向いても子ども達はいましたが私を突っつ
いた様子は無く｡しばらくすると今度は左肩､
そして左の頭C 何度振り向いても真後ろはそ
知らぬ顔で外を見ている馴染みの薄いスラ

(3)スライロアの巻

ス

ライロアは中学3年生(18歳)o

オ

ークン8号で紹介した娘です｡何度か

イロア｡やるわけないしなと､隣のチヤリヤ
ーに｢やった?｣と目で訊くとニコニコしな

解介しましたが､首都プノンペンでさえ年齢
と学年が合わない子どもは珍しくなく､スラ
ロアも3年ほど過年です｡それは､センター

座席の子かな･ ･ ･?

へ来る前､小学校の学齢期に家庭状況に恵ま

繰り返された後､突っついてくる手をタイミ

れなかったことを物番っています｡

ングを合わせてついに掴んで誰のかなと掴
んだ手の所有者を確かめると､な

がら｢ノー｣と首を振るばかり｡その後ろの
そんなことが何度か

んとスライロアo

これが私たち一

人の遅めのお付き合いの始まり｡
豆勺

他の子どもたちに比べると随分
時間がかかりました｡

.F̲∴ 言三一
り｢おとさん､ごほんoおとさん､

ごほんD｣とo

右手にはカチンカ

チンの小さな魚の開きの干物を

■

二本持っています.もちろん私の

お腹は快方にと言えども無論本
左

2001年､センターに来て間もないころ.二コ二

コしていますが､実は緊張の裏返しの二コ二コでした｡
右 2009年､身長がこんなに伸びて｡成長振りに感
激です｡ (壁のコンセントに注目してください)

センターに来た頃のスライロアは､体が年

齢の都には極端に小さく就学前かと患われ
るほどでした｡今いる女子8名の中で､高校
生3名(サムアイ､スイナィ､サブ‑ン)は

同じ村の出身､テアリーとテアラーは双子の
姉妹､チヤリヤーとレッケナは仲のよい姉妹
で､スライロアだけが一人｡おまけにどちら

かというと晩生でおとなしく､目立たない子
で､センターに来てしばらくは寂しかったの
でしょう､よく泣いていたとスタッフのカさ
んから聞きました｡いつも他の子ども達の後
ろにいたのでしょう｡小さい頃のスライロア

と話したり蕃んだり目を合わせた思い出が
ほとんどありませんo また体もあまり丈夫で
なく､たまにしか行かない私たちが部屋で伏
せている彼女を見ることがあり､私にとって
は｢一番気になる子ども｣なのでした｡

嚢J崇漂芋2 月に行った時から感じら
センターの車の座席に座っていると誰かが
後ろから右の肩を突っっくのですo右を振り
‑8‑

調子でなく､しかもその日の夕食はレストラ
ンでの晩餐｡今食べたらなと思う間もなく食

堂に強制連行です｡スライロアは手際よく昼
の炭火の洩り火で干物を焼き､焼き上がった

魚を皮面を上にして丸い木のまな板に載せ
中華包丁の碁でパンパンパンと叩き身と骨
を砕いてお皿の上に｡私はその手際の良さに
見ほれてしまいました｡次にお皿にご飯をよ
そい､ ｢たべる｡｣と私に勧めながら自分もバ

クつき始めましたo 干物の切れ端を載せて､
ナンプラーをかけて､ただそれだけでワイワ
イ言いながら楽しそうにバクつきます｡ 3‑
4人だった子供が一人増え二人増え.それを

見たスライロアは駆け足で自分の部屋に行
き干物をもう1本持って台所に戻り､先ほど
同様の手際の良さでバンパンパンと叩き､さ
あどうぞと皆の前に.どちらかというとおと
なしいスライロアがそれらを黙ってやるの
が又おかしいと言うか可愛いことと言った
らD

ナレットさんにはご飯だけは沢山食べさ
せてくださいと以前お願いしたことがあり
ますD定時の食事であまったご飯で子供たち
はこうやって空腹を充たしているんだなD皆

育ち盛りだからな｡そんなことを感じながら
お皿に盛られたご飯を食べ終えると､ ｢おと
さん､･ ･ ･ ･｣と言いながら当然のように

ご飯を追加しますo ｢おいおい､もうおじい

さんなんだからそんなに食べられないよ｡｣
と言っても通じるわけも無く､子供たちの楽
しげなその場の雰囲気の中にいるために､追
加のそれもがんばった次第でありました｡
緒のテーブルにいたテアラーとチヤリヤ
ーに｢君たちも部屋に魚の干物を持っている
の?｣と訊くと､二人はケラケラっと笑いな

のは､先日チヤリヤーにおごってもらったア
イスクリームサンド､あるいはアイスキャン

デーかジュースでした｡もちろんおごるだけ
で私は失礼するつもりでしたが､そんな物に
は目もくれず二人はマーケットの中をどん
どん進みます｡大体この時刻､マーケットの

おばさんたちはハンモックや椅子に座って
のお昼寝が普通で皆さんZZZZHでした｡
人に連れて行かれたのは気のいいおばさ
んのお店o初めての私にはそこが何屋さんか
は分かりませんが､雰囲気はオソパ(べトナ
ムは｢ホ

がら顔を見合わせて｢ノー｣｡
ナレットさんから毎月子供たちにはお小遣

‑｣､カ
ン

いが渡されますoそして私が行った時に毎月
の額よりは大目に｡その中で子供たちは何に

イ

ィ
声1

‑｣)屋
さ

はずですoそれに比べてスライロアはr魚の

取り分け係に専念することと相成りました｡

テ

L‑

て気に入った可愛い古着を捜し求めている

ですo伸び盛りでお腹が空くんでしょう｡
この夜のレストラン｢クメールキッチン｣で
のお料理は､ ｢腹八分目｣の決まりで控える
こととなり､もっぱら回りの子達‑の料理の

ジ

アは｢ク

使おうかと慎重に考えることでしょう｡おし
ゃれのテアラーとチヤリヤーは毎月倹約し

干物｣ネエ･ ･.身長は女子の中で一番の1
65cmで､どうもまだ伸びているようなの

ボ

ん

か

な｡二人

が叔母さんに注文し出てきたのは｢お粥｣で
した｡出されたお粥に目の前に並ぶ少々汚れ

た壕に入った味付け用の調味料を垂らし香
草をちょっと載せて食べるのがカンボジア
流です｡結構なお味です｡
お米の他に何が一緒に調理されているかは
クメール語の分からない私は訊くことも出
来ず全く分かりません｡しかしスプーンです
くいフ‑フ‑と口元で冷まして口に入れた
それはこれまた結構なお味｡ ｢おいしい!
チギャン!チギヤン!｣とおばさんを見る
と､

｢･

･

.

･

･

･

･｣とクメール帯｡きっ

と｢私が作ったんだもの､美味しいに決まっ
てるよ8｣とでも言ったような｡暑い中､汗

しかし､ご覧あれ｡翌日撮った私たち二人
の写真oおじいさんの嬉しそうなことと言っ

をかきかき熱いお粥やクイティーユー､これ
がまた合うんだなあ｡小5コンビの二人とい
えば､一言も喋らず｢フ‑フー

ズルズル｣｡

これは昨日の干物と頑張って食べたご飯の

時々こっちを見ては｢ニー｣と笑い､直ぐに
｢フープ‑ ズルズル｣o 子どもたちはいつ

お陰でしょうかね｡

もお腹が空いているんですね｡

たら! !

食に関わるお劃す騎語
(4)小5コンビとお粥
の日は小学校は休み｡ 3時のおやつが

脅

食べたくなる時刻のことでした0年少
の二人には甘いおじいさんは他の子どもた
ちには内緒でセンター裏のマーケットでお
やつのスイ‑ツを貿ってあげようと連れ立
って出かけました｡私のイメージしていたも
ー9‑

実はこう言うちょっと行って食べられるお
と周りの汚れ具合が気にならなければ､
店をさがしていたんです｡ナレットさんには ｢これぞ庶民の味｣を楽しめます｡ 3人前
訊きにくいし､気を遣って教えてはくれない で1番. 人前は日本の7分目の量で､お
でしょうD

お粥､クイティーユーのように加

熟してある物であればあとは飛び交うハエ

やつとしてはもってこいです｡トウラとレ

ツケナと私の｢秘密の場所｣にしようかな｡

dTS‑ノし̀ご才LOB I OG
tjl良い‑.r.1

打≡二 □声i労ヨ才a
泉にを‑ていた
リラティアさんのjP屋を藷何

ていましたが何と月額80番だそうで､遠縁
の大学生と二人で暮らしています｡ 8畳ほど

It(イトク)兄妹(ヴ
アンナ､ソラティア)に
ついては､オークン第6

号で報告しました｡
ヴァンナ君は現在も
KNX (国境なき子供た
ち)の援助で大学院で勉
強を続けています｡今回

も相変わらず元気な姿
を見せにセンターにも
レストランでの晩餐の
席にも来てくれました｡
ソラティアさんは､大

学卒業後からレンタカ
ー会社で仕事をしてい
ますが､話を聞いてみる
とより給料の良いところに移る算段をして
いました｡彼女の給料は現在100$l月D足
りないので家庭教師のアルバイトをして3
0番を稼ぎますが､市内の中心に在る部屋の

の部屋に狭い炊事場､トイレとシャワー室が
あり､タンス､ベッドとテレビは大家さん持

ちだそうです｡日本のlEのアパートをイメ
ージしてはいけません｡フランス植民地時代

に建てられた4階建ての通りに面した建物

借賃が60番と聞い

です｡

リラティアさんの部屋｡レディーの部
屋を写真に撮ってごめんなさい｡

しかし､訪れた18 : 30頃部屋にたどり着

くには携帯懐中電灯を腐らして進むソラテ
ィアさんの後に付いて真っ暗な通路を何度
も曲がり何段もの階段を上らなければなり
ませんでした｡

今回部屋を訪れるまで様子を色々想像して
いました｡日本のアパートの域を出ない私の
想像は､実物を見て｢まあそうなんだろう
な｡｣と言うところですo

今プノンペンでは､間口2間の2‑3階建

カンボジア風マンションは盛んに建てられ
‑

1

0一

ピザショップで働いてみないかと誘ってく

ていますが､若者でも借りられそうな日本の
アパートをイメージできる建物は見たこと
がありませんo まだまだ独身青年のための住
宅事情は厳しいままの様です｡
<これは内緒です>2010年12月､結

れました. 4日後に返事をしました｡幾つか

の仕事の中から調理の仕事を選んでくれま
した｡ 2年間Simple且taffとして一生懸命働

きました｡現在は責任者から店の経営の指導
を受けています｡仕事を始めた時､私の給料

婚するそうです｡彼はしっかりした人です.

は50番でしたが､今は270番になりまし
た｡

私が希望の家を離れた後､政府の支援を受け

オ
したD

ル君は｢希望の家｣開設時､プノン
ペン市の第4孤児院から移ってきま

た孤児センターで暮らしていますD

また､仕

事を始めてから会社の援助を受けて大学に
行っていますが､現在は母親と二人の妹の世

おとなしくて無口な子どもでした.そ

話をしますので休学しています｡この8月に
は妹たちは高校を卒業します｡そして二人に
仕事を見つけてやらねばなりませんo 今の私
には大学の学費を手にすることはそう弊し

れでいて私が空港に着くとサッと来て重い
荷物を荷台に積んでくれたり､食事が終わる
と何気なく食器を洗い場に運んでくれたり
小さい時から気働きのする子どもでした0
3年前､高校を卒業し大学に入学の問
い合わせをしているという連絡があり
ましたが結局うまくいかず､ピザ･レス
トランのアルバイトを見つけしばらく
した後センターを出て生活し始めまし
たo 丁度その時期私が体調を崩して十分
に対応できなかったこともあり､今回是
非会いたかった子どもです｡
オル君は現在プノンペンに3店舗､シ
ェムリアップに1店舗を持つ｢ピザ･ワ
ールド｣で働いています｡ピザ･レスト
ランはカンボジアでは薮̲t{"t̲1"*腰の飲

食店で､入口にはガードマンが立ち店内
は清潔感が感じられる､丁度日本のファミリ
ーレストランの感じです｡ピザの価格も50

いことではありませんo 来年度は大学での勉
強を続けようと考えています｡ 2学年からは
｢経営｣を勉強します｡又職場でも勉強と研

0円程度で､庶民にはちょっと手軽にという

修を行っていきます｡そして将来､小さな店
のオーナーになりたいなと患っています｡
あなたとご家族が幸運に恵まれますよう
に､そして神さまがあなたとご家族を祝宿し

具合にはいきません｡
職場で見るオル君は立派で舟いて見えまし
た｡革靴を履きユニフォームにネクタイ｡ど
ちらかと言うと寡黙な感じがかえって自信
と責任感のある雰囲気を感じさせます｡
イトウ兄妹もそうでしたが､センターにいた
時はほとんど喋れなかった英語も皆流暢に

ますように｡
With love

Toll 01

徽∴･こ三Lt‑:;̲i.i:I･.I;∴て JE.さ'‑{'L ,/.二世:/書'

喋りますo
<オ/レ君からのレポートです｡ >

生きていることが伝わってきます｡一番嬉し

いのは､お母さんと妹たちの面倒を見ている
ことですo先にも書きましたがオル君は私た
ちのセンターに来る前から孤児院で生活し
ていました｡貧しい田舎での暮らしの中､妹
たちを家で生活させるために孤児院に預け

お父さん‑
レポートを送るのが大変遅くなってしま
いました｡申し訳ありません｡仕事がとても

忙しかったのです｡私が現在の仕事に就いた
いきさつをお話します｡

られたのでしょう｡立派に成人したオル君に

私はCBM corporation Ltdのシンガポー

感謝をしたいですo

ル人のマネージャーを知っていました｡彼が
‑1

1

‑

油臆汚艶起草が
嬉』か69た

軒34謬‑君

ンフ‑君も第4孤児院からの1期生
です｡無口､寡黙の域ではなく､そ
れを大きく通り越した子で､子どもたちの中
でもほとんど喋らない､気が付くといつも人
の後ろに居るというそんな子でした｡

オ

希U;I ;:実.:{'.::‑㌧∵ LIJ言':I.‑‑::.J'.'tl tI ･,‑::

び､職を得て元気にと言う訳ではあり
ません｡子どもたちが暮らすプノンペンは過
酷です｡性･ドラッグの氾濫､テレビゲーム
や賭け事等日常的な誘惑物の蔓延､貧者･孤
児‑の差別､贈り物をしない子どもを差別す
る教師の不道徳､不公正な卒業試験､役人の
腐敗等など｡そんな中で誘惑を携ね退け曲が
らずに育っのは大変ですo 夢と希望を持ち目
標に向かって真っ直ぐにと言っても､それを
挫くどうしようもない現実が目の前にあり
ます｡
これまでに男子はコイライ､ソムアット､サ
ロン､女子はスライリーが途中センターを出

て行きましたo
うo
たo

それぞれ理由はあったでしょ

もちろんナレットさんの説得もありまし
残念｡

9年生(中3)の卒業試験をパス出来ず､
それまでの成簾を見てきたナレットさんは､

センターを出るということは学校を辞める
と言うことです｡男子のうち2名は結婚して
います｡学校での勉強より女性との自由な生

もう一年9年生をやり直してもなあ･ ･ ･と

活を選んだのかな｡

悩んだようです｡ ｢つて｣が頼りのカンボジ
ア｡ナレットさんが以前現地スタッフとして

仕事をしていた｢JVC:日本国際ボォランテ
ィアセンター｣が運営する自動車修理のトレ
ーニングスクールにオンフ‑君を通わせる

ことにしました｡この訓練校は､中学卒業が
入学条件なのですが､ナレットさんの｢って｣
が遺憾なく発揮され､ 2年間の訓練の後市内
の自動車修理工場で働き始めました｡
彼の日常の様子をもう少し詳しく知りた
かったのですが､今回は十分な時間が無く又
の機会としました｡

の7月､ 4名(左からスイナィ､サムア
ィ､ウドム､サブ‑ン)の高校3年生

ともかく､あのどうしようもないくらい｢シ
ャイ｣なオンフ‑君は､まったく変らないま

までしたが､同僚と一緒に油に汚れた手で働
く姿を見ることが出来､これも感謝でした｡

｣

が卒業試験に挑みます｡インタビュー
では皆大学進学希望です0 4名のために専用
の学習室を用意しました｡私からの叱噂激励
をナレットさんを通して届けています0 4人
に続く子どもたちが見ていますo 困難な中に
あっても頑張れば将来を開くことが出来る
ことを子どもたちが感じ取ってくれればと
厭っています｡
がんばれlOB･OG

ヴァンナ､オル､オン

フ‑とソラティア

未来を切り開け!スイナィ､サムアイ､ウド
ムとサブ‑ン

‑ 1 2‑

大切な出会い

なっているのか､あの子にとっての幸せって
何なのだろうか､そもそもどのように捉えて

高校1年

菊地

敦子

いいのか‑･としばらく頭が振乱していたこ

とを覚えています｡

T

HE SCCCRのことを知ったのは昨年

の12月､兼ねてから菊地さんにお

‑ムではとても楽しい時間を過ご

世話になっていた母の話がきっかけでした｡

ホ

それまではカンボジアと開いてもテレビで

で､ホームで暮らす皆とは同世代｡新しい友

見聞きした知識しかなく､地雷のイメージが

達ができたようで嬉しいです｡また､一緒に

強くあるのみ｡しかし世界中いろいろな国に

シアヌークビル‑行ったホームの皆のお友

すことができました｡私は今16歳

行ってどんどん見聞を広めたいという思い
をずっと持っていましたので､このような形

でカンボジアにいける機会はそうない!と
思い､今回の訪問に参加させていただきまし
たo

現
たo

地に着いてから2日間､シュムリア

ップの観光の時間をいただきまし
初めての東南アジア.独特の煙たさ､一

瞬我が目を

達やカーさんのご両親､夕方ホームの広場に
遊びに集まってくる子供たちなど､たくさん

疑ったバイ

の地元の人たちとふれ合うことができまし

クの5人乗

た｡ここで出会ったたくさんの笑顔はずっと

り日･｡見る

大切にしたい思い出です｡

ものすべて
が新鮮で､学

とつ､心に残っていることがありま

校で習った

㍗

英語が通じ

いただいたときのことですo

た時はなん

には学校がないということでレッケナとト

だかすごく

ウラも一緒だったのですが､黙々とゴミの分

嬉しかったり｡しかし最も印象深かったのは､

別の作業をしている煤だらけの少年を1m

アンコール遺跡群で必ず見かけた物売りの

も離れていないところからじっと見つめて

子供たちでした｡私たち観光客が車から降り

なかな

てくると透かさず寄ってきて､遺跡を見終り

か動か

出口から出てくると車のドアを閉めるまで

なかっ

諦めずに付いてくる｡どこで覚えたのか､日

たトウ

本語を上手に喋っていました｡実は私は､観
光地のこのような状況を全く知りませんで
したD

戸惑ってしまいガイドさんに言われ

た"無視してください"も出来ず､なんとか

車に乗ってからもあの子たちの生活はどう
‑1

すB

市内の大きなゴミ山を案内して
その日は午前中

ラ｡一体

何を考
えてい
たのだろう.その表情が胸に引っかかりまし
た｡
3‑

ろな方々にも出会うことができました｡皆さ

ん優しい顔をされた素敵な女性でした｡また
日本でもできる寄付や募金などの活動が､こ
のように困っている人を助けるんだと自分の
目で知ることができたということも大きな収

穫です｡そして華やかになっていく観光地を
よそにカンボジアが抱える影の部分もいくつ
も目にしました｡これをきっかけにこのよう
な問題が''自分の目で見てきたこと''として
神の愛の宣教者会

て｡左より

さん

エイズホスピス｢Home of Peace｣に

菊地教子さん､シスター

リリー､松EE]あゆみ

シスターは東京の山谷で20年近く活動なさって､

日本語が堪能です｡

■ゝ
回の訪問では､女子シェルターリレ
7 ナセールの諏訪さんやシスター.節

私にとって今までとは違う､ぐっと身近な存
在になったと思います｡

最後に､たくさんの素敵な出会いを与えて
くださった菊地さん､そして旅の途中さまざ

田､またマザーテレサの修道会のシスター･

まなことで助けていただいた松田さんに心か

リリーやフランス人のボランティアの方な

ら感謝‑申し上げます｡

ど､支援活動に携わっていらっしゃるいろい

2009年

.夢2mスタディーツアーのご者序
出発日: 2009年9月9日(水)午前

費

の高3生が大学等に進学を予

す｡又､新しい子どもを数名向
予定です｡従ってこれまで以上

確保が必要となります｡事務局
に努力いたします｡どうぞ皆様
お寄せいただけますようお願

はて入営金厚た
にしい運資こい
月定かのものい

帰国日

事でもお話ししたとおり､ 10

す｡

国､昨年1 0月以降に会費､寄付をお

'1..㌧JJ(1.I.
■..]･]11㌧｣,.1JJJ

予定より六分遅れてしまい

.,tJl,t[]ン.]]JrJJ,.JJJJ.[JJJJ...JJ･JJ/tJJJ.....･･;.∫.=....JJ.こ....I...1･JJ.(.

‑編集後記‑

ましたが｢オークン｣〇号｣をお届けします｡

ずっと会報の編集を担当くださっていた八旗紘

院後｢手伝いましょうか｣と声をかけてくださ

冶さんが体調を崩し編集作業が国難となり'退

いましたが'今号は菊地が編集しました｡

ウードの知識が不十分な下での作業で'時間が

‑ 1 4‑

勉強します｡

E mail : t‑klkuchi@hb. tpl. jp

かかってしまい'ちょっとここはという部分も

日本事務所

Tel , 043‑485‑6748 (菊地)

ありますがお許しくださいo

千葉県佐倉市本町102‑10
The SCCCR

希望の方は6月未までに菊地まで連絡ください｡
次号は9月にセンターを訪れた後､4名の受

〒285‑0037

NGO活動見学等
験生の進路と女性陣に隠れてどちらかというと

連絡先

宿泊先:希望の家又はホテル(20等/泊)
内 容:学校見学､プノンペン観光

の｢松田あゆみさん｣の原稿を通してセンター､

振替番号00140‑1‑占50338

000円程度

45, 000円程度(航空券代込)

プノンペンを]0月にお伝えする予定ですo

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｣

000‑90,

アンコール観光(泊 日)

次号がハ旗さんの編集で発行できるよう'健⁝

『The SCCCR 』の会員になって
｢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｡

70,

康の快復をどうぞお祈りください.

いただいた方以外の方々に勝手なが
振込取扱票｣ (郵便振込み用紙)を同
せていただきました｡
都合とお気持ちの許す範囲で結構で
どうぞご支援ください｡
た､ご友人､お知り合いで｢希望の家｣
紹介願える方がおいででしたらパン
ツト､会報をご請求ください｡

2009年9月17日(木)朝

用:航空券(成田〜プノンペン往復)

センタ‑では影の薄い男子の様子､今回末掲載

皆援記名まるの保もま今せ｢さこ.まごレ
支 4いれ費確志し 寄ら封 す

(タイ国際航空･バンコク経由予定)

様方の｢希望の家｣に対する日々のご
に感謝申し上げます｡

