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寒い寒いと身も心もちょっぴり

ちじ込ませていた冬は過ぎ､待ちに

待った桜の季節は忙しかったせい

か瞬く間に過ぎてしまいました｡今

年の冬もどちらかと言えば暖冬便

向｡温暖化のことを考えると暖かい

冬で日常が楽だったなどど言って

はいられませんね｡

ともあれ､今は新緑の真っ只中｡若

い時には深まる秋-の想いが強か

った私も､64歳の今は温かく命が生

まれる明るい春が好きな春党にな

ってしまいました｡

さて､1月28日出発～2月5日朝

帰国の日程で行ってまいりました｡

今回は､松田あゆみさん(福祉施設

職員)､菊地敦子さん(高校1年生)
と私･菊地の3人連れ｡ ｢若者のためのスタディーツアー｣と銘打っての旅でした｡

熱帯モンスーン気候のカンボジアは､乾季の中ごろで観光をするには絶好の季衝です｡今年の乾季

は大分涼しいようで､特に私たちが訪れる前､ 1月に入ってからは､地元の人にとっては｢寒い｣と

感じるほどだったそうです.滞在中も外で汗を拭うことは一度も無く､また夜も暑さで寝苦しいこと

は全く有りませんでした｡

｢スタディー｣の中身は､一泊二日でアンコール敏光､同じく一泊二日で海水浴(シアヌークビル)

そして一日間でのプノンペン市内の観光(国立博物館､トウール･スレン博物館､キリングフィール

ド､子供たちの通う小中学校)とNGO (カトリック系団体)の施設見学(神の愛の宣教者会:エイ

ズホスピス､礼拝会:女子シェルター､ドンボスコ:私立小学校､ J LMM:ゴミ山での生活指導現

場)でしたo

私は､センターに暮らす子供たち全員の個別インタビュー､センターを巣立った2名の青年: oB (ユ
~ ･オル君､オンフ-君)を訊ね彼らの仕事振りを見て､また以前から気になっていたOG ･ソラテ

ィアさんの住まいを訪ねました｡更に､ナレットさんと運営の上での課唐について話し合いも持ちま

したo

以上のように私の今回の滞在はスケジュールはてんこ盛りでしたが､しのぎやすかった気候にも助け

られ充実した滞在となりました｡

本号は何が中心にという構成にはなっておりませんが､カンボジア･プノンペンとセンターの点描

から変りゆくカンボジアと素直に成長してゆく子どもたちの様子をどうぞお読み取りください｡

また､これまで｢希望の家｣を｢ホーム｣と表記してきましたが､ナレットさんも子どもたちも会話

の中では｢センター｣と言いますoこの号から私たちも｢センター｣と表記することとしました0

-1-



シアヌークビルの変貌
-おだやかな浜辺はだれのもの-

今回の訪問のメインイベェントの一つ､そ

れはシアヌークビルでの海水浴です｡私にと

って3回目｡

初めてのシアヌークビルは､ 2000年でし

た.その時の写真を見ると総勢18名で､し

かもトヨタのおんぼろピックアップトラッ

クに全員が乗って行きました.途中雨が降り

身動きできない荷台組みは耐え､タイヤがパ

ンクしても誰も気にせず男子はナレットさ

んのタイヤ交換を手伝い他はニコニコしな

がら待っていました｡そんな様子に､変にカ

ンボジアを感じたものでした｡

独写浜
り真辺
占をで
め撮ゆ

到着した海岸には柵子の乗で葺いた小さ

な｢海の家｣が数軒､海辺にある柵子の木､

荷物を頭に載せ静かに物を売りに来る女性
の姿｡初めてのカンボジアの浜辺はと

ても静で私にはとては非常に印象的

なものでしたo

二回目は､ 2008年2月.新蘭な

った韓国製15人乗り中古ワゴン車

での日帰りでした｡もちろん定員以上

のすし詩めであったことは言うまで

もありません｡

海辺には海の家がずらっと並び海水

浴場の体をなしていましたo　日本のよ

うに簡単な調理場がありお料理を届

けてくれますo　連なる海の家､料理を

口にしながら散笑する人々の様子は､

カンボジアの経済的余裕を感じるも

のでした｡

子どもたちの友達

も一緒にと考え､総勢

30名で運転手付き

レンタカーを1台借

り､一泊二日で行って

まいりましたo

この1年間で変ったこと､それは欧米人観

光客が増えたこと､それも大変な増えようで

す｡街の中を散歩する人､バイクに乗る若者｡

浜の近くには新しい小奇麗なホテル､そして

建築中のもの｡私たちの泊まったゲストハウ

スも増築された3階建ての立派なもので需

要があるんですねo

浜辺はもっと大変な状況o　ずらっと並ぶ海の

家の前の浜辺には､横一列にきれいなマット

レスを敷いたリラックスシートが並びます｡

無論有料で外国人観光客以外で使う人はい

ませんo　ちょっと無理なんじゃないのという

感じのビキニスタイルのおばさんたち､食い

すぎだよなのでっぷりスタイルの叔父さん

たち｡もちろんチラッと目が行ってしまうお

嬢さん方もちらほら｡不恩義なことに海に入

り水遊びをする欧米人はちょっとオーバー

に言うと皆無なのです｡寝そべっているか､

浜辺を歩いているかのどっちか｡

海の家そのものが欧米人用に作られている

ところもあり､浜辺には英語の看板が並びま

す｡英語を流暢に話す人は､糸を使っての除

毛､爪の手入れ､マッサージ､海のレジャー

などで外人相手に稼ぎ､昔ながらの食べ物売

あのおだやかで､何処となく7Rッとする浜辺はもうありませんo

りのおばさんたちは今ひとつ元気がありま

そして今回が3回目o前回が日帰りで運転　せんp先導役の子どもの肩に手をや｡歌をう

のナレットさんが大分お疲れだったことと､　たって日銭を稼ぐ目の不自由な叔父さんの
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歌をよく聴くと､なんとそれはビートルズの

｢レット　イット　ピー｣o　何だよなこれ

は!

土地の人にとっては観光客の増加は仕事が

増えてありがたく結構なことでしょう｡でも､

ちょっと寂しいな!この状況は｡初めて見た

あの時のあの素朴な浜辺は何処に行ってし

まったのかなB　このまま行くとカンボジア人

が締め出されかねないなあo

きますo荷揚げ用の赤いクレーンとずらっと並んだコンテナ
群｡全てプノンペンに運ばれます｡私たちのピアノもこの潜
からセンタ-にやって来たんだなあ｡そんなことを考えなが
ら､しばしの間眺めておりました｡

1年前｢会報8号｣でシアヌークビルをレポ
ートしてくれた前田寛一さんがあの後､ ｢き

つとここは欧米人のリゾートになるよ｡｣と

言っていた通り､その道をまっしぐらでしたo

帰路､ナレットさんが私たちのいた浜辺の

西外れの岬の先を通って車を進めてくれま

した.カンボジアの更にもう一つの現実を私

たちに見せてくれるためにです｡

そこは私たちの進む左側が延々と続くフェ

ンスで区切られた海､右側にはそれはそれは

立派なホテル｡立派なと言うのは､到底私に

は泊まることの出来ない程のものと言うこ

とです｡ナレットさんが､ ｢外国の会社に売

つちやったんだよ｣と､あきれた口詞で言っ

ていました｡売ったお金が国民の生活のため

に･ ･ ･なんてことはないでしょう｡

このプライベートビーチの先は唯一の国際

港｡沢山のコンテナが運ばれるのを待ってい

ました｡この港を出発したコンテナを載せた

トレーラーを追い越しながら､私たちの車は､

プノンペンの｢センター｣ -の国道を進みま

した｡

秦,i !　　　●　･-

調理スタッフ:ソッさん(KeungSok)

昨年10月に新しい爾理スタッフとして･

ソッさん｣(??歳)を迎えました｡給料は､

3食･ベッド付き､過日泊まりの日曜日はプ

アいヨ古
人のン
のごペソ

繁
の前ス
もかタ
カらツ
ンのフ
ボ知の
ジ合チ

ノンペンから50kmの　Prey

Vengに帰宅して月6 0番(試用期間4ケ月)､

その後80番です｡ 80番は十分な額ではあ

りませんが､住み込みですので我慢できない

畑仕事に精を出すボンさん(石)｡この日のお手伝いは小学
校が休みのトウラとレツケナo
畑にはインゲンと空しん菜が良く育っています｡

額ではないと思います｡今回様子を見てきま

したが､嬉しかったのは､菜園がボンさんの

手でよく管理され授業の無い子供たちが自

然に手伝っていて､そこで育つ野菜をソツさ

んが毎日ザルを持って収穫しスープや妙め

物に使ってくれていたことです｡野菜は育っ

ているのに一向に使っている様子が無い時

期がありましたo　ある日出たスープは逸品で

した｡いかにもカンボジアの田舎料理と言う

感じのチョッピリ酸っぱく辛さ控えめ､麹が

入っていたような気もしましたoカンボジア

料理は､タイ､ヴェトナム料理に比べると強

い自己主張を感じません｡カンボジア人･ク

メール人は､ ｢クメールの微笑み｣と康行ガ
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イドブックで表現されるように優しく穏や

かです｡その民族性が料理にも現れているの

でしょう｡

ソッさんも穏やかな落ち着いた方です｡初

対面でしたし言葉の開贋もありいろいろ詳

しくと言うわけには行きませんでしたが､長

く勤めていただけそうで安心しました｡

新し　　二:hJも

やんちゃ坊主小学5年生:

トウラ君(Khorn Sophoektra)

かくこ学小
ん選と年5
ぱぴをのの
つま-卜甘

てす香りえ
ね○喜ラん
○卜んが坊

つでセレ
ラいンツ
若まタケ
､Llナ

勉たには
強　○来'

もよた同

還買撃野しこ
漂

昨年7月訪問の際､ 10月の新学期に会わ

せて3名程度新しい子供を迎えるようナレ

ットさんにお廉いしました｡彼はエイズホス

ピスEomeofPeaceを運営する｢神の愛の宣

教者会MitionarieB OfCharity : MC｣の責任

者シスター･リリーにお願いしました｡今ま

でにもキア君(高2)を始め4名がMCより

センターに来ています｡また私たちの大切な

友人であり相淡相手でもある諏訪恵子さん

が活動する女子シェルター｢ルナセール｣に

生活する子どもたちを向かい入れる話も進

めました｡しかし､最終シスター･リリーの

紹介で｢トタラ君｣ 1名だけを迎えることと

なりました｡子どもを迎える場合､親や親戚

との関係､センターに入った後の諸事に関す

る確帯など､そう簡単にいかない問題があり

ます｡ NGO等からの受け入れの場合は責任

者の許可が下りず､受け入れに至らないケー
スもあります｡

お母さんと久しぶりに会い少々テ
レ

をしていますo　お父さんはエイズで既に亡く

なっています｡ナレットさんからメールでこ

の話を聞いた時､ ｢何で調理員さんの子なの

かな?｣と息いました｡ ｢トウラは8mileboy

のいい子だよ!｣との許に､MCのシスター･

リリーの紹介だからまあいいかという気持

ちでした｡

今回もMCを訪れました｡そしてお母さん

にもお会いしました｡葵に苦労が刻まれた方

でした.トタラ君をセンターが受け入れてく

れたことにとても感謝しておりました｡ MC

の帰途､トタラ君の家が近くだと言うことで

寄ってみましたo　そして彼の家を見た時､シ

スターが彼を紹介してくださった気持ち

が分かりましたo　粗末な家でした｡ゴミ山

で見たそれと同様な､いやもっと粗末なも

のでしたo

が造ラた誰
もりム塀の
のでにの土
すし男片地
ごたら隅な

:___二

きなべ壊
つ粗ンれ
と末の力＼
蚊なスけ

学齢期の弟と妹が居ました｡最近

帰ってきたお姉さんも居ましたが､彼女はト

ウラ君のことを知らないと言っていました｡

色々な事情があるのでしょう. MCに居る子

どもたちは3度の食事が食べられます｡施設

内にある教室で学べます｡衣類も洗濯された

ものを着ることが出来ます｡しかし･ ･ ･

シスターが授けてくださったトタラ君を大

切に育てなければという思いを新たにした

次第です｡
トタラ君が来て一番喜んでいるのはレッ

ケナですo　今まで自分だけがちょっと離れた
オチビさんだったところに同級生の出現で

す｡二人で二匹の犬コロのように遊んでいま
すo

インタビューの時､同室のムーン君(19

歳の中学2年生)にしっかり仕込んでくれる
よう頼んできました｡どうもナレットさんが

年齢に合わせて無理無理小5に入れたよう
で成唐は30人中後ろから-番目ですが､

あの顔つきでは心配なさそうです｡
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旅
の楽しみ｡私がお金が無いというこ

とも有りますが､買い物に殆ど興味

の無い私にとって､一番はやはり｢食｣でし

ょうかね｡しかし､ 10数回のカンボジア滞

在の中でまだ食べていないものが幾つかあ

ります｡いわばカンボジア版｢禁断の木の実｣

です｡そしてその多くは冷たいものなのです｡

私が友人たちをカンボジアに同行する際

にまず健康面で書くことは､ ｢疲労を残さず､

腹八分目｡水と氷に注意｣です｡言ってみれ

ばこれは｢禁断の木の実には､うかっに手を

出してはいけませんぞ!｣と言っているので

すD

お腹をこわしますと､トイレに通うという余

計な時間に神経を奪われるだけでなく､旅の

楽しみ｢食｣を堪能できないと言う悲しい事

態になってしまいます｡そんな訳で､カンボ

ジアの腸内細菌が私のお腹の中に大分入っ

ている現在でも､結構注意するところは注意

しているのですo　そして｢おい､この暑さだ

もの､冷たいものをちょっと一口とか､せっ

かくだからもう少し食べたら｣という誘惑さ

え自分の意思で擦ね退ければ､別に問題はお

きません｡

ところが今回そうは行かなかったのです｡

私の｢その時､私は友情を取った!｣の話を

お聞きくださいo

し時クケ海
つもしナの
か妹ては象
りのもおの
し面ら姉前
て倒つさで

∴.
毒しを度
てたフの
､ ○ラ時

本姉ツ　○
当はシレ
に何ンツ

(1)チヤリヤーの巻

チ芸三㍍等;軍芸ooE苦言貢…三芸
に｢希望の家｣で暮らし始めて4年が過ぎま

した｡なかなかの努力家で成軌まいっも上位

クラス｡インタビューでの｢趣味は｣の問い
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二.
に｢勉強です｣と言う答え｡とは言えファッ

ションにも興味しんしんで､何か特別の折に

は姉妹でメイクアップ､ドレスアップに熱を

入れますC　またクメールダンスが上手で､指

がすらっと長いチャリヤーのあの魅惑的な

手と指の動きには､ 64歳のおじいさんも心

を奪われるのですo
J.rl .II･. ▼てT.

■･  ･

その日は､小中学生は午前中が学校の授業

でした｡午後､プライベートスクールが無か

ったのでしょうo　妹のレッケナと他の小中学

生たちトタラ､テアリー､テアラー､スライ

ロアが一階の広間に集まっていましたD数日

前､私からの心ばかりのお小遣いで懐も少し

温かかったのでしょうかo　皆でセンター裏の

マーケットに行きちょっと賓択なおやつを

買ってきていました｡そのおやつは､小さな

味つきコッペパンの上を切り､その間に白､

黄色､鳶色の丸い小さなアイスクリームが二

つ挟んであるものでしたo　皆でワイワイ言い

ながらさあ食べようと言うところに､私が登

場してしまいました｡

アイスクリームにまつわる話はこれまでも

色々聞いていて､きちんとしたレストランで

ならともかく､小さな手押し屋台でチリンチ

リンと鳴物を鳴らして売り歩くものは絶対

食べてはならない物｡いわば私の｢禁断の木

の実｣のリストに入っているものなのですo

レッケナをはじめ皆は｢ウフフ･ ･ ･｣と言

う感じで､間もなく口に入る冷たく甘いアイ

スクリーム-の期待と､それに一瞬待ったを

かけるタイミングで現れた｢おじいさん｣と

の間の空気をつなぐかのような笑い声を出

しました｡ ｢お､アイスクリームだ!｣と気

がついた私は､よせばいいのに｢おいしそ
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う!｣と､子どもたちとのコミュニケーショ

ンを保とうと言ってしまいました｡ ｢おいす

い- (おいしい)｣は子どもたちもよく知っ

ている日本語です｡人一倍心が優しく気配り

をするチヤリヤーは､すぐに自分の持ってい

た｢木の実｣を｢おとさん､どうぞ｡｣と言

って私に差し出しましたo　あまりに自然に素

直に差し出されたので又してもよせばいい

のに一個の三分の一､アイスクリーム一個分

を割って｢オークン:ありがとう｣と言って

瞬時に意を決して食べてしまいました.実際

は意を決する間合いは無く､流れの中で事が

進みました.アイスを頬張った私が何と言う

だろうかと全点で私を見ています｡何かを言

わなければなりません｡そして知っている数

少ないクメール帝ではこの言葉しかありま

せんでした｡ ｢チギャン　ナ･とってもおい

しいよ｡｣と｡それを聴いた子供たちはそう

だろうそうだろうと｢オー｣ ｢おいすい-｣と

嬉しそうに言います｡ (｢し｣の発音は難しい

ようで､ ｢すい｣となります｡)

子供たちとワイワイと言い合っていると､な､

な､なんとチャリヤーが右手に｢木の実｣を

持って息せき切って入口から　　も残たてア感メ
出番こいのじコ
会なとま観さン
うこもし光せ河
ことあたシる畔
とにり　ol素近
が' ､中ズ晴<
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人　つ乗ジを

入ってきて､ニコニコしながら

｢おとさん､どうぞ｡｣と､丸

まる　個を差し出してきまし

た.あなたならどうする｡

私は｢エィ､ヤー｣とばかりに､

もう　気にバクついてしまい

ました｡チャリヤーの気持ちに

応えるために｡お腹は野となれ

山となれ､どうにでもなれと言

うところでした｡

｢ボマーン:いくら｣の問いに

｢プラム　ロイ: 500リエ

ル｣.という答え｡現在のレートが1ドル-

約4, 000リエル｡ ｢ちょっと輩沢なおや

つ｣と言ったのは､一個500リエルは子供

たちにとってはちょっぴり高めの支出です｡

翌朝は､いつもの時間にいつもの感じの

｢ウンチ｣が出てくれてホッとしたのは言う

までもありません｡

｢チャリヤー､ぼくは｢お腹｣のことより君

との｢友情｣の方を大事にしたんだぜ! !｣

(2)ナレットさんの巻

奇の日綿内観光の日｡JLM"の紬
-6-

むゴミ山周辺のスラムに暮らす子供たちの

衛生指導､織字指導等の現場と自然発火によ
る異臭と煙の漂うゴミ山の現場を見学｡その

後､ボルボト時代の虐殺の現場だったキリン

グフィールドとトウール･スレン博物館(強

制収容所跡)を見て回りました｡

カンボジアの戟光と言えばアンコール遺

跡群とそれに続くトンレサップ湖､最近注目

されてきたシアヌークビルのビーチです.育

都プノンペンには｢正の観光｣として王宮と

シルバーパゴダ､アンコール遺跡物を中心と

する国立博物館､ワット･プノン､セントラ

ルマーケットが上げられますが､失礼ながら

国立博物館以外さほどの物ではありません｡
これらの他に｢負の歴史観光｣としてポル･

ポトにつながるキリングフィールド､トウー

ル･スレンがあり､学びの場としてはこちら

とNGO活動現場の方が数段上と私は感じ

ています｡

トウール･スレンはこの日最後の見学場所

で､私は少々お疲れ気味｡以前3度ほど見学

しましたので今日はいいやと､チケットを売

るおばさんたちの居る東屋風の建物の中の

/~~　　　　　　　　　　　　　　　　-二一　-　~二-二｢iこコ

長椅子に座って同行者を待つことにしまし

た｡ナレットさんはと見ると､門の外のお土

産屋さんの横の椅子に､こちらも私同様｢あ
ー､疲れたな一｡｣がありありの様子で座っ

ていました｡

鴨
に今年は気温が幾分低く､ 1月中旬は

ジャージを羽織っていて丁度良い位

の気温だったようです｡私たちの滞在してい

た2月初旬はほぼ平年の気温に近づいてい

ましたが､一週間の滞在の臥暑くて寝苦し

いことは無く､外に居ても汗をぬぐうと言う

ことはありませんでしたo
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カンボジアはこの時期､ 12月～

2月が乾季でも気温がそれほど高

くなく木陰に入ると過ごしやすい

と言う､観光に一番適した時期ですo

私たちの肪れたプノンペンの観光
スポットは何処にも欧米の観光客

が大勢訪れていました｡アジアの人　克

もちらほら見かけましたが､滞在期

間中に日本人観光客を　度も見る
ことはありませんでした0　　　号…芸Z蛋ご

売られることは

こちらでは一般的です｡しかし今日のナレッ

トさんからのプレゼントには凄いおまけが

ついていました｡それは何となんと絶対口に

入れてはいけない｢かき氷｣｡そう､かき氷

の入ったジュースでしたo　まあ､昨日は大丈

夫だったしナレットさんの好意は受けなき

やと､ ~日連続の｢禁断の木の実｣は､もち

l　　　　-

日本の観光業者の作るツアーの中

身を見ると､ ｢ベトナム･ホーチミン又はバ

ンコク経由シェムリアップ･アンコールの

旅｣で､ベトナム､タイ料理とショッピング

を楽しみ外国観光客用に整備されたアンコ
ールの遺跡を見学する｡そこには1 0年前は

｢お兄さん､一つ1ドルね!｣とお土産を売

り歩く大勢の子どもたち､地雷で足を失った

物乞いの人たち､

プノンペン-シアヌークピル間 幸ラ
クエリア｣でトイレタイムの後で｡
左から､ナレットさん､テアリー､チョンペイさん､私､

チヤリヤー､スライロア､スライロアの級友､テアラーC

自分たちは決して飲むことの出来ない　缶

1ドルのコーラを売る母と娘､それらカンボ

ジアの｢現在｣を静る人の姿はありませんD

そうです､アンコール観光では､もはやカン

ボジアのこの50年の歴史と出来事､そして

人々の現在を知るのは難しくなっていますQ

息Ii't ㍗ :?..∵黒言叶吉::'.- rt:. ::- !lJll..≡.芸'

手にストローが差し込んである小さなビニ
ール袋を提げてスタスタとこちらに歩いて

きました｡日本では見かけませんが､ビニー

ル袋に昼食､スイ-ツ､清涼飲料水を入れて

ろん私の喉の渇きを癒し胃の中に流

れ込んだのは言うまでもありません｡

飲みながら､ ｢大丈夫かな｣と　瞬考

えながらです｡

それはカンボジアに来て以来一度は

飲んでみたかった｢砂糖きびジュー

ス｣でした｡衝の何処ででも売られて

いる､砂糖きびを手でハンドルを回し

ローラーで庄頼してジュースを搾り

出す､東南アジアを感じさせてくれる
一度飲みたかったあのジュースでし

たd　期待通り､ほんのり自然の甘さと

香りが感じられるジュースでした｡

しかし､残念ながら私のお腹は自分が

考えるほど｢カンボジア化｣が進んで

いませんでした｡これまでにまだ取り込んだ

ことの無いカンボジアン･バクテリアが初訪

問したのでしょうo　明け方から少しゆるくな

った｢それ｣は､朝には適度の｢水様性のそ

れ｣となりましたo　翌日4日の夜には帰国の

飛行機に乗る予定でしたので､同行の松田さ

んから｢カンボジアに行きますo｣と言って

Home DR.に特別処方してもらったと言う

4種類のお腹の薬を頂戴し服用Dお陰で午後

には回復の兆しが感じられる｢それ｣になり

ましたb

｢ナレットさん､僕はあなたの好意の方を大

事にしたんだぜ日　でも､参りました｡｣
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