るだけで幸せ｣となるのはごく当たり前ですが､

ました｡その間にカンボジアの子供達に役立て

僕が｢菊地さんと一緒にいるだけで幸せ｣とな

て欲しいと預かっていた文具等をやっとホー

ったら困ったことになりますQ

幸い菊地さんの

ムのマネージャーのナレットさんに手渡しす

情熱は衰えることなく一定の方向を向いてい

ることが出来ましたC武藤さん､伊藤さんそし

ますo

て竹岡さんお世話になり有難うございましたo

その情熱の作り出す塊を｢自分の目で知

る｣が僕の好奇心です｡

子供達喜んでいましたよQ

(終わり)

前回の訪問から随分時間が経過してしまい

督能琴￠滴は藍嘩≪蹴溜軌監‑遜陶
瑚穂首草革
どものように笑っていた｡子どもたちの日本語

望の家』｡多くのことに感心させられ､驚かさ

力や英語力に感心させられたというのは前述

れたo

したとおりであるが､遊び始めると言葉などい

カンボジアへの途中､サ
(現ホーチミン)市での朝

トナムの名物フォーを食べ

私にとって初体験のカンボジア､そして､ 『希

づいたことを実感することができたC
こうして､子どもたちと触れ合う中で楽しい
思いをさせてもらったのだが､ 『希望の家』で

最も感銘を受けたこと､それは､皆優しく､感

謝の気持ちや思いやりの気持ちを持っている

&1.
0コ

ということであった｡いつも､当たり前のよう

ベン

に食べ物を均等に分けて食べ､当たり前のよう

まず初めに驚かされたことは､孤児院の子供
たちは､とても勉強しているということC

らないもので､子どもたちとの距離がぐっと近

に親切に接してくれて､当たり前のように朝5

日本

時に起きて皆で掃除をし‑ ･皆で協力し､助

語と英語を学んでおり､ 『希望の家』に到着す

け合うことが､体の芯まで染み渡っているかの

るや否や､ ｢こんにちは｣ ｢はじめまして｣ ｢私

ように､皆､自然に優しい気持ちを表現してい

の名前は〜ですo｣などと､皆､日本語で挨拶

た｡海‑遊びに行ってすぐに子どもたちと無邪

をしてくれた｡英語がとても上手な子もいて､

気に遊ぶことができたのも､彼ら､彼女らの持

上手すぎて,こちらが聞き取れない程で､感心さ

つやさしい気持ちによるものにはかならない｡

せられた｡

孤児院に到着してから4日目には､希望の家
の車､ ｢HOME OFHOP丑｣号に皆で乗り込み､

たものだったD

でがきれいにお化粧をし､おしゃれに着飾って
いて､わくわくしている様子｡海について遊び
始めると､無邪気に笑う皆がいて､私自身も子

l緒に遊ぶこと

朝5時前には､一番年下の1 0歳の女の子ま

(高校一年生)o

ようで､私たちの滞在に合わせて企画してくれ

たちに愛され､信頼されていて､海‑行ったと
シアヌークピルでの河村とキア

ることや､海に行くことなど滅多にないことの

トさんの存在もとても大きなものだったo子供
により､子供たらとの距離は一
気に縮まった｡

4時間掛けて海に出掛けたo皆で遊びに出掛け

また､孤児院のマネージャーである､ナレッ

きなどは､車の中で子供たちと冗談を言い合い

首を横に振っていたのだと思う｡ナレットさん

ながら笑っているのだが､きちんとまとめるべ

と子どもたちとの信頼関係がよく伝わってき

きところはまとめていたo

た場面であった｡

一つ､エピソードがあるo

菊地さん､前田さ

印象深いことが多く､まだまだ書ききれない

ん､私が日本にお土産を買うということで､市

のだが､『希望の家』の子供たちは､まさに､『希

場に皆で出掛けた時のこと｡ Tシャツをお土産

望』を持っていて､目を輝かせていた｡私自身､

に買った後､菊地さんが皆にも買ってあげよう

そんな子どもたちと触れ合うことで力をもら

としたところ､子供たちは皆､一様に首を横に

い､心が洗われ､刺激を受けたo

振り､断っていた｡今回の訪問でいくつかプレ

で一杯であるC

ゼントしていたこともあり､ナレットさんも､

｢皆十分もらっているので大丈夫ですよcJ

と

説明をしてくれたのだが､その考えが､子ども

感謝の気持ち

ありがとう.

また､今回の旅に連れて行ってくださった菊
地さん､前田さんにも大きな刺激を頂きました｡
ありがとうございました｡

たちにしっかりと伝わっているからこそ､皆､

頻kだ鉾を大物にtたい

‑この.市たちの人生を見つめながら
ロア)

家族で住んでいました｡私の家庭はとても貧しく､

ロア､ 17歳

学校に行く時間もありませんでした｡父は二番日

です｡身長は163cm､ Obecorn

の妻をもち､母親とは削きしましたoそして私と

se(〕Ondary sch001 8年生(中

Thearaは父頬の妹の家に送られました｡もう‑

学2年)です｡

人の妹は､現在父親と暮らしています｡

Sz･eyRoth (スライ

私の名前はスライ

私が小さかっだ時､学校に行く時間がありませ

私が6‑7歳の頃暮らしていた叔母さんの家で

んでした｡なぜなら両親はよ<口論をしていまし

は､衣類の洗濯､ご飯作りや掃除など､私たちが

た｡そして私はおばあさんの家に預けられました｡

やらなければならない沢山の仕事がありました｡

そこでは私がやらなければならない仕事がたくさ

そして食事も十分になく､寝る場所もありません

んあって､学校に行き勉強することが出来ません

でした｡その頃の私には､仲の良い友達､学校で

でした｡

の勉強､新しい衣服､その他何も有りませんでし

2002年10月､叔母に連れられて｢希望の家｣

たD

に宋ました｡ ｢希望の家｣に来てからは､毎日学校

2002年､私の母薫別ま私たちを叔父の家に移し

に行き勉強が出来るようになりました｡またE]常

ましたD しかし叔父には私たちを育てる力が有り

の生活も良くなりました.私は今勉強を楽しくし

ませんでした｡その年の10月､私たちは｢希望

ていますし､たくさん友達もいます｡

の家｣に来て暮らし始めました｡私はとても幸せ

将来､会社に勤めたいと患います｡

ですC学校で勉強が出来､十分食事が摂れ､新し
い衣服があり､沢山の友達がいます｡

VannTheaRy (ヴァン

i

私の名前はヴァン

テアリー)

将来の夢は航空乗務員になることです｡

テアリー､

誓雷15乱身長は157｡m｡Obec.,n
Secondary Schoo一 7年生です｡

Chac Riya (チャT)ヤー)

私の名前はチヤリヤー､ 14歳､ Anon VVat

I,i

A‑

私はPryVengProvFnCeに5人

PrrmaryScho01の6年笠ですL

和泊5人兄弟･

姉妹ですC

私の家庭はとても貧しく､また

ク教会の紹介で､テアリー(テラーとは双子の

父親には二番目の女性がいまし

姉妹で､唇左上の小さな小さなホクロでやっと

たo

テアリーだと分かります)はプノンペン市福祉

そして私の母をいつも叩いて

もちろん学費もありません｡
2004年4月､私は妹のレッケナと一緒に久美

､サムアイ｡

子さんに連れられて｢希望の家｣に釆ました｡こ
こでの生活はとってもハッピーです.なぜなら毎
日学校に行けますし､食事も十分食べられますし､

二〇〇二年十二月､ヴァン

すための十分な食べ物もお金もありませんでした｡

イロア'スタッフのカーさ

センターの職員の締介でホームに来ました｡

姉妹､スライロアがホーム
に宋た頃Q 右ほじからスラ

私の家族は毎E]を暮ら

カン'テラ‑

いましたo

んに甘えるヴァン二丁アリ､

良

小4年と姉妹です)は､プノンペンのカトリッ

新しい服を看ることが出来ます｡私は沢山の友達
を持ちながら､学校での生活を楽しんでいますo

私はプノンペン近郊の農村は何度か訪れた

私は将来の夢が二つあります. 1つは大使館職員

ことがありますが､地方の貧しい農村の暮らし

になること､もう一つは航空乗務員になることで

を直接目にしたことはありません｡子供たちの

すo

文の中では｢poorJ

と書いてありましたが､富

める国日本で胡坐をかいて生きる私の想像す
※

※

※

※

※

る貧しさ以上の現実がそこにはあることでし

※

ょう｡援助を必要とする子供たちも沢山o

3名の子供たちに自分たちについて書いて
もらいましたo
すo

ホームでは中学年の子供たちで

どの子供も2‑4年､生活年齢と学年に差

それ

でもそんな中､私たちはこの3人と人と人との
粋をつなぎ合いましたD私とスライロア､私と
テアリー､私とチャリヤーとo

貧しさの中で生

がありますo農村部の貧しい家庭出身の子供た

るカンボジアの沢山の子どもたちの中のこの

ちですD学校に行くことが出来なかった子ども｡

子どもたちと｡世界中の貧困に苦しむ子どもた

行けたり行けなかったりを繰り返していた子

ちの中のカンボジアの中のこの子どもたち｡こ

どもたちですoプノンペンから遠く離れた地域

の出会いは､偶然､運命B

で､日本のように教育委員会があり学籍簿があ

っては神の業｡大切なのは､私たちの愛でこの

るという所ではありませんので､ホームに来て

子供たちを育て上げることo頑張らねばと決意

からの就学学年も少々適当なところがあるよ

新たです｡

うです｡

カトリックの私にと

3年前はどの子も小さくどこか物怖じして

一

今は屈託なく戯れる子供たら

も'ホームに来るまでの生い立
ちはさまざまであるo

いて､数日しか居ないおじいさんと気持ちを通
い合わせるまでには至りませんでした｡しかし､

この3年で皆大きく気配りの出来る優しい子
供に成長していました｡それにしても前田さん
が言うところの｢ご飯とナンプラーとスープ｣

の3点セットの食事だけでよく背が伸びるな､

と感心しきりです｡私たちの飽食の生活を考え
直さなければとの思いしきりでしたo

スライロアとチヤリヤー(レッケナ･10歳‑

高校卒業後の進路と生活保障
貧富の差拡大のカンボジアで就職と住居は喫緊の問題
現在ホームには5名の高校生[男子:ウドム

引くいすゞ､日産､三菱の中古トレーラが奮辞

女子:スイナイ(2

して荷物を運んでいましたD三つ目はタイから

午)､サグーン(2年)､サムアイ(2年) ]が

のルートですが､こちらは一番整備が遅れてい

生活しています｡カンボジアは7月に年度が変

て､バンコク〜プノンペン間(国道5号線)の

わりますので､ 1年数カ月後に4名は新しい生

距離もあり経済面ではこれからも一番後回し

活､大学を含めた上級教育機関‑の進学か就職

になりそうです｡

(2年)､キア(1年)

を選択することになります｡カンボジアの高校

今回の滞在で垣間見たことでカンボジアの

卒業生にとってまず卒業試験に合格するのが

経済を語れるとは思いませんが､プノンペンの

少々大変ですo

表通りの変化ほど庶民の経済生活は改善され

そしてもっと厳しいのが､子供

たちを迎える社会環境ですo

カンボジアのこの

ていないと思いますoそして今回プノンペンに

1 0年､政治状況は安定しプノンペンの道路は

通じる二つの幹線道路を走り､カンボジアの発

広くきれいに整備され､ホームのそばの道路沿

展､繁栄はプノンペンだけの発展､繁栄だと言

いには､間口二間で1階が店舗の二〜三階建て

うことが分かりましたoそれでも地方にも物が

のカンボジア風マンションが続々と建てられ

入り込み現金を必要とする生活が広がってい

ていますo郊外にはおそらく縫製工場だろうと

ます｡そして地方で食べられなくなった人々が､

思われる大きな建物が増えました｡

プノンペンの繁栄を頼りに集まり､プノンペン

の労働力過剰状態と貧富の差の拡大はますま

カンボジアと外国を結ぶ道路は3つありま
す0

‑つは今回バスで通ったホーチミン〜プノ

す進むことでしょう｡

ンペン線(国道1号線)｡予想としてはもう少

この様な中で､高校を卒業して様を見つける

し整備されているのかと思っていましたが､ま

ことは大変なことです｡高校2年生の青年たち

ることは少ない｡

成長著しいカンボジアの経済｡だ
が'一般庶民がその恩恵にあずか

の顔にはまだ1 5ケ月先の不安はありません
でした｡しかし､この先きっと卒業試験と卒業

後の生活についての不安が増して行くことで
しょう｡どうも自分は大学に行けるだけの成績
が残せないと考える子供､勉強より働きたいと
考える子供にとって､就職先を見つけることと
ホームを出てからの住まいを見つけることは

大きな課題ですo

そこで子供たちの不安を小さくするために､
だ拡幅･舗装工事区間があり､メコン川の渡河

進学しない子供たちも大学進学者と同様に､高

はフェリーでしたDJAICAによる工事計画があ

校卒業後4年間を限度にホームに住めるように､

るそうですD

クビル線(国道3号線)で､子供たちと海水浴

現在規則を作っています｡最も基本の内容は､
｢高校を卒業した者で就職し賃金を得､月給の

に行ったシアヌークビ/レにはカンボジア唯一

4分の1をホームに住居費･食費として納付

の港があり､プノンペンへ向かうコンテナーを

(納付額の上限は月額20番)している者は､

二つ目は､プノンペン〜シアヌー

10

卒業後4年間ホームに居住できるo｣と言うも

選びでは将来が開けません｡高2のサムアイは､

のです｡

英語の通訳になりたいと言っていますc Lかし

大学等に進学できるかどうかは個々の能力

ナレットさんは｢英語が出来る人間は沢山いる

の問題で､能力によって子供を区別し生活保障

からなあ‑｣と､あまり賛成ではないようで

に差を設けることは誤りだと考えますo幸いホ
ームは20名定員で部屋に余裕が有りますの

す｡他の高校2年生の先のことは､ナレットさ
んを悩ませることでしょう｡

から2人目)は､昨年9月に車のレンタル会社

に月

80ドルの会計事務の職を得､現在昼間働

いて､大学の夜間部で勉強を続けていますQ彼

女の場合､大学で会計を専攻していたおかげで
就職できました｡これまでホームでは2名が大

学を卒業していますが､結局良い就職先が見つ

レットさんと菊地｡ナレットさ

大学4年生のソラティア(4ページ写真の右

ホーム運営をお任せしているナ

んは子供たちの成長を暖かく見

で十分対応できます｡

からないと言う結果でした｡適当な学部･学科

孤児院｢希望の家』支援
百本とカンボジアでチャリティピアJヨン菅ヰを開催
会員の高木早苗さんが､ ｢希望の家｣支援の

インテナンスのことを

ピアノコンサートを閃いてくださいます｡

考えたら電子ピアノ

高木さんとは､東京重大卒業後留学しておい

がいいでしょう｡色々

でだったミュン‑ン国立音大大学院での勉強

の音が出て楽しいし｡｣

を修了して帰国後､間もなくから親しくお付き

と言ってくださったこ

合いいただいております｡障事を持つ方々にも

とで解決｡高木さんが

音楽をという想いをお持ちで､私が運営します

親しい楽器店で展示品

施設でも演奏会を催していただきましたD

を安くお世話してくれ

私は､希望の家開設後間もなくから子供たち

そうで､これを希望の

学校クラスコンサートで

曲の説明をする高木さん

のためにピアノコンサートを開くのが夢で､そ

家に送ることで一件落着です｡ 7月下旬の開催

んな気持ちを温めてきました｡希望の家はこの

を目指して準備を進めていますD

7月28Elに開設1 0周年を迎えますo

その記

さて､日本とカンボジアでの開催は次ページ

念イベントに高木さんのコンサートをと思い

ご案内の通りですo

菊地も｢希望の家｣のお話

メールをしてみようと考えていたところに高

をさせていただきますo

どうぞお越しください｡

木さんご本人からの連絡｡しかも｢支援コンサ
ートをやらせてくださいD｣とのお話しo

エエ

ッ/
‑I+‑ほ

お願いしたところ希望の家での記念コンサ
ートの件もOKD プノンペンでの調達は難しい
と言われていたピアノの件も､高木さんが｢メ
ll

ヽヽ●■仰■ヽ′Jゝ■■■■Wl■■■■…■JL

<コンサートに寄せて>
高木 早苗

(I)勧きイエス金ニコラ･バレ♯正院

9時ホール(東京四谷)
このたび6月に東京(15
日)と干葉(28日)で｢希

日時: 6月15日(日)

望の家･チャリティコンサー
ト｣､ 7月末にカンボジア｢希

PM2 : 00‑3 : 45

望の家Jで演奏することにな
り､期待と緊張を胸に準備を

(2)知的世事看福祉施設｢いんば学舎.草深｣

しています｡

ホール(千葉県印西市草深)

毎回この｢オークン｣を読むのが楽しみで､
特に会津さんや吉岡さんといった若い世代のレ
ポートには突き動かされるものがありました｡
まずは日本で何かしだいと思い立ってチヤリテ

日時･ 6月28日(土)
PM2 : O O〜3 : 4

妄完ID妄二蒜iEl壷表芸蒜蒜美完､

生から｢カンボジアの希望の家でピアノを弓華い
てくれないか｣という打診がきたのです.あま
りのタイミングの良さに驚き､そしてご縁を感

5

(1)(2)とも会費は1,500円(子供500円)

予約は当会事務所(巻末の会員募集欄参照)
でも受け付けます｡
(3)希垂の着くカンボジア･プノンペン)
期日: 7月26日(土)

編集後記 八旗紘治(編集担当)
等号は､前田さんと河村さんのカン7T;ジア訪問記を中心に､ホームの3人の子供たちの生い立ちやこの
子供たらとの力､かわり､そして高校卒業を間近に控えた子供たらを取り巻く環境などを菊地に報告しても
らいました｡

ボルボトの大虐殺に代表されるカンボジアの悲劇は､それのみで独立して発生した問題ではなく､フラ
ンスとの独立闘争､ベトナム戦争との関わり毛深く､その結果として生まれたボルボト政権により引き起
こされたのが800万国民のうら150万人が殺されたという大虐殺です｡
ホームに暮らす子供のような子供たちは､その結果による､食糧難､官僚たらの汚職などの問題から発
生していますが､このような問題はまた現在の世界､とり
わけ途上国に共通する問題でもあります｡
『甘輸昏雷66(:;隠』の会員になって
このような子供たちを少しでも救いたいと始められた私
たちの｢希望の家｣ですが､周辺にはこのような救いも全
｢希望の家｣の子供達の日常生活と
く受rlられず､貴べるものもなく､教育も受けることがで
教育を一緒に保証して下さいませんか｡
きず､その日の住居にも囲る子供たらもたくさんいますo
子供たちを取り巻く環境はまだまだ厳しいものがありま
年会費 一口5,000円
すが､私たらの援助が少しでも役にたって､このホームか
ら将来カンボジアを背負って立つ人材が育つことを強く願
連絡先 〒285‑0037
っています｡
千葉県佐倉市本町102‑10
私たらの活動に賛同して､高木さんがチャリティコンサ
The SCCCR 日本事務所
ートを開いて下さいます｡ぜひ､皆様お誘い合わせ､お出
Tel & Fax : 043‑485‑6748 (菊地)
かけ下さいますよう､お願いいたしますo
E mail : t‑klkuchi@hb, tpl. jp
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