鏡の国の日本人
前田

完‑ (当会監事)

も欠如しているのは問題に立ち向かう真筆な心だ
と気付き､ 62歳は日記に反省文を書きました｡

:､

‑:し/､､

2010年2月､僕がセンターを訪問中のある日の

日本人は彼らにどう写っているんだろう?

夜､ナレットさんはくじを作り始めました｡あれ､

そんな事どうでもいいじゃないなんて言わないで

様子がおかしい､やな感じ､くじ作ってる‑でも

ください｡

まさか｡

そうなんです､最終選考会を始めたんですo より
によって僕がいる時に‑時間はまだあるしい〜o

かすかな期待を無理に膨らまして､この勝負に挑
んだ男どもは次々と散って行きました｡悔しそう
であり残念そうでしたが､でもやっぱりこんなも
んだろうといった顔にもみえました｡女の子は大
きく息を吸い込んだり､ Ejを喋ってお祈りをした
夜行便の疲れと緊張感が伝

成EE]空港北ウインク到壱□ ゎりますoナレットさんは
ど㌧｢いらっしゃい､よう 早くも靴擦れでサンダルに
履き替えました｡

日本ってどんな国なんだろう?

り､幸運が自分の胸に飛び込んでくるよう懸命で
した｡その結果テアラーが訪日のくじを引き当て
ました｡その瞬間彼女はとても不思議そうな表情
を見せましたoちょっとの問現実感が湧かなかっ
たんでしょう｡それから双子の姉妹であるテアリ
‑と抱き合って喜びましたo

普段は実際の家族と

同じように仲良く暮らしている子供達ですが､今
回の様な場合にはライバルにならざるを得ません｡

去年の9月20日にプノンペンのセンターから来
た中年の細身の男性と若くて魅力的な女の子の2
人が成田空港に降り立ちましたC ナレットさんは

外れくじを引いた女の子が握手を求めて近づきま

2度Ej (らしい)､ 1 6才のテアラーは初めてのEj

無念と悔しさ､各々は懸命に自分の気持ちを封じ

本です｡

込め､納得することにして又いつもの日に戻ろう
と努力しますo

隅に移った彼女の頬には涙が流れて止まりませんo

化､進展します｡第1回目に招待するのはナレッ
トさんと子供1人､その子供の選考は最終的にナ
レットさんに任せることになったようです｡ナレ

ットさんは訪日に必要な条件として､ある程度の

レッケナ(中1)と筆者

んです｡

うです.その話が一昨年の中途辺りから急に具体

前EEさんo 3番目のお父さ

彼らの訪日に関しては本当にハタハタもんでした｡
前々から松永･菊地両氏の間ではホームの子供を
日本に呼んでみてはどうだろうと話が出ていたよ

した｡ ｢おめでとう｣､笑顔で祝福した後､部屋の

年齢に達していること､成績が良くて頑張りやさ
んであることを子供たらに伝えていたようですo

∫‑J i,J

｢町に行きましょう｡｣｡カーさんが三番目のお父

で･気立てが良くて優しいが成績に若干問題があ
る男子どもは｢タメだコリヤ｣諦め半分だったよ

さん(僕の事です)を誘ってくれました｡カーさ

うな‑｡対して成績優秀者が多いお嬢さんたらは､

んのバイクにチャリアーも一緒に3人乗りで出か

日常の学習の他夜遅くまで英語､ひらがな､漢字

けました｡公共事業で川の中洲に開発されたニュ

等をテープで繰り返し聞いたり､書いたり読んだ
り､その真撃さに秘められた訪日の情熱はとても
とても強いものに感じられました｡同時に僕に最

ータウン､通称｢ダイヤモンドタウン｣はプノン

ー1 8‑

ペンらしくない締麗で開放的で清潔な地区です｡
(去年の1 1月に日本でも報道された痛ましい圧

死事件はこのニュータウンに架かる橋の上でおき

シーン(参

ました｡)真新しい結婚式場やスーパーやアイスク

あら､留守番電話が入ってるCえっ､外務省外事

リーム屋さん等を挽いてから旧市街の小さな遊園

課なんだこりゃあ､何々?再度電話が無ければ用

地でプノンペンの新幹線(カ

件は済んだことに‑何のこっちゃ‑??? ‑この

さんがそう言って

ました｡昔日本のデパートの屋上にあった短いお

電話に返答は無用です‑はあ?

もちゃみたいなコースター)に乗って遊んで､さ

しばし最近の自分の行動について熟考し自問するo

らに野外ステージ横で大勢のプノンペン市民に交
じって串焼きを頬張りながら非日常の開放感に酔

うーむ､最悪の事態も考えないと

っていましたo

ラ‑̲lと､

当然チャリアーも楽しんでいるも

〈おまえは常時責任ある行動をしているか?》 ‑

首も洗っとこ

のと､気の利かぬ僕は能天気にはしゃいでいたん

何々?在職証明書等の必要書類をカンボジアに至

めています｡ ｢彼女がとっても落ち込んで見ていら

急メールで送ってください､来週13日(局)に

れなかったから連れ出したの｡｣

在カンボジア日本大使館に事情を話すので菊地さ
んも可能なら火曜日以降に電話してピザが17日

のない子です｡｢趣味は?｣｢勉

流してかわいい顔を真っ赤にして｡カーさんが慰

チヤリアー(中3)非の打ち所

石本さんから菊地さん宛にメールが入ってたんだo

強です｡｣

ヤリアーが泣き出しました｡大きな涙をぽろぽろ

勉強をします｡

シーン.@

ちょっとした時間を見つけては

です｡帰路立ち寄ったガソリンスタンドで突然チ

(金)までに出してもらえるようお願してくださ
いo

あれっ･･なんだコリヤア‑｡

さすが石本さんです､カンボジアの人や国の状況
を把握しています｡このままナレットさんに任せ
ておくと日本は月より遠くなるってわかっていま
した.そこで現地の情幸郎岡や人脈を使って動いて
くれたです｡その結果話が前進したのです｡カン

僕は訪日が子供たちにとってどんなに大切な夢だ

ボジアは考え方によっては非常に便利な国かも知

ったか改めて知らされました｡いつもはつつまし

い彼女が他人が見ているのをかまわず泣き続けて

れないですね｡それで書類が大使館に回って､そ
の確認のための電話がシーン④の留守番電話だっ

います｡どうにも止まらない涙は､コンクリート

たのね｡

の地面の黒くなった部分をさらに大きく濡らし続

シーJ/㊨

けましたo

ナレットさんが小さく見えた｡ 20日､成田空港

シーン@

第‑ターミナル到着ロビーに彼らを迎えに行った
ときです｡彼はプノンペンではいつも客人の安全
のために気を配ってくれます.子供達をセンタ‑

9月の中旬になろうとする頃菊地さんに電話を入
れましたo

先生｢ウーン､もう予定の9月1 8日はいくらな

を良い方向に引っ張
っていこうといろい
ろ考えています｡英

んでも無理だよねD多分1 0月の中旬になるんじ

語は僕なんか足元に

ゃないの｣

及ばないほどですし､

僕

常に社会状況に興味

僕｢ねえ､カンボジアの連中はいつごろ来るの?｣

｢そうだよね､まだいろいろ手続きが済んで

ないんでしょう｣

を持っているインテ

先生｢向こうのパスポートが下りなけりやあこっ

リです｡ですからク

ちのビザも無理だし｣

マ工(カンボジア)に

この時点では二人とも9月中に彼らが来るなんて

いる時は自信に満ち

思いもよりませんでしたo

た魅力的な顔をして
います｡ 2月に僕と

同行した倉持女史は｢兵士のような表情をしてい
1 9‑

る｣とか言ってぞっこんですC でも到着したばか

が好きで舞ちゃんと写真撮りつこしたりして結構

りの日本での彼は不安そうな瞳をした少年の様で
くて､｢これからの田本の生活を精一杯楽しんじゃ

気に入ったみたいだけど､それ以外見るものもな
く(ご存じのとおり海､海､海しかないです)屋
上のプアミレスで一休み｡夕方6時からは佐倉市

おl ｣みたいな感じで還しいんだなと思いました｡

中志津の｢パッキア｣でフェアウェル･パーティ

やっぱ女の人は囲太いんでしょうね｡

‑が開催されます｡彼らのB本の旅程も終りに近

千葉市観光

く､さすがに疲れているみたいでパーティー会場
に向かう車中ではぐっすり寝ていましたo

したo その代わりにティアラは普段通り元気が良

だったのですが

9/28(火)担当･前巴 亮一
倉持 徳子 高島田

舞

(./i,‑i

午前中は暴風雨でした｡干葉市在住の倉持女史と
千葉大2年生の舞ちゃん(高島E日舞=芸名みたい
でしょ)と僕の3人が干葉市付近を案内する白で
したが､予定していた東京湾(と言っても千葉と
船橋辺り)の遊覧船は欠航でポートタワーも観覧
中止､足を延ばしての鋸山ロープウエイも強風で
運転中止でした｡そうそうナレットさんは自分の
やることだけを信じているタイプの人で､高いと
ころや怖いところ､例えばジェットコースターと
ここピL7 ‑ク､

すoならば□‑プウェイに乗せたらどうだろうと

彼らの訪日に関係した人たちは､皆､彼らと一生

鋸山までやってきたのに残念な運転停止でし

懸命接してくれました｡忙しい中､時間を割いて
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｢海ほたる｣にて
この巨大な人工物はどう映
ったかな?

かケ‑ブルカ‑はとても苦手で怖がるらしいんで

日本を日本人を知らせてくれました｡
心残りなのは日本におけるホームステイを計画す
るのは初めてのことであり､突然(嘘みたいな突
然)の訪問実矧こよって滞在計画を練る時間が無
いまま本番に突入してしまったことです｡彼らは

30白の午後便で成田からプノンペンに帰りまし
たo

ヽ+

た｡ナレットさんはさも残志そうなふりをしてい

彼らの呂にE]本はどう写ったのでしょう.

ましたがホッとしているのが歴然｡演技超下手く
そ! !なぜか彼は温泉もタメと菊地さんに聞いて

彼らは日本人をどう感じたのでしょう
B本でどんなことがしたかったんでしょう｡目的

いたので､それなら試しにと｢これから温泉だ｣

と言ったら､冗談止しましょうみたいな笑顕で僕

は果たされたのでしょうか
皆さんならどう考えますか?どうでもいいなんて

を拝みながら､タメですだってo カンボジアの仏

言わずに｡

様じゃないので拝まれてもねえ､温泉気持ちいい
のにo

※個人的体験を全く個人的に解釈して記しましたo

行くところが無く手詰まり状態になって海ホタル
に向かうo (蛇足ですがここに行くならETCを付
けておくべきだと思いましたC でもこの料金の不

それ故全体的な視点が欠け読みづらい部分があっ
たと思いますo

公平さはなんか納得できないようo)テアラーは海
20

ご勘弁願います.

東京観光(2)
9/29(水)

担当･報告

高木

早苗

2010年9月29日､ナレットさん､ティアリ､後町さん､

大関君､私達夫婦の6人で｢しながわ水族館｣と銀座
へ行ってきましたC

ナレットさんとティアリにとっては日本滞在中2度目

の東京観光､そして翌日は帰国とのことで､少し軽め
この日は｢JR佐倉から久里浜行き快速先頭車両に｣

のスケジュールを組みました｡

乗車｡東京駅プラットホームで待ち構えていた皆さ
んがキャッチ｡

左

ご主人､右

早苗さん

｢しながわ水族館｣では大きなエイを間近で見れたり､
イルカショーなどなかなか迫力があります｡ナレットさ
ん､ティアリも写真をとったり珍しそうに見物｡銀座で
は小野さんも交え焼き肉のランチを食べ､ファッショ
ン街を歩きました｡

ティアリの日本語の上達には目を見張るものがあり
ました｡敬語も使えて立派｡しっかり勉強しているの
が伺えます｡ナレットさんも2年ぶりが信じられない
ほど､すぐに打ち解けることができました｡私のかな
ウウ〜〜

りeasyな英語を汲み取ってくれて有り難かったです｡

エイだ一一一一一ll I

そして何より2人が日本滞在を満喫してくれた様子が
嬉しかったです｡

私はカンボジアに一緒に行ったメンバーとはその後
もお付き合いがありますが､それ以外でこうして後町

さんはじめ｢希望の家｣を支えていらっしゃる方々とお
知り合いになれたことも新鮮でした｡いつか支援者同
士が一同に会せるチャンスがあるといいですね､と

話していました｡色々な方向から｢希望の家｣を支え
ていらっしゃる方がいることを知れたのも､今回の収

ナレットさんは何処でも好奇心旺盛ですネ

穫でした｡

孤児院｢希望の家｣支援

来る2011年3月19日(土)14時〜､｢希望の家チ

チャリティーコンサートVol.3

ャリティーコンサートvol̲3｣をいんば学舎･草深で

行います｡今回は千葉を中心に活躍している和
太鼓チームの｢鼓組｣の皆さんに､ご協力してい

日時

ただけることになりました｡第一部では鼓組の演

奏､第二部では私のピアノソロと､そして鼓組と

午後2時開演(午後1時30分会場)
場所

私のコラボでお送りします｡和太鼓とピアノ､和と

洋の出会いは私も今から楽しみにしています｡日

知的障害者福祉施設rいんば学舎･草深｣
(印西市草深字怖録4 8 4‑3)

出演

本の歌やジャズもプログラムに入る予定ですの
で､皆様ぜひご来場ください｡

2011年3月19日(土曜日)

千葉県立八千代高校
高木

代金

‑2 1‑

鼓組(和太鼓)

早苗(ピアノ)

大人･1, 500円

中学生以下･500円

9月の来日は無理というつもりで仕事の予定を組ん
でしまった後でしたので｡

それぞれの目を忙しい中都合をつけて引き受けてく
ださった前田さん､倉持さん､小野さん､高木さん
ご夫妻と後町さん､そして川本さんご一家､本当に

少しピンボケなので写真
は小さめ.

助けられましたo ありがとうございましたo感謝で

外国旅行で貴べられない

す｡

もの力唱ことんど無し,.楽し

正直なところ､どのような滞在内容を準備すること

い外国旅行のポイントが

が意味のある日本滞在になるのか納得できるものを

OKでしたL

持たないまま準備をする羽目になってしまいました｡

ナレットさんには､長い間センターの運営に努力し
てくださってありがとうと言う､純粋に観光旅行で
いいかなと思うのです｡しかし､子供(テアラー)

きりしています｡そんな中､滞在1 0日間の後帰国
するテアラーには何を見せてあ伐れば､どんな経験
をさせてあげればいいのかが大きな課題でしたo

には? あまりに違うカンボジアと日本｡危険と不
安､東南アジア最貧国の一つ･カンボジア｡安全と
安心､豊かさに溺れる国･日本｡格差と違いははっ

帰国後､テアラーから送られた文章を見､その答え
を見つけようとしました｡残念ながら日本語で書く
ことが精‑杯だったのでしょうo

これと言う答え.

言葉を見つけることは出来ませんでした｡いやいや
｢皆さんに感謝気持ちを伝えたいと思います｡｣ ､月

監過し.tTし､j…'

並みだけれどこの言葉の中に見える､担当してくだ
さった皆さんの心｢優しさ､温かさ､思い遣る心‑
などなど｣を感じてくれたことD ｢和み合う心の共有｣

A

これが一番大切なことかもしれませんね｡

‑‑;.き漸宗.達し欄

いやいや､これはかなり強引なまとめ｡
1月2 6日から2週間センターを訪問しますo

テア

ラーそして子供たちと日本訪問の期待･希望･願い･

･T

想い等について話し合い､より意味深い日本訪問に
してゆきたいと思いますo

左から
力＼なりお疲れの ナレットさん
3日間担当､大活躍してくださった 倉持さん
あ‑つ楽しかった､美味しかった､元気な テアラー

最後にもう一度､日本訪問を資金面で支えてくだ

ホームステイで4日間お世話になった 川本さん
『ありがとうございました』 『元気でねl 』

さった｢テラネット｣とそれぞれの日を担当してく
ださった皆様に心より御礼申し上げます｡
(事務局)

会費､寄付金のお願い
希望の家は現在大学生

5名､高校生

4名､中学生

4名､小学生

6名､計1 9名｡スタッフはナレットさんを含め3名です｡
ここ最近､二桁成長を続けるカンボジア｡経済発展著しくとしVつれていま

す力＼貧富の差の拡大､物価高騰をももたらしており､市民レベルでは経
済的に苦L山里看が続いております｡センターとしても謁理員を雇わず､

『77Ie SCCCR』の会員になって
｢希望の家｣の子供達の日常生活と
教育を一緒に保証して下さいませんかC

年会費

一口5,000円より

寄付金 一口1,000円より
郵便振替｢カンボジアの子どもの
人権を考える会｣

子供たらで協力してご飯作りをして､支出を減らす努力をしております｡
事務局は資金確保に更に努力いたします.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｡

振替番号00140･1 ‑850338
連絡先

今回､ 20 1 0年7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
どうぞ引き続きこ支援ください
‑22一

〒2B5一刀037

千葉県佐倉市本町102‑10
NPO法人The SCCCR日本事務所
Tel 良 Fax : 0431485‑6748 (菊地)
E 1阻il : t‑kikuchi鮎iLne. plala. or. jp

成EEj空海での田本最後の食事は

ある程度の心積もりはしていたものの気特として
は予想外の来日状態でした｡

これ'一番のお気に入り｢えび
の天ぷら｣がのった｢天ぷらそ

ば｣でした｡

‑≡嵐蜜魔蓮雷電‑‑

