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昨年のテアラーが言うところによ

れば､何よりも楽しかったところが
｢ディズニーシー｣だったとのことQど

うもこればかりは､大人が色々考え
準備しても王座は奪えないようです｡

当然情報は今回の二人に伝わり､期

待が膨らむ日｡
カンボジアにあるのは､プノンペンでさえトラックに積んで会場で組み立て

る遊園地程嵐内容こ最大限の夢を膨らませて当然ですo
この日の案内人は､昨年と同じ川本綾乃さんと高島田舞さん｡ 9 00の開園
から21 : 00まで､若者4名はディズニーシーの一日を堪能しました｡二人に

とっては全てのアトラクションショーが非日常的素晴らしさを楽しめたようで
したが､国ではなかなか見ることのできない最後の花火によほど感動したよ
うです｡

案内人のお二人には心から感謝です.実はこの夜は､ メ E体さんのお宅にホ
‑ムステイさせていただきました｡お宅に伺ったのがもう深夜近くoそれからまた｢日本の家庭｣の体験を楽しみ､さ
らに意味ある一日にしていただきまし

9薦26日(月曜日)歌等観農高汝棄漉く盤当機泉属島囲う

たo

松陽高校は大滝修先生指導のもと､今年も8月下旬にカンボジ
アスタディーツアーを実施､ 8月29日､プノンペンを訪れ､ MCのエ
イズホスピスと希望の家での交流会をもってくださいました｡

先生からは｢28日の希望の象ホスピスの交流は生徒が最も楽し
みにしていましたが､期待していた以上の出会いとなりました｡

希望の家のみんなの提案でサッカー､カンボジア式のあそびをいく
つも行い､心から笑いあい､歌い､別れを惜しみ再会を約していま
した｡ ｣とメールで様子をお知らせくださっておりました｡

その一カ月後の｢交流会｣ ､しかも大滝先生が学年を超える参加
者を特別に集めて〈ださっての会でしたので､限られた時間でした
がたくさんの笑顔に溢れた会となりました｡

9屑26‑2ヲ削火曜日)穿錦光(艶当:金棒.楓
カンボジアでは見るこ

とのできない自然と体験
をと考え､東北新幹線で
那須高原‑と言うプログ
ラムを用意しましたo

当日を担当してくださった

倉持さんの友人･高橋八

重子さんが那須高原駅 漂諾笑覧篭n=会
に着いて以後をお世話

ためこの後まZZZZ ‑ ･

下さいました｡

くつろぐ2.L

高橋さん宅でのホームステイでしたので､日本の家庭
での日常を体験できましたo明けて27日(火)､那須

高原の観光スポットを駆け足で回る忙しい日程でした
が地元店橋さんのおかげで楽しむことが出来ました｡
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夕食は､高橋さんの準備下さった｢鍋料理｣を堪能しま

茶Ej岳9合目まで架かる｢那須ロープウ=イ｣o那須野

した｡本当に日本の食事は豊かで美味しいですからね｡

が原の広がる景観の広さにビック1Jo

9月27日(火)夕刻､佐倉に戻った二人は､最後の

｢お別れ夕食会｣に出席､一週間の滞在の思い出など
を話しながら楽しく会食しました｡

21日朝来日で始まった今回の日本訪問｡昨年慌た
だしく実施した内容を踏まえながら､横浜･千葉東京･
那須を巡る日程の中にチャリティーコンサート出席と言
う大事なイベントを組み込み､実施できましたo

それぞれの日に｢案内人｣として協力くださった皆さん
に感謝です.特に高島EElさん(千葉大4年)にはカンボ
ジアから連れて来ていただき､その後も東京観光､ディ
ズニーシー等をご一緒下さりありがとうございました｡

いよいよ3月には大学卒業､就職してしまうとなかなかカンボジア
へも行けなくなるでしょうが､是非またお訪ねください｡

｢201 2日本訪問｣､ 9月の実施が都合が好く､今回同様にチャリ
ティ‑コンサートと合わせてがベストですね0

9月28日(水)､キアとテアリーの二人は滞在一週間の思い出と
心ばかりのお土産を携えて1 0: 00のベトナム航空機で帰国しまし

たo来日時とは違い帰りは二人だけoホーチミンでの乗り継ぎは1
時間だから､大丈夫かなあo私は二人が心配で心配で｡
その夜､ナレットさんから二人がプノンペンに着いたとのメールo

よかったH

ご苦労様でしたD

プノンペン

希望の家

って150S､ 10月に女児を出産しママになりました｡

夫君ナーリツト君は温厚な人で､ソラティアのカカア殿

<プノンペンの若者の就職状況など>

下ぶりに更に磨きがかかりました｡ )

代表松永の｢子供たちに教育を保障したい｣と言う

何度もお伝えしましたが､カンボジアには都市はただ一

強い願いのもと､ ｢希望の家｣では高校卒業試験で一

つプノンペンだけです｡二番目の町･アンコール観光地

定以上の成績(E評価以上)を取った者は大学へ進学

のあるシェムリアップo文字通り観光の街でホテル以外

させています｡これまでに卒業したもの3名､在学中5

に大きな建物はありません｡

名です｡卒業生3名の内､月額100S以上の職に就

プノンペンの街の大きさは前掲載記事の中に地図で示

けたのはソラティアただ一人ですo (現在は会社を変わ

しました｡カンボジアの観光･農業以外の経済活動の
13‑

ほとんどがプノンペンに集中して在りますo街の大きさ､

このような厳しい状況の中で仕事を見つけるとなると

車から眺めた街の様子では､素人目にも毎年大学を

｢PC｣とr語学｣を身につけることは大きな力となります｡

卒業する学生を受け入れるほど経済規模は大きくは

このことは複数の若者たちの共通した意見でしたo

ないと思うのです｡そこに大勢の若者世代とそれを対

さびしい現実はその通りですが明るい状況もあります｡

象とする大学.専門学校等は相当な数で､卒業する

ニュースで伝えられるようにカンボジアのGNPは前年

若者を受け入れる会社はどれだけあるのだろうと感じ

比でここ何年も二桁成長を遂げていやとのことoまた､

ていました｡

プノンペン､国道一号線のヴェトナム5号線のタイ国

前々回･4月に行った時､ウドム(大学3年生)は､

境地域､シアヌークビル港周辺地域に｢経済特区｣が

｢お父さん相談があるんだけど､僕は仕事を見つけるの

整備され､外国企業の誘致･進出がこれから進むこと

にどうしたらいいんだろう｡ ｣と言っていました｡日本のシ

が大いに期待されています｡何せカンボジアの労賃は

ステム(学校での紹介､会社訪問､会社説明会､ハロ

安いですCセンターの隣の縫製工場の労賃についてナ

ーワーク等)を話す程度で､プノンペンの実情に合った

レットさんに聞いたところ､一日8時間働いて月60 S ､

話は何もできませんでしたoウドムの話やこれまでの情

さらに残業を4時間して1 00 Sに届くか届かないか｡

報から推測すると､大学卒業時に職を見つけるのは大

カンボジアに於いて､現在は日本企業を抜いて中国､

変なことのようです｡カンボジアは血縁･人脈お金で

韓国企業の進出が目覚ましく､それは国経済の元気

社会的つながりが上から下まで形作られていて､そこ

度の反映とも言えそうですDそして､当然中国語､韓

に糸口を持たない多くの学生は仕事探しに苦労するよ

国語を学ぶ若者が増えています｡

さ丁サ石

トンレサツプ)=こ架かる日本橋(1 994年完成)は片側

室墓室毒

の隣に中国の手で新しい橋(カンボジアー中国友好橋)

‑車線C経済発展に伴い人･物の流れが爆発的に増

加し朝夕の渋滞は大変な状況となりました｡そこでそ
が建設され始めましたoきっと｢これを見よ! ｣と言わん

ばかりの立派な橋が完成することでしょう｡

他方､ヴェトナムホーチミンとプノンペン間を走る国道
一号線｡メコン川部分はこれまでフェリーでの渡河とな
っています0 2008年､陸路ホーチミン〜プノンペンを

レインさんと日本語で話したところでは､地方出身の学

バスで移動しました｡当時のフェリー乗り場は20‑30

生は更に大変だそうです｡一つの仕事で1 00S以上

分待ちで乗船できましたが､その後の経済活動の活発

を得るのは難しいので､ 30‑50 Sのパートを掛け持ち

化､物流の増加により現在は5‑6時間待ちの状況だ

す若者たちは､例えば一部屋80Sを15S程度ずつ

出し合って部屋を借り自炊の共同生活をするそうで
す｡

5か月後の1 0月にウドムに会った時は､ ｢大学でも仕
事の細介があるようなので頑張ります｡ Jとのことでし

るサインボード｡描かれている

架橋工事現場に掲げられてい

14

斜張橋は横浜ベイブリッジ並

みです｡

ウドム(大学3年)希望の家開
設以来14年｡センターで大き

命勉強していますD

くなりましたC日本語もl生懸

た｡

2008年当時のフェリ
ー乗り場｡特に発着場用の

ですoまた､工員･学生･卒業生などプノンペンで暮ら

わけではなく､雨が降った
らどうするんだろうか｡

して暮らしていくのに必要な1 00‑1 50 Sを得るそう

手の加わった岸壁がある

うですDセンターの日本語教室で教える大学院生･サ

から話し合ってきました｡よりレベルの高い日本語能力

会問題となった経緯があり､入国審査が厳しいのもしょ

を子どもに身に着けさせたいと言う願いからです｡

うがないところです｡

幸いにも2003年より私の親しい友人､いや恩人横

本人の現在の日本語能力を証明するためには､在籍

田浩昌さんが経営する｢成田日本語学校｣が成田市･

する大学やNGO日本語学校の発行する能力証明書

成田ニュータウン内にありますo横田さんからセンター

ではだめで､国際交流基金が世界規模で実施する

から来るなら授業料の面で援助が出来ます｡ ｣とのお

｢日本語能力試験｣を受験しその成績証明書を提出し

話をいただき､また成田でなら就学期間2年間の生

なければなりません｡この試験は､ N1 ‑N5のレベル

活の世話もし易く学校･学生寮･私の自宅との位置関

別で実施されます｡過日(̀11 12. 04)この試験が

係が非常によく成田･佐倉に近い会員の方々からの協

プノンペンでも実施され､もちろんサムアイも受験しまし

力も受けやすいと感じました｡

た｡メールでの報告では､ ｢漢字､聴く､話す等は出来

修学を計画する時の一番の問題は修学ビザ取得のた

ましたが文法が難しかった｣とのことでしたC

めの書類をそろえることです｡その要点は本人の現在

日本に来た修学生は､週28時間の労働が可能ですD

の日本語能力と学習意欲の証明‑日本語学習成果

来日しましたら､私の運営する福祉施設で働く予定で

をあげられること､学校･生活経費の支払い能力の保

すD実際の日本語会話の勉強と生活資金の確保が自

証､つまり信頼できる授業料･生活費支弁者がいるか

分自身で出来るとよいのではと考えています｡ 4月に

どうかの2点です｡これまでは全国的に中国からの修

来日しましたら改めてこの件については報告いたしま

まりましたC完成による経済効果は大変大きいと報じら
れています｡

(2)<サムアイ

サムアイ､メンチユー､

学生が多く､過去にその中から不法滞在者が出て社

本の手で｢ネアックルン橋･全長221 5m｣の建設が始

スライネ､サヴ〜,i

(モンドルキリ･ボンスラーの滝
見物の時)

日本語留学を実施したいと言う考えは､ 3年ほど前

西回廊の整備のもと､ 201 5年3月完成を目指して日

手前より

日本語留学>

そうですoこの様な現状の打開､ベトナムホーチミン
〜カンボジア･プノンペン〜タイバンコクを結ぶ第二東

す｡

(9日本橋

今日はお客様

黒野さん､八旗さんそして子

供たちとプノンペン観光です｡

う地｣ (上メコン川､下メコン川､トンレサッ

プ川､バサック川)と言う恵まれた自然条件の

⑥王宮

下､交易の盛んな町としてにぎわっておりまし
た｡ 19世紀中ごろから､フランスによるイン

ドシナ半島の植民地化がはじまり､歴史的区切

した｡ 1866年､その支配の中心地として首

都がそれまでのカンダール州の都市｢ウドン｣

⑦希望の家

格的なカンボジアの植民地支配がはじまりま

③バサック川

⑤国立博物館

【プノンペンと言う街】
プノンペン自体､ 1 6世紀に｢4つの川の出合

りとしては1863年よりフランスによる本

②トンレサップ川

･ J ･ T ･ J ■ ､ p l

(3)<メコン川ウル‑ズ>

ワットプノン

④上メコン川

の

(プノンペンの北西部･トンレサップ川上流約
40km)から｢プノンペン｣に移されましたo
言い切ってしまえばプノンペンは1 8 66年
1 5

フランスによって首都とされた時から建設が進

の様な､湖に驚異の自然現象をもたらすトンレ

められた街ですD

サップ川の逆流を見てみたいと思って川岸‑行

観光案内書にも当時のプノンペンを評して｢東

ってみたのです｡

洋のパリ｣と言われたとありますo

旧市街は小

しかし､残念ながらこの激しい逆流を確かに見

さく(約東西5km､南北6km)､現在のセン

ることはできませんでしたoそりゃあそうですo

トラルマーケットを中心に大通りが扇状に広が

日本橋の長さが700m､従って川幅700m

り､それらに直行する形で円状に大通りが交差
します｡市街周辺部の地方‑向かう主要幹線の

の川の川岸に立って流れを見るので､いつもと

通りには､交差点ではなく西欧風の｢ロータリ
ー｣が見られ､植民地時代の様子を伝えていま

残念と思いながら川の中程を見ていると､どう

す｡

感心しました｡

90年前フランスによって
建てられ国立博物館｡クメ
ール様式の建物をフランス

が

は流れが逆かなと感じる程度｡よく考えれば激
しい逆流など見られるわけはありませんよね｡

見ても観光用の遊覧船がo
これまで何度もお客様を案内して河畔には来て
いるのですが､遊覧船があることは知りません
でしたo

皆が博物館見学を終えて帰路に着く時､ナレッ
トさんにお願いをして先ほど見た遊覧船の船着
場に行ってもらいました｡そこはアンコール観
光地シェムリアップ行きのスピードボート(所

要時間6時間)が出る所でした｡料金を訊いて
セントラルマーケットからしばらく行くとトン

もらったら･1時間･20番(1600円)｡｢エ

レサップ河畔o そこにプノンペンの観光名所の

ッ､そんなもんなの!｣｡

王宮と国立博物館､少し離れてワットプノン等

プノンペンの主な見学地･ツールスレイ強制収

があります｡

容所跡､キリングフィールドは既に訪れたので
明日は何処をと考えていましたので､｢メコン川

【ミニメコン川クルーズ船だ! 】
この日は｢国立博物館｣見学､ナレットさん

遊覧｣を翌日のプランとしましたo

当日は午前中2時間遊覧の予定で､授業が午

運転のワゴン車に子供たち8名と一緒にo

後の子供たち8名と一緒に出掛けました｡

外国人: 3番､カンボジア人はタダです｡私は

Ll

‑‑

l

L､､一､

‑L

､

由一i蕊:‑ . ‑･モー̲‑::=･｢廿

これも初めて見たのですが､船着き場には大き

え流速が増す時です｡この増えた水がここプノ
ンペンでメコン川‑合流するトンレサップ川を

なおおきな船がo

逆流してトンレサップ湖‑と流れ込み､その広

川を上って来たクルーズ船かなと思いながら､

さは乾季の6倍､水位は7倍にもなりますo

当方の小さなクルーズ船に乗り込みいざ出発と

こ
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おそらくベトナムからメコン

ラ･マルクリット号

･･ l''華''''一讐苧喜.義.:

ール'7泊8日で8

中国､ミャンマー､タイ､ラオス､カンボジア､

ベトナムを流れるメコン川の水量がどんどん増

ホーチミン‑アンコ

この価格はー･

8月､この時期カンボジアは雨期の真最中で､

0万円｡縁遠いな､

メンホンと訪れたトン
レサツプ川の堤08月初
旬のこの水位はこのあ

､‑

たo

一

とドンドン上がりまし

r一

丁度停泊中の2隻の｢メコ

まで歩いて行くことにしましたo

ン川クルーズ船｣｡平和にな

うので､ナレットさんを車に残して二人で川岸

ったんですね｡10年前に

ることにしました｡メン･ホンも行かないと言

は海賊がいたんですよC

既に数回見ているので､ナレットさんと外で残

になろうとする頃｡｢あれ､借りた時間は2時間｡

なりましたo

戻れるのかな?｣と思う間もなく船は反転し帰

【いざミニメコン川クルーズ‑! I

船は締麗に整備された河畔の向こうに王宮を見

路‑｡今度は往路とは反対にメコンの流れの中

ながらメコン河との合流点を目指してゆっくり

央を通り､トンレサップ川に入っても逆流の流

と進みます｡多分燃料は重油でしょう｡ドッド

れに乗ってあっと言う間に河畔の街並みが近づ

ッドッ･ ･というゆっくりと響くエンジン昔が

船がトンレサップ川の河口で川を横断し始める
頃､振り返ると王宮と河畔の街並みは遥か彼方
に｡いよいよ船はメコン河‑と入って行きまし

たo横断中程に在った｢ブイ｣にぶつかる水の

流れを見ると､いやこれはなかなかの水流だと
感じさせる渦が出来ていましたo

のんびりゆったりの涼しい2時間を堪能しまし
たo船はなかなかの大きさで､ 30人は十分乗り
合える広さがありましたo

カンボジアでの楽し

みの一つは､海でも川でも席を設けて皆で食事
をしながらのんびり過ごすことです｡今回は2
時間､そして水だけしか準備しませんでしたが､

次回はお昼を挟んで食事をしながらクルーズを
楽しみたいねと皆と話しながら帰路に着きまし
船はメコン川上流方向左岸に沿って進みます｡

たo

岸から離れると流れが強いためにこの小さな遊
覧船は容易に進むことが出来ないからでしょう｡

岸近くには漁をする小舟が点在していますo そ
の中に目を引く一腰の船D

お父さんと

7‑8歳

の少年の乗った船でした｡お父さんが立って網
などを整え始めるとサッと｢とも｣に来てしゃ

がんで舵を取り､そうかと思えばサッと立って
お父さんのお手伝い｡カンボジアではどこに居
ても仕事を手伝う子どもの姿はありますB でも
この親子､見ていてとても自然で､一言指示を

直ぐにまとまる本Ej参加の女性軍｡男の子たちはと言
いうと､次々といたずらをしていました｡

する父､サッと動く子供｡日本では見られない
｢父と子の生活｣を感じました｡
ほら､､結構大きな船でしょ｡

川風を感じくつろぐ面々.

ラオスに行くのでしょうか｡大きな運搬船が上流に向
かってエンジン音を響かせて｡

そんな川漁師の船を眺めながらのどかな時間の
流れに居たら､かれこれ出発から1時間30分
‑1
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船は上メコン川を流れに向

びくカンボジア国旗｡

させてくれますo

かって進みますo川風にな

何ともまたのんびりゆったりした雰囲気を感じ

(4)<子供たちの動き>
昨年は子供たちに大きな動きがありまし
た｡

ムーン(高1 )が親の世話をするために帰

郷しました0年齢が21歳でしたので意思
を尊重しました｡

双子の兄弟チヨムロン､チヨムランから

は私がセンターを訪れた際直接話があ
り､サムアイの通訳で理由を聞きました｡

勉強が嫌い､サッカー等をして遊びた
い､年齢が1 4歳で小学校3年の教室で
勉強しているのが恥ずかしい｡

センターに来てから兄弟二人でいる場面が多く､夕

でしょうo万面の笑みで顔を見合わせていましたo

刻､夜の学習時間もいつも身の入らない様子でしたの

トニーも田舎に帰りました｡淋しがり屋で､よく泣いてい

で､私にとっても内心心配な子供でした0
‑番の問題は､年齢と学齢があまりにも開いていること

ました｡お母さんにお会いしたことがあり､生活を続け

で､ 1 0歳を過ぎてから学習に対する姿勢を身に着けさ

高学年の女子は､皆それなりに面倒見がよく安心して

せることは､予ほどの場合以外は難しいと言うことでしょ

いられるのですが､高学年男子は個々は優しい穏や

う｡ r分かったよo元気でな! ｣の私の声にホッとしたの

かな子どもたちでも､ ( 1 0ページ下段に続く)

られなかったことに申し訳なさを感じます｡

︻編集後記︼

まずもって長い間会報を発行できなか

ったことをお詫びします｡また､いつも会

報と一緒に｢振込取扱票｣を同封し会

費寄付をお願いしておりました｡会報

をお届けできないと言うことは｢取扱

票｣をお届けできないと言いうこと｡そ

れにもかかわらず会費･寄付をご入金い

ただきありがとうございました｡

会報は年2回発行を原則としてきま

した｡記事の見通しがもて'編集の時間

しいことではないのですが､昨年は個人

が生活の中で確保出来ればそれほど難

的に病を抱える事態になり'まだ務め

ている障害者福祉事業も結構気持ちを

傾けなくてはならない状況で､今回は

なかなか気持に余裕が出来ずこの有り

様になってしまいました｡言い分です｡

年2回発行とするとなか6か月の間を

置いてと考えてしまい､その時期に記事

が首尾よく集まるかどうかと言うタイ

ミングの問題もあります｡また､適当な

量,.(‑ジ数なものをお届けしなければ

とも考えてしまいました｡

これからは｢記事｣が新鮮な内に会員の

皆様にお届けすることを基本に､6ペー

ジ程度にまとまり次第発行いたしま

すo

次号(15号)は､4月のサムアイの留学

を中心にと考えておりますo

‑::‑,: ;窮･'.苧汁: ̀;‑A;:,〜L十灘:i.
希望の家は現在大学生 5名､高校生 6名､中学生1名､小
学生 4名､計1 6名｡スタッフはナレットさんを含め2名ですa

『The SCCCR』の会員になって

ここ最近､二桁成長を続けるカンボジア｡経済発展著しくといわれ
ていますが､貧富の差の拡大､物価高糟をももたらしており､市民

教育を一緒に保証して下さいませんかC

レベルでは縫済的に苦しい生活が続いております｡センターとして
も調理員を雇わず､子供たち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｡

今回､ 20 1 1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
ちの許す範囲で結構です｡どうぞ引き続きこ支援くださ
い｡
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｢希望の家｣の子供達の日常生活と
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J
振替番号0014011 ‑850338

連絡先

〒285‑0037

千葉県佐倉市本町102‑10
NPO法人The SCCCR

日本事務所

Tel 良 Fax : 043‑485‑6748 (菊地)
E‑mail : t｣likuchi触ine.plala or Jp

