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日々の学び田見聞.体族を大切に
将来を切り拓く力にしていこう

秋から冬の初め辺りまでの
小学校入学はチョツと遅くなっ

たけどみんなガンバレー･

様子では異常気象の影響で暖
かい冬かなと思っていました
ところ､クリスマスを過ぎて始

まった寒波｡いやあ寒いですね

えD寒さの苦手な私､例年は気
拝を冬眠させるのですが､この
冬は油断をしていて｡この寒波
を真っ向から受け寒ざらし常
態C

これでインフルエンザにな

ったら･ ･ ･｡気をつけましょ
う｡

カンポジは､ 11月から乾季

になります｡特に乾季の始まり､
1 1月､ 1 2月は一年で一番過ごしやすい時期･クールシーズンで､カンボジア観光にはもってこいの
時期ですo

センターの小学生は､昨年1 0月に入ってきたヴィスナを加えて6名､全員男子です｡もう少し男女
がバランスよくいるとよいのですが､しかしどの子どもたちも与えられる子どもたちですoそれは与え
てくださる方にお任せすることとしましょう｡きっと次は女子を与えてくれるでしょう｡

しかしセンター全体としては現在男子1 0名､女子9名でほぼ同数が生活しています｡前年度高校を卒

業した電気オタクのキア君は皆が心配するなか大学に進学､電気を学んでいます｡これで大学生は5名
となりましたb高校生はテアラー､テアリー､ムーンの3名が中学卒業試験をパスして入学o高2のス
ライロアと合わせて4名です｡

プノンペンで職を得るために頑張る大学生､その大学に進学しようと勉強する高校生o

この6名のワン

バク坊主たちも目の前にある将来‑の道筋である大学･高校生の生活を見て将来を考える中学生‑と成
長してくれるでしょう0

2004年7月にセンターに来て小学校1年生だったレェァケナ､ ｢学校じゃ

あ眠ってばかりらしいよ｣とナレットさんが言っていた彼女も今は中学1年生｡振り返った時の時の流
れは速いですね.

この号では､昨秋(?)センターに入ったヴィスナについて､彼がセンターに来るまでお世話になっ
ていた｢レナセール｣の諏訪恵子さんからのお話を､諏訪さんの紹介を含めて載せましたDもう一つは､

テラネットの支援によって完了した改修工事｡そのテラネット‑の感謝の集いを報告します｡最掛ま昨
年9月2 1日に来日したマネージャー･ナレットさんとテアラーの日本訪問記をご紹介します0
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>サセ‑ル湧ンポ糎

諏言方恵子

の女性シェルター(女性一時保護施設)にお母さ
んと妹3人(6歳､4歳､生後1ケ月)とやって
きた｡

この女性シェルターは女性が夫や親しい男性か
ら心身に暴力を受けたり､見棄てられたりして､
安全に生活する場を失ってしまったときの一時
避難所であり､新しい人生の出発点である｡ヴイ
スナたち家族はお父さんの暴力と家庭遺棄とい
う被害を受け､他に頼るところもなくこのシェル

諏訪恵子さん(右)

現地スタッフと一緒に

今年の9月半ばから｢希望の家｣での生活をス
タートしたヴィスナ10歳｡私が彼に初めて会っ
たのは今年の6月｡私が活動しているプノンペン

たの｡家々を回って廃品を集めて換金し､そのわ

ずかな稼ぎを実家に入れることでなんとか置い
てもらったのDもちろん､ヴィスナも私を手伝い､
学校にいくことはできなかった｡そして､私が出

イスナはまだ10歳よo

このまま夫と一緒の生活

を続けていたら自分も子供たちも殺されるかも

べます｡

顔は腫れ､あざができ､頭皮から出血することも
あったわ｡また､夫は私を守ろうと抵抗するヴィ
スナにも暴力を振るったわ｡男の子とはいえ､ヴ

食事風景Q床に薄縁を敷きその
上に車座に座り'全員一緒に食

4人の子供を抱えてシェルターに来たヴィスナ
のお母さんは私に語った｡ ｢夫は以前から私に暴
力を振るうことがあったが､特に1年程前から頻
繁で､ひどい暴力になっていったの｡長かった私
の髪をめちゃくちゃに切り､顔や頭を殴り､私の

産間近になったら仕事も出来なくなり､子供4人
と野宿同様の生活をしていたわ｡そこにある民間
の支援団体が来てここの女性シェルターを照会
してくれたの｣とoそんなお母さんの話に聞きな
がら私は10歳のヴィスナが両親の争いやお母さ
んを痛めつけるお父さんの激しい暴力､また自分
自身に向けられた暴力の時を想像し､ヴィスナは
どんなに怖かったことだろう､辛かったことだろ
う､と涙が出た｡と同時にお母さんの子供に対す
る大きな愛と強さに感動した｡

しれない.おなかには4人目の子どもがいる.こ

こにいてはいけない､子供たちの命を守らなけれ
ばならないと決心して､ヴィスナと幼い娘2人を
つれて家を出て､私の実家に逃げたのo でも､母
と兄家族が暮らす実家は貧しく､私たちを助ける
なんて出来ないと言われたわ｡それで私は子供と
一緒にリヤカーを引いて廃品回収の仕事を始め
るヴイスナo

お母さんと一緒に掃除をす
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ヴィスナたちがシェルターに来て2ケ月が過ぎ
たある日､お母さんが沈んだ表情で｢いつかはこ
のシェルターを出ていかなければならない｡でも､
シェルターを出てから私ひとりで子供4人を育て
ていけるのだろうか｡今は仕事も住むところもど
うなるのか見当がつかない｡ヴィスナには続けて
学校に通ってもらいたいと思うが､それもどうな
ることだろう｣と私に話しだした｡そんなお母さ

んの不安､心配は実は私もお母さんから聞かされ
る前からどうサポートしていけばいいだろうか
とずっと考えていた課題であったDそれで私は
｢希望の家｣のナレットさんに相談したoすると､

ナレットさんが｢ホームで支援できるかも｡数日

後､日本から代表の松永さんがカンボジアに来る
からお母さんとヴィスナに会ってもらうといい｣
といってくれたo そして､お母さん､ヴィスナと
共にホームを訪ね､松永さん､ナレットさんと会
い､事情を聞いてもらい､ホームについての説明
を受けた｡シェルターに戻るとお母さんは即私に
｢ホームの生活環境をとても気に入ったし､ナレ

クリスマス会の出し物の練

(石から二人日)

習を指導する諏訪さんC

ったo

ている｡お母さんが初めてヴィスナに会いに行っ
たときは､ヴイスナがお母さんに現金を差し出し
て｢ホームからもらったお小遣いだけど僕が持っ
ていたら遊びに使ってしまうかもしれない｡僕は
今､お金はいらない｡だからこのお金はお母さん
が使って｣と言ったというo これを聞いて私はヴ
イスナのお母さんに対する愛しさ､お母さんの役
に立ちたい､自分を忘れないでという強く深い思
いをあらためて感じた｡
十﹃.凸欄1.rr㌦

ットさん､松永さんもとてもいい人だったo ホー
ムの子どもたちもヴイスナに僕らと一緒だから
心配ないよと言ってくれた｡是非､このホームに
ヴィスナを預けたい｣と言ったが､ヴィスナは何
も言わなかった｡ホーム訪問から数日経ったある
夜､私が一人で職員室にいるとヴィスナがやって
きた｡そして私に｢ホームにいって僕の友達がで
きるかな?｣ ｢お母さんは僕がホームで生活する
といいと言うけど､ホームに行ったらお母さんを
助けることが出来なくなるよoお母さん一人で妹
たちの世話をするのは大変だよo 大丈夫?｣ ｢お
母さんは僕を忘れないかな?｣などと質問するo
私は｢ヴィスナはいいお友達を作れるよ｡ ｣ ｢お
母さんは『ヴィスナとずっと一緒に居たい｡でも､
今の私はヴィスナを学校に行かせてあげること
もできない｡ヴィスナがちゃんと学校に行き､勉
強し､将来は安定した仕事につけることを願って
いる｡だからホームに援助をお願いしたいの』っ
て言っていた｣と答えた｡ヴィスナはそう答える
私をじっと見つめ､それ以上の質問はしてこなか

ヴィスナがホームに移ってから私はまだ一度
も会いに行けていないが､お母さんと妹たちは何
度か会いに行っているoお母さんはヴィスナがホ
ームの生活に溶け込み､元気でいることに安心し

｢希望の家｣は子供たちにも大人たちにも勇気､
思いやり､喜び､努力､忍耐､感謝の心と行動を
育んでくれる不思議で素晴らしいホームだと私
は思う｡さまざまな理由で両親や兄弟たちと一緒
に生活できずホームで生活することになった子
供たちo でも､その一人 人が不思議で素晴らし
いホームで希望を抱き､家族のために､自分のた
めに､自らまた仲間たちとともに手を取り合って
一生懸命に生き､成長していく｡その姿は周囲の

大人たちに対して人として大切なことは何かと
いうことを考えさせる｡

9月､ヴィスナはお母さんと妹たちと分かれて
ホーム(希望の家)に移ることを決めた｡シェル
ターからホーム‑移る目､私はヴィスナに｢お母
さんと一緒にあなたのこといつも思っているよ｣
とだけ言って見送った｡そのときの彼の潤んだ大
きな瞳､不安と淋しさをかもし出した表情は今で
も私の目に焼きついているo

諏訪恵子さんのプロフィール

ヴィスナのお母さんは今も妹3人と共にシェル
ターで生活していて､まだ先のことが見つからな
い状況であるo でも､お母さんはヴィスナの姿に
励まされて､職業訓練に通いながら今後のことを
一生懸命に検討しているo私はヴィスナとお母さ

んが離れ離れで生活していても､ずっと支えあっ
ていくことを見守り､またいつの日かお母さんと
ヴィスナと妹たちが一緒に暮らせることを願っ
ている｡

茨城県古河市出身｡看護軌荏原看護高等学校､国立療養所多

磨全生国附属看護学校で学び､卒後､多摩全生園に勤務0 1 9 9 2年5月から｢24時間テレビ｣

チャリティー委員会のカンボジア支援活動に参加し､約1 1年間カンボジアの農村地域保健プロジ
ェクトに従事したDその後､カンボジアでの経験をもとにマヒドン大学(タイ)でプライマリ.ヘ
ルスケア･マネジメントを学び､修士号を取得した0 2004年JOCSワーカーとしてカンボジ
アへ0 2004年から2007年までJOCSカンボジア代表としてrTBA (伝統的助産婦)包
括プログラム｣に携わ｡､ 2007年2月から2011年3月まで｢レナセール･女性とともに歩
む会｣シェルターで活動
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諏訪恵子さんの現在のカンボジアでの活動 (JOCSのページから転載)
2008年2月から､カトリック礼拝会が設立し

た｢レナセール女性とともに歩む会｣が運営す
る女性シェルターで活動しています｡
｢レナセール｣はスペイン語で｢生まれ変わる｣
という意味ですo

ドメスティック

竃

バイオレンスや性的搾取の被

害を受けた女性たらを保護し､人生の再出発を支
援するために設立されました｡

暴力を繰り返す天から逃れて､行くあてもなく子

どもと共に各地をさまよい路上生活を送るなどしてシェルターにたどり着いた女性たち､また妊娠
後パートナーに見捨てられた妊婦や性的被害を受(1た女性たらの心身は､ともに傷つき疲れ果てて
います｡

そのような女性と子供たちに､諏訪ワーカーはカンボジア人スタッフとともに寄り添い､安心感､
身体面

精神面の健康管理､衛生教育､他のNGOと連携しての職業訓練や喜哉字教育などを与える

ことに努め､彼女たらの自立に向けた支援を行っています｡
活動は女性たらの複雑で深刻な背景を知ることも重要で､それは､シェルタースタッフにとっても
つらいことです｡しかし､彼女たらが笑顔を取り戻し､それぞれの個性を活かした技術を身につけ
て自立できるよう､一人ひとりの背景を理解し､隠れた能力を見出すことができるように努めてい
ますD

カンボジア(カンボジア王国)
<カンボジアの紹介>
1953年にフランスから独立したカンボジアは､平和で安定した国でした｡しかし1960年代の終

わりに､東西冷戦の影響を受け､戦乱に巻き込まれていきます.
1975年､ポル･ポトが率いる共産主義集団クメール･ルージュが政権を握り内戦は終結しました
が､急進的な共産主義政策を断行したために､社会システムは崩壊していきました｡
クメール

ルージュ統治の4年間に100万人以上のカンボジア人が死に至らされだとされていま

す0

1991年の｢パリ和平協定｣以降､復興への道を歩み始めたカンボジアは､現在も園際社会の支援
を受けながら､貧困削減を目標とした社会経済の復興 開発の途上にあります｡
しかし､長い間続いた戦争で家族や友人を失った人々が心に受けた傷は､まだ癒されていません｡
<カンボジアとJOCSの関わり>
クメール.ルージュ統治時代に医師は虐殺の対象となり､全国で40人近くまで減少したと言われ
ています｡

JOCSは1 989年からカンボジアに保健医療ワーカーを派遣し始めました0
1992年にはNGOとしてカンボジア政府に登録し､タケオ州の農村で保健プロジェクトを開始し
ました｡

JOCSの協力により､村の伝統的助産婦さんが出産介助に関する知音虻技術を身につけ､お母さん
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たちは安心して出産できるようになってきました｡

カンボジアでは感染症､妊娠.出産に伴う危険､低栄養など､取り組んでいかなければならない問
題はまだまだ多く､ JOCSは今後も協力していきたいと考えていますo
パートナーB]体情報

女性とともに歩む会)は､礼拝会(カトリックの女
Renacer, WalkWlth Women (レナセール

子修道会 本部スペイン)が､カンボジアで傷つき国難な立鳳こおかれている女性たらを支える近
め､ 2007年に設立しましたo

レナセールとは､スペイン語で｢生まれ変わる｣という意味です｡

プノンペンとシェムリアップにシェルターを設置し､家庭内暴力や性的搾取の被害を受けた女性た
らを保護し､人生の再出発を支援する活動を行っています0

人権問題､職業訓練､識字教育等の分野で活動する他のNGOと連携しながら､心身ともに傷つい

た女性たちが健康を取り戻し､それぞれの個性を活かした技術を身につけ､希望を持って生きてい
くことができるよう支援しています｡

人間･諏訪恵子さん

事務局･菊地

なさっている時'食事をご

緒している時ーい

のための国連ボランティアとして半年間カ

3年実施の国連監督下による総選挙の準備

ぅC

の元へ行き人に対する心を創ってきたのでしょ

全生園の時期､毎年カルカッタのマザーテレサ

つも同じ ｢諏訪恵子さん｣ なのです｡

ンボジアに行きました｡その折プノンペンに

流れ｡｢小さき人々への愛｣と言うイエスの教え

1992年､当会代表の松永茂妥さんが9

日本人がいると聞いて行ってみたのが､｢2

を実践する敬度なカトリック｡

した｡当時の諏訪さんは､プノンペン近郊の

所で､そこで諏訪さんに出会ったのが最初で

で胸がこみ上げ涙しそうでしたoその中にも｢愛

実現｡正直､メールで送られてきた原稿を読ん

いつも諏訪さんの文を会報にと考え'やっと

活動の場がカンボジアに向いたのは自然の

4時間テレビ･カンボジア支援活動｣の事務

農村部で看護師として地域保健衛生指導に

にあふれる諏訪恵子さん｣ がいました｡

あなた

旦帰国しま

取組んでおいででした｡

カンボジアでの任期は3月まで'

すが､またカンボジアに来てくださいo

私が'96年松永さんに誘われて初めてプ

ノンペンを訪れた際その事務所に案内され

を必要としている人々のために｡

この小さくて細いからだの何処にあのパワーがあるん

諏訪さんを紹介されたのが彼女との交流の

だろうか? (うさんくさい右側の親父が事務局菊地)

始まりでした｡カンボジアで出会った最初の
日本人､その方が諏訪さんでした｡
カンボジアに行くようになってその後も何
名かの日本の方にお会いしましたoその中で

カンボジアにお住まいで現在も交流が続い
ているのは､今回ビザ発給の件でお世話にな
った石本さんとこの諏訪さんです｡
お酒が飲めず'人見知りがあり､どちらかと

言うと人付き合いの悪い私が長く親しくお
付き合いが続くには､その人に特別の何かを
見るからです｡

諏訪さんの魅力は､飾りが無いところで
す｡それも全く無いところです｡お仕事を

プノンペンの小さなインド料理屋さんの店先で

霊喧3m[:射爵p望4
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松永

私の今回の旅はテラネット主催のバレーボール

茂妥(当会代表)

昨年これを眼にしたテラネットからの申し出で

バレー大会が決まりました｡最初は正式な試合に

大会に参加する事です｡
すヤでヤセ
oンい1ン

する予定でしたが､余りにエキサイトすることが

心配で厭くまで親善試合の形式にしましたo
最初は子供達の部｡大人の部は日本人対カンボ
ジアクラブチームo日本人チームは完敗でしたが､

蔓童妻蔓至

私も4 0数年ぶりにボールに触れました｡

負けた日本人チームの弁では彼らの実力は日本の
実業団クラスだと言い訳していました｡

まキん1

希望の家を訪問された方はご存知の如く最近の

試合の後は前日からセンター総がかりで作った
料理､カリー､唐揚､揚げ焼売やテラネット川副

は聖地です｡昨年私が恩師夫妻と訪問した時も大
盛況で近所のフランス人などの白人たちが大勢プ
レイしているのを見て､外国人が来ていると驚か
れていましてが､我々日本人も外国人のはずです0

3時頃から暇な連中が集まりますo娯楽の少な
い国でギャンブルなどより余程ましでしょう｡

大盛り上がりの｢飴喰い競争｣
皆に大うけでした｡
カンボジアでも'水祭りの時に

ぎをします｡

さん特製の堅焼きそばでパーティーですo

白い粉を顔に塗りあって大騒

プノンペンはバレーボールがブームで我がセンタ
ーのコートは近隣のバレーボール愛好家にとって

バレー参加者や英語､日本語クラスの子供たち､

裸足で上半身も裸です｡若者たちというより大
人たちです｡ナレットさんは先頭で20歳は若く

例によって大音響のスピーカーも用意されました｡

なりますQ

最優秀選手には個人賞もあります｡優勝カップで

毎日3, 40人が集まりますo周りで

は子供たちが遊んでいますQ

中にはバレーには参

のビールの回し飲みに大会は盛り上がりましたo

加せずただ黙々とコートの回りを歩いたりジョギ

テラネットの男性は僧職なのでお盆の後の大会に

ングしたりする者もいます｡ 5時近くになると英

なりましたo昨年は日本の子供たちの希望の家訪

語のクラスが始まります､些か五月蝿いので終わ

問もありましたが今年は夏休みが短くなった関係

りにしてもらおうとしましたがェキサイトしてい

でその参加がなかったのが残念でした｡

る連中の楽しみを奪うのも可哀相なので黙認して
いる状態です｡

このレポートを書いている時にプノンペンの水祭

表彰式
左 テラネット代表
堀 真哲さん

りでの惨劇のニュースが入ってきましたo

カンボジアでは4月のクメール新年での､みずか
け祭りと1 1月の雨期明けの水集り､ボートレー
スが人々の楽しみです｡ 4 0数名でチームをつく

りカンボジアの各地から集まります｡ドラゴンボ
ートのようなものです0
‑6‑

日本人会やJVCの職

代化､巨大化､集中化の歪がこんな所にも現れた
感がします｡

場所は独立記念塔をメコン河に突き当たったと

ころでホテルカンボジア‑ナの近くで､私が最初

来た頃は何もなかったところ‑カンボジア各地か

日本語教室の生徒たちも

察の管理の問題更にはここ数年のプノンペンの近

りましたo

加わり楽しいパーティーにな

英語

ます｡残念ながらカンボジア人のマナー不足や警

業訓練学校なども参加します｡夜は王宮の前のト

ら職を求め人が集まりスラム化していたところが

ンレサップ川を電飾の船が行きかいます｡川岸で

1 0年ぐらい前大火があり元に戻っていたところ

は花火が打ち上げられ屋台が出て雑踏となりますo

を再開発してモールとアムーズメントパークにし
私がカメラを強奪されたのもこんなときでした｡

た所で､今回の訪問で私自身初めて訪れたところ
です｡

ラッシュ時の電車みたいで全く身動きが取れず

子供たちを守るのが精一杯でした｡あの状況から

最近のプノンペンの高層化､肥大化は昔を知る私
今回の惨劇が予測できましたo 明石での花火大会

にとっては信じられないものですし､またその歪

での事故と全く同じような事がおきたのだと思い

が危倶されるものでもありますo

十二日から八月1

川

副

蓮

美

十八日までの五日間､私は父に連れられてカンボジアの希望の家

カンボジアへ行って

八月1

という孤児院などへ行きましたo

カンボジア初日は首都プノンペンへ行きました｡プノンペンへ着くと希望の家の子どもた

ちがお出迎えをしてくれたのですが､希望の家の子どもたち(私より年上もいましたが)は

みんな人懐っこくて驚きました｡日本の子どもたちと按する感覚とはまったく違い'本当に

日目には'希望の家のみんなと周辺住民の方々と､バレーボール大会をしましたo

みんないい子ばかりで､言語の不安などありましたが､すぐにみんなと仲良くなる事ができ
ました｡1

みんな非常にレベルが高かったので'日本人チームは一回戦で負けてしまいましたが､楽し

んでバレーする事ができましたo大会が終わり､日本から持ってきた皿うどんを作りへみん

なで食べました｡みんなおいしいと言ってくれたのでよかったです｡夕食の後は踊ったりビ

ールを飲んだり'飴食い競走をしたりなど､お祭り騒ぎでした｡

希望の家の子どもたちは､みんなそれぞれ何かあって孤

児院に来たわけですが､例えば日本のお受験とかで自

みんな終始笑顔でした

別れは非常に寂しかっ

由に遊べない子どもたちよりもずっとずっと幸せそう
でしたo

二日DZLの午後にお別れでしたo

たけど'とても濃い二日間を過ごしましたo

今回カンボジアへ行き'物事の価値観や世界観が変わ

るような'人生において貴重な体験をしましたo

機会があればまた行きたいです｡

