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友に華さしく

協力EC合う希望⑳家を創ろう

カンボジアは今一年で一番過ごしやすい時
期です｡雨季が終わり､ 1 1月〜2月半ばまで

は比較的涼しい季節が続き､この間がカンボジ

ア旅行のもっともよい季節と言えます｡湿度が
低く､気温は日中でも25‑6℃前後の時もあり
ます｡大変過ごしやすい時期です｡

日本ではタイの洪水が大変大きく報道されまし

たoカンボジアも10月中旬過ぎ雨季末期は､
特にトンレサップ川に近い地方は大変だったよ
うです｡

その頃もらった友人からのメールには､ ｢カンボ

ジアは雨季終盤で､水浸し状態ですo国土の
ほとんどが水の中

｡毎日3時〜4時になると強風と豪雨です｡カンボジアは1 0年おきぐらいに1度は大水にな

って､プノンペンのトンレサップの堤防が決壊しないかとどうかぎりぎりまで水かさが増します｡地方ではすでに家が沈
んでいるところが多くあり､政府がコメを支援したりしています｡でもカンボジア華僑に言わせると､龍年が大水の年ら
しいので､来年の方がもっとひどくなると言っていますo ｣とありました.

この様な洪水の影響で､ 1 1月9日からの水祭りは中止となり､祭りに組まれた予算を洪水に見舞われた地方への
援助に充てるとのことですo

さて､前回の会報発行以後､大分月日が空いてしまいとても心苦しく思っております｡事務局と言っても今は担当
者1名で会計､スタディーツアーの計画･実施､ナレットさんとの連絡､会報編集発行等､仕事は山積みで､しかも
この間体調を少々こわし､本業の福祉事業の運営もありまして･ ｡でも今は何を言っても言いわけですね｡
この間､ 3月1 9日(土)に予定しておりました高木早苗さん主宰の｢希望の家｣支援チャリティーコンサートが3月1 1

日の震災の影響で中止になりました｡しかし､出演者の皆さんの都合を合わせていいただき､ 9月24日に開催され
ましたo本当に感謝です.
また私は4度(1月下旬6名で､ 4月中旬一人で､ 7月下旬3名､ 1 1月初旬一人で)センターを訪れましたo

センターでの滞在と言うと汗ばみながら眠った夜と蚊の襲来が印象に残っているのですが､最近寝苦しさを感じる
夜がないのです｡ 4月と言えば｢暑‑‑い｣時期｡ところが朝6 00､ MCシスターの所に行くのにバイクタクシーにT

シャツ短パンで乗っていたら､その涼しさにピックリ｡空港近くの温度計を見たら何と25℃ ! ､涼しく感じるはずです｡

世界規模で気候の異常が起きていますが､この涼しさもカンボジアに於ける異常気象かなとふと感じました｡直接
の影響はヴェトナム沿岸の台風やインド洋側に発生するサイクロンの影響だとのことで､その発生時期がずれている
ようです｡

さて､本号では､サムアイの日本語留学､ 9月24日実施の高木早苗さん主宰チャリティーコンサート､キア君とテ
アリーさんの日本訪問､黒野さんのカンボジア訪問記等を内容としてお届けいたします｡
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201 1年の春､まだ寒さに震えるころ､菊地先生から､カン
ボジアの"希望の家"スタディツアーにお誘いのお手紙をいた

F黒野

澄江奉養を]

だいた｡ "希望の家"支援コンサートを草深で開催されるご案

わせ､先生や武子さんからのお土歯こ顔を輝かせているo私

内と共に｡そのコンサートは3. 1 1の東日本大震災で中止と

もl山劫＼りのおみやげを配ったo r

なったが｡八旗武子さんと先生と私の三人のツアー｡

｢私を何才だと思っていらっしゃいますか｡昨年の1 0月で

翌朝早く空港へD勿論､沢山のお見送りの皆と一緒こ｡アン

のだから行ってきたら｡ ｣と後押しをしてくれた｡

アンコールワットのツアー(先生は4回目｡武子さんは2回目
で私の為に?と恐縮)も組み込んで下さったo往復の飛行機

プノンペン〜シ工ムリアップ間

に所帯を構える二人の息子に相談すると｢そんな機会はない

を結ぶ｢カンボジア･アンコー

なので長期に留守にしても迷惑をかけるものはいない｡東京

ル航如HJのプロペラ機｡ホーチ

ことにD夫は亡くなって今年七回忌で､ずっと一人暮らしの私

ミン‑プノンペン間もり工トナ

たoそれ.=対してのお返事はなく｢では､行きましょう｡ ｣という

ム航空との共同運艦懐で題確

コールワットのあるシェムリアップへ｡

が使われています｡

75才になった立派な後期高齢者ですD ｣と思わずメ‑ルをし

の中での手続きも手取り足取りで本当に恐縮.希望の家での
約｢週間の計画も細かく立てて下さった｡

初めての私は感動するばかり.ここへ来ると日本人が多い.

さて私は大きなキャリーケースを購入｡旅慣れた武子さんに

ガイドさんの上手な日本語｡そしてこコ二コとやさしい運転手

は持参する品々をチェックしていただき､習慣の違う国へ行く

さん｡素敵なホテル､踊り｡すべてをボルボHこ痛めつけられ

アドバイスo持っていくお金のこと等など本当にお世話になっ

たと聞いていたが昔の人たちの素晴らしい足跡に触れること

た0 2年前に亡くなった武子さんのご主人･紘治さんは生前

が出来､ほっとする｡アンコールワットの素晴らしい彫り物を大

一軒あたり平均5人から7人いるという.日本ま今少子化で
憂いているo数十年経ったらカンボジアはどんな国に発展し
ているのかしらと頼もしく思った｡ )夜､歓迎会で皆と顔を合
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八旗荒雲菊地D

ーン廿荒砥直し本格的修復工事が

ここでは'スチール足喝クレ

その時は只驚きで目を丸くしていたが､帰国して思い返してい
るとf若い人達が道に溢れ､活気こ満ちていたと思う｡子供ま

｢頑張ってください‑･｣

オ‑卜/Vo乗車人数制限など完全無札目を丸くするばかり｡
信号のないところをナレットさんは上手に縫うように進んでいく｡

夕･プロム

1860年'フランス入学者､
アンリ･ムオがアンコール遺跡

行われていました.それもカン

出迎えに来ている｡ 1 5人乗りの車に20人ほど乗ってナレット

さんの運転で｢HOME OF HOPE｣へ｡町中に溢れる車と

特に雨季は､前庭の池の水がみ

た環水面に写るその姿の美

しさと言ったら‑

めにそのI不義されています｡

プノンペンの空港には､ =希望の家"の子供たちが二コニコと

を発見した当時の姿を伝えるた

チミン‑oそれから乗り換えて40分で目的地プノンペンD

と行きたかったのですが､この

1ドル76円の円高に両替ま1ドル80円｡ 6時間かけてホー

ボジアスタッフの手で｡

子供たちへのお土産で､先生のお荷物の重さは大変なもの｡

らo分かりにくいですが石から

ら､ 7月30日の朝の飛行機で成田を出発した｡希望の家の

スポアン(ガジュマル)の大き
さを示すためにこんな遠くか

ホーチミン空港でプノンペン<の便

(今日は二人のご婦人と一緒なので

只ただ､皆さんの足を引っ張ることのないようにと願いなが

日は小雨珪喝それでもアンコ

きな木の根が浸食している｡残念｡

誓左･雫石･菊地

壁が清潔です｡)

ールワットは素曝bしい‑･

"希望の家"に何度も足を運ばれご尽力なさったとのことo

高床式の家に住む村落の中を車で走ったo日本でま見ること

ナナ､鶏も沢山遊んでいる｡私たちが帰る前日には鶏をつぶ

の出来ない人々の生活が心こ簸るものだった.ガイドのアンさ

してご馳走して下さったoとてもおいしかったC

がベッドや机にかけてある｡日本とは使い方の違うトイレo水

のシャワー｡ト(レは紙を使わないと聞き､日本を出発する前

手慣れた手つきでこの白を
迎えた雄鶏を絞めてさばく

それからの一週乱
部屋を私に空けて下さった部屋主はサムアイさん｡美しい布

キア君｡

また空港‑二コ二コと沢山の子供たちのお出迎えo

確かあの黒い雄琴朝方は元

気に庭をかけずり回ってい

たっけ｡

ん達との楽しい触れ合いに別れを告げプノンペンに戻るo又

から戸惑っていたが､一日もかからずこ､それらのこと.=馴れ
てしまった｡

食堂の横をヤシの実売りが来て､ナレットさんが私たちにご馳

"希望の家"の子供たちは､ 7才から22才の1 7人｡そこに子

走して下さった.初めての晩皆には私たちが買って､食堂ま
ヤシの実1 0個ぐらい転がっている｡

猫3匹親措1匹.犬3匹､二ワト)たちと賑やかだ｡丁度夏

武子さんがルーを持参｡皆とマーケッHこ行き､皆も手伝っ

休みで小さい子たちは私達と出掛けることに期待していたの

て､カレー作りo彼らは見たことのない大きな魚でスープを｡

だろうけれど日大学生たちは毎朝誰かしらが学校へ行く｡お

おいしかったDプノンペンのマーケット散策は楽しかったo

勉強で本当に忙しそう｡

大きな豚の頭や大きな豚肉の塊が道路際こ並べておいてあ

大きい子たちは食事の準備も忙しそう｡男女を問わずお料理

り､ギョッとしたり､珍しい来観ピンピン跳ねている新鮮な魚｡

上手だ｡冷蔵厨まないけど近所から氷を買ってきて香菜など

鶏が絞められて羽をつけたまま置いてあったりo珍しさにキョ

を使い､匂い抜きなども心得ている｡炊飯器はないけれど大

ロキョロとしながら歩いた｡彼女たちの先導がなければ歩けな

きな炭で上手にご飯を炊く｡洗濯機はないけれど､沢山の洗

い｡スリルがあった｡

濯物を歌いな力ち洗っているo私も水で洗うのが気持ちよくて
洗濯機を恋しくなることはなかった｡

ナレットさん運転の車で菊地先生､武子さん､黒野は連日
お出かけ｡
ある日の午前中はマザーテレサの修道会のブラザーが運営
する施設を訪れた｡障害のある子どもど希望の家"の小さい
子も楽しそうに遊ぶ｡無料のお薬を貰う為に沢山の人たちが
来ていたのも印象に残るo

市内観光で1ま､素敵な建物の博物酔)中を､子供たちと歩き
お線香などにお金を払ってお参りをする｡現地のお金の価値

がてナチ
毎夕刻､同じ敷地内の建物で日本語･英語を近所の子供たち

がわからず､お金を払うのは子供たちがしてくれるoボルボト
に関するところ(トウール･スレイ博物飴:強制収容所跡)､キリ
ンのィールド)へも日｡想像していた通りだが胸が痛むD

M

女工さんたちが子供たちが夕方勉強するところで昼食をとる

日

とのこと｡とても開放的なのに感心した｡広い畑には野菜やバ

なインド系の尼僧さんとの数時間も本当に貴重な経験をお聞
かせ下さった｡もっと､もっとお話しを聞きたいと思う魅力のあ
る方だった｡

帰国の前日には､午前中メコン河を大きな船(貸切)で3時間

遊ぶo昼食はピザ｡お別れ夕食はバ‑ベキューo皆､おしゃ
れをして来るのが微笑ましい｡
帰国当日の皆とのお土産を買うためのマーケットでの散策｡

ナレットさんの奥さまのお店でのおいしいお料理｡素晴らしい

中央エイズホスピス･平和の

ってきてバレーボール｡裏の戸が昼間は開いていて近所の

家院長 シスタ‑･ヴHルテ｣手

ト十

広い運動場には夕方になると､オートバイなどで著者が集ま

ナさんoS重曹墓の厳

子を置き､一つのテーブルに大きい子を囲むように小さい子
が座り自習をしているo

しさoどんな場面にも蚕b痛

ているような声がする｡夕食が終ると片付けてロビーに机と椅

い 人 格 岸 感 じ ま す f

⁚ト

も来て､勉強しているとのこと｡大きな声で発音?の勉強をし

時間でした｡

何処へ出かけるのもワーと我々より兜こ乗って定員超過?走
員無視の車も楽しかった｡
皆と飲むジュースは本当においしかった｡

｢希望の象jのシンボルツリー･卜ローセの
木の根元こモニュメント研乍られました｡

八旗紘治さんの立派なモニュメントもナッレトさんの力作で

ん､皆を見守ってくださし 二品=｢

完成武子さんは､これからのプノンペン訪問が､より楽しくな

･お父rさん‑を少鳩めてあげたいんだけど｣ ̲と萱

るでしょう｡

八旗武子さんからのお話し｡申し出､うれしかったな｡

菊地先生､本当に日本当に! l

ありがとうございまし

ナレットさんに相談したら､ ｢それじゃあ‑ mのお

た｡

墓を‑｣と話が膨らんでしまい‑ ･

私は年令を考えると､もうプノンペンの土を踏むことはないと

そこで密かにトロ‑セの木の根元に細く深く穴を掘

思いますが､沢山の写真を毎日眺めて思い出に浸ることでし

り､八旗さんの居場所とさせていただきました｡翌朝

ょう｡日本にいて出来ることがあれば､私に出来る範囲で何

見るとワンちゃんがここ掘れワンワンもこれはいかん

かをさせていただきたいと患いますD
今月

とナレットさんに話したら､早速作っていただいたの

KIA君とTHEARlSんが来日とのことo再会をとても､

がこのモニュメントo

とても楽しみにしています｡

独りじゃ淋しいだろうから､僕もその時にはお隣さん

人生の最後に来て､こんなに感動的な素晴らしい触れあい
の数日を過ごさせて下さいましたことに心からのお礼を申し上
げます｡

にしてもらおうっと｡
｣

(2011年9月2日)

‑膚3回J希望の家｣チヤリテ1J･‑コンサー‑ト恥一･
主宰者:高木

早苗

2011年9月24日(土)さわやかな秋晴れの日､第3回｢希望の家｣支援チャリティーコンサートを無事に終

えることができました｡本当は3月19日に行われる予定のコンサートでした｡すでにリハーサルも行いあとは
本番を待つだけ､という状況での中止は心苦しくもありましたが､ガソリンは窮乏し日本全体が不安で落ち着か

ないなか行うことは難しくこの日に延期となりました｡集客にも不安を抱えながら当日を迎えましたが､多くの
方にお集まりいただき､寄付も含め総額287,059円を計上することができました｡遠方からかけつけてくださっ

た方々もいらして､たくさんの方々が心を寄せてくださったことに心から感謝しています｡また､演奏に協力し
てくれた鼓組miXのメンバー､会場づくりや受付､片付けなどしてくさった｢いんば学舎｣の職員の皆様､毎
回ステージマネージャーをしてくださる波多江和子様､家族､事務全般を引き受けてくださった菊地先生･ ･ ･

支えてくださった全ての方々にこの場を借りて御礼を申し上げます｡この資金は､子供たちの教育費として全額

カンボジア‑送金されます｡本当にありがとうございました!
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･ン

サ‑トuJ)ホ養･/

軍曹a grli:‑a堕
■ピアノ(高木早苗)
ショパン

■和太鼓&ピアノ(鼓組mlX&

ノクターン作品9‑2

リスト

愛の夢第3番

リスト

忘れられたワルツ第1番

リスト/シューマン

ドビュッシー

高木早苗)
三浦祐輝

兆し

かがり田楽
大祭

ペニーグッドマン

献呈

喜びの島

■和太鼓(鼓組mix)

雅

シング･シング･シング

槙原敬之世界にひとつだけの花

ぶち合わせ太鼓

花火

(三浦祐輝:兆し)
ピアノと和太鼓､篠笛のコラボレーション｡鼓細mFXのリーダー､太鼓の
三浦祐輝さんがこのE)のために書き下ろしてくれた｢兆し｣｡震災後の東北

への祈り､復興を願った曲だそうです｡私も和太鼓と篠笛のパートにピア

ノパートを付けるという初挑戦をして､お披露目しましたo郷愁と切なさ
を感じるメロディーがいつまでも耳に残り､三浦さんの才能を感じる曲で
した｡

くべニーグッドマンシングシング･シング)｡
3種類の太鼓十チヤツパ+ピアノでの｣azz｡若

(世界にひとつだけの花)

い力強いリズム感は｣azzにもよく合うと評判
でした｡若い4人に負けじと奮闘中(芙) 10

代の突き進むような瑞々しいエネルギーは､弦
しいくらいキラキラしていましたb

会場に来てくださった皆さんと一緒にo現地プノンペンでの10
周年記念行事で､松永さんがスピーチの中でこの曲の歌詞につい
てお話されたのが印象的で､いつか皆さんで合唱したいと思って
いました｡鼓細mixのメンバーは振り付けを付けて歌ってくれま
した｡

NPO法人｢カンボ

の松永氏と

ジアの子供の人権を

守る会｣

菊地氏による現地報

告｡｢希望の家｣を支

える日本のお父さん

2人ですo

後半は野外で鼓組miXの演奏○すごい迫力でした○

｢大祭｣はパフォーマンスも素晴らしく釘付けで
す○

素晴らしい演奏をありがとう日8‑20歳の若い和太鼓チ
ーム｢鼓組mix｣の皆さんと｡

禦嘉71 Fig
篠笛美人三人娘による｢雅｣｡美しいしっとりした
響きが野外を包みます｡

コンサート後の懇親会にて｢希望の家｣から
来日しているキア君とテアリーちゃん､そし

て19年間カンボジアでの看護や福祉活動に
従事された諏訪恵子さんと｡テアリーはコン

そういえば､前回来たテアラーも同じこと言っていた

サートの中で､流暢な発音の日本語で立派な

のを思い出しました｡諏訪さんは3年前カンボジア‑

挨拶をしてくれました｡ 2人とも元気そうで

行った際にも大変お世話になった方ですo

安心o

は､諏訪さんが体験された貴重な現場の声を聞くこと

長丁場お疲れ様でした｡ ｢寒い､寒い｣ (秋で

ができ､改めてカンボジアの抱える現状を知ることが

ちょうどよい気候の目だったのですが‑ ･)

できましたD

と言っていたのが南国から来た彼ららしく

ポートは､カンボジアの歴史も含め大変わかりやすか

微笑ましかったです｡

ったです｡

報告会で

スライドで資料や写真を見ながらのレ

︻事務局から︼

主宰者二向木早苗さん､鼓組

M･1Ⅹの皆さんが9月24

日に都合を合わせコンサー

トを開催してくださりあり

がとうございました｡お客さ

まも'小さな会場ではこれ以

上無理の超満員､感謝でし

o59

た｡今回はチケット売上と寄

付を合わせて287I

円を ｢早苗基金｣ へ入金して

いただきました｡これで年間

の5人の大学生の授業料と

6人の高校生の塾経費を賄

うことが出来ます｡ありがと

うございます0

5人の内'スイナイ'サグー

IN

(経理の単

ンの通う｢BANDA

sTITUTE｣

科大学) は'年間特別の休み

がなく修業3年間で､この7

月で卒業です｡仕事がうまく

見つかるといいのですが｡

高校生は6人｡3年生のスラ

に挑みま

イロアが7月に卒業試験(大

学人学資格試験)

有難うございました｡

す｡次回'またご支援くださ

いo

