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イン?弓の整僻しい7 / +/ペン
ちょっぴり寂しくもある

子どもたちのひとり立ち
私が､ UNTAC勤務が縁でカンボジアに関
わりを持つようになって10余年､その間カ

ンボジアそして首都プノンペンも変わりまし
た｡

私の文字通りカンボジア‑の一歩を騰んだ時､
暑さの中をターミナルビルまで100mほど
歩きました｡そのポチェントン空港も､新し
いターミナルビルが建てられ､ローディング
以前は凸凹だった着装蕗もすっかL)亜点された

ブリッジでビルに入れるようになりました｡

街には車両が増え､流しのタクシーや巡回バ

長で大学‑行っているスビロワさんは､ 7月

スも見られるようになりましたo

その分前面

に卒業ですが､秋には結婚の予定です｡思う

に人や荷物を乗せて運ぶシクロ(三輪自転車)

ような就職口が無いのも理由の一つのようで

は､めっきり少なくなりました｡

す｡

｢希望の家｣ ‑の表通りも立派になり､道

子供たちの一人立ち､ホームからの卒業あ

幅は以前の3倍以上となり車両の往来が増え

るいは独立は､私たちの目標ではありますが､

ました｡雨季には大型トラックがあけた大き

仲間(家族)が巣立つのは嬉しくもあり寂し

な穴を避けながらのろのろ車が走らなければ

くもあります｡子供たちが小さい時は､健康､

ならなかったことがうそのようです｡

衣食住と学校のことを考えていれば､そう頭

街全体のインフラの整備は着実に進んでい

を悩ます問題はありませんでしたo Lかし成

るようで､ホーム‑も上水道(生水では飲め

長し次々と高校卒業の年齢を迎え始めて､そ

ません)と排水溝が来ました｡ただ夜間の短

の後の生活､就職や進学はと考えると頭が痛

時間の停電はあるようです｡

くなりますD

ホーム開設一期生のバンナ君は､コンピュ

ーターの勉強のため別のNGO施設に移りま

今回の訪問の目的は二つ､以前陸路を使っ
てプノンペンからバンコク‑出国した際に見

した｡オムフ‑君は､自動車整備技術習得の

た国道沿線の様子がどのように変わったかを

ためJVC(日本国際ボランティア協会)が運営

この日で確かめること､そして子供たちとの

する専門学校‑通って勉強をしています｡年

約束であったアンコールワット‑の修学旅行

の同行です｡

I tンコクからプノンペンまで
650kmを陸路で′
3月27日､エジプト航空でバンコク‑飛

びました｡マニラ経由でしたので8時間近く

かかり､夜半にドンムアン空港に到着しまし
たo

いつもですと帰りのディスカウントチケ

ットを買うために

日バンコクに居るところ

ですが､今回は陸路でカンボジア‑行きまし
たo

バンコクからカンボジアとの国境の町､

アランヤプラテ‑トまではおおよそ200k

m｡高速道路を含め道路は整備されています
ので､快適なバスの旅を4時間半で到着｡料

バッタンバンからフ㌧/ンペンまでは大型バ

金は168バーツ(約500円)でした｡カ

スが運行されるようになりました｡一部工事

ンボジア側の町は､ポイペトです｡

区間がありましたが､安全に､快適に旅行で
きるようになりました｡約300kmで6時
間､ 12, 000リエル(3番)でした｡

プノンペン市内のバスターミナルに到着し
たのが､午後1時｡ホームまではバイクタク

シーに乗り換え､到着したのは30日午後2
時前でした｡バンコクからの陸路の旅は､安
くて面白いものでしたが､体力のいるもので
もありました｡

カンボジアの新年は､ 4月8日､お釈迦様

の生まれた日です｡タイやカンボジアでは水
アランヤプラテートのタイ/カンボジア国境ゲート

かけ祭りとして祝います｡今年は旅行を予定

カンボジア‑入ると急に道路は悪くなりま

していましたので､ 1日にお坊さんにホーム

す｡それでも5年前よりはるかに良くなって

に来ていただいてお経を上げてもらいましたo

いました｡ここからプノンペンまでは直通の

そして皆を代表してバケツの水を十分に浴び

乗り物はありません｡とりあえずその日はシ

ソフォンを経由して途中のバッタンバンまで
150kmを､ピックアップトラックの荷台

に乗って行きます｡体の大きな私は二人分の
料金を取られて800バーツ(約2200円)
でしたoこの辺りはタイの経済圏で｢バーツ｣
がカンボジアの｢リエル｣より重宝がられま
す｡夕刻にバッタンバンに到着､ホテルに一
泊(10番)しました｡バスの旅でしたので

シャワーを浴び､早々に夕食を摂ってエアコ
ン付の部屋でぐっすり眠りましたD

カンボジアの薪年のお祝い

お坊さんに来ていただ

いてありがたいお港をあげてもらう

ました｡午後は､米粉で作った素麺の様な､

日本で言えばお節料理などを食べて楽しみま
した｡

子どもたちとの約束
アンコールワットの遺跡へ
今回のアンコールワット‑の旅行は､前か

らの約束でした｡また､遠方‑の旅行自体カ
ンボジアの人々にとって日常的なことではあ
りません｡子供たちが自国の文化､それも世

界に誇ることの出来る文化に触れ､誇りを持
アンコ‑ル時代(7‑12世紀)に

ってほしいと考えました｡

建逢されたという楕

カンボジアに関わりをもって以来､ずっと

アの1番というのは､学校の教師等､公務員

感じていたことがありました｡どこか自分の

の給料が月額20‑30番ですから高い金額

国を誇れないでいるように感じることが何度

です｡もっとも､外国人観光客用に作ったも

かありました｡タイとベトナムに挟まれ､フ

ので､庶民が訪れる施設として作ったもので

ランスの植民地とされ､独立後まもなくから

はないのでしょうから･ ･ ･｡同行の皆はそ

始まった打ち続く内戦｡経済はおろか教育も

れぞれ楽しんでいたようです｡

文化も荒廃してしまった国カンボジア｡そし
て国家の再建が始まって1 0余年D

1 0余年前に訪れたころは数軒しかなかっ

カンボジ

たホテルは､プノンペンで見られるものより

アはようやく各方面の機構が整い､動き始め

高級そうなものが乱立しており､さらに建設

たところにありますo

ラッシュです｡もちろん私たちの宿泊場所は

いよいよ出発の4月2日､早朝3時半､チ

経費節約のためゲストハウス(一部屋6番､

ャーターしたマイクロバスに26名+αが乗

扇風機)を利用しました.ちなみに中廠ホテ

り出発しました｡

ル(エアコン､温水シャワー､バス付き)で

アンコールワット遺跡群の中心となる町はシ

60番前後､高級ホテルは100番以上です｡

ェムリアップで､約300kmの行程です｡

翌3日､午前は街から20km強北にあるク

カンボジアにはトンレサップ湖という大きな

レイ山‑行きました.この辺りは7‑8年前

潮があります｡長端100kmを超えるもの

まではボルボト軍や地雷のために観光客は来

で乾季の面積が3000kIば｡雨季にはメコ

ることが出来ませんでした｡山頂近くには､

ン川の水が逆流して総面積は3倍にもなりま
す｡シェムリアップ‑はトンレサップ湖の北

を迂回する国道6号線で行きます｡
シェムリアップの手前数十キロの川に架かる
橋は､アンコール時代に作られたもので､な

かなか重厚な感じの見応えのあるものでした｡
この日のメインは､新しく作られた｢カン

ボジア民族村｣というテーマパークを観るこ
とです｡カンボジア人は1番､外国人は12

番です｡観光資源が､数少ない外貨収入源で
すのでいたし方の無いところです｡カンポジ

滝の水を浴びて楽しむ子どもたち

岩に刻まれた｢寝釈迦像｣があります｡子供
達にとっては､それよりもその裏山にある落
差10mほどの滝が楽しみだったようです｡

そこで水浴びをする準備をちゃんとしていま
した.凍念ながら､このことを知らなかった
私だけが､水に入ることが出来ずじまい｡ 4
〜5月は乾季の終わりの一番暑い時期です｡

さぞ気持ちがいいだろうなと見ているだけの
私でしたD
帰路､途中にあるバンテアイ･スレイ(女

の砦)に寄りました｡この遺跡は小さなもの

アンコールワット酉参道入り口にて

ですが､ラテライトの石畳と紅色砂岩に施さ

るトンレサップ潮の周りを一周したことにな

れた細密で優美な彫刻で有名です｡もちろん

ります｡プノンペンの様子､また陸路で目に

拝観料はカンボジアの人は無料｡私は20

した町々の姿を見て治安の安定振りがうかが

番でした｡

えました｡

午後は､アンコール･ワットを見学しました｡

先日､現在ネパールでNGO活動をしてい

皆は明4日にも来る予定なので､ざっと観て

る友人に会う機会がありましたoネパールで

回りました｡外国人観光客の中でも､中国と

は以前からの政情不安が続き､政府としては､

韓国からの人々の多かったのが印象的でした｡

カンボジアを手本にして安定化を図るとか｡

4日朝､私は子供たちと別れて帰路に着き

変われば変わるものです｡

ました｡シェムリアップ〜シソフォーン問は､

後日､今回の旅行の決算報告が来ました｡

最近ようやく道路の整備が始まったばかりで

総額800番でした｡ホームの月当たりの運

す｡最悪でした｡カンボジアの道路は詳しい

営費が1500番です.果たして高かったの

と自負する私がそう感じたのですから､悪路

か､安かったのか｡それは子供たちの未来が

ぶりは想像してください｡ピックアップトラ

語ってくれることでしょう｡

ックの荷台で揺れる荷物状態でした｡

(TheSCCCR日本事務所代表

松永茂妥)

今回の旅では､カンボジアの中央に位置す

寺号の章のチビも達とともに
棚町 久美子
5年前､カンボジア‑赴任し､休日に希望

が､無断外泊や夜間排絢など､いろんな問題

の家でEl本譜を教えたりしていました.今は､

を巻き起こします｡おかげで､カンボジアの

希望の家に住まわせてもらっています｡子ど

子ども達が直面している葛藤を少しだけ理解

も達のやさしさを感じながら､癒されていま

できたような気がします｡

す｡

当時､小さかったウドンや､サロン臥成

カンボジアは･内戦で痛みを受けました｡

現在､道路､橋､電気､水道など急速に改善

長し私の背を追い越しました｡センターの庭

されていますoそれに伴い､いろいろな物資

を駆け回り･遊んでいた子たちは､中高生に

が流通するようになりました｡その中で大金

なり､思春期を迎えました｡最近､男の子達

を獲得する人､商売が成功する人､さらに､

貧困になる人がいますD

政府高官の汚職は､

公然と行われています｡援助さえも､すべて
必要な人のところには､届かない状態です｡
その中で､教育は､どうでしょう｡学校の

先生は､月20番の給与では､生活困難です｡
だから､補修授業やプリントを売ることでお

金を得ます｡それに応ずるかどうかが､成績

順位にも影響するのです｡お金主義の学校社
会で､本当に子どもたちの為に良き教育を考
えている先生はどれだけいるでしょうか?
教室では､棒を持った先生が､通り一遍の教

希望の豪の子どもたち,支援者たちと
後列左から4人日の女性が8Il町さん

右端

松永

え方をし､機嫌を狙ねた子は､叩かれます｡

手や流行を好みます｡すっかり都会っ子に育

中学､高校になると､さらにお金が幅を利か

っています｡そんな中で､希望の家の職員た

せるようになります｡努力が評価されず､尊

ちは､子ども達をどうケアしてよいか分から

敬する先生が少ないのです｡はたして､道徳

ないようです｡職員も子どもと共に､葛藤し

や倫理は､育つのか疑問です｡

ながら､歩むのもいいのかなと患います｡

現在､夜間排梱を繰り返していたラックナ
(男14歳)は､タケオの村にあるマネージ

ャの家でケアしてもらっています｡子ども達
は､体格は大きくてもやはり母親のような温

かみを求めています｡自分の存在がきちんと
有り､役割がある家庭の中で､ラッタナは毎
日牛の世話のお手伝いをしているとのことで
す｡

子どもたちが､しっかりと自分の人生を歩め
るように職員が､心をかけることを惜しまな
希望の家のE)ピーでカードに興じる子ども達.し

りと自分の道を歩む子どもに成長してほしいと昇

不良学生間では､ドラッグが売り買いされ

ていますo

警察も手を貸してお小遣いを稼ぐ

いで欲しいと思いますo

どうぞ､希望の家の

職員と子ども達を応援していてください｡
(カンボジア･プノンペン在住)

ので､先生方も手に負えません｡特に､希望
の家があるスッンミエンチャイ地区は､少年

グループがドラッグを使用していて治安が悪
いと地元で知られています｡カンボジアの人
は､手の負えない子を｢崩れた子ども｣と言
いますo

大人達､特に指導的立場の人は､こ

の崩れた子どもたちが､何を感じ､何に傷つ

き､何を求めているかを真剣に受け止めて欲
しいと思います｡

希望の家の子どもたちは､それほど､成績
は良くありません｡子ども達は､しゃれた歌

希望の家の敷地の一角には子どもたちが
丹構込めて育てている野菜畑がある

希望の家の運営が98年7月に始まり6年

たのは､マネージャーとして日々子どもたち

が経過しました｡当初小学校6年生だった子

と生活してくれるナレットさんのお陰だと思

どもが､この7月に高校を卒業します｡もは

います.生活指導全般と金銭管理まで全てお

や子どもではなく青年たちです｡

任せできる人とこの時期にカンボジアで巡り

カンボジアでは､年齢に関係なく学校に通え

会えたことは幸いでした｡

るようになって小学校1年生に入りますので､

そしてもう一人､このたび原稿をお寄せいた

7歳や8歳の小学校1年生がいますo

だいた棚町久美子さんによるところも大変大

現在､私たちの一番の悩みは､高校卒業後の

きなものがあります｡

生活をどうするかということです｡職業訓練

棚町さんは､ 5年前にカトリック信徒宣教者

校､専門学校､大学と､お金の問題を除けば

会の海外ボランティアとしてプノンペンに赴

高校卒業後数年の道はあります｡問題はその

任され､ホームと同地区のスッンミェンチャ

あとです｡就職先がそうは見つからないので

イ地区で活動を開始されました｡プノンペン

すC

で活動なさっていた他のNGOの方からホー

プノンペンの街は人々で､子どもたちで

溢れています｡これだけの人がこの限られた

ムを解介されお出でくださるようになりまし

街の中でどのように暮らしているのでしょう

た｡こどもたちは､rクミコさん｣と呼び週末

か｡残念ながらカンボジアは､血縁､地縁等

来てくださることを楽しみにしていました｡

の縁故と賄賂の社会というのが現実のようで

メールを通じて､また訪問したときは日本語

す｡戦後の復興が始まり14年､国内での武

で詳しく様子をうかがうことができ､本当に

力対立がなくなってまだ7年です｡社会規範､

力になっていただいています｡

倫理等が育つにはまだまだ多くの時間が必要
だと開いています｡

これからも良き存在としてホームがあるよ
うに私どももさらにがんばります｡ご支援を

ともあれ､ 6年間運営を続けることができ

よろしくお顔いします｡
(菊地

編集後記にかえて
今､ ｢ポル･ポト

(八旗

龍彦)

紘治)

《革命》史｣ (山田寛著･

講談社選書メチエ)という本を読んでいます｡
そのオビに｢人工を1/4減らした革命･解放
の真実｣とあるように､人口800万人足らず
のカンボジアで150万人を粛清し虐殺し尽し
た｢革命｣の実態を知るにつけ､背筋が凍る
ほどの戦懐を覚えます｡その中で､当人が望
むと望まざるとにかかわらず､作り出されて
きた孤児たち｡希望の家の子どもたちを思う
につけ､陳腐な言葉ですが､ ｢決して繰り返さ
れてはならない歴史｣との感を強くします｡
UNTACの活動を通じてその惨状を知り､希

望の家を創設された松永さんの決断を支持し
援助して下さる方が一人でも増えることを念
じています｡

『The SCCCR』の会員になって

｢希望の家｣の子供達の日常生活と
教育を一緒に保障してくださいま
せんか｡
年会費
連絡先

一口5, 000円

〒270‑1602

千葉県印抜群印隷村松虫516
(いんば学舎内)
The SCCCR日本事務所
TEL 良 FAX 0476‑98‑2486(担当

菊地)

E‑mai I = inbagmtm@maple.ocn.ne. jp

