
田本静聞　盟◎丑丑

今年の｢日本訪問｣は､公正なくじ引きで幸運

をつかんだ訪問者:キア君(大学2年)､テア

リーさん(高校2年)で､ 9月21日来日～28

日帰国の日程で行いました｡

カンボジアでは長い休みが年に2度ありますC

4月14-16日の｢クメールニューイヤー｣前

後合わせて約2週間と学校年度が替わる8月～

9月の2か月間です｡正月は家族のいる子供た

ちは田舎に帰りますので､日本訪問は年度替わ

りの時期となりますo

今年は3月に予定されていた高木早苗さん主宰

のピアノ･高木早苗さん､和太鼓集団･Ko g

umi xでのチャリティーコンサートが震災の

影響で中止となり､その後両出演者が日程を調

整し9月24日(土)に開催と決めてください

ましたo　昨年来ロの折にも､コンサートに子供

たちが出席出来たらいいなと感じておりました

ので､今回は24日(土)を挟んだ日程としま

した｡

一番の心配は､二人で無事に飛行機を乗り継い

9月21国(水)

大型台風1 5号の日本上

陸が心配される目でした｡

予定では7　50着でした

が､紀伊半島にあった台風

を迂回して避けたために

3 0分遅れで到着｡出迎え

の松永､前田､菊地の待つ

第2ターミナル到着口に

現れましたo　ホーチミン発

0　05深夜のフライトの

疲れも見せず元気な様子

にホッとし､成田市内で軽

い食事をとり宿泊する我

KEA　&THEARY

で成田まで来ることが出来るかと言いうことで

した｡昨年はナレットさんが一緒でしたので安

心しておりましたが､今回はキア君とテアリー

さんの二人きり｡初めての飛行機､初めての海

外｡自分に置き換えても大きな不安を感じるこ

と｡

そこで今回は､ 2度目のセンター訪問となる千

葉大4年生･高島田舞さんが夏休み期間中にお

いでになる予定でしたので､彼女の帰国日を~

人の来日する日に合わせて引率をお願いするこ

とにしました｡帰りは二人だけですので空港が

小さく移動が分かり易いだろうと思い､ホーチ

ミン(タンソンニヤツト国際空港)経由のベト

ナム航空としました0

9月21日(水)来日～28日(水)帰国｡

チャリティーコンサート-の出席で1日減って､

実質自由に計画できる日が6日間でしたD　昨年

第1回目の滞在日程内容を踏まえて実施したの

が次の通りです｡

写真を交えながらご紹介しますC

前EElさん　松永さん

が家-o I

午後は､私の運営する障害

者施設: ｢いんば学舎･松

虫｣のPCに明るい施設

長･熊谷君の案内でPCオ

タクのキアは栄町､八千代

市のジャンクショップ-､

｢もう着陸　　｢ァッ　来た来た! !｣来ることは

してるんだけどねえ｡そろそろ出て　　分かっていても､この台風だったからね

来るんじゃないかなあC｣

何故か二人は恥ずかしそうにはに
かみながら､ ｢おはようございま

すo｣
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え｡顔を見るまでは

高島田さん　　キア君　テアリーさん

｢高島EE]さん､ご苦労様! ｣



テアリーは3か所の障害

者福祉施設｢いんば学舎｣一

を見学し､近づく台風の中

近くの千葉ニュータウン

の衣料品店でショッピン

グを楽しみました｡

夜はレストランで歓迎夕

食会を催し美味しいイタ

リアンを食べながら旧交

を温めましたC
｢ギア君､テアリーさん､久しぶりだね.疲れな

かった?｣　　歓談の後の記念写真

キア君､挨拶の日本語が出なくて-　二ヤ二ヤ!

⑳周望望固く衆)義浜義光(集内人棚田着払倉持恵ん)

今日の案内人は干葉市在住の前田さん､倉持さ

ん｡千葉市観光の予定でしたが､干葉よりは数段上

の｢横浜観光｣へ計画変更｡高速道路-海ほたる～

横浜ベイブリッジ-山下公園-中華街～横浜マリン

タワー-氷川丸と､日本の技術力を沢山紹介できる

ようにコースを選んでくれましたo

横浜ベイブリッジは､メコン川を横断する橋として工事

が始まった｢ネアクルーン橋｣と同じ形の斜張橋(つり

橋)で､ネアクルーン橋の方が主客部分が200m弱

◎周望恩田(金)真東義光(集内人膚柑さん､嘉島田さん､轟蝿)

大橋～徒歩～MC男子修道院　卑町

今日は､クメール語を話す我ら

が｢諏訪さん｣､かじり始めた

｢高島田さん｣が案内役ですQ

昨年は｢はとバス｣での観光で

したが､今回は二人の希望も聞

いて次のように回りました｡

｢京成佐倉～電車～京成千住

～バス～浅草～秋葉原～原宿

～東京タワー京成佐倉｣

注) MC (Missionaries of

Charl上y) :神の愛の宣教者会
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カンボジアには電車はもちろん
乗合パスすら走っていませんo一昨

日の来日以降今田の京成電車が初

めて.

そうです､生まれて初めての電車で

す｡日本人乗客は携帯を見つめるか

読書力＼居眠りか･ ･ ･｡お喋りをす

る人はまずいない｡おかげで二人は

緊張気味でした.

千住大橋で降りてしばらく歩くと
後方に見える昭和2年に隅巴川に

架けられた鋼鉄の｢大橋｣｡ここを

走る日光街道にもバイクの姿はあ
りません｡二人が見た､私たらの日

常の全てがプノンペンとは異なる
情景です｡



It･日.f肯EEll★H ･(･陣LJ I bI

東京観光での最初の訪問先o　この辺りは｢山

谷｣と言われる地区で､沢山の安宿が集まって

います｡そこをねぐらとして日雇い労働者が暮　　浅

らし､周辺にはホームレスの人々がいますD

MCはここで週2回(火曜･土曜)のカレーラ

イスの炊き出しとシャワー･お茶を提供するい

こいの場を運営していますo特に土曜日の炊き　Il一小山

出しは､ 50名近いボランティアの協力のもと　-ヰ-

6-700食を配りますD

この山谷のMCにインド人のブラザー･セヴ

アスチャンがおります｡ボラザ-は2年前､プ

ノンペンのMCから移ってこられました｡ 1年

前頃､お手伝いにここを訪れた時には冗談で｢カ

ンボジア語はもう忘れてしまいました｡｣と上手

な日本語で話されていてびっくり｡

ブラザーたちは7年前後の任期でアジア地区の

任地を移動し､その都度新しく赴く国の言葉を

覚えます｡

カンボジアのMC (障害児施設)にはセンター

湊葦MCの在る日本堤と
浅草はお隣同士｡ぶらり歩い

てでもよかったのですが､何

事も体験｡バスで移動しまし

た｡

浅草は人気の観光スポット｡

雷門～仲兄世～宝蔵門～本堂

までを人をかき分け､流れに

乗って移動しながら浅草寺観

光を楽しみました｡実は浅草

初めての案内人達の方が二人

より楽しんでいたかなo

隣の隅田川河畔からスカイツ

リーも見えたし､よかったよ

かった｡

秋葉原　電車を乗り継ぎ
電気街-｡ここは｢お金｣も

持って行かないと｡ただ見る

の子供たちがお手伝いに行きます｡ブラザーは

子供たちとは顔見知りで､今度二人が来ること

を話したら是非会いたいですとのことで今回の

訪問となりました｡ところが伺ったら稲刈りの

イベントにお出かけで会うことはできませんで

したが､ダニエル神父､ブラザー･セファー

とお茶を飲みながら楽しいお話のひと時を送れ

ましたo埼玉の古河から来る諏訪さんと千葉市

から来る高島田さんとはここで待ち合わせまし

た｡

だけのご一行様には､ちょっ　怠

と淋しい所でした｡

｢キア､ジャンクショップ回

りの方が楽しいネ! !期待

外れでごめん｡｣
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原宿官僚亡帯麹Bj　渋谷にと言う希
望でしたが､それなら的が小さく凝縮され

ているところで｢原宿｣と相成りました｡

｢あれ､このおじいさんは･ ･ ･?!｣｡

6 6歳の案内人には大いに場違いな所で

した｡

いやいや､場違いは諏訪さんもだったか

な?　これは失礼o

クレープもバクつい

て原宿気分を味わい

ました｡　大変! ≡

もうすぐ17:00ダ!

棄素顔冒-

東京観光最後の目的地-o　山手

線で田町駅下車､歩いて東京タワ
ー-と向かいました｡

薄暮の中､実物のライトアップさ

れたタワーはなかなかでした｡

朝からの東京観光｡プノンペンと

はまったく異なる街並みと雰囲気

の中での疲れを感じさせず､展望

台からの夜景を堪能して､佐倉-

の帰路に着きましたo

遅くなったので京成佐倉駅前の

居酒屋さんで夕食･打ち上げ｡

皆さん､ご苦労様でしたo

さて､昨年は｢はとバス｣を使

っての東京観光｡今回はバス･電

車で回り二人の希望も入れながら

内容を考えましたo

どうだったかな?

一一1 8ページ(4)<子供たちの動き>続き一一

小さい子どもたちの面倒をみるとなると　.日常､声

をかけたり､励ましたり､助言したりと言う日常の関わり

で解決できる心の中のこともあったでしょう0

2月4日から一週間センタへ行ってきます｡今回滞在

中に､小学生の生活指導について､生活指導スタッ

フの雇用も含めて話し合いたいと思っています｡また

2-3名新しい子どもを受け入れるに当たって､プノン

ペン市内のMCの幼児院院長シスターリリーに相

談してこようかと思っています｡

ヴイスナー　お前もか! !

1月23日､ナレットさんからのメールで､ヴイスナー

(小2)が家族のもとに帰ったとの報告0

度別れた両親が復縁し一緒に暮したいのでと申し

出があり承諾したとのこと｡なかなかのわんぱく坊主

で､でも日が生きいきとした｡これからが楽しみな子だ

ったのですが｡お父さんの暴力が再発しないか､シェ

ルター｢ルナセール｣を通して今後も情報を得たいと

思います0 -度は結んだヴィスナーとの心のつながり

なので｡
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昏腰漂確国毎豊簡削チ常滑凍-誌樽-幡鮎

第三回チャリティーコンサト

ン-の出席は､今回の来日の中

でのとても大切な日です｡

｢挨拶をお願いします｣とあら

かじめ言われている二人は大分

緊張したことと思います｡特に

テアリーは用意してきた日本語

での挨拶文を開場前から何度も

読む練習をしていました｡ ｢お父

さんのおかげで育ったo｣など

と､実の我が子にも言われたこ

とのない言葉をそばで言われ､

胸が熱くなる幸せを感じるひと

時を与えられました｡

キアは2000年､幼児の時か

らずっと世話になっていたMC

のプノンペン市内の幼児院か

ら､テアリーは昨年来目した双

子の姉妹テアラーと2001年

から希望の家で生活し､挨拶に

ある通り希望の家で育った二人

ですo遠くの国･日本から時々来る私を遠くか　　を感じましたo

ら遠慮がちに見ていた幼かった二人の少年･少　子どもたちの来日に合わせてコンサートを催して

女の姿が思い出されました｡そしてこの10年　くださった早苗さん･鼓組mlXのみなさん､あり

の時の流れが｢感謝｣の言葉で埋められる想い　　がとうございました｡

(Fア9-LZ)顔夢でto #Mを交竣瑚み<ださいD )

こんにちは!みなさん｡わたしはみなさんにあえてとてもうれしいですoわたしのなまえはパンティリーです｡じゆうはっさい

です｡カンボジアからきました｡わたしはがくせいです｡チッツムサッキこうこうの2ねんせいです｡こんかいKIKUC川お父さ

んに始めて日本にくるきかいをいただきとてもこうえいです｡

わたしはHome of Hope Centerでくらしています. MASTUNAGAおとうさんとKIKUCHlおとうさんのおかげでこ

こまでそだつことができました｡ふたりのお父さんはカンボジアに増すしいこどもたちをたすけるそしきをつくり､あたたかくほ

こしてくれていますCそのかちはいいあらわせません｡いえもふくもあり､べんきょうもでき､じゆうふんなせかっができます.

もちろん､おいしいごはんつきで!だからわたしたちはまわりのひとをおもいやるこころもHOME OF HOPEでまなびましたo

このHOME OFHOME CENTERのこうせきはふたりのおとうさんのほごとSANAESAN MAIDASAN TERRANET

YAHATASANとおくさん　KURONOSAN ONOSAN日本のみなさまのえんじよのおかげです｡わたしのゆめはおんじんの

みなさまのいるにほんではたらくことです｡しょうがくきんをもらってにほんのだいかくにりゆうがくできるよう､べんきょうをが

んばります｡

さいごになりましたが､援助をしてくださるみなさまにおれいもうしあげますD感謝のきもちをいいつくすことはでき

ませんが､皆様と語が側の健康とこううんをおいのりしていますCまた､これからも､ HOME OF HOPE CENTERへのえんじよ

をしてくださるとうれしいです｡ほんじつこのしきをかいさいしてくださったかたがたとおあつまりのみなさま､そしておとうさ

んとSANAE SAN　どうもありがとうございます｡どうか､今日いちにちをたのしいんでください｡ありがとうございます｡
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