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ー昨年訪問の際､ナレットさんと2人でお蕎麦(クイテ

いうことでした｡

ィーユー)を食べながら談笑している時､ ｢菊地さん､日

出発までの最後の7日間はものすごいドタ/〈タでしたo

本に行ってみたいなo ｣とのこと｡実は私も1 0年以上｢希

日本に居る受入れ側の我々は､ 9月1 9日夜プノンペン

望の家｣の運営に努力してくれたナレットさんをお礼の気

発､ 20日(月曜日)朝成田着の来日は､パスポートが未

持で日本に招待してはと考えていたところでした｡ ｢ナレ

発給の中で､最低7日間はかかるビザ発給までの日数

ットさん､ご招待しますよ｡是非おいでくださいo ｣｢子供を
一人連れて行きたいんだけど｡ ｣｢分かりました｡是非そ

を考えると今回無理だろうと考えていました｡

うしてください｡ ｣｡

た時にいつも助けてくれる人)がまたまたスーパー助け

訪日の話はすぐに決まりました｡更に幸いなことに､今

舟を出してくださいました｡

年度も｢テラネット｣から5, 000 Sの支援をいただけるこ

直接大使館に出向いてくださりパスポート無しでビザ発

とになりましたo以前､前代表の川副さんとお会いした際､

給手続きに入ってもらえるよう領事部にお願いしてくれ

将来スタッフの日本での研修費用などを支援したいと考

て｡ 1 3日に申請に必要な書類を日本からメールで送っ

えていることを話されていたのを思い出しましたo ｢渡航

たり､足りない書類を石本さんが作ってくださったりoナ

費用として支援金を支出しても? ｣の問い合わせに対し
｢oK｣のお返事をいただきました｡ありがとうございまし

レットさんに預けておいた菊地の｢印鑑｣が大活躍とのこ
とでした｡ 1 4日､パスポート以外のビザ申請書類を携え

た.

てナレットさんとテアラーは大使館へ｡そして翌1 5日､

ところがところが､プノンペン在住20年の石本さん(困っ

子供は誰を連れて行くのかが大問題｡ナレットさんは

奇跡的にパスポートが発給され､受け取ったその足で大

勉強を頑張っていい成績を残した子供をと考えていたよ

使館へ届け､翌1 6日にビザが発給されました｡

うですoところが女子は努力家ぞろいで成績も優秀｡な

石本さん､ありがとおうございました｡ ｢まったくしょうが

かなか人選は難しいようで｡また､能力は子供によって

ないんだから日｣と言ってるでしょう.

違うもので､そのことを選考の基準にしては可哀想と言

受け入れ側の私はここからがてんてこ舞い｡ 70%作

うことになり､最後は｢くじ引き｣となったようです｡このあ

っておいた滞在スケジュ‑ルの最終調整に私がドタバタ｡

たりの様子は､ ｢前田完‑さん｣のレポートをご覧くださ

見学･訪問先､滞在中の協力者との日時と内容の確認を

い｡

して､ 20日(月曜日)1 1 ･30成田着の2人を迎えることと

渡航するにはまずパスポートの発給を受け､それと航

なりました｡

空券をもってビザの申請･発給を日本大使館から受けな
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ければなりません｡

成田空港着

押してだめなら引いてみなではなくて､ここと言う所で賄

賂､いやそんな汚い言葉ではなくって｢お世話代｣を支払
うのが常套です｡ナレットさんに､ ｢パスポートは出た
の?｣rまだo ｣.何時訊いても｢まだ｡ ｣o来日は9月の中

旬過ぎだと聞いていたのに､ 7月末に訪問した際でも｢ま
だ｣なのです｡ ｢別の係官に変えようかな｡ ｣などど.日本

では事務的に処理されるのが当たり前ですが､カンボジ
アはどうなってるのか?

2人の来日第一印象

8月末のメールでは､最初の係官が預かったお金を持ち
逃げしてしまったので､係官を換えて進めていると

ナレットさん バイクカー全く走っていないなあ
テアラー 道路がきれいですねえ!
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ナレットさんは夜間便の疲れと
緊張感が｡テアラ‑は二コ二コ

カンボジアは役人天国です｡逆らっちやあいけません｡

待っていましたよ!

さてさて､今回はこのパスポートの発給で大行き詰まり｡
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ナレット‑→高尾の浜さん宅‑

テアラー佐倉帰宅(佐倉駅まで付添千葉大生.大柳)
220印西中央イオン前でテアラーを受渡
9月24日(金) 宙6X4
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京葉自動車工業見学

いんば学舎.松虫で稲刈り体験
9月26日(日)
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歴史民族博物館見学
佐倉城地公園散策
9月27日(月)

でテアラー受渡‑帰宅

施設見学.買い物(担当:倉持､森､菊地)
栄町簡易マザーズホーム見学
ショッピング千葉ニュータウン.(YAOXOダイソー他)
18002人を草深で川本 凾ｳん‑受渡

9月28日(火)

夜書道体験(ナレット､テアラー川本宅泊)
ｸ,S)kﾈ 96籀ｴ
9:30千葉市観光(担当:前田､倉持､高島田)

千葉大学見学モノレール千葉港動物公園
夜お別れ会レストラン.バツキア
9月29日(水)
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8:29JR佐倉発先頭車両で東京駅待合せ

品川水族館渋谷銀座など‑帰路は軍人で佐倉まで電車
9月30日(木) 亢

ﾙ
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た｡

最後に､私たちのためにこのようなスケジュール

を準備してくれたことに感謝します｡そして私た
ちの日本滞在の間色々支えてくれた全ての支援

CHtJM CHANNARETH
私にとって日本を訪問するのは2度目です｡

者の皆さんに心よりお礼を言います｡

1 9 94年の私の最初の訪問は､ JVC (Japan

ありがとうございましたo

International Ⅶlunteer Center)の招きによるも

ので､山形県の障害者施設と東京のホームレスの
様子を見学するというものでしたD
今回が2度目で､ SCCCRの招きによるもので､

佐倉市と千葉県を訪れましたo
最初の日､私は菊地さんの知的障害者施設を見
学しました｡そこで米の収穫､鶏の由育､お菓子

作り､野菜の栽培その他自分が出来ることを一生
懸命にやっている障害者を見て､皆さんがとても
幸せそうで嬉しく恩いました｡
その後の数日は､東京､佐倉､高尾の観光と､国

立歴史民族博物館､品川水族館などを見学したり､
ショッピングを楽しみ過ごすことが出来ましたo

宋白したテアラー(高1年)に原稿をお願いし

ました｡恐らくクメール語で書いて､ナレットさ
んが英語に訳して､それを私が日本語に訳すこと

になるかと思っていたところ､田本語で書いた原

東京は､たくさんの車が走り､大勢の旅行者がい
て､とても高い品物を売るたくさんの店がある本

稿が送られてきました｡

当に活気に溢れた忙しい街ですC約1 5年前に訪

来日すると言うので､センターでの田本語教室の

れた東京タワーは本当に素晴らしかったですDそ
の時はそこから東京のたくさんのビルを眺める

他に外部のNGOのEj本語教室でも勉強したよう

ことができました｡しかし私たちが訪れたその日

は､不運にも雨模様の曇り空で､私は東京の街を

もともと勉強に積極的な子ですので､滞在中の会
話も持ち前の明るさと度胸で通じさせてしまいま

見渡すことが出来ませんでした｡

した｡

佐倉と高尾の街について言えば､それほど忙しい

若者はすごい､毎日毎日､日を重ねるごとに会話

街ではなく､人々の大多数は通勤に､仕事に､用

が上達してゆ<のが分かるのですD

です｡

事での移動に自動車を使っています｡そして東京

さて､送られてきた原稿､添付ファイルを開い

同様､オートバイと自転車に乗っている人を殆ど

てびっくり!なな､なんと田本語で書かれてい

見かけませんでした0

るではありませんかoいやあ苦労したでしょうね｡

日本での食事のほとんどはいい味でとても美

頑張ったでしょうね｡

味しかったです｡しかし､多くの食べ物の中には

内容は､もう少し書けるのではと思われる力＼もし

カンボジア人の私には食べられないものがあり

れませんo

ました｡

ではありません｡恐らく学校で作文指導のような

菊地さんの家に滞在している間にこれまでの

センターのどの子供も文章表現が上手

ものが無いのでしょうoその点はどうぞお許しく

人生での初めてとなる｢地簾｣を3回体験しまし

ださい｡

た｡大変驚きましたが､短く生活に影響するほど
のものではありませんでしたD

翻訳ソフトを使って書いたのかと思いきや､違う

<印象>

テアラーがPCでE]本語で書いてくれた努力の作
品です｡彼女の生原稿と私の推測を交え直した日
本語文の両方を載せることにしました｡漢字力で難
しかったようです｡でも､テアラーはすごい日

私の日本訪問は短いものでしたが､日本の日常
生活､日本の文化､日本の歴史を､そして特に日

本が世界の中でも最も高度なテクノロジーの発
展をとげたことを知り理解することが出来まし

とのこと｡
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(事務局)

もらいました｡そこで松本さん､河村さん､あゆ

初体験の10日間!
Vann Theara
菊地お父さんへ
こんにちは!菊地お父さん｡お父さんとお父さ

んのこ家族はお元気ですか?私はお元気ですか
ら心配しないでください｡高校へ行っても私はが

みさんに会いましたo ( 3g/iLj(E7クエ/ター姦訪

ノ野L'TbJまF.)そこでは､きのこ栽培､アヒル

やニワトリの飼育､野菜を植えることなどをやっ
ていることがわかりました｡
そのうえ(そのBの午劇取手松陽高校へ行きま
した｡大滝先生と学生に会いました｡

田本はどうですれカンボジアは大丈夫です｡

それから彼が私を彩乃のお宅に遊びに連れて行
きました｡彼女の中学校へ行きましたC皆さんと
一緒に勉強をしました｡先生と生徒は優しくて明

お父さんが私にEj本への旅行について書いてく

るい人です｡

ださいといいました｡私が書いていることで間違
えていたら直してくださいo

ナレットさんと安田さんと電車で東京へ行きま
した｡佐吉から乗京まで1時間かかります｡小野

E)本へはじめに(屋myL7旅行したのは私です.

私が最初に日本へ行くと聞いて興奮しました｡そ
の旅行は菊地と松永おとうさんの考えから始ま

さんが東京駅で私たらを迎えてくれました｡彼は
私に道を案内してくださいました｡乗京で有名な
所へ行きました｡東京タワーとか浅学とか川沿い

りました｡旅行は1 0日間､ 9月20日から9月

で見る景色とか｡棄京の(そのBLZ))天気は涼し

3 0田まで､そして日本へ行けたのは石本さんと

いです.大きい街で､とてもにぎやかな街です｡

ナレットさんの功績です｡
今私は｢希望の家｣に住んでいます｡今年1 7歳､

その上流行する製品もいっぱい売っていて､見た
ことがない高いビルもたくさんあります｡

サマキ高校の1年生です｡小さい時､是非日本へ

日曜E] (26B)はいいE]ですね｡辰巳さんと綾

行きたいと思いました｡もう目的を果たしました｡
ナレットさんと日本へ行くことができました｡

乃さんと綾乃の友達と一緒に東京ディズニーシ
ーへ行きました.エレベーターや電車に乗りまし

日本旅行の機会に恵まれよがったです｡

た｡

カンボジアから田本まで飛行機で1 0時間半か
かりました｡成田空港で私を迎えに来た人は2人
のお父さん(彪風 劇のと前EEIさんと森さんで

次の白､早苗さんと早苗さんのこ主人と後町さん
と辰巳さんナレットさんと品川で水族館を篭馴こ

す｡

終わりのBは､徳子さんと前E]さんと舞さんとナ
レットさんと海へ行きました｡

んばって日本語を勉強します｡

菊地お父さんと陽子さん(I//本 きカ′)のお宅に泊

行きました｡

日本にはきれいな街がたくさん有って､道もき

まりましたo

れいで､交通もよくて､安全な国だと思います｡

朝6時におきました｡毎朝､菊地のお父さんと布
由子の姉さんと陽子さんに料理を作っていただ
きました｡日本料理をたくさん食べました｡おに
ぎりとか､おすしとか､うなぎ(の題額)とか､

真を600枚撮りました｡
この旅行は面白かったです｡でもチヨツと疲れま

刺身とか､天ぷらそばとかですo Ej本料理で天ぷ

したo これは私のいい経験になります｡私はずっ

らが一番美味しかったです｡

と全部のことを覚えるつもりです｡二人のお父さ

それに菊地お父さんは私に何でも与えてくれま
す｡エネルギーとか､希望とか､時間とか､旅行

んがいなければいい日(田本訪問)がありません

のお金も払ってくれました｡彼が(菊地) 1が私た
ちのために大勢の善良な人の闇に会議(貞潔芸)

を開いてくれました｡その会に参加した人は､松
永お父さんや前田さんや徳子さんなどがいまし
たC会議(gmE'd)はとても面白かったです｡
私は自慢があります｡

それから人々も忙しく働いていると思います｡写

でした｡

お世話になりました｡菊地お父さんと皆さんに

感謝の気持を伝えたいと思います｡菊地お父さん
に幸せとよい日とよい将来が訪れますように｡お
父さんのこ家族の幸せをお祈りします｡

テアラーより

私は彼(屠場に｢いんば学舎｣へ連れて行って
‑1
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テアラーが書いた原文です

努力に感謝し
きくちお父さん‑㌔

こんにちは†きくちお父さんoお父さんとお父さんのご家族はお元
気ですかり私たちはお元気ですから･L膚己しないでくださいo今学校

に張っても私たちはがんばって日本語を勉強します｡日本ではどう
ですか｡カンボジアは大丈夫です｡お父さんが私に日本で旅行につ

いて買ってくれます｡私が買っていることを間違えたら直してくだ
さい｡日本で始め量効したのは私です｡先に行く日本を聞いて私は
興奮しました｡その旅行は菊地と待つ長尾とうサンの意見から始め
ますo旅行は十日9月20日から9月30日までそして日本‑言っ
たのは石本さんと名レットさんの鉱石です｡今私は希望のうちに住

9月20日夜 歓迎会 急なお誘いにお集まりくだ
さりお集まり<ださり感謝でした｡ナレットさんの
挨拶は英語でなかなかでしたよ!

んでいます｡今年柔軟浅いさっまき高校で一年生です｡小さいとき
ぜひ日本へ行きたいです㌔ もう目的を果たしました｡なれっとさん
とにはん‑いきました｡

日本旅行の機会に恵まれてくれました｡よかったですね｡間簿じ
ゃから日本まで飛行機で1 0時間半かかります｡成田空港で私を迎

えてきた人は二人のお父さんと前田さんと毛利さんです｡きくちお
父さんと洋子さんのお宅に止まりましたo朝6時に起きます｡毎朝
きくちお父さんと冬この姉さんと洋子さんに料理を作っていただき
ましたo 日本料理をたくさん食べましたoおにぎりとかおすしとか
うなぎの蒲焼とか刺身とかてんぷら相場とか｡日本料理でてんぷら
市場んおいし刈田です｡それにきくちお父さん私に何でもを恵まれ
てくれます｡柄寝る儀とか希望とか時間とか旅行のお金を払いまし

9月2 1日夜

前EEEさん､倉持さん行きつけのお店

で食事oテアラーは何でもOK,特に｢海老の天ぷ
ら｣を絶至急 3人前をぺろりとたいらlユ｢おいすイ
‑ですね〜｣.我々はその食いっぷりに惚れr凱

た｡彼が私と大勢の善良な人の間に買い会議を開きました｡その会
下はさかしたひとまつながおとうさんやまえださんやのりこさんな
どにいましたQ会議はとても面白かったですo私は自慢があります
ね｡私は彼にふけつけといんばがっしやは経連れて行ってもらいま

したo松本さんと川村さ
んと歩みさんに会いました｡その旅行から､私がきのこの植えるこ
ととか､取りやアヒルを買うこととか､ほかの野菜をうえることな
どがわかるようになりましたo 曽於上高校‑行きました｡お滝先生
と学生に会いましたo それから彼が私を綾乃のお宅に遊び手連れて
行きました｡彼女の中学校‑行きましたo皆さんと一緒に勉強しま
した｡先生と生徒はやさしくて明るい人です｡名レットさんとジャ
ス打算と電車で東京‑行きました｡桜から東京まで1時間かかりま

すo小野さんは東京駅で私たちを迎えましたo私は彼に道を案内し
てくださいました｡東京で有名なところへいきました｡東京田和と
か浅草とか川晴で見る景色とれ とうきょうのてんきはすずしいで
す｡大きい町で､とてもにぎやかな町です｡その上､流行する製品
もいっぱい売っていて､見たことがない高いビルもたくさんありま

9月2 2E]午後

茨城票立取手松陽高校訪問と交流

ナレット｢皆さんは勉強力領子きですか?｣
手が上がらない生徒を見て､ ｢何故学校に来てるんで
すか?｣ 田本人は恥かしがりやだけでは済まない

問題があるな､と感じましたo
センターの子供たらは必死に学んでいるよ!

すC 日曜日はいい目ですね｡辰巳さんと綾乃さんと綾乃の友達一緒
に東京で伊豆に市‑行きました｡待れべたや電車に乗りましたo明

日早苗さんと早苗さんのご主人と幸雄さんと辰巳さんと名レットさ
んと品川で水槽( AQUARIUM )を見に行きました｡終わり費
は紀子さんと前田さんと舞さんと名レットさんと海‑行きましたD
にはんにはきれれいなまちがたくさんあって､道もきれいで､交通
もよくて､あんぜんなまちだとおもいます｡空から人々もいそがし
いはたらいているとおもいます｡差新を600枚とりました｡この
旅行は面白かったです｡でもちょっと疲れました｡これは私のいい
芸弦になります｡私はずっと全部のことを覚えるつもりです｡二人
のおとうさんがいんあければいいひがありません｡

津に私は押せ割なりました｡きくちお父さんと皆さんに感謝気持
ちを伝えたいと思います｡きくちお父さんに幸せとよい目とよい将
来が訪れますように｡お父さんのご家族の幸せをおいのりしますて

9月22日夜 回転寿司 日本の真事はどうかな?
と他店己しました｡特に生魚のお刺身･醤gtf臥味噌は?

心酉榊!お皿の数をご覧くださいD
以前､センターに醤油を持っていった時は皆にそっ
ぽを向かれました.もちろんこの2人もDなのに日
本では｢大丈夫です｣0

時に､調味料誌そ(咽の貢材.料理に合うんです札
テアラーは食べ過ぎて2 k g太って帰りました.

東京はとバス観光
9/23(木)

担当･報告

小野

保男

日本の秋の日(9月)､ 2人は東京観光しました｡

文化､習慣あらゆる状況がカンボジアと違う日本ですが､
とても良い経験になったでしょう｡
あいにく､秋の雨と出会う1日でしたが､楽しんくれました｡

浅草

はとバスは､英語ガイドの外国人
観光用に乗りましたo ナレットさん
がその方が理解できるだろうと考え
たからです｡同様のことは､ 26日
の歴史博物館見学の時も英語の音声

ガイドがあり､熱心に展示物を見な
がら聞き入る姿がありました｡
(事務局)

浅草寺､雷門にて

やっと､来た〜〜

隅田川遊覧船にて

丸の内JAXAにて

カンボジアには電車がありません｡乗ることだけでも緊張す
しょうo乗り越しが心配でしたので､ JR佐倉〜乗京間は､代
永が監督をしている千葉大馬術部の学生､往路東京までは安田さ

復路佐倉までは大柳さんが添乗としてお手伝いくださり､無事
を終了することができました｡
担当くださった小野さんと若者たちに感謝です｡
‑1

3‑

(事務局)

