税率500%にびっくり///
ンポジアに音楽教育はほとんどありま
せん｡小中高に日本のような｢音楽｣の時間
がないのです｡当然学校にピアノ､オルガン
はありません｡今回プノンペンの街を回った
限りではギター､エレキギター程度を売る店
は見かけましたが､それ以外の楽器店は見当
たりませんでした｡出来ればプノンペンでピ
アノを調達できないかを長くプノンペンに
おいでの日本人の方に問い合わせておりま
した｡個人的にお持ちの方はおいでのようで
したが､運搬と調律が難しく､有っても貸し
カ

てもらえないだろうということでした.

海外に手紙を出したことはありますが､大
きな物を送ったことのない者にとって､カン
ボジアにどの様にすればピアノを送れるの
かも大問題でした｡パソコンで調べたところ､

られました.プノンペンまでの輸送費用は
95,760円でしたo

東京港からシンガポール経由でカンボジ
アのシアヌークビル港‑｡そうです､オーク

ン8号で報告した子供たちと海水浴に行っ
たシアヌークビルのコンテナが陸揚げ出来
るカンボジア唯一の国際港です｡海水浴に行
った時に見た､日本では決して見ることの出
来ない｢ISUZU, FUSO, NISSAN｣の杢麹旦

古トレーラーに引かれてプノンペンに向か
うのかと｡様子を想像するだけでうれしい気
持ちが膨らみました｡
5月9日､ピアノを積んだ｢NYXSIRIUS｣

が東京港出航｡経由地シンガポールを経て5
月

28

日､ナレットさんよりピアノがシアヌ

ークビル港に着いたと言う連絡が｡メールを

アメリカ､ヨーロッパ‑は何社もありました

読み進めると､ "we have topaytJSI) 2,235

がカンボジアとなると.･･.そんな中､ ｢JTB

forpianotax."との文面｡ 200数十ドル?エ

Cargo｣がプノンペンに代理店を持っていて､

エ‑‑ツ!.1違うぞコリヤ､2,235番だ!!と思

ここにお願いすれば船で送れる見通しがっ

わず一･十･百･千と､位を数えてしまいま

きました｡

した｡いくら見返しても､書かれている数字

｢ピアニストの高木さんにお願いしたの
だからピアノでなきや失礼だしな｡｣と決め
込んでいたところに､ ｢カンボジアの気候と

環境(ホームの窓はガラスがなく､士族が適
度に室内に入ります)でピアノを良い状態で
維持するのは難しいでしょう｡むしろ電子ピ
アノがいいですよ｡色々と昔がでて楽しいで
すよ｡｣という高木さんのお話o

は変わりません｡ザッと計算して24万円｡
カンボジアではピアノは電子ピアノであろ

うと中古品であろうと超賓沢晶なんでしょ
うC (品目を"キーボード"としていたらど

のぐらいの関税だったのでしょうか｡)

実はカンボジアではこの様な時にする常
套手段があります｡税関の役人に｢袖の下｣
を渡して税金を安くしてもらいます｡商売人

要霊

甘い汁を吸っていることを皆知っていて､そ
のことを苦々しく思っているからです｡

宝7=L
や<

と言うわけで､我が電子ピアノは結局
万円近いものになりました.

める

圃琶喜…毒喜

はよくそうするらしいのですが､良識ある庶
民はしません｡したくないのです｡税関に限

も紗J

】■

二一r̲▲

l'

‑い

高木さんが懇意の｢ヤマハミュージックス
トア荒井 赤羽センター｣の展示品･｢ヤマ
ハクラビノーバ｣を50,000円で譲っていた

だけました｡高木さんの顔とお店のご好意が
込められた値段だったのでしょう｡カンボジ
ア‑の輸送も､私の仕事を減らしてやろうと
言うご好意で高木さんがJT】i Cargoとのや

り取りをテキパキとやって下さり､大変助け

らずカンボジアの役人は利権､権限を使って

40

高木さんには今回､プノンペンで4回ピア
ノを演奏していただきました｡希望の家の15
人乗りワゴン車の最後列の座席を外すとピ
アノがそのまま乗ります｡乗車定員制限のな
いカンボジア｡同行の人間は荷物並みのスシ
詰め乗車でいざ目的地‑/この分では演奏
者と電気の都合さえつけば､この先出張コン
サートを手軽に持つことができます｡また､
電子ピアノはピアノ､オルガン等いくつかの

演奏モードと伴奏の役目を果たすリズム機
能がついています｡曲によってはそれらを使
って曲想に合った演奏が可能でした｡記念コ
ンサート最初の曲､バッハの｢主よ､人の望

けることが出来ましたD

希望の家の皆と､集まってくれた若者たち
と聴いたあの情景は2008年7月20日の素晴
らしい思い出になりました｡

みの喜びよ｣はチャーチオルガンで演奏を届

争倶醜◎墓卦恕将来◎藍創芸

が出来たかと思います｡

‑進学.居住の保障と義務を明文化■‑
8号で少しお話ししました｢高校卒業･修

高校卒業後4年間はホー

了者の進学及びホームに於ける居住に関す

ムでの生活を保障することとしました｡プノ

る規則｣を条文化し､ホームの子供たちが辞

ンペンの現実は過酷です｡ソラティアは6月

書を引けば理解できる程度の英文に再度訳

未にホームを出て部屋を借りて一人住まい

してもらったものを持参し､17歳以上の子供
たちに直接説明しましたo

をしています0

前回2月の訪問の際､希望の家開設前から
私たちが助言を受けている石本由美さんと
話す機会がありましたo 石本さんはプノンペ
ンに20年以上住み､カンボジア人とプノン
ペン社会の生の姿を知っておいでです｡話の
中で｢高校卒業試験の成績(Grade A〜F)は､

教師‑の金品の授受やコネで決まります｡孤
児院の子供はA〜Cの成績はもらえません｡｣
と言う話を聞きました｡以前ホームの子供た
ちが｢卒業試験でC以上はもらえない｡｣と
言っていると聞いた時､ ｢いくらなんでもそ
んなことは､努力すれば｡｣と考え､ソラテ

ィアを大学に進学させて以後､ GradeC以上

を大学進学の条件としてきました｡次の大学
進学該当者は､新高3のウドム､スイナィ､
サブ‑ン､サムアイの4人でしたので､それ
ぞれが自覚の下に努力する時間は十分ある
と考えました｡
ソラティアはGrade Dで高校を卒業しま
したD BllildBrightUniv̲に進学してからの

彼女の成績はA､ Bで､この結果は高校卒業
試験のGradeの付け方の問題性と､私たちの
進学基準｢GradeC以上｣の誤りに再度気付
かせました｡

石本さんのお話をうかがう以前から､卒業

月給は80から100番｡部屋

代はいくらと聞いたら50番とのこと｡

2年前高校卒業のユ･オル(21歳)が記念式
に来てくれましたo 穏やかで口数が少なく､
それでいて訪問する私たちを何時も気遣っ
てくれる子でした｡大学を探したのですが結
局駄目で､ハンバーガーショップのアルバイ
ト(月60番)を見つけホームを出て生活を始
めました｡丁度私が体調を崩し3年間ホーム
に行けなかった時でした｡健康であればもう
少しきちんと対応できたのにと､申し訳ない
気持ちがいつもありました｡今も同じショッ
プで仕事を続けていますo 多い月は100番も
らえるそうです｡夜､ハンバーガー会社から
奨学金をもらい大学に行っています｡現金を
持っていると使ってしまうので､お金は銀行
に預け倹約して貯金をしているとのこと｡し
っかりと意志を持って生活してくれて､ホッ
としました｡彼にとっても部屋代は大きな負
担でした｡
プノンペン‑の人口流入､不動産価格の上昇､
諸物価の高騰は､ますます若者たちにとって
大きな負担となるでしょう｡
今回の決まりは､全ての子供に卒業後4年間､
ホームに居住することを保障したものですo
一方アルバイト等で得た給与月額の､学生は
3分の1､他は4分の1の納付(上限20等)

を義務付け､子供たちの学習･生活指導･運
営に関する雑務の補助､規則正しい規律ある

試験の結果に疑問を抱かせる話は聞いてい

ホームでの生活を求めました｡また毎年8月､

ましたが､今回ハツキリおっしゃって頂いた

本人､ナレットさん､日本事務所の3着で､
学業･生活内容について協議し､学業･居住
の継続について判断することとしました｡

ことで私たちの進学基準(Grade D､ Eで進

学を希望する人で高校の学習が良好な人は､
ナレット氏と日本事務所が協議して)をプノ
ンペンの実際の状況に合わせて決めること

訪問最後の夕食は毎回全員レストランで
食事をします｡席上､レナセールの諏訪恵子

さんにカンボジア語で通訳をお願いし高校

毎日､夜の勉強時間に教え合い､食事､掃
除等日常の中で協力･助け合うことが身に付
いている子供たち｡卒業後の｢安心｣がその
気持ちを更に育んでくれることと思いますD

生にインタビューをしました. ｢規則｣の説

明で安心したのか､皆快活に卒業後のこと､
進学したい大学､やりたい仕事等を話してく
れました｡

L寺五･ '･子こ･‑:::言 ‑:三l:.二::. ‑
テラLネット(Terra Net)代表

川副春海

.′口も1ナ.qJ

なれない手つきで白本の料理
作りに挑戦する子供たち｡

今年八月末に､テラ.ネット(Terra Net)

のメンバーと中高校生計十三人が､プノンペ
ン｢希望の家｣を訪問､ホームの子どもたち
と交流いたしました｡ご報告と､併せてテ
ラ･ネットのご紹介を致します｡
テラ･ネットは1995年､阪神大意災のボ
ランティアをきっかけに発足しました｡翌九
六年以降､海外の教育施設の建設のお手伝い
をできないかと活動をはじめ､当会の行う
｢おかげさまで募金｣を元に､これまでバン

話ししたところ､急な申し出にもかかわらず
快諾いただき､ご縁ができました｡ことし一
月､副代表常田､会計役員堀の二人が､現地
をモニターさせていただき､マネージャーの
ナレットさんから､様々な運営に関するお話
をうかがいました｡また､ 8月末には､大挙
13人ものスタディーツアーを｢希望の家｣に
受け入れていただきました｡参加者すべての
第一印象は､ホームの子どもたちの明るさ､
屈託の無さでした｡日本の子どもたちともす
ぐにうち解け､日本からのおみやげや日本食
パーティなどで､交流できたことに感謝して

グラデッシュ中学校校舎建設(99年)､チベ

ット職業訓練校建設支援(01年)､タイ山岳民
族生徒寮建設(05年)､スリランカ大津波被
害の保育所建設(08年)と活動を続けてきま
した｡その間､支援する団体の奨学金贈与活
動も行っています｡
テラ･ネットとは､発足時にお寺の若い僧
侶による団体でしたので､ ｢寺｣とラテン語
で地球を意味するterraをかけて､テラ･ネ
ット(Terra Net)と命名しました｡現在､正

地の方々の意向を尊重し､また時期を限って
の直接支援)に徹することを第‑に考え､理
事会の元､ 10人ほどのスタッフ(無給ボラン
ティア)によって運営されています｡

昨年秋､代表･川副が古くからの知り合い
であったTheSCCCRの創立者･松永茂妥さ
んにお会いしたときに､援助できないかとお

するテラネットの皆さん｡

おります｡

ホームの日常の食生活を体験

会員40人(団体)､賛助会員84人(同)という
小さなNGOですが､会員は全国に広がって
います｡支援の特徴は､すべて現地主義(現

レゼントが贈られ

二年計画(09年度まで)で､老朽化したホ
ームの校舎(語学教室が行われていると聞い
ています)の改築を手助けをできないか､The
SCCCRの皆さまと現在､話し合いをしてい

る最中です｡来年中には､校舎が完成し､ま
た､今後､奨学金贈与､日本招聴､備品拡充
などの協力関係が進展することを､会員一同
希望しております｡今後ともご揖導よろしく
お顔いいたします｡

品力1

なら
と7R
の1

10

この7 ･8月は､私たち一行7名の他に､千

するもので､首都プノンペンを回るものは殆
ど有りません｡プノンペン自体､首都といっ
ても旧市街地が東西5km､南北7kmの小
さな街で､俗に言う観光資源はバサック(メ
コン)河畔､王宮､国立博物館､ツールスレ

葉大学生､茨城取手松陰高校生､佐賀Terra
Netの皆さんがホームを訪問してくださいま
した｡交流会を持ってくださり､訪問者の青

プノンペンの観光地の一つ､王
宮即位取C 戴冠式や塁筆な王宮
行事が行われる｡

年たちとホームの子供たち(と言ってもほと
んどが青年なのですが)の心に残る時間が持
てました｡

民間旅行会社のカンボジアツアーはいく
つ旦塵づ出されています｡その全てがベトナ
ム･ホーチミン､タイ‑ヾンコクから直接ア

ンコール遺跡のあるシェムリアップを往復

日本でのコンサート寄付金により

｢早苗基金｣を設立

6月15日､乗京四谷:二コラバレ修道院ホール､
28田､印西市草深:いんば学舎･苧深ホールでコ
ンサートを開催していただきました｡両会場とも
よくお客様がお集まりくださり､盛況の中での開
催となりました｡会場が小さいと言うことは近い
距離で生の演奏を聴くことができるということ
で､特にショパンの｢革命のエチュード｣は圧巻

ン収容所跡､マーケットそしてちょっと離れ
てキリングフィールドと言うところです｡し

かし視点を変えれば学ぶべき場所と生活は
無限です｡
今回(7月16日10:00成田発〜24日7:

でした｡

当日会場にお越し下さった会員の皆様に御礼申

30成田着)の日程と料金は以下のようなもの

し上げますC
今EiIのコンサートの収支は以下の通りでした｡
(収入)
入場料

でした｡

298, 000円

寄

付

合

計

<日

57,600円

16日

355,600円

(支出)
ピアノ調律
合

計

10:00成田発

(タイ国際航空)

バンコク経由18:45プノンペン着

25,000円

17日〜18日

25.000円

(差引残高) 330,600円

飛行機でシェムリアップ‑

日本語ガイドの案内で

ホームへの寄付額3. 000S‑327, 360円
(レート: 1番=109.12円)
残額
:
3,240円
lEa

程>

アンコール観光(一泊二日)
｢ダンプ孤児院｣見学･演奏

19日

木早苗さんの｢希望の家の子供たちの教育の

ため に使って欲しい｣と言うご意志を込めて3′000

20日

10周年記念式･演奏

Sを7月16日､私たちがホームに着いた夜､直接
ナレットさんにお渡ししました｡翌Ej､高木さん
以下5名がアンコール観光へ出かけている闇に､
代表の松永､ナレットさんと菊地で運営上の様々
な問題を協議する中で､ 3,000番の具体的な使途内
容を話合いました｡最終的に､チャリティーコン
サートを企画､開催､そしてこ寄付までの高木早
苗さんの｢こころ｣を記念する意味も込めて､大

21日

｢エイズホスピス｣見学･演奏

22日

市内観光

23日

AM:マーケットで買い物

PM:帰りの仕度
19: 45プノンペン発‑成田‑

学と高校生のプライベートスクールの授業料に支

<料

出する｢早苗基金:SANAE F〕ND｣を作り､高木

成田〜プノンペン
往復航空代金(タイ国際航空) 81,100円

さんの意志を残すこととL/ました.
翌E]､アンコールからお帰りの高木さんにこの
ことをお伝えしましたら､ ｢また頑張らなくちゃい
けないなあ‑｡｣との心強い言葉｡
今EiIナレットさんが銀行に｢早苗基金｣用口座を
開設してくれました｡日本scccRへの郵便振込
等の際､ ｢早苗基金に｣とご指定いただければ､ ｢早
苗基金｣の口座に入金するよう処理いたします｡
チャリティーコンサート寄付金の内､円残額
3,240円は寄付金としてThe SCCCR会計へ入金さ
せていただきました｡
会員の皆様方のこ協力に感謝いたします｡

金>

アンコール観光代金
合計

42,900円
124,000円

(夏休み期間で航空運賃が少々高めであっ
たと思います｡)

私たちのスタディーツアーは､一泊二日の
日程でアンコールワット､バイヨン寺院を中

心にアンコール遺跡を回り､その後希望の家
ll

水面に美しい影を映すアンコー

さい｡

です｡私たちは特に若者たちにカンボジアで

金敷寄付金のお願い
現在の｢TheSCCCR会計｣は､千葉銀

行佐倉支店に｢カンボジアの子供の人権を
考える会 事務局長 菊地龍彦｣名義の口
座(番号3228616)がありますo

皆様か

らお寄せいただく会費と寄付は､この口座
に入金します｡約4ケ月ごとナレットさん
からの送金要請を受けてプノンペンの
CAMBODJAN COMMERCIAL BANK 0)
CHANNARETH/
磨(番号.001‑2‑00593‑11840)に〕Sドル

で送金します 私たちがホームを訪れる度
に月ごとの会計報告と預金通帳､領収書の
に月ごとの会
突き合わせを行い監査としています｡

｢希望の家｣の子供達の日常生活と
教育を一緒に保証して下さいませんか｡
年会費
一口5.000円
郵便振替｢カンボジアの子どもの
人権を考える会｣
振替番号00140‑1‑850338
連絡先

〒285‑0037

千葉県佐倉市本町102‑10
The SCCCR EE本事務所
Tel 良 Fax : 043‑485‑6748 (菊地)
E‑mail : t‑kikuchi飢b. tpl. jp

けで

『TheSCCC犀』の会員になって

てき

お寄せいただいた万々に勝手ながら｢郵便
振込み用紙｣を同封させていただきまし
た｡こ都合とお気持ちの許す範囲で結構で
す｡ご支援ください｡
また､友人､お知り合いで｢希望の家｣
をご紹介願える万がおいででしたらパン
フレット､会報をご請求ください｡

ました｡もちろ
てきたナレッ

緒ソ

今垣､昨年7月〜12月に会費､寄付を

0億感

このような
運営してきた

一て

事務局は資金確保に努力いたします｡どう
ぞ皆様のご厚志をお寄せいただけますよ
うお願いいたします｡

とし

ラティアとユ･

君そす魂実

に顔を見せまし

これまで以上の運営費の確保が必要ですo

.'1 I, I:.二･=

希望の家の運営費は概ねl,500S/月で
推移してきましたが､カンボジアでも諸物
価､特に燃料費､食料品責の高騰は激しく､

編集後記 と∴∴｢+'一二二一
を受けた後､体力が回復して菊池さんからカン7r;ジアの孤児
院の運営に参加してみないか､とお誘いを受け､一度見てみ
ないことには始まらない､と菊池さんと私ともう一人の3人
で希望の家を訪問しました｡その時に訪れたアンコールウツ
トに魅せられて､次は妻と二人､希望の家には寄らず､直接
アンコールワットの町､シ工ムリアップに行きました｡ 3度
目は私が一人で希望の家を訪れましたo これが掛丁ない話
で､いつのことだったか患い出せないのです｡年はとりたく
ない､とつくづく思いますo
希望の家を訪れた2匝l､あの小さかっだ子供たちが､今訪
れてみると何と大 人びて見えるこ
見えることか､もちろんその2回に
はいなかった子供 も今回はいて､
迎してくれました｡
特に今回嬉しかった0:
ったのは､この
の家から巣立って大学
生や社会人として独り立
独り立ちした子
人､ 10周年記念式典に
駆けつけてく
スピアロア
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S川GEYASU MATSUNAGA共同名義の口

石‑今回アンコールワッ
ト遺跡群を案内してく
れた現地刀イド･アン

言うのも､プログラムとして入れるのも良い

さん｡日本語堪純な可

が､既報のシアヌークビルの海でのんびりと

愛い女性だった｡

に宿泊しプノンペン市内の見学を考えてい
ます｡今回は､訪問演奏を主体に参りました

左･アンコールトム･バ

事務局･菊地は､来年2月初旬に1週間の
予定でカンボジアに参る予定です｡同行をご
希望の方はメ ‑ルでご連絡ください｡
イヨン寺院の菩薩像｡
パイヨン寺院にはこの
ような像が沢山ある｡

ルワット｡中央塔は修復中で足
場が組まれていた.

学びの経験をして欲しいと考えています｡会
員の皆様が知っておいでの青年たちに｢希望
の家スタディーツアー｣をどうぞご紹介くだ

‑ ';'･3Pri?

とはできません

希望の家の庭にはバレーボールのネットが張られ､午後に
なると近所に住む苦い青年たちが三々五々集まってきて､バ
レーボールに興じています｡発展途上にあり､娯楽とて何も
ないこの地域で､ともすると歓楽を求めて間違った道に行き
かねない青年たらに､楽しむ場を提供してきたことの意義も
大きいものと感じます｡この希望の家が間違いなく地域に溶
け込み貢献していることの存在意義がヒシヒシと感じられ
る光景でした｡
今回訪れた時は12人の子供たらが生活を共にしていまし
たが､その年齢を考えると､今後の進学､就職など､問題が
山積しているのは事実です｡しかし､子供たちはきっと難関
をクリアして立派な社会人に育っていくものと信じてやみ
ません｡その時は今回式典に来てくれた4人のように立派な
姿を見せてくれるものと思いますC 私たらもその手助けを継
続していきたいと想いを新たにしたことでした｡
(編集担当
12

八旗)

