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先輩の確かな暮らしの乗現
某畢な歩みf=親ここう

ご承知のようにカンボジアは熱帯モンスー
ン気候帯で､季節は乾季(涼期11月上旬〜1

月下旬､暑期2月上旬〜5月中旬)と雨季(5
月下旬〜10月下旬)の二つに分かれます｡そ

の気侯の変化にセンターの木々がどのように
応えているのかは､一年の流れからすれば瞬
間しか見ていない私にははっきりは分かりま
せん｡

センターには菜園がありそれを囲むように数
種の果樹が育っています｡バナナ(これは‑

年一作で､収穫が終わると脇から出てる苗を別の場所に植え替えて育てます)､マンゴー､釈迦頭､ジャ
ックフルーツ､ガバその他小さな酸っぱい実のなる木(小さい子供たちがよじ登り､細い枝になる実を
集めます)｡この他に広い庭に2種類の木､ ｢トロ‑セの木｣と｢アンブレラ･ツリー｣がありますo前

者は12年前､開設時は′j､さな木でしたが､今は大きくなりましたo

この木の素晴らしい所は､日本の

木では見ることのできない程の枝の広がりと葉の生い茂り方ですo私は時々Google Mapでセンターを

訪れますが､航空写真でもその存在感を示していますC この木はある時期に全体が葉を落とすというこ
とはなく､少しずつ葉を更新しながらいつも青々と葉を茂らせています｡
一方アンブレラ･ツリー(傘の木)｡葉はビーチサンダル様の形で肉風細めの幹から枝が出て葉っぱが

沢山､傘の様にひろがります｡両方ともに木の下は広い日陰ができ､みなにくつろぎの場を与えてくれ
ますoまた､この木が不思議で､こっちのはほとんど葉が落ちきって､次の新しい芽が出ているかと思
うと､そっちのは葉をいっぱい付けている.同じ種類の木なのにどうして違うのかが不思議ですo
さて､センターでは調理スタッフのチャンリーさんが年末に辞めました｡どうも調理スタッフが落ち
着きません｡女子が大きくなったので(大学生3名､高校生1名､中3生2名)食事作りは自分たちで
行うこととし､スタッフのカさんを中心に皆で協力してやっております｡ナレットさんの意見では､特

に女子は調理を身に付けることは､将来にとって大切だからとのことです｡
本1 2号では､先輩ソラティアの結婚式報告､ 3月にセンターを訪れた3月20日､ ｢いんば学舎･草
深(そうふけ)印西市｣で開催した高木早苗さん主宰の｢希望の家支援

第2回チャリティーコンサート｣

の報告･神戸大学2年生･杉田真理子さんの訪問記､第7号別冊で｢カンボジアフィールドワーク報告｣

を寄せてくれた慶応大学卒業生･吉岡静香さんの夢を目指すその後の｢勉強の旅｣の様子等など､今回
も大衆食堂の｢てんこ盛り五目井｣の内容でお届けします｡
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Soratbia､かわいい

かわいい私(事務

批局.菊地)の娘｡そんな気持ちで彼女の
成長を見つめてきました｡

∴,ご･,十川̲̲̲!こ
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2年も先じゃないか.随分先の話をするんだな.
英語の不得意な私は間違ってはいけないと思い､
｢Nextyear?｣と念を押したところ､ ｢Yes, next

ソラティアは､ 3歳年上の兄･ヴァンナ君との

year.Jとの返事.間違いなくほぼ2年先の1 2

二人兄妹｡首都プノンペンから北西へ3 0 0 k

月だと､頭の中にイン･プット｡

m､タイとの国境の街･ポイペトまでわずか4

去年9月訪問の際､再びソラティアに､ ｢おとさ

0kmのシソフォーン出身です.両親は病死し

ん､式は12月10日ですo

おばあさんに育てられていました｡ 1998年

の念押しo ｢来年だよね?｣ ｢いいえ､今年の1

7月開設のセンター(希望の家)の一期生で､

2月です｡｣ ｢でも､ 1月に来年の12月って言

センターに来て間もない､

中学一年生の頃｡

大学を卒業するまでの1 0年間を暮らしました｡

来てくださいねo｣

ってたよ｡｣

ここまで話して､ハツと気が付きました｡
｢KumerNewYear (カンボジアのお正月)｣は

4月14日前後なのです｡と言うことは､そう
か､この12月なんだ｡

おかげで年2回の訪問が昨年は3回行くこと
ができ私としては大満足でしたが､周りはチョ
ッと渋い顔だったかも｡

ソラティアはなかなかの美少女で､高校2年生

12月9日夜｢希望の家｣到着｡式の前日で

のころ､ ｢ソラティア､ボーイフレンドいない

す｡早速｢明日は何時に式が始まるのoJ ｢うん､

の?｣の問いに､ ｢おとさん､私は勉強がだいじ

朝の7時｡｣とナレットさん｡エエ､朝7時って!

です｡｣と模範解答でしたが､これが結構カンボ

日本ではありえない結婚式の開始時刻に???

ジアでは普通のようで､日本の高校生のような

カンボジアの結婚式‑の出席は初めてで､結婚

目を覆いたくなるようなだらしなさは全く有り

式の予備知識は全くありません｡会場がどのよ

ません｡

うな所で､何人ぐらい集まり､何をするのか｡

夫となったナ‑リット君は､ソラティアを高校

実は服装のことが気になっていたので､必要な

生のころ見初めたらしく､付き合ってくれるよ

らプノンペンで買えばいいかなと考えていたの

うモーションをかけ続けましたが､ソラティア

にo

は頑として断っていたようで､大学に入学して

物にも行けません｡持参したのは白っぽいヨレ

からようやくナ‑リット君の念願が叶えられた

ヨレのスタンドカラーのシャツ1枚o

ようです｡入学してからも彼の努力は続き､時

れもヨレヨレの､以前セントラルマーケットで

誰かに取られてしまうのではと心配でしょうが
2009年(去年) 1月の訪問の際､ソラテ

ィアから｢おとさん､来年1 2月に結婚します｡
式に来てください｡｣との知らせ.ェェェ､未だ
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左･菊地

なかったとの情報も得ておりました0

右･ナレット

をやったとのこと｡ソラティアが美人なので､

そしてこ
新郎新婦に比べ'少々緊張気味

間の都合がつく限りバイクで大学‑の送り迎え

夜到着して眠って起きたら結婚式で､買い

横には現場で食事を出張調理するプロの炊事場o

買った夏用パンツ｡
｢ナレットさん､これでいいかな｡｣の問いに､

テントの中には丸い食卓テーブルが1 0卓はど

rok OK No problem, No problem. You

並びます｡

are a foreigner forelgner. OK!｣o本当にいいの

ここからいよいよ式の様子をお話ししますが､

かなと思いながら､二人でビーチサンダルを突

取り留めない文になりそうですので､その前に

っ掛け､車で出発｡

この二日間の登場人物から紹介しましょう｡

今回の結婚式を通して見ますと､ 3部構成にな

1･新郎と新婦

2･ご両親(ソラティアは､

っています｡

父が私･菊地､母がおばあちゃん)

3･先導

第一部(‑日日午前) 7時に朝食｡僧侶が来て

役の女性(センターのサブ‑ンさん)

挙げるお経を中心に式が進行します｡仏前結婚

き人男女3名ずつ(男子の3名は､センターの

式といった所です｡昼食を食べて解散0

ウドム君､ムーン君そしてウドムの友達

第二部(二日目午前)､ 7時に朝食｡進行役の指

親戚の皆さん(20名程度)

示に従って進み､民族音楽や寸劇をはさんで

るおじさん(1名)

延々と(4時間ぐらいかな)続きます｡最後に

音楽団(7名) 9･ビデオ･写真のカメラマン

昼食を食べて終わり0

とスタッフ4名

第三部(二日目夜)披露宴‑大宴套(センター

5名11調理の男性6名

の子供たちはここに参加)と､こんな具合です｡
おし2白

に入れない親類縁者若干名

4 ･付

5 ･

6 ･式を進行す

7･僧侶4名

8･民族

10･ストリートチルドレン

12

その他会場

以上ですC

何せ7時からですからね､まずはおかゆ風の
小鉢から始まるコースの朝食です｡これには､

雲≡妻毒

チャークワイと言う揚げパン風のものが付きま
すo街でクイティーユー(カンボジアの米粉で

作ったおそば)を食べる時も必ず付いてきます.
こを分
の残の

1個1000リエル

会軌ま､薪夫ナ‑リット君の実象彼の家は
｢センター｣から2kmほどプノンペン市街に

入った所で､今盛んに建設されているカンボジ
アのマンションQ

これは､間口二間(3

6メ

ートル) ×奥行六〜七間程度の広さで､一階は

入って8畳程度の広間(ここが車庫になったり､

商売のお店になったりしますo)､奥に小部屋と

南国には'鮮やかな色が似合いま
す｡右端･先導役のサヴーン

てもかまいません｡

25円程度で､食べなく

トイレ･シャワー室､キッチン｡ 2‑3階に部

これが1

朝食を取っていると､チョッと汚れめのシャツ

軒分oそれが横に2 0数軒つながり1棟を構成

を着た子を含めて､テーブルの周りを回っては､

しています｡ちなみにこのあたりで1軒いくら

手にしたレジ袋に空いたアルミ缶を拾って入れ

ぐらいするのと訊いたら､ 5万ドル(約450

ていた少年たち｡その内一つの円卓に座り始め

万円)程度かなとのこと｡カンボジアではかな

ましたD

りの金額です｡

ちに配膳するのと同じように子供たちに配り始

ナ‑リット君の実家の前には､車1台がやっと

め､子供たちも慌てる様子も無く朝食を食べて

通れるスペースを残して大きなテントが張られ､

いました｡お代わりもして十分お腹がいっぱい

屋が数部屋o

屋上に物干し場があるC
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暫らくすると､調理のお兄さんが私た

になった子供たちは､この場から離れていきま

方､頭の下げ方等､事細かに決め事があるよう

したo

です｡それを｢司会者｣が､その都度指示を出

ナレットさんに訊くと､彼らはストリー

トチルドレンで､お祝い事の会場を回って食事

して進行してゆきますので､流れるように式が

にありつくのだそうです｡

進むと言う感じではなく､ハイ･ ･ ･の儀がお

カンボジアは仏教国ですので､ ｢施し｣と言う文

わり､ハイ次は･ ‑の儀､ハイ･ ･ ･と言う

化があるのでしょうねC皆さん彼らには寛大で､

ような感じで､それ等を一つひとつポーズを決

お祝い事の席だったので更に｢施し｣の気持ち

めて写真に積っていきますので｡まあ､これが

があったのかもしれませんC

現代カンボジア結婚式なのでしょうG

子供たちも慌てた

様子は全くなく､ナレットさんと話をしていま

第一部のメインは､僧侶の読経です｡日本のお

した｡ ｢お前たちどの辺りにいるんだ｡ご飯をた

経が何を言っているのか､私にはほとんど分か

くさん食べてけよo｣なんて言ったのかな｡

りません｡ましてやクメール語､内容はわかろ

｢今朝のご飯はご馳走だネ｡｣

｢黙ってたべなよoJ

うはずが有りませんo Lかし､リズム･音楽と

して拝聴していると､これがなかなかで､殊に

4人が微妙に違う音程で唱える｡どちらかと言
えば不協和音に近い響きなのですが.'なぜかこ
れが好い｡特に4人の中で､大柄でチョッと太

り気味｡着席後の態度が僧侶らしい｢凄然｣に
欠けるなと感じていた彼が､読経が始まると､

さて､

なんとこれがなかなかで､声量､響き､声のつ

結婚式第1部会場は､ご両親が正面上

座に､親戚一同が中央に並ぶ供物(?) ･お祝い

の晶を挟んで横一列に並び､僧侶の到着を待ち
ます｡私は｢ナレットさん､あなたがソラティ

アを育てたんだから､ご両親の席にはあなたが
座りなさい｡｣と言ったのですが､ ｢いやいや､

菊地さんが!｣と言うことで私は､親代わり席
に着席o

またこれが孤独席で､回りは知らない

カンボジア人o

言葉は通じず､時たま目線が合

った時､愛想笑をしてごまかすのが精‑一杯｡

待つこと久しく､間もなく僧侶のお到着だと言

ぶれ具合が何とも好いo

う知らせに､正面向かって右側の席は僧侶のた
めに空けて､一同反対側に移動｡そして､よう

をサッとまいて式に彩を添え､ああこれがクメ
ールの結婚式だと､ 人勝手に感じ入っており

よう4人の若い僧侶が到着｡多分カンボジア的

ました｡日本でもお祝い事の法要の時には､蓮

予定時間での到着だったのでしょう｡｢ちょっと

の花びらをまきます｡

遅いんじゃないかな｡｣と感じたのは日本人の私

初日の式は､供物を供え､結婚の報告をし､そ

だけだったかもしれません｡皆さん至極当然の

の許しと祝いの言葉(それがお経だったのだろ

様子でちょっと姿勢を正し､司会者の言葉を待

ラ)と言う順に行われ無事に終えましたoそし

ちますo

て最後はテーブルことに和気高々と御話をしな

仏式結婚式(第一部)とクメール伝統結婚式(第

がら､出来立てのご馳走をいただき､お開きと

二部)とも､数え切れない｢000の儀｣と言

なりました｡

うのがあって､それぞれに足の位置､手の出し
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終わり頃には､花びら

○の儀が終わった時と次が始る時にこのドラを
叩きますo

また､それぞれの｢儀｣ごとに盛り

花や品物を贈ったり交換し合うのですが､皆目
全てにおいて次の動作の予測がつかない私は､

ご両親とおばあちゃんの動作を常に凝視しなく
てはならず､大そう疲れましたが､品物を受け

渡す時に､双方でポーズを決めてそれを写真に
収めるという､この要領を理解してからは､何
となくスムーズに式に参加できるようになりま
した｡

第二部当日､最大のピンチは､何やら柿の葉に

似た葉っぱを上座に座る全員が一枚ずつ手にし
て小さく折りたたみ始めた時でした｡例によっ
て右‑倣‑の私もおもむろに葉っぱを手にし折
りたたみます｡次はと思い右を見ると,折った

葉っぱを口にポイと入れモグモグ始めるではあ
りませんか｡次の人も､次の人も｡

明けて結婚式第二部､会場は一部と同じ新郎
宅特設会場C

｢ェッこれを食べるの! ｣､他の親族の人たちは､

この目も7時集合そして朝食｡

今日は､どうも｢花嫁の父｣としての役目があ

この日本人はどうするだろうと興味津々､みん

るようで､カメラをソラティアのお兄さん｡ヴ

な私の方をニコニコしながら見ています｡噛ん

ァンナ君に頼み､私は上座の父親席に着席｡こ

だ時の味とその後､飲み込めるかどうかをここ

こでアレッと思うことが｡日本ですと新郎新婦

で蹄曙してはいけないと思い､エイヤーとばか

に近い内側に父､その隣に母の順ですが､ここ

りにUに入れ噛もうとしたところ､外でこの様

では逆です｡ナ‑リット君のご両親､どう見て

子を見ていたナレットさんが飛んできて､

も実権を握っているのは｢お母さん｣の方｡そ

｢Kikuchi･san, example, example!!｣ ｢エツ

のためにと言うわけではないでしょう｡日本ほ

真似なのか! ｣o見ると皆さんは既に口からお出

ど男性中心社会ではなかった歴史の流れの中で､

しで､ちょっと慌てている私を見てニコニコo

出来上がってきた文化なのでしょう｡そういえ

会場全体も笑いに包まれ､場を和ませると言う

ば､庶民生活の中で､何するでもなく日中過ご

この目一番の貢献をしましたo

すのは男性､子育てを含めて働きまわるのは女
性と言う光景は日常よく目にします｡
さて､今日も主役の新郎･ナ‑リット君､新婦･

ソラティアさんが中央正面に座り､その両側に

両親ですが､それ以上に大切な役割を担ったの
が､ ｢進行役のおじさん｣でした｡クメール文様
の羽織(?)をまとい､左手には小さなドラ｡

いくつ有ったか覚えていないほど次々と進む
｢000の儀｣.〕その順番とその時々の作法があ

またこの目は､クメールの伝統楽器の生伴奏で

って｡そのことを知っているのはどうもこの進

の唄やダンス､コントなどが途中に入り､にぎ

行役のおじさんだけの様子でした｡そして00

やかな式でした｡
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二部の見せ場､ ‑アカットの儀｡男女3名ず

つの侍者を従えて行われますo 男子の侍者を見

にどの子も大変身｡早い子はすでにドレスに着
替え大盛り上がり状態ですo

そしてウドム君の友人｡女子も友人なんでしょ

iiiiiiii i

披露宴への出陣準備完了｡

ちょっと､その着けマツゲ
長すぎるんじゃない!

るとこれが何とセンターのウドム君とムーン君､

活況を呈しているプノンペン経済｡ ｢結婚式で

は披露宴を中心街にある披露宴会場で大々的に
催し､そこにドレスアップして出席するのが女

これは参集者全員が､香水スプレーをかけ､櫛

性の間で大流行なの｣と､諏訪さんが教えてく

と鉄で髪を切り整えるしぐさをします｡全員で

れました｡会場内では生バンドの演奏に唄｡ま

したのでかなりの時間がかかりますが､クメー

たこれを大音量でやるので､会食事の会話の声

ル伝統楽器の生演奏を聴きながら談笑したりし

が聞き取れないほどC

て全員が終わるのをのんびり待ちます｡

ボジア流なのです｡

実は､朝から続くセレモニーの連続に大分気疲

日本ですと静かな中､司会者のもと挨拶､乾杯､

れをしてしまい自分の番が終ったところでナレ

スピーチ､ケーキカット､余興等､出席者皆が

ットさんがいる外のテーブル‑早々に移動して､

集中できるよう進められますが､今回はテーブ

この後の000の儀は失礼してしまいました｡

ルごとにいきなり食事が始まり､それと共にお

しかし､誰もそんなことを意に介す様子もなく､

酒とお喋りを大きな声でするので会場全体が騒

程なく第二部の式は終了しました｡

然とした状態です｡ 3(〕O人?ぐらいいたので

はないでしょうかo

第三部結婚披露パーティー
私はパーティーが有ることは知っていました

も､ともかく大勢呼んで人を集める｡これもカ
ンボジア流のようです｡

し､海に行く日でさえ､早朝からメイクアップ
とドレスアップに励む女子たちですo

ましてや

今日は結婚パーティー｡それなりの盛り上がり
は予測しましたが､ナレットさんと帰宅した午

後1時過ぎには､もう爪のお手入れが始まって
いました｡

白に着替えた二人が､披露宴会
場に入場｡それとは関係ないか
のことく､石億では飲んで食べ

しか

それほど近い関係で無い人

ての真っ最中｡

が､それ以上の情報はありませんでしたっ

でもこのガンガンがカン

新しい小学生の男子たちが服をもっていないと
いうことで､皆で連れ立ってマーケット‑o T

こんな喧騒とは関係なく親族と親しい友人達と

シャツ､普段着はどこででも買えますが､ちょ

で､純白の衣装にドレスアップした二人を中心

っとお酒落となるとこれがなかなか見つからず､

に､花のトンネル､花火(日本では出来ないで

3軒目でやっと見つけ､大きさはともかくとし

しょう)､ケーキカット､ダンス等など､プログ

て急いで帰宅｡

ラムが進められてゆきます｡

センターに着いてビックリoすでに女子軍はメ

カンボジアのお祝い事の最後は､もちろんクメ
ールダンスo私の先生は､今日も手と指の動き

イクアップが終了｡付けまつ毛に厚化粧､すで
‑6‑

の舞｣を舞うアブサラ｡ ｢菊地さん､子供たちが
お小遣いを出し合って買ったんだよ｡｣とナレッ
トさん｡

他の子供たちが手にする紙の垂れ幕にはこう書
いてありましたo

Merry Christmas. New Year

僕たちおとうさん大好き｡それにどうもありが
とごさいました｡

We wish you good health, good luck,
Long life

We are thankfull for your kindness and we
can not forget it forever̲

We Love Father

幸せなおまけ
帰りも15人乗りワゴン車にギュウギュウ詰

め､それでも皆ワイワイガヤガヤと､未だ興奮
冷めやらないままセンターに到着o

皆はホールに入り未だふざけ合っている所に､

車を車庫に入れてきたナレットさんが戻ってき
ましたoすると突然明かりが消えてo

ないなこんな時停電だなんて!

いましたo

しょうが

と思っていた

ら明かりが点いて､子供たち全員で私が歌える
｢アラビア｣ソングを歌い始めましたo

ああ､あの時は正直に涙して､僕の感謝の気持
ちを伝えるんだったな｡ごめんね｡

これは

一緒に歌わねばと大きな声で歌いました｡もち

次回訪問の際のお小遣いのためのお財布のひ
もは､きっと緩むことでしょう｡

ろんインチキなクメール語でです｡
たのにオチヤラ化て･･･

感激でウルウルと涙が出そうだっ

歌い終わると小学生の男の子たちが､紙包みを
｢どうぞo｣と差し出します｡ ｢エツ､僕にプレ

ゼントoJと受け取り開けてみると､ ｢クメール
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