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巾ンポジ7Iの騰勢tことも蓮の将来
ソバンナとソラティア兄妹の成長を例として

厭かジアの由軒一電

する私たちの気持ちの中にも常に存在する国でした｡

1997年にカンボジアにおける政治(軍事)主導権争

いの最後の武力衝突が首都プノンペンでもあり､シ
アヌーク国王の子息であるラナリット殿下の率いた

派閥に勝利した現在のフン･セン首相による政治に

復興著しいプノンペン市内で纂し
いピルが撃汽ている(上)｡
その一方で市内から撃ひるコrlrの
山から嘉の雑書圧民も多い(下)｡

‥ーLL‑‑‑ tb

年余り続いた内戦からの復興､地雷廃絶の現鯵とし
てマスコミにもしばしば取り上げられ､日本で生活

貧富の要っているのがカンボジ

た｡歩みを始めた1998年当時のカンボジアは､ 20

アの頭

｢希望の家｣は､歩みを始めて9年目に入りまし

現在､日本人にとってのカンボジアは､アンコー
ル遺跡の国として思い起こされる存在ですこ遺跡‑
の観光が盛んになる事はカンボジアにとってとても

よって､戦後の復興が進められてきました｡そして､

戦闘という現実が遠ざかるにつれてカンボジアとい
う国が私たちの日常の中では遠い存在となりつつあ

良い事です｡

るように思います｡

んになれば

過日の新開報道によると､内戦終結後の政治は､
シアヌーク国王の下､人民党首フンセン氏が首相､
フンシンペック党首ラナリット殿下が議会議長とい

なるほど観

う役割分担の中で進められてきました｡そして森会
で多数派を占める人民党と党首であるフンセン首相
の権力が強化されてきました｡

しかし､盛

光としての
アクセスだ
けが整除さ
れて､その
他‑の関心

2004年10月､シアヌーク国王が退位し､ 6人日

が持てないという事になります1実際､アンコ‑/レ

のモニタ妃の息子シハモニ国王が即位しました｡シ

遺跡のある街､シェムリアップ‑は､隣国ベトナム
のホーチミン､タイのバンコクから手軽に行けるよ

アヌークというカンボジア国民にとって絶称的存在
が無くなったことは､フンセン首相にとって大きな

うです｡しかし､アンゴール遺跡を訪れる人の中で､

足かせが外れたことを意味し､彼の政治的立場の強

首都プノンペンを訪れる人はごくごくわずかです1

化‑とつながっていきました｡そして加年10月､

プノンペンとその周辺には､アンコ‑ソレ遺跡に迫る

政敵であったラナリット氏はアンシンペック党首の

観光資源がないという事情があるので､仕方がない
事とも思います1

座を失いました｡これによりカンボジアは､人民党
フンセン首相による一党独裁体制の色合いを濃くし
てきていると報道されていますゝこのような政治状

況の中､音を手にできる役人､一部民間人と大多数
のカンボジアの人々との貧富の差が広がっているの
が現実で れ

先日､久しぶりにテレビでカンボジアが諸賢の番
組を見ました｡たまたまチャンネルを回していて見
たものでう㌔ TB Sテレビ日曜午後6時過ぎ､ ｢夢の

扉｣という番組で､地雷撤去に取り組む､山梨県に
お住まいの雨宮清さんがパワーショベルの手の部分

を改造した機険を使い､地雷の除去活動に取り組む
内容でした｡カンボジアでこのような働きをなさっ

括態度に負った部分が多かったと思います1他方､

ておいでの日本の方の姿を見て､少し安心したよう

卒業生でしたのでもう少しがんばってくれたら

な｡しかし若い女性レポーターの何でこのような
危険な所に住んでいるのですれ怖くありません

な‑というのが私たちの気持ちでした｡
2002年7月､ 12年生(高校3年生)卒業柵を

か.｣という問いかけと､これに対する額地の母親の､

rほかに移りたくても住む助和ミありません｣とい

E評価(カンボジアの1 2年生卒業試験評価は､ A
〜F及び不合格の7区分)でパスした後のソバンナ

う答えの間に有る大きな距離を感じざるをえません
でした｡映像に映された村はカンボジア北西部のタ

君の生活をどうするか悩みました｡絶間､ E評価で
したので大学‑の進学は見送り､親しくお付き合い

イ国境付近でした｡私がプノンペン近称で見た農相

のあった日本のNGOである皿加M付apan I.ay

風景よりももっと貧しい村の生活の様子がうかがえ

Mi戚onazy MoWment :カトリック信徒宣教者会)

ました｡そして､ ｢希望の家｣に暮らす子どもたちの

でボランティアとしてお手伝いをすることにしまし

故郷の村もやはりこんな様子なのかなと考えさせら

た｡ JI朋Mは､ホームと同じ地区に在るゴミ捨て場

れました｡

周辺に暮らす貧困家族‑の倖障酔生指導及び就学前
の子どもたちへの遊びを通して情操指導を､また､

成続はいつも学年で中の上鞄変で､初めての男子の

トンレサップ池畔･コンポンルアン地区で識字教育
この号では､イトウ(IT托)兄妹(ソバンナ: S

や医療援助等を行っています｡ボランティアを始め

OVANNAK､ソラティア: SOLATHEA)

てしばらくして､ JI此Mの棚町さんの働きで､折よ

について解介しま･れ

く日本のNGOのEnX (払kyDtl naki別omo･

1998年7月に孤児院｢希望の家｣は始まりました
が､二人はこの時からホームで生活してきました｡
ホームの一一･期生というところで1.

二人の故郷はアンコール遺跡のある街シェムリアッ
プからさらに北西1∝飯mにある衝シソフォーン郊

外(パンティ

ミニン

チャイ州)の村でれこの

bd止) : r国境なき子供たち｣のお世静こなれること
が決まりました｡

EnKは､ r国境なき医師団日本｣の国内青少年向
け教育プロジェクトを担う団体として､ 1997年に設
立されました｡ 2002年に国境なき医師団から独立し､

村はホームの建設と設立に換わってくれたス‑ス･
ソフォーンさん(̀99にアメリカに移住)の奥さん

別団体として活動を行っています;括軌他はフィリ
ピン､カンボジア等のアジア8カ国で､貧困､子供
の人権､災害被害等に直面している子供たちへの支

の故郷です｡

援､援助を行っています.カンボジアでは､カンボ

当時イトウ兄妹は両親に死別し村の人の世話にな
っていました｡ソフォーンさんはホームのメンバー

ジア第2の街バッタンバンで､ 15‑19歳の恵まれな

い青少年35名を対象とした自立支轍｢青牢の

を決めるに当たって､二人をホームに連れてきて生

家･バッタンバyJの運営およて刑務所の未成年服

活させた方が村で暮らすより良いと判断したのでし

役者‑の更生援助活動等を行っています｡首都プノ
ンペンでも4名の大学生に生活費と奨学金及び生活

ょう｡故郷から南に300km離れた首都プノンペン
のホームに連れて来ました｡ソバンナは16才､ソ

ラティアは11才でした｡一般的に子どもの成長時
期としてほ難しい年齢といえます｡おそらくそれま
での二人の村に於ける生活は決して恵まれたもので

はなかったと思います｡そんな二人がこの時期に故
郷の村から遠く触れたホームという､それまでとは
違う生活環境に､しかも新しい仲間との集団生活を
どう受け止めていたのれ今改めて考えてみても二
人にとって大変なことであったろうなと患います｡
ソパンナ都城やかな性格で､最年長の男子とし
てマネージャーのナレットさんの指導のもと､いつ
も男子のまとめ役という立場で生活してくれました｡

現在も子どもたちが5時に起床し､庭とトイレの掃
除を全員できちんとすることに始まる良い日常生活
習慣力確執､ているのは､ソバンナ君の規律正しい生

寮r青牢の家･プノンペン｣を提供するという援助
活動を行っており､ソバンナ君はその内の1名とし
て援助を得てきました｡勉強は､情報科学(コンピ
ューター)を専攻しています｡授業で英語が必要と
言う事で､英語も勉強させてもらうことができまし
た｢青年の家Jで生活するようになってからも､彼
はほ手指週末にホームで生活する妹のソラティアの
様子を見に､ 5kmの道を歩いてホームに来ます｡兄

として妹をいつも気遣っているのだなと感じますこ

妹リラティアは､現在19嵐ホームから大学‑
通っています｡専攻は会計学科で･れ
中学生の頃から､高校を卒業したら大学に進学し
たいので一生懸命勉強をすると言っていました｡彼

女の卒業時はD評価で､大学‑の進学をどうしよう
かと私たちは迷いましたo私たちの評価基準で見る

とDは卒業生の中以下と考えますが､現実は評価自

担当しています｡またホームでの夜の自習時間では､

体がそれほど公正ではなく､担任教師に対する｢付
け届け｣や担任が行う有料プライベートレッスンの

子どもたちの勉強をみていますこ 8年前にr希望の

受講状況などによって評価が左右されるようです｡
またホームのような助､ら通う生徒には長い評価

家｣に来たあの二人が､成長して今大学で勉強をし
ている姿に接し心から嬉しく思います｡とりあえず
ソバンナ君が卒業時にうまく仕事が見つかるといい

を与えてもらえないということも開いています｡

のですが｡

結局､彼女の大学‑の進学は許可しました｡現在
は大学へ通学しながら､ホームで週日夕刻開いてい
る英語教室で集まってくる近所の子供たちの授業を

別稿で二人から英番で手紙を寄せてもらいまし
た｡お読みくださし㌔

(菊地鞄彦)

⊥油毒恵良蕊血道よ￡㍑ヱV:
名前: ITtI SOVANNAE (イトウ

ソバンナ)

タンバンに在り､そこには2つの施設があります｡

生年月日: 1982年1月8日(24歳)

EnXプノンペン(青年の家)は男子だけで､バッタ

出生地: Babeandbey Ptovince

ンバンからの支援と助言の下に自主生活をしていま

PreanetPZttS Di血ct Porkdelmg CbmJnune

す｡

家族:妹1人

青年の家はセンターと違い､自立した生活を送り
ますも勉強､衣食住､諸経費の支払い等いろいろな

‑‑センタ‑へ､そしてKnKへ‑

閉居についてどうすべきかをリーダーの下で自由に

学際: Univemibr ofCanbdia情報科学科

1993年､私が11歳の時両親が病気で亡くなりま

意見を出し話し合い
ます;その中で解決

した｡ 1998年7月に妹とづ緒に｢希望の家｣ (以下

できない問題がある
｣盛

センター)で生活するために故郷を離れプノンペン

のKnE事務所に連

に来ました｡センターは小学校から高校卒業まで私
たちを援助してくれます｡私がセンターで生活して
いた間､センターのためにそして自分自身のために
一生懸命努力しました｡特に自分の将来のために勉

絡を取り助言を求め
ます｡しかしこれま
で私たち自身で解散
できないような大き

強しました｡センターがずっと私を援助することは

な問題はありません｡

ないからです｡

2001年8月､ ‑高校を卒業しました｡卒業時の成

諸経費の支払いにつ

いても不自由を感じ
たことはありません｡

績はEランクでした｡私の成続では公立大学に進む
ことは出来ませんが私立大学に進むことは出来ますこ
しかしセンターは私立大学への進学を許可してくれ
ませんでした｡センターは私に自動車運転免許を取

時は､バッタンバン

m sovANNAK (JLウtJyW) 現在私が寮のリーグ
16歳でホームに入所u己頃の写真
一をしており､生活

らせてくれ､また自動車整備士の養成学校へ行くよ
うに勧めてくれました｡しかし私娃自動車修理の仕

はうまくいっています｡
バッタンバンには希望の家センターと同じ施設があ

事に興味がわきませんでした｡卒業後の生活が決ま

りますも

らなかった私は､日本のNGOのrJl血生M｣でボラ

ンティアをすることになりました｡しばらくして日

‑勉強について‑

本のNGO団体であるEnXが奨学生を募集してい
ることを知り申し込みました｡面接後しばらくして

ofteclmology)を勉強しています｣もうー学期で卒

合格の知らせがあり､これによってセンターを出て

業を迎えます｡希望としては､学部を終了した後は

新しい生活が始まることに大きな希望を持ちました

出来れば隊士に進んで勉強を続けたいと思っていま

‑

Kn Kの生活

EnKはカンボジアの青少年を支援するいくつか
のプロジェクトを行っています｡EnKの事務所はバ
ツ

現在私立カンボジア大学で情報科学(由血nm血

す1頑在､今後も私の勉強を援助してもらいたいと
言う私自身の希望をⅨ血Rにお願いしていて､是非
の返事を待っているところです｡修士での勉強がか

なわないときには､大学で学んだ事を活かせるIT

ンクーとEnEに､両者に寄付をしてくださる皆さ

関係の仕事に就きたいと思います｡
‑

んにお礼を言いますム両センターは私に生活とその

ゴールー1‑‑

中で考えること､そして勉強をする機会を与えてく
れました｡将来のために両センターが与えてくれた

学部か修士を卒業した後､勉強したことを活かせ
る仕事を見つけそこで努力したいと思いますもカン
ボジアもこれからITが重要な役割を果たす社会に

援助と生経や勉強の中での様々な経験をもとに､良
い生活を実現したいと患います｡そして仕事で成功

なると患います｡将来はインターネットカフェのよ

することが出来たら､センターとEnKの子どもた
ちに私の級を話し､恩返しをしたいといつも考え

うな店を開きたいという夢を持っていますもいずれ
にしても資金のことが‑番大きな関宿だと思います
が､夢に向かって努力してゆきたいと思います.
･一一一一一

感謝

ています｡

最後に､援助を下さる全ての方々に感射します｡
皆さんの健康とご多幸をお祈りします｣

一一一

まず第‑に現在まで私を支えてくれた希望の家セ

.

‑

̲‑

名前:Im SOl皿EA (イトウ

‑

ソラティア)

斤

‑､

I‑上空̲

お金を手にした時は､例えばエイズなどによって両

生年月日: 1987年7月9日(19歳)

親を無くした貧しい子どもたちを援助する､希望の

地身地: BaztteaLneandhey Phn,ince

家のような施設を開きたいと思います1

P托Bneq)re8 hat PorkdeⅦ喝Comnuzte

学校: BundBrightUhive叫会計学科

‑1‑一一その他一一一

3年
･ヽ

‑過去‑

まず初めに､私は

｢希望の家｣で8年前から生活しています｡ここ
に来た当初は､一人ばっちで故郷の友達のことが思
い出され､寂しくてホームシックになりました｡月
日が経つにつれて､毎日がとても楽しくなりました｡

何故ならば､他の地方から来た子ども達とも慣れ､

楽しく遊ぶようになったからです;また､みんなで
勉強する時にF助にしてくれました希望の家の
マネージャーと他のスタッフもみんな親切で､私が

困っている時には色々説明や話しをしてくれ助けて
くれました｡希望の家はこの8年間､私に衣食住と
教育を保障してくれました｡心から感謝しています｡
‑現在‑
ml SOLF̲HEA (1ト? ̲ソ琴イ7)

私は今大学3年生で､会計学科で勉強しています｡
高校生の時は大学には生学できないと思っていまし
た｡ 1年生で勉強を始めた時､大きな困難にぶつか

りました｡勉強で使う多くの教科書が英語で書かれ
ているの耽私は日本のお父さんを失望させたく

11者でホ｢ムlこ入所時

来なかったでしょう｡

このセンターは､

自由に行動でき､話すことができ､皆が心地よく安
心して暮らせる最高の住まいです｡今私がここに書

良い成掛ミ取れるよう勉強を努力したいと思いまも

くこと以上にもっとたくさんのことを伝えたいので
すが｡機会がありましたらまた書きたいと思います｡
最後に､私がこのセンターをとてもとても好きだ
と言うことをお伝えします1日本でセンターを支援
してくださっている方々のご健康とご多幸を心から

I ‑

お祈りいたします｡

なかったので一生懸命勉強をしました現在は全て
の科目をA〜B評価でパスしています｡これからも

未来

一一一

大学を卒業したら､会社やNGO等の団体で会計
の仕事をしたいと思います｡そして将来たくさんの

愛をこめて

rmSOL〟ⅠⅥEA

私は､ r希望の家｣に一ケ月間滞在させていただく

というすぼらしい機会をいただきました｡
4人のスタッフと1 8人の子どもたちの中で､日
本人は私一人｡私はクメール語を全く話すことがで

きません｡初日はコミュニケーションが取れずに､
お互いに戸惑ってしまいました｡初日の夜,薄暗い
シャワ｢/レームの中で｢一ケ月の滞在は私には長す
ぎるかな｡｣と正直不安になってしまいました｡しか
し､その不安は数日間で吹き飛びました｡一一一緒に生
活して行く内に､私たちは次第に仲良くなり､ 1 0

日も経つと､私にとって皆は家族のような存在にな
ったのです｡

左からチヤツリヤーン､テイラーヽテリー.レッケナ‑

した｡外で思い切り体を動かす､自然と触れ合う､

運良く､滞在した時鞠がカンボジアの夏休みと重
なったので､皆と過ごす時間をたくさん持つことが

仲間の大切さを知る､お腹の底から笑う｡子どもが

できました｡
｢希望の家｣の朝は､ 5時半の掃除から始まりま

育つ上でとても大切な事を私は皆と遊びながら教え
てもらいました｡それから､みんなは古い自転車を

すム患旧敵､時間から庭や家の中､トイレがピカピ

何度も修理して大郷こ乗っています,乗り終わった

カに掃除されます｡朝ご飯の後､プライベートスク
ールに通う子供以外は元気に遊んでいました｡男の

の不必要さと同時に物の大切さも学ぶ事ができまし

子の間でポピュラーなスポーツはバレーボ｢/レです｡

た｡

らピカビカに磨きますも｣掛こ磨きながら､私は物

近所の男の子も集まり､昼ごはんを挟んで何時間も

もう一つ学んだ事があります｡それは思いやり

没頭していました｡私はよくテリー､テラー､スレ

と笑鼓で･れr世の中にこんなに良い子どもがいるな

イロアン､チヤツリヤーン､レッケナ‑の女の子5

んて!｣と感動するほど､みんなはよく気が付く優
しい子どもたちでした｡食事や飲み物を用意してく
れたり､アイスを買ってきてくれる事もありました｡
おやつを食べるときや温ぶときはいつも私を誘って
くれました｡ゲーム中は言葉が全く分からない私を

人組と遊んでいました｡かくれんぼ､縄跳び､鬼ご
っこ､ファッションショーごっこ､歌､木の実昧り､
買い物. ‑ ｡中でも私が一番心に残っているのは

r滑す べり｣です1激しいスコールが降ると､外に

飛び出して庭のぬかるみにスライディングして遊ぶ
のです｡私も思い切ってやってみたら､なかなか面

フォローしながら遊んでくれましたや年下に対して

白くてみんなと‑一緒に泥だらけになって遊びました｡

恋しがっていた6歳のレッケナ‑も､みんなに可愛

その後書出留め水を掛け合って遊び､身体が冷え切っ

がられる中ですぐに希望の家に溶け込んでいきまし

た所で終了です｡夕食後は高校生の子供たちも加わ

た｡そして､みんなは私と目が合うと澄んだ目でニ

り､男女が一緒になって遊びました｡缶蹴り､コー
ンゲーム､椅子取りゲーム､バドミントン､クメー

コツと笑象を向けてくれました｡私はみんなの笑顔
から毎日元気を貰いながら､ 1日2時間のクメ‑ソレ

ルダンス･ ･ .

語のレッスンを受け､お礼に日本語とバレエを楽し

私はつい日本の同年代の子どもと比べてしまうの
ですが､日本の子どもは欲しい物はほとんど手に入

く教えることができました｡
この様に､希望の家の温かい空気の中で､みんな
の笑い声を開き,キラキラした頬を見ながら､私

り､おもちゃやゲームを沢山持っています｡カンボ
ジアの子どもはおもちゃを殆ど持っていません｡け

れども皆の方がはるかに楽しく遊んでいると感じま

も思いやりの心を持っていて､新入りでお母さんを

は心を豊かに一ケ月を過ごすことができました｡別

れる日が近づくにつれて､みんなと船′しることが不

を食べていた私に､サブ‑ンが｢モト､ここにいな
よ｡｣と言ってくれました｡女の子達は､それぞれア
クセサリーをプレゼントしてくれました｡お小遣い
が無くなってしまうのではと､心寵になってしまう
ほどとても素敵なアクセサリーばかりでした｡テリ
ーはとても大切にしていたアンコールワットで撮っ

た写実をくれました｡シャイであまり話さなかった
ポリーは,英語で別れの言葉を一生懸命話してくれ

ました｡他の男の子達は､昔びもせずにボーつと遠

くを眺めていました｡みんながとても悲しく思って
いることを知り､私は心から嬉しくそして寂しくな

会津乗手さん(帰りl謝1たタイの和こコ⊃

りました｡私からは一人一人の写真の裏に一ケ月の

思議で寂しくて､怖くなってしまったくらいで九
私が希望の家を離れる前日､みんな‑のお礼の気
持ちとして､子どもたちとスタッフに食事と遊園地
‑のお出かけをプレゼントしました｡遊園地は全員

勉強で身に付けたクメ‑)格でメッセージを書いて

初体験だったらしく､抱き付いて喜んでくれました｡
この滞在中､全員で出かけたのは初めてで､トヨタ

と書き添えました｡

のピックアップトラックに2 3人がすずなり状態で

乗り込み街を走ることがとても面如僻でした｡

想って過ごしています;そしてみんなが教えてくれ
た笑顔と思いやりの心を周りの人に広げようと心が

帰り道､普段は明るい1 2歳のテリー一滴ミ私の背中に

けています｡

手を回し､誰にも気が付かれないようにそっと顔を
私の胸にくっ付けていたのがとても切なかったですも
｢明日はもうお別れなんだなあ｡｣と実感させられま

私剖果育士になる勉強をしているのですが､日本
の子どもにも｢おもちゃで遊ぶよりも､みんなと外

した｡

は､希望の家のスタッフと子どもたち‑ ｢オークン｣

別れの朝､涙をこぼさないように無哩やり朝ご飯

プレゼントしました｡それぞれの子どもの良いとこ
ろを書いて､最後に｢クニヨム スローレイン ネ
アック｣､日本静で｢私はあなたを愛しています1｣
帰国して2ケ月が経ちましたが､毎日希望の家を

で遊ぶ楽しさ｣を教えられたらと思っています｡今
の気持ちでいっぱいです;

編集後記
2年余りの間､会報･オークンを発行できず大変申し訳ご

ざいませんでした.会報を担当しております私菊地が体調を
崩し失礼する結果となりましたD

今回､寄稿いただいた会津さんは､千葉県成田市在住､大
原町にある児童養護施設･小山ホームに勤務しており､イン
ド･コルカタのマザーテレサ施設でのボランティアを行うな
ど､活動的なお嬢さんで､ 2004年9月に一ケ月間｢希望の家｣

に滞在して下さいました｡今回､原稿をいただいてから2年
後の掲載を快く了解いただきました｡ 4月に2年半ぶりにホ
ームに行ってくださいますので､今回あまり掲載できません
でしたプノンペンの街の様子を写真と共にレポートをお顔い
する予定です1

また次号は､大学2年生の吉岡静香さんが､昨年ホームを
訪れた際に､プノンペンの教育機関を廻り､フィールドワー

クとしてまとめたカンボジアの教育事情についてお伝えしま
すので､おたのしみにお待ち下さし㌔

