の増加は､ホーム

を必要とする子供たちを増加させています｡

今回の肪間中､それぞれの子供たちの保謙者の

状況を帝べました｡ 19名のうち8名は両親が亡く

なっており､残り11名のうち7名が父親が無く､

父親がいても離婚していて居串所がわからない

場合｡また記魚では両親がいることになっている

のですが､ホームに来る前からミッショナリー･

オブ･チャリティー(マザー･テレサの創設した修

道会)の乳児院に居た男子等､記録からでは推し測

れない傭々の状況もあるようです｡また両親の熊

坤や兄弟姉妹が多いことも個々の家庭の生活維

持を困難なものにしています｡カンボジアの小学

校の就学率は､プノンペンで70%､地方で30%

軽度だそうです｡ですから働き手の父親が病気や

能姫や蒸発でいなくなると､学校-行くことはお

ろか､食べることすらままならなくなる現実がカ

ンボジアの到る所にあります｡

野菜作りも大事な活動のひとつ

今日本では｢孤児｣と青う青菜はもう使われま

せん｡両親のいない状況が殆ど無く､児童養護施

設と呼ばれ社会福祉事業法で定められたもので､



時には昔で海水浴にも行きます

社会がそのような子供たちを養護する仕組みが

きちんと確立されているからでしょう｡幸いなこ

とです｡

ホームの19名の子供たちは､それぞれの事情

や理由で†希望の家｣を必要としています｡ここで

生活することで心配なく3度の食事を食べるこ

とが出来､学校で勉強することが出来､不安の中

で生活しなくても大丈夫です｡

たった19名､されど19名の気持ちで､子供たち

の生活を守ることの意味を感じながら努力をし

てゆきたいと患います.掛替えのない子供たちの

命と生活がそこにあるのですから｡

1′ンペンの帯の稚貝脚J

カンボジアに汝しい戦闘が無くなった時をパ

リ和平協定の1991年と仮定しますと､まだ11年

i-　　　　　　ここを

整儀されたホームへの迂
(上:現在と石工■中: )　　　･1

首都プノンペンを群れたのが1986年7月でした｡

街には交通借号がまだ無く､ガソリンスタンドも

汚いのが数軒程度有ったでしょうか｡モーターバ

イク用にはコーラの空き瓶にガソリンを薄めた

人たちがビンを雛壇状に並べて大きな道路に点
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在していました｡電気の供給が不十分で停電は日

常茶叔事､特に夜は日本での習慣のように部屋を

出る時に10Wあるかないかの蛍光灯のスイッチ

を切ってしまうと､その夜は電圧低下で二度と蛍

光灯をつけることが出来ませんでした｡本当の政

治的安定と復興は1998年に入ってからフン･セ

ン政権が権力を半捷して以後と音えます｡一党独

裁的要素が強いのですが､まあ何であろうと戦争､

戦桐の無い状況が今有るのですから､それはそれ

で良しとすべきでしょうか｡

その後プノンペンは訪れるたびに､走っている

自動車の台数と新車の数が増え､交通信号が増え､

掃いのユニホームを着た日本スタイルのガソリ

ンスタンドが増えました｡以前は夜にプノンペン

に着いた時､飛行機から見る眼下には明かりをわ

ずかしか槻できなかったのが､今は灯りの数と

色彩の量がズッと増えたのが印象的でした｡店に

並ぶ商品の量も､特に自動車､バイク､電気製品

が増えました｡商品が並ぶと青うことは､商品が

流通すると言うことですから､都市部に住む一部

の人たちの所得が増え雌犬力が増していること

は間違いないようです｡

ホームは､プノンペン市の外務道的な道路から

200m軽度入った所に在ります｡この道路の一方

は､ベトナムのホーチミン市に続く国道1号線に､

もう一方はプノンペン市街と空港を給び､カンボ

ジアの南西の地方-向かう主要国道に通じる幹

魚道路(クメール･ロシア通り)に通じています｡で

すから､この道路は位置的には大切だったのです

がこれまでは盤僻がされず､雨季には大型トラッ

クの残した穴があちらこちら

に出来､通れなくなることも何

度か有りました｡今この通りが

拡博されこれまでプノンペン

では見たことの舞い大型の重

機が入り道路工事が真っ最中｡

11月から5月までの乾季の間

に進めようと首う勢いを感じ

ました｡この他にも市内の大通りの舗装工事を見

ました｡

首都プノンペンの都市機能は一つずつ車傭され

てきています｡しかし､垣間見る多くの市民の生

活の貧しさはこの先も当面続くのだろうと感じ



食堂での*事且景

供たちは数知れません｡見方によってはアフリカ

や砂漠の国々よりまだカンボジアが救われるか

も知れませんが､私にはカンボジアの子供たちの

状況を見て見ぬ振りができなかったのです｡最初

6人の子供から始まったHom¢ofHopoも9人14

人と増え現在は19人となりました.会社ならこ

れも単純に喜べるのですが､一人一人が立派に社

会人となってHomeから巣立ってこそ成功と云

えるのではないでしょうか｡そう云う面から見る

と先は非常に厳しいといわざるを得ません｡カン

ボジアの麓掛ま一部分では良くなってきている

ようです｡例えば93年にはプノンペンでさえ電

気は満足な亀圧を鵡保できず夜も11時過ぎない

と蛍光灯はつかなかったのが今は結構良くなっ

たようで貫に無いのが当たり前だった､幹線のプ

ノンペン､シアヌークビル問にも送亀線の鉄塔建

殻が急ピッチで行われています｡でもこれは本当

に一部分のことで大部分というより99%の田舎

ではいまだにバッテリーで10W程の蛍光灯を使

様です｡

私はこの3月中旬にホームを肪間してきまし

た｡ホームはプノンペン市街の外れにあるので､

幸いなことに水道がつながっておりました｡少し

ずつ生活はしやすくなってきています｡しかし､

この国で定敬に就くのは本当に#しく今回プノ

ンペンで乗ったバイクタクシーのドライバーが

元教師で美辞が話せた事からもわかってもらえ

ると思います｡上手く行くと今年の秋に年長のパ
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ンナ-君が高校を卒業する予定です｡さてどうし

ようかと頚を悩ませているところで､とりあえず

職業訓練校にでも入れ就職の同局は先のべしな

ければならないかなと考えています｡

カンボジア人による自立経営を最終日席とし

て考えていますが､そこに到達するには長い年月

が必要でしょう｡ご存知の通り会報名rオークンJ

は､クメール帯で｢ありがとうJという意味です｡

なかなか発行がスムーズに行かない現状ですが､

｢希望の家Jの意義が少しずつ増してきている状

況をお読み放りいただき､ご理解とご援助を引き

続きお廉いいたします｡

最年長のソフィアロア(左､大学一年生)

『The SCCCR』の会員になって

r希立の家｣の子供達の日常生活と教育

を一緒に保障してくださいませんか｡

年会費　一口5. 000円

連絡先　〒270-1602

千葉gL印繍都印繍村松虫516

(いんば学舎内)

The SCCCR日本事務所

TEL 良 FAX 0476-98-2486 (担当　菊地)

Elはi l : inbagmt伽ple. ocn. ne. jp


