｢カンボジア訪問とそれから｣
慶応義塾大学総合政策学部卒

吉岡

静香

目の前にいる人を大切にすること'そして自分にで

し確実に世界を変えていく'そんな熱い現場でした｡

翻訳作業､資料検索ガイダンスの運営､研究者や新

ンとして働いていますo国連機関が発表する文書の

ヨンサービス

の事務所でインター

きることから始めることに意味がある､ということ

聞社をはじめ国連に関心を持った方々からの問い合

(以下UNDS)

峯ノつと自分の心に留めておこうと思います｡

学部4年矧の間には､カンボジアなど東南アジア

についてご報告させていただきます｡

進んできました｡今回は､カンボジア訪問のその後

るという夢に向かって'試行錯誤しながら少しずつ

2回に亘りカンボジアで貴重な経験をさせていただ

を訪問させていただいてから'4年が経ちました｡

た時とは比較にならない量の学

合った1年間でした｡日本にい

納得のいくまで経済学と向かい

間が流れるニュージーランドで'

大自然に囲まれ､ゆっくりと時

ゴ大学で経済学を学びました.

1年間ニュージーランドのオタ

大学の交換留学制度を利用して'

4年生の春学期を終えた後'

とができました｡平和秩序や開発に取組む国際機関

世界で起こっている出来事の進捗状況を確認するこ

国連の最新情報やデータを駆使する業務を通して､

べたりすることも多くありました｡日々更新される

される出来事が続いた時期でしたので､覚えたり調

cop15㌧

いただいています｡最近4ケ月間は､ハイチ地震や

英語力や統計の知識を活かしながら業務につかせて

だ学部を卒業したばかりで非力な私ではありますが､

わせに対してお答えする業務に携わっています｡ま

〇カ国訪れました｡そこでは'貧困と

がどうあるべきか｡国連という巨大組織を理解して

2005年､2006年にカンボジアの希望の家

の国々を約

術論文を読み'自分の関心分野の研究をしている経

いく中で'国際機関が持つ役割と可能性について自

インド､ハルドワ‑ルで教育の現

フェローとUNICEFの皆さん'

向かい､女性の強さを教えてくださったアショカ･

ん'タイ､バンコクでHIV＼AIDSの現状と立ち

ださったIICA市民警察促進プロジェクトの皆さ

ャカルタで治安を守る国家の役割について教えてく

の人々との出会いがありました｡インドネシア､ジ

いう統計データを用いた実証分析です｡大学院進学

〇年の国の発展にどのような影響を与えるのかへと

質､ジェンダーなどにおける教育の差が'その後五

ます｡私の研究テーマは､識字率や就学率､授業の

年の9月からアメリカの大学院に進学し研究を続け

を脱却する鍵は何なのか｡その答えを探すべく'今

のはなぜなのかo途上国が陥っている｢貧困の民｣

国々が発展する

学者としてのキャリアを歩む決心をしました｡ある

発目標です｡そして今'2015年までに達成すべ

めとする'複数の開発目標を取りまとめた世界の開

盟国によって採択された｢ミレニアム宣言｣をはじ

で開催された国連ミレニアム･サミットで189加

す｡MDGsとは'2000年9月にニューヨーク

ニアム開発目標(MDGs)

が'特に私が関心を持って取組んでいるのが､ミレ

いた後も'貧困削減に貢献する開発政策立案者にな

いう現実を目の当たりにLt問題の根の深さと自分

済学者の下で学ぶ機会を得たことで､私は開発経済

場を見せてくださった現地小･中

歩になると考えて

人種差別撤廃委員会など､世界で注目

の無力感を痛感させられただけではなく､たくさん

等学校職員の皆さん｡世界を変え

は､自分の夢の実現への大きな

く掲げた8つの開発目標に向けて'国連をはじめと

の統計に関する業務で

資料'情報'データに溢れたUNDSの業務です

分なりに考えを持つようになりました｡

るために高い志を持って働く方々

いますo

の成果と課題を､統計を用いてご紹介したいと思い

方で'そうでない国々が存在する

に｢開発の現場｣を教わりました｡

寧仕は､大学院入学までの期間を使って'国連大

ます｡1981年には､190億人もの人々が貧困

する国際機関が様々なアプローチをしています｡そ
になりながらも'人間ひとりひと

学本部内の国連広報センターUNドキユメンテ‑シ

それは'厳しい現実に潰されそう
りと向かい合い､少しずつ'しか
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ライン以下で暮らしていましたが'現在は140億

人にまで減少しましたoカンボジアは､1996年

lndicators200

時点では､2人に1人の子どもが栄養失調状態に陥

まで改善されましたo(MDGs

1997年時点で470/.もあ

っていましたが'2005年には3人に1人の割合

9﹀UnitedNations)

った貧困率(貧困ライン以下で暮らす人々の割合)

も､2007年には30%まで減少しましたo(WD

I2009)WorldBank)カンボジアをはじめ東

南アジアの国々は着実に発展の道をたどっています｡

方で'サブサハラアフリカ諸国では現在も､貧困

率が50%を超えており､これは過去15年以上の

へ足を運ぶことができなくても､現在無料開放され

間ほとんど改善が見られません｡このように'現地

ている国連機関の統計データから､世界各国の現状

と変遷を概観することができます｡もちろん統計だ

けでは見ることの出来ない現実もたくさん存在しま

すが､インターネットで誰でもアクセスできる国連

データベースの20書種類以上の指標を使って'少
しでも多くの方に｢統計で世界を概観する｣経験を

していただくことを目指していますo

学問の世界へ進むほど現地の人々との距離が離れ

ていくような気がしたり､複雑すぎる貧困問題に解

決策を見出せず悩んだりもしますが､そんな時はい

っも｢希望の家｣で出会った私の;姉韓克ちの笑顔

を思い出します｡途上国の子どもたちの笑顔がいつ

までも続くような開発のあり方を見つけていきたい

です｡そのために､これからも初心を忘れず､自分

の夢にまっすぐであり続けようと思います.

の｢希望｣です｡

jk‑8g嵐,‑=uL‑ftZ T r瓢0)

子とも達がいつも｢希望｣を持って生活できますよう､

発行が大変遅くなり申し訳ございませんでした｡

皆様の心をお寄せください｡ ｢希望の家｣が希望の家で

①<ソラティアの結婚>

あるために｡

｢リラティアの結婚｣は､センターの子供たちにと

②<チャリティーコンサート>

っても大変よかったなと感じています｡

本文で触れましたように､センター1期生で､地方
農村部から兄･ヴァンナ君とやってきました｡兄のヴ

2008年6月以来の｢希望の家｣支援

第2回チ

ャリティーコンサート｡

アンナはとても気持ちの優しい子で､そのお陰もあっ

高木さんの報告にもありました力＼前回取り組みま

たのでしょう｡リラティアl淵友キムリー(中3の時､

した東京での開催｡ ｢開催事務｣の面で高木さんに負担

ふるさとに帰った)との別れを経験しながら､高校に

をかけてしまったことが一番の問題でした｡かといっ

入ってからは自分が年長であることを自覚し､年下の

て土地感のない私たちが､具体的に東京での開催にど

子供たらを引っ張る立像で生活してくれました｡

れほどのお手伝いが出来るのかと考えると､それもな

大学は就職につながるように会計学を選び､ B B Uで

かなか難しい点があります｡そんなことを考えて､前

3年間は昼間部で学び､ 4年次は日中はアルバイトを

回6月分同様､今回は｢会｣のある地元｢干葉･印鑑｣

して夜間部で勉強し卒業｡レンタカー会社に就職しま

での開催だけとしました｡主宰者の高木さんは現役ピ

した｡そして､卒業後3年目に結婚を迎えました｡

アニストとして日々活動なさっておいでですので､コ

昨年は､こ承知のように4名が大学に進学しました｡

ウドム･建築学､サムアイ･英語､スイナイとサワー

ンサートの内容に集中していただき､事務局が裏方を
担う｡それぞれに無理の無い程度で動き準備しました｡

ン･会計学です｡スイナイとサワーンが大学に進学出

今回も地域の新聞｢エリート情事RJの原さん､国枝

来､会計学を専攻したのは､多分にリラティアが日ご

さんのお世話により3地域版の一面で取り上lナ⊂いた

ろ努力し､進学､就職してゆ<様子を見ることで､大

だき､私たち｢希望の家｣の取り組みを地域の皆さん

学進学を目標とし､就職までの道筋を具体的にイメー

に知っていただくことができました.

前回と今回､会場として使用しました知的障害者生

ジすることが出来たのだううと思います｡

現在センターには中高生が8名います｡この8名はき

活介護施設rいんば学舎･草深｣のホールは､とかく

つとリラティアの幸せ､大学生4名のセンターでの日

クラシックコンサートから排除される知的障害を持つ

常生活の様子と学習に対する姿勢を見て､努力すれば

人にも気兼ねなく音楽を聴いてもらおうという想いで

人生は切り開かれて行くことを信じるのではないかと

作ったホールです.限りある予算(叫コで､設計者･

思います｡未来を信じることができること､それが本当

辻垣正彦さん(当会会員)による素晴らしいデザイン
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のホールです｡椅子を並べて1 30名程度の大きさで

テアリー姉妹(1 6歳)の3名です｡皆2001年

すので大勢の方にお出でいただいてというわけには参

1 0月にセンターに来た8年目｡ ｢希望の家｣で暮らし､

りませんo

学び､育ちました｡ 1 9歳の中学3年生｡ムーンがセ

しかし､演奏者と出席者そして｢会｣が近

い距離で音楽を楽し必ことが大切なこのコンサート｡

ンターに来る前､学校に行けなかった貧uJ l暮らしを

そのことを実現するには丁度よいでしょう｡

語っています｡毎月の成績は中程度､ちょっと結果が

先E]､ナレットさんからの運営費送金要請に合わせ

心配です力＼センターには大学生の先生が沢山います

て､コンサ‑ト収益金273, 500円をドルに替え､

ので､指導を受けてがんばるでしょう｡

3007 Sをカンボジアの｢早苗基金｣に入金しまし

双子の姉妹は､同じクラスで1 ･ 2番を争う努力家で､

た｡ 1 0月からの新年度の大学学費､プライベートス

書式等実は問題なくパスします｡二人には将来の大きな目

クール授業料が確保されました｡ありがとうございま

標に向かってもらいたいです｡ 2000年5月からの

した｡

電気お宅のキア君(高3)､日本から運んだ調子の悪く

蛇足です力＼私がドルへの換金をぐずぐずしていたお

なったノートパソコンを三日で直します｡できれば大

かげで､レート1$

学で電気を学ばせたいと思っています｡

90. 96円｡これまでで最も

高い円でした｡

④<ナレットさん､テアラー(高1)来日!!>

(勝手にもうーっ)

コンサートのアンコールは､ ｢千の風になって｣｡早

前回の訪問時､ナレットさんから一度日本に行って

苗さんの八旗さんへの想いのお話と会場の皆さんとの

みたいとの話がありました｡私もナレットさんの長年

歌が始まった途端､涙力で益れましたQ

の努力に感謝して､田本にお呼びしようかと考えてい

お通夜の前の夜､一人で声を出して泣いて以後､ずっ

た所でした｡ナレットさんの希望は子どもを1名同行

と涙をこらえて一度も涙を流しませんでした｡

しだいと言うことで､テアラー(高1 )が来目します｡

しかしこの時は一瞬にしてハ旗さんを思い出し胸にこ

ナレットさんは､生活態度､学習結果が良い子をと言

み上げ涙が溢れてしまいました｡その上声まで出してQ

っていました力＼決めるのに大分苦労したと思います｡

急いで会場を出て廊下で泣きました｡

この基準に当てはまる子が沢山います｡諸経費の準備

ハ旗さん､コンサートは盛会でしたよ｡センターの子

が許せば､毎年1 ‑2名ずつ招待したいと思っていま

供たち､皆素直に成長しています｡あのリラティアが

すb

結婚しました､テアラー､テアリー姉妹とムーンは高

カンボジアから来る場aパスポートを取得した後､

校生になります｡センターの子供たちの日常が平和で

プノンペンの日本領事館へ｢V I SA｣の申請をしま

あるよう､皆を守ってくださいね｡

す｡書類として､招博状(しょうへいじょう)､身元引
受書､滞在日程表を田本側で用意します｡

③<7月5日･中学卒甑7月下旬･高校卒

来日予定は9月1 9田､帰国予定は9月29日です｡

緋>

この間に佐吉で｢食事会｣等を持ちます｡改めてお知
らせします｡お集まりください｡

今回の中3生は､ムーン葛(1 9歳)とテアラー､

会費年寄柑金⑬お願』も
希望の家の運営十l渦ね1 ,500S/月で推移してきましたが､カンボジア

『77Ie SCCe丹』の会員になって
r希望の家｣の子供達の日常生活と

でも諸物価､特に燃料升､食料品井の商矧ま激し<､また､これらに合わ
せてスタッフの給料を上げたこともあり､現在はa(に×:)令/月以上かか

数百を一緒に保証して下さいませんかo

り､これまで以上の運営書の確保が必要です｡このような中､ ｢早苗基金｣

によって大学授業料が賄仇大いに助けられております｡

年会費一口5.000円

寄付急便諾,i, ,0芸,07Ro手動でもq,

事務局は資金確保に更に努力いr=します｡どうぞ皆様のご厚志もお寄せ
いただけますようお願いいたします｡

今回､ 2月以降に会費･寄付金をお寄せくださった方以外の
方々に勝手ながら｢振込取扱票｣ (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｡どうそこ支援ください.

また､友人お知り合いで｢希望の象｣をご紹介願える方が
おいででしたら｢パンフレット｣､ ｢会報｣をご請求くださしt
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