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カンボジアの子供の人権を考える会会報

′>ヽ

5ig ∩

ntl

第

8

号

2008年4月20Ej発行

発行: The SCCCR日本事務所

1
オークン(ありがとう)
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嬉しかった子供たちの成長

043‑485‑占748

久し.毒ミtpJの

希鼠の蒙肋間

4月､桜の季節を迎えました｡カンボジアは

これまではバンコク経由で空路プノンペンに

乾季､一年で最も暑いのが4‑5月です｡お正

行っておりましたが､今回初めてホーチミン経

月は4月14日〜16日｡家族のいる子供たち

由､陸路バスでプノンペン‑行きましたo

の何人かは帰省します｡家族のいない子供たち､

それまでのバンコク〜プノンペンを飛行機

家族がいても帰れない子供たちは､ナレットさ

で､いわば点から点に移動していたのをバスで

んがレクレーションに連れてゆきますD

の線での移動にしたのはとても意味がありま

私(事務局･菊地)は､ 1月

した｡それまで多分カンボジアの変化･繁栄は

31日〜2月7

日に希望の家を訪問してきましたC

この間体詞

が悪かったせいで3年ぶりの訪問でしたb

プノンペンだけのものと思っていたことが､国

ご一

道1号線を通ることによって確かめることが

緒したのは､私の社会福祉法人(知的障害者の

出来ましたo

福祉事業を行っています)の監事をお願いして
いる前田完‑さんと当法人施設職員の河村洋

の間に子供たちが素直で気遣いの出来る子供､

また特に嬉しかったことは､ 3年

青年に成長していたことです｡

平君ですo

帰ってきてから河村君と｢僕たちは､日本で
あんな笑顔をしたことないねo｣と話したほど､

二人とも良い笑顔で写真に写っていました｡こ
の笑顔が､今回の訪問の全てを語っていますC
この号では､前田寛一さんから寄せられた訪
問記を主に､その他の記事で｢希望の家｣の様
子をお伝えしたいと思います｡どうぞご笑読く
ださい｡
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今回のカンボジア行きは予定が詰まっていて結構忙しいことになりました,簡単に説明する
と次の通りです｡

まずサイjン(ホーチミン)では知人の永見夫妻と合い現地の情報収集がてら食事をし､朝
‑

5時半からの大聖堂の荘厳なミサに参加し､その後陸路1号をハスでプノンペンに入りました0
プノンペンではホームの建物のペンキ塗りが待っていまL/た｡プノンペン教会のEj曜ミワにも

1

参加しまL,た｡ホームの運営方針について現地の会計専門家である石本由美さん､学校を作る
会の馬清さんに相談に同いましたo又ユネスコのカン7fiジア代表の陣内輝夫さんにはご家族を
交えた食事に招待され･お話を伺いましたCホームの全員でシアヌークピルの海水浴に行って
きましたoそして最終日は元,Tlトムのスタッフであったカーさんの自宅に招待され昼食を頂き

ましたC忙しいけどカンボジア独特の感性に包まれた特別の日が続きました｡ホームのマネー
ジャーのナレットさんは無鉄砲な僕が事故に遭わないよう見張っていて肝心のところで助けて

くれました｡子供達はさりげなくこの不器用な大人のお守りをしてくれましたoカンボジアの
人はとても優しい人達です｡でも今回も夜毎の蚊の襲撃には悩まされました｡カンボジアの蚊
はとても冷徹非情です｡

カンボジアはどんなところなんだろう｡ちょっとだけですが自分のBで見た報告をしますD
しない人､文句なしにおっかなそうな男､物売

メコン川削lで見たバザール

りや物乞いをする大人と子供､汚れ煤けた肌と

ヴェトナムとカンボジアの国境

衣装の人達は此処カンボジアにおいても異質

から40キロ程の町スパイリエンを過ぎさら

な感じがしましたC僕の偏見だと思いますがカ

に60キロ､地平線まで続く田､所々に生える

メラを向けると難癖をつけられそうな雰囲気

邦子､ゆっくりと尾を振る牛､水路､これら典

を感じ､面倒なことになるのが嫌でその人達の

型的なカンボジアの農村風景に飽きた頃にク

中に入っていけない自分を意識させられまし

サイカという町に着きますo此処はメコン川に

たc

(2月2日)

面しており､対岸のコンポンプヌン‑のフェリ
ー発着所になっています｡いつものことですが
そかメサ
そらコイ
ぐ四ンカ
大千川の
河キは町

cをペフ
ti
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､高l

プノンペンのミサとホームの塗り賛え
2月3日(この項菊地記)

今日は日曜日C今回の訪問の大きな目的であ
るホームの塗装の塗り替えの日である｡とは言
え､日曜日なのでプノンペン教会の8時のミサ
に与るべく前田さんとバイクタクシーでも拾

太原票

って行きたいとナレットさんに言ったのだが､

平のり

NO｡無事に日本に帰すのが私の責任といって

洋5原場
に流

D

許可が出ず｡ホームの近所の外出は単独でも許

事前に情報を仕入れてなかったので､バスが乗

してくれるのですが､市内となると許してくれ

船の列について初めてフェリーで渡るのを知

ません｡そう言えば､ 3年前に前田さんは糸の

りました｡船上から大メコンの写真を振れると

切れた凧のごとくフラフラと一人でぶらつき､

期待したのですが座席からは視界が開けず､残

ナレットさんに一言言われていたっけ｡そんな

たいになっていますo

そこには僕が聞いたこと

の無い旋律の音楽が流れ､どこの国の人か不明

無いあるいは足の無い人､横たわってピクとも

lLl

な人々が群れていました｡片目の無い､片手の

のミニバン

店が並んでいて､少し離れた1画はバザールみ

プノンペンの教会とホーム

休憩をとります｡バスから降りたところには茶

l w飢闇仰

ませんでしたo対岸に着いてバスはいっときの

望の家)

念なことにシャッターを押すチャンスがあり

訳で結局今日の付き人は小6のチャリャ‑と

て電話をするのかなと見ていたら､有りました

カンボジア式公衆電話がo教会の前に居る駄菓
子を売るおばさんのところにチヤリャ‑が行

って何やら一言oおばさんは懐から携帯電話を

この日の昼食｡ご飯に雷魚のス

ミサが終わり､公衆電話もないのにどうやっ

(これがカンボジアの庶民の正

ットさんは帰りましたo

しい食卓?)｡

するようにと言って教会に送ってくれたナレ

カンボジア庶民の正しい食卓?
一頃堅1
ープ'ナンプラー､そしてお茶｡

小4のレッケナ姉妹｡ミサが終わったら電話を

取り出し､それを受け取りナレットさんに電話C
終わって料金を支払うo

なるほど､こんな手が

あるんだ｡

(2月4日)起床6時30分

菊地さんがホームの人達にカレーを食べさ

帰ったらやってるやってる｡ウドム､ムーン､

せると予定した日なので､近くの市場にリーさ

ロツタナ､キアの4君が上半身裸で体中白くし

んに連れられ3人で食材を買いに行った｡行く

ながら大奮闘中C

道すがら気づいたのは新しい大きな家が増え

いぶ古くなってきた

だ

‑ムの窓枠を塗装するサムア
イoホームも建築後十年を経て

女性軍は窓の塗り替え作業Q
柿

ボジアに来たのだと､前田さんとわたしも仲間
入り｡ちょっと室内の壁塗りに挑戦しましたが､
もたっく年寄り二人の働きは助っ人とならず､

女性軍の手伝いとなりました｡

昼食を挟んで午後3時半まで､中学以上の子
供たち全員が最後まで良く働きましたD 皆の成

今プノンペンは土地が異常に高騰しているそ
うで､日本や米国と同じように投機の対象とさ
れバブル経済が始まっているようである｡

市場ではまずカレー用の豚肉と野菜､きのこ
を買い､昼食用に雷魚を買った｡店で生きてる

雷魚の頭を情け容赦なくボカッと包丁の刃で
つぶし､不要なヒレ部分を外すo 作業は乱暴に
r･rd■

ようで､大分進んでいました｡このためにカン

年前と比べるとスラムが減っている事である｡

市場でスープ用の雷魚を購入.
その場でキレイに処理してくれ

どうやら私たちが教会に出て間もなく始めた

た事､大きなアパートもどんどん建っていて3

長に気付かされる良い一日でした｡
ム｡新築時の輝きを取り戻しました｡

皆の協力と努力で新装なったホー

見えたが出来上がりはきれいだった｡最後に香
草のセットとスイカを3個買って家路に着く｡

途中で横の路地から牛が5頭出てきてびっく
りさせられるo

昼食は雷魚のスープとナンプラーとご飯の
3点セット､これが正しいカンボジアの庶民の

食卓みたいですo食後に菊地さんと裏のマーケ
ットを見に行こうと連れ立った｡マーケットは

残っていたが周囲は大変りしており､区画整理

がされてテラスハウスが百数十メートル続い

で彼の自宅に向かった｡自宅では奥さんと長男

ている住宅街となり以前の面影なんて残って

のシモン君(14歳)を紹介される｡食事をしな

ないすぼらしくきれいな街がそこにあったo途

がら話しましょうと彼の車でサムブームとい

中道がわからなくなり大回りして帰る破目と

う中華料理店につれていってもらいましたoプ

なった｡

ノンペンの中華料理店ではかなり有名なとこ

五時にホームの校舎を借りて日本語教室を

ろで在カンボジア日本大使も来る美味しいお

開いている｢稲穂協同組合｣の稲富さん一行の

店とのことでしたC

訪問があった｡挨拶を交わした後しばらくの間

生まれ､僕より年上なのでほっとしました｡伊

授業に参加して帰っていったo

同時に前回の訪

藤忠商事に勤務しアフリカでトヨタの車を扱

問時にお世話になったカーさんが来て家に寄

っていたがその後ユネスコ入りしウガンダの

るよう誘ってくれたo

彼女は今26才で大学を

難民対策を担当､その後1 998年からカンボ

卒業後小学校の先生になっていた｡月給は3 0

ジアで勤務｡先代のユネスコのカンボジア代表

ドル､給料だけでは足らないのでホームが開催

が国王となったのでその後をついで代表とな

している無料の英語教室の先生もしているo知

ったそうですo

的なクメール美人で気も強そうに見える｡当方

は懇意にしている人でしたo

も予定がいっぱいで帰国日の6日にお邪魔す

ので注文は多いけど仕事がしやすいとの事で

ることになったo

したo

̲̲̲̲̲.

̲̲

̲̲̲̲

ー̲̲̲̲̲

̲

̲̲̲.

̲.I̲̲̲.̲

そんな訳で現カンボジア国王と

国王は元の上司な

カンボジアの現状から将来の問題点､疑問点

ユネスコ代表のお宅訪問
し‑̲̲̲̲

陣内さんは昭和21年高松
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ネスコのカンボジア一

ーン､前EEl (右から)

の障内さんとリラテ

プ表ユ

イ事

ア務
､所

サ代

を説明してもらうことが出来ました｡彼と知り

合えた事でこれからの展望が開けるような気
がしますo初めて会った僕達を食事に招待しお
土産を用意してくれたうえにセンターまで車
で送ってくれる配慮にはとても感謝しました｡
別れ際にセンターの子供も一緒に入って写真
を撮りました｡河村君は無事アンコールワット
見物を済まして帰っていましたo
また今日もご馳走にありつけた,/

七時にユネスコのカンボジア代表をしてい

る陣内さんとの約束があるので菊地さんと支
度をして六時半にホームを出たが大渋滞｡ロイ
ヤルパレスの前にあるフランス額時代に建て

､ .シて至丁ク.ElJ盟盈尭整至｣一一
(2月5日)起床4時30分｡

今日はホームのメンバー全員で海水浴です｡

られた清酒なユネスコの建物に着いたときは

行き先は南のシアヌークビル､ 5時半の出発｡

10分程遅れてしまった｡焦っていたが受付を通

総勢18名を乗せたヒュンダイのバンは2時間

過するのに一苦労o

ガードの人にアポイントメ

ほど走り国道の脇で休息､リーさんの作った朝

ントがあると告げたが署名をしろとかなかな

食をとりました｡カンボジアは山が無く平坦だ

か取次ぎが厳しく待たされるo語学力がない上

と思っていたけど此処は高原状になっており

に当方の風体がラフ過ぎた0

遠くに山が見えます｡ただ道路は実直ぐで車が

‑何しろ一人はロ

ングにジーパン､もう一人は半ロングにジャー

ビュンビュン走っているので立ちながら食べ

ジだもんな‑｡突然扱いが丁寧になって3階の

ましたo峠を越えるとしばらく日光の戦場ヶ原

執務室に案内される｡陣内さんは笑顔で出迎え

を大きくしたようなとてもきれいな景色が続

てくれ一安心o

きます｡やがて眼下に海が顔を覗かせ港が近

お互い自己紹介をした後公用車

シアヌークピルへの途中､国

の脇に車を止めて休息するホ

ムの子供たち｡

意から取り残された運の無い子供たちにとっ

て夢を持つことが非現実な夢物語であり現状
を脱却するのは不可能に近く､現状に埋まって
いくだけが選択できる唯一の生きる方法だと
思える｡

日の見えない男が淡々と歌っているo

マイナ

ーチューンの旋律はどこかの隙間に入り込ん
で消えていくo

この栖落た海岸には場違いな歌､

くなったところで左折し､シアヌークビルの街

その詩はなにを訴えているんだろう｡悲しみだ

中に入ります｡ジュース､氷等を買い込んでビ
ーチに到着したのは10時過ぎかしら(時計を

ろうか､それとも恨みか‑｡これから何年先に
んo

ハワイあたりのローカルなど‑チに似たき

れいな海で水温も高く年寄りの心臓麻軽にも
子供たちも大人も大はしゃぎ､

僕も久しぶりに海で泳ぎましたが足の指が撃
ってしまい程なくリタイアです｡

シートに腰掛けているといろんなものが日
に入ってきましたD

ビーチでホームの子供たちに囲
まれて至福の時を過ごす菊地さ

持ってなかった)o

安全そうですC

この風景が消えるのだろうか｡

アジアの特色である物売り

がやってきました｡ミサンガ､腕輪等の小物や
らココナッツ､ドリアン等の果物､シャコやワ

2時30分帰路につくD絡麗な街中､すレ1
‑の看板を出している店があるo ここにも日本

タリガニのから揚げ､スナック菓子‑･子供から

人観光客は来るのかな?

大人の売り子がひっきりなしにやってくる｡ま

塵が目立たないから絡麗と感じられる.ヨーロ

だ7‑8才と思える子供達がアルミのジュー

ッパ系の外国人も目に付き､南太平洋のリゾー

ス缶を回収に来る0 ‑俸いくらになるんだろう｡

トみたいだD少し山側に走れば白樺に似た木の

数は少ないが物乞いもいる｡目を合わせたくな
いので眠った振りをするo

シアヌークビルは

並木道もあります.

ここの人たちはサイ

途中一度休憩してプノンペンに着いたのは

ゴンと違い強引ではない｡ただ悲しそうな顔で

もう暗くなってからで街中は大渋滞だった｡や

訴え相手にされないと離れていくD

つと帰ったとほっとしたのもつかのま､ホーム

浜辺で遊ぶホームの子供達の笑顔は安心感

周辺は停電しており蝋燭の灯りで夕食をとっ

を内包し今日のバカンスを存分に楽しんでい

た｡こんなの久しぶりだよな､子供の頃台風が

るように見える｡此処カンボジアでは沢山の子

来ると電線が切れて停電したのを思い出す｡ロ

供たちが善意によって保護されてきた｡だが善

ーソクの明かりで夕食､子供達は元気いっぱい.

の子供たちっ 石はじがホー

ヌークビルのピーチでのホ

運営の責任者ナレットさん

だけどカンボジアの停電では不安を感じない
のはなぜだろうo

カ‑さんの串宅訪問とホームとの別れ
(2月6日)プノンペン滞在の最後の日です｡

だらしなく一一人遅れて起床､朝食の時間はとっ
くに終わっているo (皆スケジュールで動いて

いるので個人行動はみんなに迷惑をもたらす

ち余市

のです｡)でもリーさんがご飯を用意したまま
にしておいてくれ､食べることが出来ましたo
感謝.今日はカーさんの家を訪問し､その後セ
ンターの皆とセントラルマーケットに行きお

土産を買う予定です｡
1 0時過ぎにカーさんとカーさんのお父さ

んがバイクで迎えに来ました｡カンボジアでは
バイクの3人乗りは問題ないようで4人乗っ
て走っているのも見かけます｡

枚ほど買いましたCそうそう､途中果物屋さん

いくつもの路地に入り方向感覚がなくなっ

に寄ったのですが女将さんがトランプ博打を

た頃に到着した家では､お母さんやお姉さんを

やっていて客の相手をしてくれないのには困

はじめとして家族全員でご馳走を用意して待

りました｡

っていてくれました｡カーさんは前回会ったと

プノンペン空港には予定通り到着､入り口で

きの印象(美人で､自信を持って物事をはっき

記念の集合写真を撮りましたC短い間でしたが

り主張する利発な女の子って感じでした)より

今回はナレットさん､リーさんの心配りやホー

疲れているようだったC仕事に就き先生になっ

ムの子供達のさりげない優しさがとても感じ

たけど措いていた生活と現実は大分違うのか

られましたo

もo

本的に優しいんだね｡

カンボジアの人たちはやっぱり基

カンボジアの家庭ではとても賓沢であろう

見送られる側と見送る側､双方のいろんな思

ご馳走が並んでいました｡これは菊地さんが､

いを絡ませて出国ゲートに入りましたo今度は

カーさん一家にとってとても大切な客人であ

何時来れるのだろう｡

ることの証明で､その連れというだけでご相伴

18時50分発のサイゴン行きの飛行機は50

に預かるのは些か気が引けると思っていたの

分の飛行時間のところ30分で到着､明日はテ

ですが､最後には結局お腹一杯いただきました｡
2時間ほどお世話になり､またホームまでバイ

トなので一段と光が賑やかだった｡
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コーヒーを飲んでいたところ従業員がテトの

クで送ってもらいました｡
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乾杯を始めたD

土産物屋のお姉さんも愛想ない

しお釣りのことで客に注文つけるんだよな､う
ーむ､此処はやっぱり一党独裁の共産国家だ｡
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俺は日本のほうがいい｡

成田に向う飛行機からは旧正月を祝う花火
がいくつも上がっているのが見えた｡
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ホームに戻ってからは帰りの支度とお土産

菊地さんと知り合ってその情熱や物の見方

探しに出発ですoセントラルマーケットはプノ

に興味を引かれ(同意､納得したわけではなく

ンペンでは有名な百貨店でこの町に来る観光

好奇心を持ったのです)お付き合いさせていた

客の殆どが利用しています｡周りは果物､食品､

だいてます｡でもこの興味を持つというのは厄

Tシャツそして花々等の露店があり中に入る

介なもので時間の経過と共に質的量的に変化

と貴金属から本屋さんまで何でも揃っていま

が生じてきますD例えば恋愛をすれば｢ちょっ

す｡綿と木綿のカンボジアのマフラーを計1 0

と良いな｣から｢君は素敵だ｣､ ｢君と一緒にい

