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新しい兄弟□姉妹

伸展≪ 励宕』禽≡∋雷行く≡雪
2月の前号発行から約6か月の時間
が経過しました｡日本は厳冬の季節か
ら梅雨真只中､カンボジアもクールシ
ーズンから雨季へと季節が変わりまし
た｡

会報発送事務を終えてすぐに訪れ
た｢希望の家(センター)｣､そこにはいつ

も変わらないセンターの暮らしと子ども

たちの笑顔がありました｡しかし､昨年
せっかくセンターでの生活が落ち着い

や遠riL志悪感てきたかなと思っていた小学生男児3
名が故郷に帰り､ピカいちのいたずらっ子･ヴィスナーも両親が
･‑
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復縁し引き取られていき､ 4名の男児が急にいなくなり淋しく静
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かになったセンターでもありました｡

新しい子どもをセンターに迎え入れる話をナレットさんとしな

ければと考えていた今回の訪問｡到着してすぐに､二階の部屋
にいた私にチヤリヤー(高1 )から新しい子どもの話がありました｡

同学年の親友チヨロナイの両親が離婚をしてしまい学校に行

けなくなってしまうのでセンターに入れて欲しいと言う申し出でした｡私の到着を心待ちにしていたのでしょう｡センター
で海やその他レクレーションに出かける時､子どもたちに｢友達を連れてきていいよ｣と言うと､チヤリヤーは決まってチヨ
ロナイを連れて来るほどの親友です｡ r学校に行けなくなるんだね｡

分かりました､いいですよ｡ ｣o ｢お父さん､あり

がとうございますo ｣｡チヤリヤーは直ぐに下に行ってC待っていたのでしょう､チヨロナイを連れて戻ってきました｡ ｢オーク
ン(ありがとう) ･｡ ｣｡手を合わせて礼を言うチヨロナイは本当に安堵していました｡

中学生の頃から知っているチヨロナイが､高校1年まで来て学校を止めなくてほならい｡高校生をセンターに入れること
は前例がありませんが､良い決定だったと思います｡

人の高校生が笑顔で勉強を続けることが出来るのですから｡

チヨロナイは､その夜からセンターで生活を始めました｡ ｢ベッドは?｣の間に､ ｢私と一緒に寝るから大丈夫です｡ ｣ ｢男
の子のベッドが空いているから明日下に降ろしなさいo ｣ ｢はいo ｣

帰国後しばらくしてナレットさんから､かねて話の有ったモンドルキリ(プノンペンから西北西約250km)で祖母に育て
られている双子の男児(ラヴァ､ラヴィ̀ 6歳)がセンターに来ましたとの連絡がありました｡到着した日は､連れてきた親

戚の後を泣きながら追ったそうですが､先輩たちはその気持ちがよく分かりますo二人は1週間後にはもう元気いっぱ
いo ｢縁あって｣､この言葉がぴったりですo与えられた子どもたち､皆で仲良く励まし合って暮らしましょう｡
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カ:/･ポジ■ノ♪渡航融

石橋愛詠(大学1年)

にちは｣) !この度初めてHomeof Hopeを訪

問させて頂きました｡ 3月7‑12日という短い

左こ別田さん

訪問ではありましたが､たくさんのことを学び､

最高の出会いが果たせました｡この渡航記では､

私が感じた新鮮なカンボジアを丸ごとお伝えし
たいと思いますo
カンボジアは年中暑い国ですo

成EE]空港へサマイを出迎え

中央･石橋さん

チョムリアップスオー(クメール語の｢こん

日本にいると

日焼け止めを塗って日差しをシャットダウンし

センターの掃除をし､学校に行き勉強し､ご飯

ている私ですが､カンボジアの開放的な空気に

の準備は女の子たちがして､小さい子の面倒は

触れた途端に何かが解放され､気付けば全身黒

大きい子たちが見ます｡よく遊びよく学び､皆
で協力し合って生活しています｡センター内に

くなっていました(笑)｡町中を車で走ると､明

らかに定員オーバーしているバイクの4人乗り

ある校舎で平日は日本語と英語の授業が行われ
ており､それが終わった後も皆自分の部屋で勉

や真正面に現れる対向車､車の間を縫うように
道路を横断する通行人など､道路だけでも驚き

強しており､とても勉強熱心です｡スライネや

の連続で笑ってしまいました｡カンボジアには

メンホンは毎朝､まず勉強をしてから遊びに出

活気があります｡日本では携帯電話を見て下を
向いて歩く人が多いですが､町ゆくカンボジア

ていく姿に私も学ばせてもらいました｡センタ
ーではたくさんの良いものを一人 人の中に発

の人々の目線は､高いです｡また､とてもゆっ

見できます｡人との繋がりを大切にすることだ
ったり､思いやりの心だったり､皆それぞれ人

くりと時間が流れています｡そのカンボジアの
オープンでのんびりした雰囲気が私はとても気
に入りました｡
行きかいます.

恵･Q･..:

フランス植民地時代に建てられ
たコロニアル様式の建物が並ぶ
市街地｡大通りをバイク･車が

琶盟iiiq

間性豊かにのびのびと育っています｡そしてそ
の良いものが､大きい子から小さい子‑､確実
に引き継がれていっていますo皆本当の家族の
ように仲が良く､ 人っ子の私はその大家族の
一員になれてとても嬉しかったです.センター

で日を重ねるごとに一人ひとりの事をもっと良
く知ることができ､最終日には､日本‑帰らず
にもっと皆の事を知っていきたいとさえ感じま

した｡クメール語は全然話せない私ですが､そ

れでも関わろうとしてくれた小さい子たちの気

そして何より､今回の渡航を最高に価値ある

持ちがとても嬉しかったです｡言葉がなくても

ものにしてくれたのは､センターの皆一人ひと

通じるものがありました｡と同時に､言語が通

りです｡いきなり訪問した私を受け入れてくれ､

じればもっと皆の考えていることが知れるのに､

親しく又親切に接してくれました｡ 2週間前に
センターに来たという5歳の双子､ラヴィとラ

という悔しさも感じましたo

らない寂しさや複雑な思いも抱えていると思い
ますo それでも誰とでも打ち解けられる皆の心
の豊かさに感動しましたoそして気付けばすっ
かり皆のことが大好きになっていました｡

センターでの生活は､毎朝5時半に起床して
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センターに来て一月のラウイ
とラヴァ｡すっかりセンターの

きっと本人にしか分か

｢文字｣の練習をしています｡

ん達に甘えていましたo

生活になれ､教えてもらった

ヴァももうセンターに慣れて､大きいお姉ちゃ

次にセンター‑行

幸の中で甘えん坊ぶりを発揮す
るラヴァ.右はラヴァの善房係
のスィナイ(大学3年)o左は去

辛(小4)

年からセンターできらすスライ

ちで､彼女の負担にならない程度でと考えて｡
しばらくして宅急便で大きな箱が5個も届きましたC送り

主は神戸市の石橋和代さん｡石橋愛詠さんのお母さ
んだとすぐ気づきました｡

ほどなく届いたメールには､ ｢私は重度の肢体不自由
の障害を持つ児童達が通う養護学校で障害児教育

支援専門員として勤めています｡お母さん方にカンボ
ジアのセンターでお世話になった愛詠の活動をお話す
ると手早くお知らせを作って配布して箱も用意してくれ

こうと思いますo

ました｡勤務先の職員にも協力してもらいました｡ ｣

今回の渡航でセンターの皆に出会えたことは､

私にとってとても大きな事でした｡私は今まで
世界の子どもたちのために､と頑張ってきまし

た｡それがカンボジアの地でセンターの皆に出
会えたことで､ "誰か"ではなく"この子たち"

のためと思うことができました｡こう思えたの

も､センターの皆の笑顔や温かい心､また熱心
に勉強に臨む姿勢に触れたからです｡今自分に

垂水喪護pTA役員の皆さん｡
ありがとうございました｡｢衣服

J語恥軸iD nAl,細Tgたちのもと

く時にはもう少しクメール語を勉強してから行

できることなんてすごく小さなことしかないだ

お聞きしたところでは､この学校は｢神戸市立垂水養護

ろうけど､それでも私にできることがあるなら

是非やらせてもらおうと思い､日本に帰国し菊

学校｣｡重度の障害を持つ子どもたちのための幼稚部
‑高等部まである学校｡ PTAの役員の皆さんの｢希

地さんに連絡を取りました｡

望の家｣カンボジアの子供たち支援に対する機敏な

自分にできることはないかと聞いたところ､古

反応と活動に感激し､其れに取り組んでくださったのが

着を集めたり､日本に留学しているサマイのサ
ポートなど､私が彼らにできることを見つけま

養護学校PTAであったことに嬉しさ･感激倍増でしたo

した｡世界平和とは､何か難しい事をすること

の24年間障害者の地域生活創りにずっと取り組んで

だけではありません｡ ‑学生の私でもできるこ

きたからです｡ ｢障害｣を共通の懸け橋にして気持ちが

とはありますo私もセンターの皆に負けず､残

つながったoそんな胸のふくらみを感じました0

りの大学生活を学び抜き､世界の子どもたちの

人の出会い･ご縁は不思議で温かいです｡

ために力をつけ必ず世界平和に貢献できる自分

カンボジアの子供たちがこの服を着るまでにはポイント

になります｡

となる出会いが有りましたo出会いが意味あるものにな

それは24年前まで私が養護学校教員であったこと､こ

近いうちに､またセンターを訪れようと考え

るためには､出会う人が一生懸命生きていること｡それ

ています｡その時はクメール語で冗談ぐらい飛

が大切ですねo

ばせるようになっていたいなあ､なんて｡サマ

お寄せ下さった子供用の衣類は約90kg｡大丈夫

イも日本での留学は苦労がたくさんあるだろう

です｡一枚残らずカンボジアの子供たちが身に着けま

けど､一緒に頑張っていきたいと思っています｡

す｡希望の家の小さな子供たちは数名ですが､長い間

これからもよろしくお願いしますo

関わりを持つマザー･テレサが設立した修道会(MISSl
onarleS Of Charrty:MC)にはエイズ陽性､障害を

渡航記がご縁で

持つ沢山の子どもたちがいます｡またそこで開く学校に
も地域の貧しい子どもたちが集まります｡ MCはシェムリ

(私的喜びですがお読みください)

アップにも施設を持っていますD

石橋愛詠さんからのメールで､ ｢何かできることがあ

お寄せいただいた｢こころ｣はカンボジアの子供たちに

れば! ｣と言う声かけをいただき､それならば｢子どもの

必ず届けます｡

古着を集めてもらえませんか! ｣とお蔽いしましたo大

ありがとうございました｡

学の友人たちが少しずつ集めてくだされば｡軽い気持
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ようこそ日本へ

サマ4'の日赤諾留学
員､親友のソフォアンさん､故郷コンポントムから来た

ちょっとその前に

家族､石本さん家族とかなりの大勢様でした｡そりゃそ

2月3日発行の会報｢オークン｣ 1 4号で間もなく来日

うです｡庶民にとっては不可能な2年間の日本私費留

の期待のもと､皆さんに｢サマイ留学｣を報告しました｡

学ですから｡

昨年1 2月4ELプノンペンでも実施された｢日本語能

いよいよ来日

力試験｣の結果待ち､合格間違いナシ､そんな段階で
の報告でした｡試験結果の正式発表は2月27日です
が､日本語教育振興協会の方には1 0日過ぎには知ら
せが来るとのことでした｡

成田日本語学校(成日)から電話がありました｡結果
は不合格! ｢工エエ〜〜､そんなあ･ ｣

N5の合格が必須条件｡ ｢N5でいいんだからネ｡ ｣と言

う私のやぎLい助言にもかかわらず､ N4の受験を申し

込んだサマイ｡彼女の気の強さと自信過剰振りを感じ
させるところ｡それが裏目に出て不合格の知らせ｡

4月1日(日)ll 00､成田空港第1ターミナル到着

｢だから言ったのに日｣と千葉で吠えてもプノンペンへ

口｡サマイを待つのは老人3名(松永､前田､菊地)と

は届かない｡

紅一点2月にセンターを訪れた大学2年生石橋愛

成日に行って｢合格しないとダメですよね｣ ｢そうです

詠さんの4名0 1 1 10､モニターに定刻に到着の表示

ね､合格しないと

を確認｡ 20分経過したころから韓国から帰国かなと思

｣

内心､ N4の試験内容(文字･誤藁､文法､読解､聴解)

われる旅行者が出口から現れ始め｡まあカンボジアか

である程度の点数を取っていれば配慮してもらえない

らだからまた引っかかっているかもなあと思い始めて間

のかなあと思い伺っても､ ｢合格していないと｣oそれは

もなく､オッと出てきました｡予想より早くニコ二コ顔での

そうです､いちいち外国人の試験結果を入管がそんな

到着でしたD出迎えの皆さんとしばし歓談｡インチヨンで

に細かく配慮するはずがないoこれで次回の7月の試

の乗り継ぎ時間が短く､成田への出発ゲートを探すの

験を受けて1 0月来日だな｡

に時間がかかり慌てましたとのこと｡そうでしょう､私で

2月末土曜日(25日)の私の法人役員会に気持ちが

すら初めて一人でカンボジアに行った時でさえ心配で

行き､この件はきっぱり区切りをつけて｡

心細い限りでした0 2‑3度連れられて行ったにも拘ら

明けて月曜日､成日からの電話は吉報でした｡
｢東京入管から｢在留資格認定証明書｣が出ました｡ ｣

ずでした｡それが初めての飛行機､それも一人では無
理もありません｡

急な知らせでしたので｢それH ｣とばかりに｡ナレットさ

まず暮らしの準備

んに連絡となると苦手な英語でのやり取りとなり･
連絡内容が誤りなくスムーズに伝わるようプノンペンに

｢色々あったけど､サマイようこそ日本へ! ≡ ｣

おいでの｢石本さん｣に直接メールをしてVISAの発給

4月2日(月)｢外国人登録｣を成田市役所で行なっ

申請と航空券の手配をナレットさんに指示してくれるよ

てきました｡同時に｢匡】民健康保険｣加入手続きも行

う依頼しましたo

いました｡実はサマイ､来てそうそう目が重く､ちょっと

日本からもVISA申請の際必要な成日 東京入管発

痛いなどと員の不調を訴えるのです｡遠くのものも見え

行の書類を郵送しなければなりません｡ ｢大切な郵便

ないと｡

4月3日(火)｢千葉入管｣に｢目的外活動｣の許可を

物はEMS(国際スピード郵便)で送るように｡ ｣との石本

さんの指示に従い数日で届けることが出来ましたo

もらいに行きましたoもちろんJRでo生まれて初めての

航空券は3月31日､ 23:00プノンペン発〜韓国イン

電車です｡そしてもちろん先頭車両で走る前方が見え

チヨン着(アシアナ航空)､インチヨン発〜成田着1 1 1

る所に立ってスピード感を味わってもらいましたo干葉

0を予約｡就学VISAも26日にプノンペンの領事部より

駅から千葉市役所前にある千葉入管までは一駅です

出され全ての出発準備が整いました｡

がモルールに乗って｡さすがにこれは怖かったようで､

出発の見送りにはナレットさんとセンターの子どもたち全

モルール自体がありえないことだったようです｡
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目的外活動̀入国の目的は留学‑勉強で､目的外の

4月5日(木)入寮しました｡早いとこ成田日本語学

活動とは労働活動を指します｡留学生は1週28時間

校を中心にした日常生活に入った方がと患いまして｡

以内の労働許可をもらえます｡首尾よくアルバイトが見

冷蔵庫､炊飯器､洗濯機､ガスコンロ等は備え付けで

つかれば､日々の生活費と授業料の一部も自分で払

すので､衣･食･睡･勉の小物を用意すればOKでした｡

えるとのことでした｡入管へは初めて来ましたが､大分

相部屋のお相手はベトナム人のフィンさん(1 9歳)で

混んでいて､手続きや問題を抱えておいでの外国の

す｡

成田での生活には自転車は必需品ですoカンボジ

方々が大勢いることを感じました｡

アは50ccバイクに免許は必要ありませんが日本はそう

サマイは､ド近眼

はいきません｡どうしても自転車でになりますo ｢さくら寮｣

昨日からの目の不調が気になり､千葉から佐倉に戻

から学校までが2km｡歩くにはちょっと距離が｡しかも

りその足で眼科へ寄り診察を受けました｡特別目に疾

学校から生活費を稼ぐために働くケアホームまで8km｡

患はありませんでしたが､生まれて初めての視力検査

今日の日本人にとっては自転車での距離ではありませ

で､右̀0. 1､左:0. 15でかなりの近視でした｡結果を

んが､カンボジアでは問題ない距離です｡

聞いてそりゃそうだろうなと納得｡センターの照明の明

｢今度カンボジアから勉強しに女の子が来るんだけど､

るさ､いや､プノンペンの庶民は日本から見れば薄暗い

適当な自転車ないかな?｣｢ああいいよ､考えておく

灯の中で生活しています｡それでもセンターは以前に

よ｣｡佐倉で40年付き合っているバイク･自転車屋‑

比べればTerra Netの支援による改修工事時に蛍

｢桜井ホンダ｣さんに3月初旬I=声をかけておきました｡

光灯を整え､居間は灯の数も増やしました｡しかし日本

3月下旬､来日数日前にお店に行き､ ｢自転車は?｣

の基準からするともう少し明るくと感じてしまいます｡

｢これ持ってって｡ ｣

気の無い地味な子なので明るい紫色のフレームにしま
したoなかなかよく似合いますo ｢うわあ､見えますねえ｣
とサマイ｡

｢桜井ホンダ｣さんからい
ただいた自慢の自転車o LJ

ます.

鏡屋さんに行き眼鏡をあつらえましたoサマイは酒落っ

れで毎日頑張って通ってい

眼科でいただいた眼鏡の処方等を持って､その足で眼

中古だけど前3段､後7段ギアのマウンテンとロードの
中間タイプ｡ ｢御代は?｣｢それはいいよ､使って｡ ｣｢じ
ゃもらってくよ｡ ｣｢あいよo ｣o有難かったなあ.

7日(土)歓迎会 いつものイタリアンレストラン｢パッ
キア｣ 17■30‑､サマイと寮で同室のフィンさん､そし

てセンター訪問経験者等22名で開催しました｡
以下は当日のサマイの挨拶ですD
した｡近視用となると恐らくもう少し高いでしょう｡庶民

｢こんにちは｡カンボジアのHome of Hopeから参り

にとっては気軽に買える値段ではありませんo次回訪

ましたサマイと申します0本日は私のためにお集まり

問の折には子どもたちの視力検査をすることとしまし

いただき､ありがとうございます｡

た｡

私の出身地は､有名なアンコールワットに近いコン

4月4日(水)成田日本語学校｢さくら寮｣を見学に行

ポントムという大きな県です｡皆さんのおかげで

きました｡成日では当初公団アパートを借りて使用して

1 1年間センターで過ごすことが出来､またプノンペ

いたそうですが､生活習慣の遠い等でご近所トラブル

ン大学の日本語学科で勉強することも出来ました｡

が相次ぎo古いけれど寮として使える物件があったの

本当にありがとうございます｡また菊地さん､松永さ

で現在はそれを使用しているとのこと｡押入れを含ん

んをはじめたくさんの人の協力により､ずっと憧れて

だ6畳二間の2DKを二人で使用し月額23, 000円

いた日本に来ることが出来､本当にうれしく患ってい

(3, 000円は光熱水費)｡学校の話では食費を含め

ます｡

て5‑6万円で生活できるとのことでした｡倹約倹約!

日本ではまず日本語の勉強､それから仕事を頑張
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一番の戸惑いは､金銭感覚(貨幣価値)の違いです｡

りたいと患います｡実際に日本に住んで色々なこと
が出来るのは貴重な経験です｡すべてを吸収する

何を貫に行っても｢お父さん､高いですねえ〜〜｣｡円

つもりです｡しかし､私はまだカンボジアから海外に

表示を頭でドル( 令 )へ換算するらしいのです｡私たち

出たことがなく､本当に何もかも心配です｡まだ皆さ

が食材を貫に行けば2, 000‑3, 000円かかるのは

んの助けが必要なのかもしれません｡その際は優し

普通です｡ 2, 000円‑約25So工場労働者の一月

く助けていただけたら嬉しいです｡

の賃金が60 Sのカンボジアで25 Sと言えば大金です｡

この2年間を無駄にすることなく充実したものにした

でも､物価の高い日本では買うことに蹟縛するぐらいの

いです｡皆さんこれからどうぞよろしくお蕨いいたしま

方がいいかもしれません｡買い物に慣れてしまったら､

す｡｣

あっと言う間にお財布の底が見えてしまいますからo
手書きの原稿を見ながら挨拶
するサマイ｡左がルームメイト
のフィンさん｡

次の戸惑いはお天気模様です｡カンボジアは乾季と

雨季.乾季はまず雨が降りませんo雨季も雨がずっと
降り続くわけではなく､一日の内で降る時間帯がほぼ
決まっていて､それも2‑3時間です｡例をあげれば､

朝から昼までは晴れ､その内雲が出始め積乱雲が増
え始め､そして雷と雨です｡

ところが来日した時は､春･季節の変わり目であったせ
いか､上下する気温､目まぐるしく変わる天気模様｡私

いよいよ日本での

たち以上に天気予報を携帯電話で見ているようです｡

日常生活が開始です
9日(月)新入生顔合わせ

頑張れ! !サマイ

今年度の4月生はカンボジア､モンゴル､マレーシア､

ベトナム､中国､ネパール､スリランカからの､合わせて

サマイは幸せです｡他の留学生は､日本に知り合い

1 8名です｡入学に際し授業料と当面の諸経費として7

の居ない中一人で来日し､寮に入り勉強します｡生活

9万円を支払いました｡日本人にとってもかなりの額で

費を稼ぐためのアルバイトも直ぐには見つからず､見つ

すが､アジアの方々にとっては更に高額なことでしょう｡

かっても飲食店､お弁当屋さん､野菜のパック詰め等､

横田校長先生の話では､家庭がお金持ちの人は1割o

夜〜深夜〜朝の仕事で､労働条件は厳しいのがほと

他の人は親族などからお金を集めて用意するとのこと

んどです｡

でした｡毎月の生活費は光熱費を含む家賃が23, 00

それにサマイは､長年の知人支援者はおり､環境の

0円､倹約すれば食費その他が30, 000円oほとんど

整った仕事場で働け､十分な賞金を得ることが出来ま

の学生はこの生活費を賄うためにアルバイトをします｡

す｡

日本語がまだ十分に話せないので多くは飲食店の洗

サマイは､倹約をしています｡コンポントムから奨学金

い場が多いようですが､昨今の不景気でアルバイト先

を得てプノンペンの大学に通う妹の学費を出してあげる

を見つけるのも大変なようです｡

ためにです0日本での一万円(125S )､外出し食事を

サマイの日常は､住まいの｢さくら寮｣ ｢日本語学

してちょっと気を許して買い物をすればなくなる金額で

校｣ ｢市立図書館｣ ｢ケアホ‑ムー本松｣です｡ ｢さくら

す｡しかしカンボジアでは､女工さんが毎日残業をして

寮｣から学校までは約2km､ 9 00‑12 20まで45

やっと手にできる額(100‑1 20S /月)です｡妹の授

分授業を休憩をはさんで4コマ行います｡学校からサ

業料年額500Sはサマイにとって出すことの難しい

マイが働く知的障害者ケアホームまでは約8km､火曜

｢円｣ではありませんD

日金曜日に自転車で通い､ 15 15‑翌朝(水)8.0

先月25日､最初の給与支給日でした｡約10万円支

0､ (土)9:45まで世話人の仕事(知的障害者の生活

給されました｡それまでは私からの借金生活でしたの

支援)をしますo仕事のない日の午後､土日は､寮ま

でさぞかしホッとしたことでしょう｡もちろん借金は返して

たは市立図書館で勉強をしなさいときつく言ってます｡

もらいましたよ｡

過度に面倒を見過ぎることの無いよう､学習だけでな

日本語を学ぶために来て､それも2年乱支援してくだ

く他の社会経験にもなるよう､サマイの2年間の留学生

さる人々の気持ちに応えて欲しいと願っています｡

活を世話したいと思っています｡
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ﾊ2ﾘ ｲ

1 4年後の現在､センターは旧市街地から続

く｢新市街地｣に完全に呑み込まれてしまいま
した｡裏には｢サラマーケット｣､そして住宅が

交通信号､小さなネオンサインすらなかった､
いや灯すらなかったカンボジア･プノンペンを

立ち並びます｡表には役人が賄賂で稼いで建て

初めて訪れたのが1 996年7月｡その後の激

ラン､インターネット屋等々｡すっかり開発の

変ぶりはこれまでもお伝えしてきました｡最も

中に飲み込まれたセンターo

新しい変化は､官庁街から空港へと一直線に走

た広場･センターの庭は､ 1 5

るプノンペンで最も広い通り､政府高官や外国
の要人が必ず通る道路とセンターから出たとこ

が集まり出し､バレーコートは前座の試合､真

ろに走る大通りの交差点､そこが初の立体交差

人々が､地域の子供たちや孫を連れたお年寄り
が集まる､地域では大切な広場になっています｡

た(ナレットさんの弁)豪邸､幼稚園､レスト

地域で唯一残され
00過ぎから人

打の試合と､日没までバレーの試合を中心に

になりました｡朝夕のラッシュ時は大変な混雑
でしたからね｡でも右左折して通りに出入りす
る道路が狭くなったので､混雑ぶりはそんなに
解消されたとは言い難い印象です0

1センター前の変貌
この広場は裏のマーケットに行く通り抜け道に
もなり､お昼時になると隣の縫製工場で働く女
工さんたちがお昼ご飯を買いにゾロゾロと行き

交い､何人かは庭に建つ校舎で昼食を取りなが
らひと時の休息を取る､そんな憩いの場の役割
も果たしています｡

このセンターの庭･広場は時にちょっと場所
話しは変わり｢希望の家｣周辺と前通り､こ

を取る仕事の作業場にもなっています｡いつぞ

こだってプノンペン中心街に負けないほどの激

やの訪問の際には電気溶接をして大きな窓枠を

変ぶりです｡
1 998年､センター開設当時の写真をご覧く

作っている人がいたり､かなりの量の鉄筋が置
いてあったりと｡たまに行く私が目にすると言

ださい｡センターだけがポッリとあり､前は空

うことは､作業場･物置場として人々に便利に

き地でその低い所には雨季には水が溜まり､空

使われているのだろうと言うことが推測できま

港からセンター‑行く時についにここで車が進

す｡それはそれで､地域の人の役に立っている

めず､下りてズボンを膝まで上げて水の中を歩
いてセンターにたどり着くと言う事態に｡そし

ことは嬉しいことです｡

2月の訪問の際には､門を入った校舎の横で3

て裏はずっと続く田圃でした｡

mx4mほどの割った竹を格子に編んだよう
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センターの先で建設中の建物C

Rﾘ耳爾ﾘ8ﾇ#ｩ? 粐ﾒ ､汎ﾈ

細い鉄崩の柱の間を中空のレ
ンガで埋めて壁を作って行き

言う感じです｡

希望の家

ｨ爾闔ｪ8耳耳爾ﾒﾒ

ます｡そんなんで大丈夫なのと

プノンペン

