順び希望･g) 雷を訪ねて｣
蛤谷

‑過(会員)

プノンペン空港に着くと､子ども達の弾けるよ

何かブツプツ言っていたり､不自由そうに体をゆ

うな笑顔が出迎えてくれました｡ 1年で､すっか

すっていたり､いろいろな様子の子が一人ずつベ

り成長していましたoまだ､幼さの残っていた/J､

ッドにいた｡私は気後れというか､呆然とした暗

学生もしっかりして､女子の高校生､中学生はき

漁たる気がして､立ったままであった｡菊地さん

れいに女性らしくなっており､ハツとしましたo

は食事中の子どものところに行き､自然に抱いて

男子はたくましく､頼りになる青年になっていま

いた｡私はあのように､自然体で､できないし､

した｡

つくづく､菊地さんはエライと思った｡

中､フpjンペンの町は､活気に溢れていました.

て見に行った｡小学生くらいの子ども達が2クラ

いい車も大分走っており､これから､来る度にど

ス勉強していた｡嬉しそうな表情でこちらをチラ

んどん発展し､変わっていくでしょう｡

チラ見ていた｡どんな子であっても､子どもの笑

着いた日の翌日､朝早く目覚め､ベランダに立つ

顔には､元気をもらえます｡

と､グランドにある大木が茜色の朝焼けの空をバ
ックにシルエットで浮かび上がり､希望の家の存

在感が象徴されていました｡気が付いたら希望の

しばらく､ぼんやりしていると､子ども達が数人､
ホウキを持って出てきて､掃除をはじめました｡
｢ご飯よ｣の声で､食堂に行くと､食事は1汁1

菜で､ご飯は食べ放題｡子ども達の旺盛な食欲を

<川遊び>

見ていると幸せを実感します｡子ども達にはひも

じい思いをさせたくないというのが大人の共通
の願いだと思いますo
ここで生活していると､食事が待ち遠しくて､毎

回おいしくて､自分が健康になった感じがしま
すo

日本ではこういう幸せ感を忘れていました.

HOPef

イクされて椅麗になっています｡

OI

家の塾(日本語､英語)の建物もすっかり､リメ

スの敷地｢HOme

が見えたので､同行の人たちと離れて急いで駆け

明日は川遊びに行くのだ! 8時に横になったら

夜中の3時に眼がさめた｡裏のトイレに行くと､

食堂の電気がアカアカとつき､女の人達が料理し
ているではないか!大量の骨付き鶏肉の煮たもの

をアルミ箔で包んだり､切ったり下準備する者､
ガスコンロで妙め物をしたり､外の炭火で料理し

<マザーテレサの施設>

たりと､かいがしく､楽しそうに働いている｡ 2

エイズ施設を見学に行ったo門のところにThe

時ごろからしているそうだ｡

HomeOFHopeの表示があり､希望の家と偶然

の一致であった｡ゆったりした敷地に建物があ
り､施設の方の説明を伺いながら､中に入ると､
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※去年､炊事場は炭を使っていたが､今年はガ
スコンロ(一つ)になり､コン口脇にボンベが

置かれていたo
ていた｡

炊事場がすっかり､スッキリし

｢神の愛の宣教者会｣の広大な男性用ホスピ

賑やかな明るい子ども達ですo希望の家に行く途

ました｡豊かな生活が実現しますように｡

門に戻る途中､横に平屋建てがあり､子ども達

知的梓書児の施設をプノンペンで初めて見

ギュウギュウ詰めのワゴン車に乗れば､いつもの

い出すo戦後の子ども時代のイベント‑向かう
エネルギーと同じだなと思った｡
朝早く､皆な､オシャレして､輝いた顔､にぎ

やかに出発しましたo

川に入らないつもりだった私も川に入って､楽
しい一日でした｡長い道中､運転してくれたマ

(事務局)蛤谷さんとはセンター開設間もない
頃､タイ･ドンムアン空港のエレベーターの前

ネージャーのナレットさんに感謝感謝です｡

で出会って以来､会員としてご支援いただいて
おります｡昨年十周年記念の折､奥様共々ご一

<最後に>

緒いたしました｡何処に居ても気が付くと小さ

希望の家の子ども達は生活習慣の基本がき

なチビもたちが蛤谷さんと輪を作っています｡

ちんと族けられている｡といって､硬い雰囲気

子どもたちの何やら楽しげな笑い声｡ ｢蛤谷さ

も無いし､みんな明るく､のびのびと育ってい

ん､何語で喋ってるの?｣の問いに､ ｢日本語で

るoこれは関わっている方達､ナレットさんの

すよ｣｡それでも通じてしまう不思議な力の持ち
主です｡

人柄だなと､つくづく､思いました｡

滞在での様子を｢優しく､やわらかく｣書いて
くださいました｡

小さなカンボジア見聞録
一r∴1 I J tJ Iヽ′ヽ､ rll二.吉ITlt

(09年9月13日･日曜日)

(K土rrl Ron Nat⊥onal Park)

｢子ども達と友達を誘って日帰りでどこか遠

その他プノンペンとその近郊で見る殆どの河

足に行きませんかo｣のメールでの問いに､ ｢子

川と沼の水は赤土で濁っていますC身近で澄ん

どもたちはキリ･ロム‑行きたいと言ってい

だ水を見ることは出来ません｡私の知っている

るC｣との返事o

限り車で行ける所で､小さいですが滝と清流が

キリ･ロムは､ 2月に皆と一泊で行ったシアヌ

有るのは､アンコールワットのあるシェムリア

ークビル海岸‑通じる国道4号線を進むその

ップの北3 0 kmにあるクレーンの丘(標高約

中間点に有りますoここから北西方向は2 0 0

300m･プノン･クレーン国立公園内)とこ

kmに及ぶカルダモン山脈がタイ国境まで続･

のキリ･ロムの2箇所です｡

きます｡この密林には象を始めとする希少野生

キリ･ロム‑は希望の家が始まって2年目辺

動物が多種生息します｡

り､ 8年ほど前にピックアップトラックの荷台

トンレサップ湖､トンレサップ川､メコン川､
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に乗って皆と出かけたことがあります｡

前調理スタッフ･チョ

ウドム(右･大学‑)

弁当を持参で集まり､応援が凄かったことを思

キリ･ロムにて

私の子ども時代､運動会に近所の親達が作った

)

ンベイさん(中)

日本のお祭りとか正月の準備のようである｡

蛤谷さん(左

川遊びにかけるエネルギーの凄さに驚く｡昔の

当時はプノンペンから車を駆ってキリ･ロムを

見たところ1 0歳以下の小さな子どもたちで

訪れることができる人はまだ限られていて､人

しょう｡道路の左右で土下座し頭を地面に着く.

は少なく､利用できる施設などは何もありませ

ほど下げ手を合わせて叫んでいる姿が点々と

んでしたoたしか乾季で水量は少なかったです

見えました｡ ｢お金を下さい｡｣と言っているの

が､子どもたちは大喜びで､岩場を流れる清流

は明らかです｡悲しい光景､ちょっと胸が痛む

で歓声を上げて遊びましたo

子どもたちの様子でしたoあんな幼い子どもた

キリ･ロムは地図に依れば標高約700m､

ちが土下座をして物乞いをするのは･ ‑ ‑

国道から入った道は少しずつ登り､気が付くと

センターを出発し途中市場で買い物をし､ 3

生い茂る木の種類がガラッと変って松林にな

時間半ほどで目的地に到着です｡何となく駐車

ります｡途中のお土産やさんでは何と｢松ポッ

する広場の入口には料金を集めるおじさんが

クリ｣をお土産として売っていました｡

いて､車を降りて流れの方に下りていくと簡単

しました｡

流れの両側にお休み用の ｢小屋｣が
並びますD涼味あふれる時間を堪能

な作りですがトイレ､食べものやさん､お土産

やさんが並び､その先流れに沿って屋根を郁子
の葉で葺いた小屋がズラッと並んでいました0

8年の間に皆が楽しむための施設が整ってい
るのにびっくり｡私たちが到着した後も次々と
人が訪れます｡特に目立ったのが若者のグルー

する4 0人を載せた車は流れを目指して更に
舗装されていない脇道をゆっくりと進みます｡

雨季でもあり所どころぬかるみが出来ていま
すが､地元の人がぬかるんだ箇所ごとにそれぞ
れ周りの乾いた土を入れる作業をしています｡
これによってぬかるみが直るというほどのこ

とではないのですが､そこを通るどの車も必ず
チップ(100リエル程度)を手渡します｡そ

れはその人たちの貴重な現金収入となります.
以前知り合いのカンボジア人とマーケットに

行ったとき物乞いをする人達に当たり前の様
にリエル紙幣を与えているのを見ました｡彼の
車には1 00リエル(約3円)の札束が置いて
ありました｡ ｢お金をあげるのは普通のこと?｣

の問いに｢持っている人が持っていない人に与
えるのは当たり前だo｣と言っておりましたD

さて､ぬかるむ所を過ぎ走りやすい道になると
今度は｢ええ･‑･ I !｣と言う光景がその

先にありました｡
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から楽しみました｡

センターの車と2台のレンタルワゴンに分乗

子どもも大人もこの笑顔｡雨季で水
量も多くへ初めての｢川遊び｣を心

プが多いことです｡

私たちは､夜中の2時過ぎから調理のチャンリ

ーさんと子どもたちで作ったご馳走を車座に
なって頬張る｢昼食｣を挟んで水遊びに興じま
した｡もちろんカンボジアに居ると人格の変る

私･菊地も子どもたちと大騒ぎをしましたo
帰り道､皆で夕食に入った食堂C鶏のトムヤ

ン風鍋はなかなか美味しいスープでしたが問
題はホールのお姉さんの態度｡ひょっとすると

店の御かみの娘だったのかもしれません｡まあ
その接客態度のすごいことと言ったら｡

カンボジア語の分からない私でも感じるほど
のぞんざいな言葉遣い｡それも棒の付いた飴を

しゃぶり､その棒を口から出しながら喋るは､

今回のキリ･ロム‑の遠足｡センターの子ど

もたち友達そして大人たちも皆､心からこの遠

足を楽しんでくれたことは本当によかった｡外
人用リゾート地に変貌しつつある｢シアヌーク

ビルの海｣に比べ､若者たちも来れるようにな
った｢キリ･ロム｣の流れ｡またみんなと一緒
に来ましょう｡

しかし､あの時見た土下座する子どもたちの
つっけんどんに物を持ってくるはで､いやはや

ことが気になりもう一度考えてみるとどうも

びっくりでした｡以前､プノンペンの果物屋さ

胸=に落ちない点もあるのです｡国道から脇道に

んで買い物をした時､店番の女性たちはカード

入り始めてから集落･民家を全く見かけないの

の賭け事に熱中していて気付いているのにこ

ですoとても子どもたちだけで歩いて来ること

ちらに来てくれないという経験がありました｡

の出来る距離ではありません｡しかも間もなく

後日､カンボジアの長い｢ルナセール｣の諏訪

目的地辺りでしたので､ひょっとすると流れの

さんにお姉さんの話をしましたら､ ｢カンボジ

所で商売をしている人たちの子どもたちかな

アには日本のようなサービスと言う概念はま

とも考えられますoいずれにしても子どもたち

だないわよ｡｣と言う､何言ってんのという答

のあのような姿は悲しいですねD

えでした｡

ムーン君の故郷訪問09年9月14日‑
カンボジアの｢田舎｣を一度見たいと思い､
ナレットさんにお願いし､ムーン君の故郷:カ

等､プノンペンの発展が近郊とその先‑広がり
つつあることを感じました｡
｢チュ‑ク｣までの間､警察の検問に2回会

ンポット州チュ‑クを訪問しました｡
ムーン君はGrade9 (中学3年生)の1 9歳.

いました｡聞いてみると特別掃まえる理由はな

センターで8年生活していますo穏やかな性格

く警察の小遣い稼ぎでやるとの事でした｡ ｢こ

で8月に新しく入った子どもたちの良い手本

んちきしょう! !｣と思っても文句を言わず罰

となることと思います｡

金を払います｡文句を言っても事が面倒になる

｢チュ‑ク｣はプノンペンから約1 1 0kmo

だけだからです｡先日NHXテレビで中国のト

ラック運転手を取り上げた番組がありました｡

国道3号線を走ります｡キリ･ロム､シアヌー

はベトナム､タイまた港‑通じる道ではありま

せんので道幅は狭く舗装程度も状態があまり
よくありませんし､交通量も大分少ない感じで

す｡しかし､途中見るからに最近建てられた変

電所を発見し､国道に沿って新しい電柱が走る
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国道3号線｡やがて舗装される道
幅が広がり､カンポット経由シア

された道路です｡しかし､同じ国道でも3号線

のでしょう｡

済を支える大動脈o大型トレーラーが走る整備

ヌークビル潜<の幹線道路になる

クビル‑と通じる国道4号線は､国の産業･経

やはりこの中でも警察官が理由なく検問し罰

た｡これが美味しいことと言ったら｡プノンペ

金を取ると言う場面があり､トラック運転手は

ンでも何度か飲みましたが､シュワッと言うあ

同じようにぼやいて怒っていました｡

の爽やか感はさすがもぎたてですo折から降り

集落を目指し国道を離れると道路は途端に

始めた雨を気にしながら用意してくださった

細く悪路となります｡水溜りを除けながらユツ

バナナの葉でくるんだ｢ちまき｣を美味しくい

クリュックリ､前を走るさらにノロノロの車を

ただいた後､雨がこぶりになったところでお暇

追い抜くこともままなりません｡道は曲がるた

をしました｡

場からは郁子と他の木々の緑と水田に囲まれ

た数軒の農家を見ることが出来ました｡
ました｡

8の緑｡そこには豊かな豊かな
水と緑の｢いのろ｣が溢れてい

想像していた通りの南アジアの村があり

地から先は車で進むことはもう出来ません｡広

ました｡郁子の木､背の高い木々の緑｡
雨季､そしてEEl植え後の苗が育ち始めた

びに細くなり､最後に車を駐車させた小さな空

帰路､車がプノンペン近郊を走っていると前
田の苗と木々の緑にあふれるその光景は､心の

方から′ト型トラックの荷台に立ったまま乗る

中で想像していた以上に豊かな自然を感じる

女性を満載したトラックが次々とすれ違い農

ものでしたo

村方面に帰って行きます｡その数一台につき7

その中に在ったムーン君の家は､

周りの農家と比べても小さく粗末な作りでし

0 ‑8 0人｡縫製工場での仕事を終えて帰宅す

たo邦子の葉で葺いた屋根､邦子の葉を編んだ

る人たちです｡衣料の縫製は今人件費が安いカ

壁､竹を編んで作られた床｡家の作りとお父さ

ンボジアが増え日本での衣料品値下げ競争を

んの様子から日々の生活の大変さが想像でき

支えています｡

ます｡しかし家を囲む自然の光景､教本の大き

昨日そして今日と､様々なものを見て私自身の

な砂糖郁子の木､庭先の小さな沼とそれに続く

カンボジア‑の思いがまた少し広がりました｡

水田と木々の緑｡これらは心の中で想像してい

次はプノンペンから東､北方向に出かけ新しい

た通りのものでした｡キア君が郁子の木によじ

見聞をお伝えできればと思いますo

登り郁子の実を落としてくれナレットさんが

ナタで穴を開けて中の水を飲ませてくれまし

女工さんを満載したトラックが行き交います｡プ

暮らし向きが覗える家｡親牛が居なかったので
預かって育て､手間賃をもらうのでしょう｡

ノンペン郊外だから職が得られるのです.
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希望の家支援2010
■

l

‑

1アリティ･････ー

ンサート陸田イ酵
昨年より始まったr希望の家支援チャリティーコンサ

場所 いんば学舎丁草深ホール

ート｣｡高木早苗さんのご寄付と意志を基に高校生の

!王墓具申酉市蔓霊室蝿旦̲ 48̲4i9
TEL 0476‑48‑641 1

プライベートスクールの授業料と大学の学費に充てる

L

目的で｢早苗ファンド｣を設けました｡本学校年度より大

担演

ピアノ

高木早苗さん

‥m

学授業料への支出が本格化します.来春のコンサ‑ト

̲ ｣ボーカル加藤洋一さん

にどうぞ足をお運びくださいo
liを

<高木早苗さんからのメッセージ>

‑加藤洋‑‑

前回多くの方々のご支援をいただきました｢希望の家｣を支

tC‑‑･F

東京垂術大学声楽科卒業後渡英し､ロイヤル･カレッ

援するチャリティーコンサートを､ 2年ぶりに開催します｡今

ジ･オブ･ミュージックを卒業｡イギリスにて5年活動

回はボーカルの加藤洋一さんをゲストにお迎えして､クラシッ

後､ドイツに6年在住｡帰国後は､クラシック､ポップ

ク､ミュージカル､ポップスなど多彩なプログラムを予定して

ス､ジャズ等､ジャンルにとらわれない幅広いレパート

います｡加藤さんの甘く優しい歌声を多くの方に聴いていた

リーで演奏活動を行っているほか､ボイストレーナーと

だきたく､またカンボジアや希望の家の現状を知っていただ

して後進の指導にあたっている｡

けたら､と思っています｡連休の初日ですが､ぜひ足をお運
びくださいoよろしくお願い申し上げますC

︻編集後記︼ 病気からの回復と再度の会報編集を厭っていた八旗絃冶さんが6月2日

T度その年月は｢希望の家｣の歩みと重なりますo開設後間

ンとの闘いを終えお亡くなりになりました｡享年67歳'早過ぎる旅立ちでした｡

10年間のガンとの闘いc

1 8

もなく20kgの古着を担いで､子どもたちの様子を見に1人でカンボジアまでおいで

Tel : 043‑485‑6748 (菊地)

E‑mail : t‑kiknchi@hb. tpl. jp

くださいました｡事務局ではr送金｣と｢会報の編集｣を担当｡私が原稿と写真を届け

千葉県佐倉市本町102‑10
Th8 SCCCR El本事務所

ると三日後には｢これで如何でしょうか｡｣とファイルを送ってくれました｡打ち合わ

〒285‑0037

龍彦

連絡先

せもしないのに'見出しの言葉'写真の説明文の全てが完壁でした｡｢希望の家｣に対

振替番号00140･1 ‑850338

る思いが1緒であることに一人で喜びを読み取っていました｡

人権を考える会｣

昨年7月｢10周年記念式｣の時が最後の訪問になりました｡音響に明るい八族さん

事務局･菊地

年会費 一口5,000円
郵便振替｢カンボジアの子どもの

は電気オタクのキア君と質の悪いレンタルアンプからいい音を引き出そうと奮闘'裏方

教育を一緒に保証して下さいませんか｡

に徹していました｡八旗さんらしい10周年記念式でした｡

『The SCCCR 』の会員になって
｢希望の家｣の子供達の日常生活と

の言葉に全てを託して届けました｡

皆様への感謝のうちに

｢希望の家｣に対するに日頃のこ支援に感
謝申し上げます｡
今回､ 5月以降に会費･寄付をお寄せくだ
さった方以外の方々に｢振込取扱票｣ (郵便
振込用紙)を勝手ながら同封させていただき
ました｡ご都合とお気持ちの許す範囲で結構
です｡どうぞご支援ください｡また､必要な
方は遠慮なく｢会報｣ ｢パンフレット｣をご
請求ください｡

ました｡八旗さんには､｢オークン｣

い

今回の訪問'ホールの壁に子どもたちと一緒に微笑む八旗さんの写真が2枚掛けてあ

廉

11号､発行がひと月遅れになってしまいました｡申し訳ございません｡来月にはO

お

Gソラティアさんの結婚式が有りプノンペンを訪れます｡次号で報告いたします｡

の

アツと言う間にもう2週間で師走､ご自愛のほど｡

会費･寄付

