なものを作っていましたC 数枚完成すると表の
おら白け

おれ本ら

は怒

センター前の豪邸の塀に立て掛

道路の塀に立て掛けるのです｡

子どもたちも気にするでもなく､自然なのですD

さて､工事の方は小さなブルと人力で均した

上に砕石を乗せて均し､トラックから小さな山
状に下した砂に袋から出したセメントを混ぜ､

水を加えながら適当に砕石の上に均してゆきま
すo もちろん水は民家から調達しますo ここま

では全て人力でしかも皆さんの履物はサンダル｡
砂･砕石等を運んでくるトラック以外､建設機

械らしい機械はこれを転圧する小型ロードロー
ラーだけのようです｡もちろん､これも日本か

日本人の感覚からは､少し大きいけれど何か鑑

らの中古機械で｢関正｣と漢字が書かれていま

でも作ってるのかしらと考えるでしょうo

したo

ご?

竹の囲い‑･?

竹か

日本から送られカンボジアで第二の活躍

をする機械はよく見かけますよo

いや､違うなあ･‑0

本当なの! !｣

でした｡
さてみなさん､ナレットさんが言った｢‑‑･｣

は何でしょうか｡
丁度その時､センターの門から南に7‑80m

の舗装工事をしていましたo

ーラー｡上にちゃっかり乗って

聞いた私の反応は､ ｢ええええ

活躍する日本製小型ロードロ

と｡

たところ､ ｢‑ ･ ･ ･｣だって｡･ ･ ･ ･ ･を

いるのはメンホン｡
これも日本じゃ有りえないこ

ナレットさんに｢あれは何に使うの?｣と訊い

大通りから入った

センター前通りの様な道路の舗装は､プノンペ

道路工事を見ていた翌日が帰国日でしたので工

ン市が1/2,残りを道路に面した家が1/4ず

事を最後まで見ることができませんでした｡ナ

つ経費負担します｡日本だったら｢道路を使う

レットさんの言った｢‑ ･ ･ ･｣を確認する

のは､道路に面した家だけではないでしょう｡｣

ことができなかったのは残念! !

と､とてもまとまらない負担方法でしょう｡ ｢セ
ンター前通り｣には約50m､センターが面し

ており､数年前に舗装を終えました｡今回の工

2 レツゲテが大怪我轡

こちらは

｢センター前通り｣のセンターの塀に沿って

民家が続き､ ◎0 0番の負担金を用意するのは

2軒のお店が営業中です｡ 1軒は･ ‑ ･､何

大変そうな家々ですので､舗装が今になってし

と表現すればいいのか･ ･日本的に言えば｢

まったのかと思われます｡

膳飯屋｣｡ご飯に野菜スープらしきものをかけた

事はセンターから南の方向部分ですo

場で働く5‑6人の労務者はセンターの塀にブ
ルーシートを結び付け簡単な屋根としたところ
に寝泊まりし生活していました｡トイレはセン

ターのトイレを使い鉢は洗濯場の水で拭いてい
ました｡それが当たり前のようにそうしていて､
‑8一

しきものを｣としか書けないのは､まだここで

食事をしたことがなく､失礼と思いしっかり覗
いていないからです｡私もカンボジアに通い始
小さいですが｢一善飯屋｣全景.
石に見えるのかサトウキビの絞り
機､左にテーブルとイス部分｡

右がシートを架けただけの
飯場'その向こうで道路工
事'左角が役人の豪邸C

センター前通りの様子で

この工事は､約3週間かかったようですが､現

ものとサトウキビジュースを売っています｡｢ら

めて1 0年以上､カンボジアの腸内細菌も大分

けが小さい子と言う状態が続き､顔立ちがとて

増えているはずなので食べても大丈夫であろう

も愛らしいこともあってセンターの誰からも可

と思うのですが､お店の感じが‑ ･､今一つ

愛がられる存在でした｡

味しいことは分かっているのですが､ジュース

に入れるあの砕いた氷も今一つ信用できず｡以
前ナレットさんにビニール袋に入った氷入りサ
トウキビジュースをおごってもらい､一瞬梼跨
してから､飲んだら案の定‑｡しかし､ご近

長い竹竿で実を採ろうとするメ

り遊び始めました｡

かないのです｡サトウキビジュース､これも美

ンテユー.結局採れず､木に量

｢食べてみよう｣と言う気持ちの踏ん切りがつ

所さんは食事に来ます｡今回の道路工事の期間
その日の学校は午後､

中この場所は工事労務者の飯場に使われていま

小学生のスライネとメ

したo

建物に店

ンチュ‑の女の子3人

を構える女性の‑アサロンはよく見かけるので

で校舎の横､塀に沿っ

すが､男の床屋は見かけませんねえ｡町の中心

て生える大きなアンプ

街に行けば違うのでしょうが､写真のような簡

アラの木の実を長い竹

単な小屋掛けのものがほとんどで､コンパネで

竿を使って採っていま
した｡この実は子ども

もう一軒のお店は｢床屋さん｣ですo

作った簡単な小屋すら無い床屋もよく見かけま

たちには人気で､青い
うちは酸っぱく､茶色
に熟すと甘くなりますo

しかし竿で採れるもの
が少なくなったのか､

3人で木登り遊びを兼ねて木の実採りに興じ始
めました｡センターには木登りに適した大きな
木が何本かあり､小学生は時々登って遊んでい
ます｡三人の中では年長のレッケナはさすがに
経験豊富で二人よりも一段高い所に｡日本で木

登りなど最近見たことも無い目からするとかな
りの高さ､ ｢気を付けなさい! ｣と声をかけなが

らこの様子を写真に撮った後その場から少し離
れました｡

実はこの床屋さん･クライさんに大変お世話に

しばらくして､ 3人が遊んでいた木の方から
大声がしますC

なる出来事が発生! !

男の人の大きな声もl

2月9日(木)､それは帰国の前日でしたo可

クメール語なので何だか分かりませんが､様子

愛い可愛いレッケナ(中2)に一大事です｡そ
の前にレッケナの紹介を少ししましょう｡
｢会報｣ ･8号のバックグランドで紹介しました

でただ事ではないことがすぐに分かりました｡
一番チビのメンチュ‑が木から落ちたかなと思

が､姉･チヤリヤー(高2)と2004年7月レッ

てしまったのです｡

ケナ6歳の時､プノンペンの遥か北西部･アン
コール遺跡の街 シェムリアップのさらに先､

高学年の子どもたちや私が駆けつけた時にはも
う既に床屋のクライさんが道路側から塀の上に

タイ国境に接するパンティメンチェイ州からセ
ンターに来ました｡ 6歳で小学1年生になった

登って救助活動中Q

柱の間に鉄格子状に鉄の棒が並び､しかもその

唯一の子供です｡入って暫らくの間レッケナだ

先は槍のように鋭く尖っていますoセンターを
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いきや､レッケナが! !塀の上に真上から落ち

この塀は頑丈で､レンガの

侵入し物品が盗莫臣にあうので後に柱にL字鋼の
アームを付け有刺鉄線を張りましたo レッケナ

はこの上に落ち､事も有ろうに左太もも2カ所
に突き刺さり､浅い角度で刺さった‑カ所は突
き抜けました｡クライさんがレッケナを持ち上

げ､下で待ち構えていた高学年の子どもたちが

し庶力

か民ン

受け取り両脇を抱えられながら母屋に向かいま
した｡痛みが尋常ではなかったんでしょうね､

含めて待ち時間は20‑30分｡レッケナはす

涙を流すことは無く､しかし顔面蒼白･荘然自
失の状態でした｡
<ここから看護師･菊地布由子さんの報告>

ぐに診察室の寝台‑寝かせられ､周りを衝立で
無く､医師と思しき白衣の人が5‑6人仕事を

レッケナの傷は3ヶ所で､見た目は｢まあ､大

するでもなく､忙しそうな雰囲気もなく､日本

丈夫･かな･･｣と言うように見えましたoただ､

人としては｢早く診察治療をしてよl｣と言い

出血があるのにセンターの救急箱には消毒用の

たい所をこらえて診察を待つo

アルコールと綿花のみ｡そこで活躍したのが､

つきの医師がみんな衝立の中‑｡サムアイが呼

いつも持参する【豆絞りの手ぬぐい】 !!洗って

ばれ､今度はナレットさんが呼ばれ‑

囲まれ診察を待つ｡日本とは違いすぐ診察では

やっと診察･さ
‑ナ

レットさんが出てくると深刻そうな表情o

おいて良かったo圧迫止血の役に立ちましたo

レッケナは､サマイの肩に何とかつかまりなが

レッケナの処置が始まると､レッケナの泣き声

らセンターの近くの十字マークのある店に到着o

が･ ･ ･ ‑｡何も出来なく心が痛い｡処置が

日本人の日からは｢ここは･ ‑薬局?｣と見え

終わると､すぐ隣のベッドが6台ある部屋‑運

る店構え｡とにかくレッケナを椅子に座らせ､

ばれ寝かされたレッケナ｡傷は思ったよりひど

サマイが看護師と思われる店員さんに事情をク

く､ 1ヶ所は槍のような鉄格子が5cm程突き刺

メール語で説明｡レッケナは貧血のように顔面

さって抜けた状態､もう1ヶ所は貫通した状態

蒼白･唇の色も血の気を失い今にも気絶しそう
に｡看護師と思われる店員さんから気つけ薬(メ

(まさか貫通しているとは‑ ･)o

にかく傷の洗浄｡痛かっただろうな･ ‑ ･

ンソール)をサマイがもらい､レッケナの鼻の下

処置を終えたレッケナは泣き疲れ､ベッドでウ

とこめかみに塗り絶えず身体をさすって順番を

トウトと｡薬の処方が出て｢帰って良い｣と言

待っているようでした｡｢ここが､クリニックな

われセンター近くの最初のクリニック‑｡再び､

の?｣と聞くと､そうだとのことo

ご主人が医師

先程の金を身に付けた医師が登場｡レッケナに

で病院勤めをしており､ここで薬屋さんをやっ

筋肉注射をしながら､ナレットさんに｢処置は?

て奥さん(看護師と思しき人)が店番をしてい

縫ってもらわなかったのか!?｣と言うような会

るそうです｡勤務の無い時間帯はここで診療を

話をし､駆け付けたセンターの子どもたちと

行っているそうで､カンボジア版町の医院らし
いo しばらくして店の中の正面ののれんが開き

緒にもっと大きな調剤薬局‑薬を取りに行きま

コール｡レッケナをのれんの中‑o

のれんの中

センターに戻って二カ所の病院で見た医師たち

には寝台があり､簡単な診察室になっていまし
た｡ドクターと思しき金のゴツイ指輪に金のネ

の誠意に欠ける態度‑の苦言を言うと､子ども

ックレスをした男性がレッケナの傷を診るなり､

はきちんと診てもらえないと話してくれた｡父

サマイに｢この傷は､病院で診てもらった方が

からカンボジアはお金で物事が進む社会倫理の

良い｣との事｡センターに戻り､ナレットさん

無い国だと聞いていたが､医師もそうなのかと

に診断結果を伝え､プノンペン市内の大きい病

知りカンボジアの現実を見せられたかなと感じ

院‑｡この病院は｢カンボジア･ロシア友好病

た｡

院｣と言う､ソヴィェト時代に援助で建てられ
た晴院でたくさんの市民が訪れますo 手続きを

レッケナが治療を受けた

ポジア･ロシア友好病院｡
が行ける大きな病院です｡
し､報告では中身は今一｡

建設した時に設けたものですが､これを越えて

処置は､と

した｡

たちは｢カンボジアの医者はお金が無い貧乏人

翌10日は帰国の日でした｡気になるのはレ

ツケナの様態です｡昨晩の発熱は微熱程度との
10‑

こと｡渡された薬の正体ははっきりとは分かり

最後にナレットさんの｢･ ･ ･ ･ ･｣につい

ませんでしたが､でも熱がさほど上がらなかっ

て答えなくてはいけませんネQ

たところを見ると､まあ抗生物質･痛み止めを

ナレットさんの言った｢･ ･ ‑ ･｣について

処方してくれそれが効いたのでしょう｡

日本であれ程の怪我だったら救急車を呼び病院

皆さんに説明するために､日本に戻ってからメ
ールで写真を送ってくれるようお願いしました｡

‑､直ぐ治療･点滴そして入院でしょうD

その1枚がこれです｡

しか

のここ数日のことが心配で心配で･ ･ ･

飛行機は1 1

00発､ 9時過ぎには空港に着
8

30にセンターを

出る直前､レッケナを見舞いました｡
｢レッケナ､大事にしてね｡頑張るんだよ!｣
｢お父さん､どうぞお元気で｡｣

本当だ｡格子状に編

かなければなりません0

うわあ〜〜

んだ竹を道路に敷いて'その上に
生コンクリートを流している‑･

し入院せずに･ ･ ･ ･ ･o状態が落ち着くまで

別れの時は何時もこの言葉で僕を泣かせます｡

ナは一週間学校を休んで登校し始め､その後順

場面は道路工事をしていたあの場所で､ロ ド
ローラーで転圧した後に生コンを流していると

調に快復しました｡

ころです｡そして､ご覧下さいo

思い返すと､盗難防止のために追加で取り付け
た有刺鉄線がクッションの役目をしてくれたお

置かれている｢あれ｣を! !竹で格子状に編

蔭であの程度の怪我で済んだのかもしれません｡

重ねられているのですo

奇跡的に大きな血管を傷つけることなく､又頭

るのは鉄筋です｡鉄筋の代わりにカンボジアで

部･顔面･胸部･腹部を傷つけなくてよかった

は竹が使われていたのです｡ナレットさんから

なとつくづく思いました｡
｢あの程度の怪我で本当によかったね､レッケ

知らされた時はピックリ｡でも今はカンボジア

ナ! !｣

きっと舗装によりセンター前通りは､抜け道と

帰国後のナレットさんからのメールで､レッケ

転圧した上に

んだ｢あれ｣が道路に敷かれその上に生コンが
日本ではここに使われ

ならありかなo これが私の率直な感想ですo
して更ににぎわうこととなるでしょうo

素晴らしかったキリングフ

ールド

前が強く記憶されました｡

何年前のことであったろうか｡それは私が
カンボジアに特別関心を持つ前でしたoなに
げなくつけたテレビに映ったのは､内戦で緊

希望の家が出来る前､地図を見ると宿泊して
いた市内の安ホテルから歩いて行ける距離の

迫する東南アジアの市街o T度大勢の人々が

所にポル･ポト時代にトウール･スレイ強制収

先を争って飛行場に殺到する場面だったよ
うな気がしますoそして市民の歓迎の中でク

容所だった建物(元高校校舎)があるのを知り

メールルージュのプノンペン入城､そして市

所で､ここで拷問を受け移送して処刑したのが
キリングフィールド(殺教の野と訳すのかな)

訪れました｡当時は｢S21｣と呼ばれる収容

民の強制移動o逆らう市民がいとも簡単に銃

でしたoあの映画を見て以来､一度キリングフ

殺される｡その映像に気持ちが釘付けとな
り､その後に続く映像は更に恐ろしく戦懐を

ィールドに行かなければと思い､当時お世話に
なっていたカンボジアの方に｢キリングフィー

感じさせる場面の連続で､見ているのが怖か
ったのを覚えていますoそしてこの映画の題

ルドに行きたい｡｣と言ったところ､ ｢カンボジ

名が｢キリングフィールド｣であることは番

アはそこいら中がキリングフィールドだよ!｣

組の最後に分かり､ポル･ポト政権の恐怖政

と強い口調で言われ結局連れて行ってもらえ

治･行為と｢キリングフィールド｣と言う名

ませんでした｡
‑1
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中央の広場に建つクメール様
式の屋根の記念塔が静かに有
りました｡青い空､白い雲､緑
の木立｡ここだけで1万5千の
命が眠っています.

血塗られるボルボト時代への道

代の残虐･虐殺行為が全土で行われていたこと
を物語ります｡また､映画で見た強制労働キャ
ンプ等でも日常的に残虐･虐殺行為が行われ､

の対立がインドシナ三国､特にベトナムに凝縮され
ソ連･中国から武器･物資の援助により北ベトナム

ました｡東西冷戦の厳しい国際情勢下での戦争Cそ

65年タナン上陸に始まる海兵隊本格参戦以降､
66年にはB52爆撃機による北爆も開始されベト
ナム戦争は激化し､アメリカの泥沼化が進んでいき

したo

で､隣国の対立状況の中で中立的立場を示していま

はシアヌーク王が国家元盲となりやや左より路線

にベトナムでは軍事顧問団という形での兵員の派遣
を､65年南からの要請を受けてアメリカ軍が本格
参戦'北もソ連･中国の支援を受け､資本主義･共
産主義の全面対決の様相となりました.カンボジア

産派)とに分かれ南北対立･武力衝突へと発展｡特

19世紀､インドシナ3回はフランスの植民地で
した｡1953年､これらの国で独立運動がおこり
第一次インドシナ戦争へと進みました｡やがてフラ
ンスは破れラオス､ベトナムは由米派と反親米派(共

土に約300か所あると言われ､ポル･ポト時

軍･南ベトナム民族解放戦線は闘い､69年当時､

ンペン入城〜1 979年1月7日ベトナム軍に

よるプノンペン攻撃そして解放までの3年8か
月間)では当時の総人口約800万人の内20

0‑3 0 0万人が殺害されたと言われていますo

けもらが霊
な入れ関等

いでみ穴慰

FSFB藷
プノンペンのキリングフィールドは市の中心

から南に1 5 km行ったチューンアエク村にあ

した｡

韓国を筆頭にタイ･オースト一フリア等から7万の兵員が
アメリカ側に派兵されていました｡
この様な戦争の経緯の中シアヌークは､南ベトナムが勝
利し白田を脅かすことへの懸念､反シアrXfク派の｢自
由クメール｣が南ベトナムに拠点を置いていたこともあ
り､シアヌークは中立から北ベトナムよりに進路を寧ス
て行きました｡それは､ベトナム国境付近のカンボジア
領で北ベトナム軍が補給基地を作ったり､軍の駐留･移
動などの容認でした｡こうしてカンボジアはベトナム戦
争に巻き込まれていったのですo
アメリカでは､次第に長引く戦争により厭戦の空気が
広がり始め'大義のない戦争への反戦運動が高まりを見
せ､ベトナム反戦運動は世界各国で広がりを見せてきま

ポル･ポト政権下(1975年4月17日プノ
この時アメリカが戦況打開のために行ったのは､アメ
リカからの資金のもと､シアヌークがパリ〜モスクウを
訪れた1970年3月'親米派ロン･ノル国防相にクー
デターを起こさせ政権を奪取させたのです｡後押しした
アメリカの思態は､ベトナム軍の｢聖域｣をなくし･南
への補給路であるホーチミンルートを壊滅し戦況を打
関するための自由な軍事行動をカンボジアで行うため
でした｡そのためには左より路線のシアヌークは邪魔で

頭蓋骨､掘り起し集められた衣類､子どもを打
ち付けて殺した木､遺骨を掘り起こした跡の穴

そして資料館o ここで目にする全てが人の尊厳

と愚かしさを問いかけています｡

虐殺の木
死刑執行人は子どもをこの木に
叩き付け殺しました｡

今回2月にも行ってきました｡前回は入場料が

確か2番でしたが今回は5番｡｢えええ‑･?｣

ール･ルージュのプノンペン入城(T975年4月17Ej)･

少なかったクメール･ルージュに戦闘能力を付け闘う集団と
して急速に成長して行きました｡また'ソ連との結びつきの
強い北ベトナムとの関係が薄れむしろ対立する一方で､中国
との関係を強め'ロン･ノル政権崩壊の最終馬面となるクメ

ンノル政府軍･南ベトナム政府軍との戦闘は､実戦経験の

した｡この時のアメリカの決断が､カンボジアの国をキリン
グフィールドへと歴史を進ませることになるのですo
シアヌークは､北京からロン･ノル打倒統r戦線の呼びか
けを行い､それに呼応したのが､ポル･ポト(本名サロト･
サル)が書記長を務めるカンボジア共産党‑クメール･ルージ
r1であり､カンボジア民族統一戦線が結成されましたoそれ
までのクメール･ルージュはベトナム共産党に協調して進ん
で来た､ほとんど戦闘能力を持たない､カンボジア国内では
政治的影響力の薄い集団でしたが､国民の敬愛を受け､中国
との太いつながりを持ち武器援助が豊富に受けられるシア
ヌークを旗印とすることで'国民の支持と武器を手にするこ
とが出来ましたoまたその後のカンボジア国内におけるロ

ります｡これまでナレットさんに数度連れて行
ってもらいました｡慰霊塔に安置された無数の

行くのです｡

3年8カ月に及ぶポル･ポト時代の始まりへと歴史が流れて
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その通り､キリングフィールドはカンボジア全

と思いきや券売所の横のパラソルでお兄さんが

り､道順に従い①の表示の所では｢1｣のボタ

ンを押すとその場に合った音声ガイドが流れま
す｡この音声ガイドが素晴らしかったo

村人はここが処刑場だった

語､フランス語､韓国語､日本語に対応してお

た衣類と骨に気つき､発掘が

ド器を手渡してくれました｡このガイド器､英

ことを知りませんでした｡あ
る日地面から飛び出してい

子です｡

と応えると､イヤホンの付いたオーディオガイ

始まりました｡発掘当時の様

｢日本人か?｣と訊いて来るので｢そうです｡｣

日本人

による臨場感あふれる語り口でのガイドが流れ
ます｡ポル･ポト政権時代の様子､ S21収容

断末魔の叫びをかき消すために大音量で流され
た音楽が流され､当時処刑を執行した男の証言

所(トウソレスレイ)の役割､残虐行為のこと､

がクメール語で流れ､ついで日本語で流れますC

その収容所と連携した役割を負う処刑場,虐殺

気が付けば､あまりに恐ろしく､あまりに悲し

の場

く｡そう､悲しくて､呼吸をすると声を出して

ここ｢キリングフィールド｣のおぞまし

い実態を伝えてくれるのです｡

泣いてしまいそうで､じっと息を凝らして気持
ちを整えようとしている自分がいましたo

まれ穴多

今回の｢キリングフィールド｣､心の底から悲し
かったけれど素晴らしかった｡本当のキリング
フィールドの心に初めて近づけました｡

残念なのは､プノンペン観光に日本人がほとん

.･::喜‡

ど来ないことです｡バンコクかホーチミンとア

諸芸
いさな

ンコールのセット観光だけでなく､プノンペン
も是非訪れトウールスレイ収容所･キリングフ

イールドを知ることでカンボジアの悲しみに触
れていただきたいと思いますo

9射4人が日本静間
今回は9月22日のチャリティーコンサートに合わせ

混んでしまい､せっかくの東京が駆け足観光になった

て4人が｢日本訪問｣で来目しますoくじ引きで順番を

り､新幹線に乗った途端居眠りをしてしまったりと､もっ

決めるのですが､外れる度にガッグノ涙ぐむチヤリヤの

たいない部分が見られました｡今回は3回日､前回に

ために､今回は4名です｡

勝る有意義な思い出に残る滞在にしてあげたいと思い

今回来るのは､ ｢ウドム｣大学3年､ ｢スライロア｣高

ます｡

校3年､ ｢チヤリヤ｣高校1年､ ｢レッケナ｣中学2年

です｡ウドムは､今は唯一人｢希望の家｣開設から1 4
年間生活する子どもで建築を勉強しています｡ 1 0月
から4年生､インターンが始まりますo就職に結びつく
といいのですが｡スライロアはサマイが日本に来た後､

食事の準備等を中心になって頑張っています｡今月
末卒業試験があり､本人は大学進学を希望していま
すが､私たちは｢美容｣関係の仕事を進めています｡

センスがあって上手なのです｡チヤリヤは､非の打ち
所のない子どもです｡おとなしくて恥ずかしがり屋の所
が邪魔をしている感じがします｡もっと積極的に｡でも
素敵な子ですよ｡その妹のレッケナは､ 8年以上セン

ターで生活する最年少ですo誰もが認め誰からも愛さ
れる美人さんで､あとは勉強をもう少しかなo

キアとテアリーが来た昨年は､滞在中の日程が大分

‑1
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第4回

高木早苗さん主宰で開いていただくこ

希望の棄支援

のコンサート､昨年第3回は初めて和太
鼓との共演で開催していただきました｡私

チャリティーコンサート
日時

出濃

鼓

2012年9月22日(土)
胃場13:30

場所

のような素人からしますとピアノと和太
ノ､太鼓､笛の青色が溶け合い､胸が熱く

息苦しいほどの感動でした｡音楽はすご
いですね｡今回も昨年と同じ出演者で開

胃漬14:00

いてくださいます∩ ★

｢いんは学舎･章尭Jホ‑ル

纂木

<昨年のスナップ>
高木早苗さん(後列中央)と鼓細MlXの皆さん方

早首(ピアノ)

KOGUNlX (和太鼓

?という感じでしたが､いやあピア

しの笛専)

★チャリティーコンサートを開催し収益をご寄付願えるお蔭で､大

学に進学し､中高生はプライベートスクールでも勉強することが
出来ます｡ 7月末にスイナィ､サブーンは大学(ヴァンダ･インステ

ィテュート)を卒業､スライロアが卒業試験そして大学に進学しま
す｡それを見て､後輩の子供たちも夢を膨らませますo

･｡お約束した｢サマ

希望の家は現在大学生:4名､高校生:6名､中学生:1名､小学生･
4名､就学前2名､留学1名･計1 8名｡スタッフはナレットさん
を含め2名です
この間､特にサムアイの留学に関わる授業料ま特別寄付で賄えまし
たが･日本への渡航に関わる費用等の出費がかさみました｡また9
月には･ 4名の日本訪問を予定しております｡日常生活襟章･教育
費以外の支出となりますので､私とも毛筆用の拠出を行います｡ど

うぞ皆様からもこ協力いただけますようよろしくお願いいたしま
す.

今回､ 201 2年1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｡ご都合とお気持

ちの許す範囲で結構です｡どうぞ引き続きご支援くださ

『Tlle 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｡
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｣
振替番号001 40‑ 1 ‑650338
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ニ043‑485‑6748 (菊地)
E‑mail :トklkuchi飢lne. Dlala or. iT)

︻編集後記︼

ていたのですが

会報｢オークン｣15号をお届けしま
すoもう少し早い時期の発行を予定し

イ留学｣の記事も不十分になってしまい
ました｡次号では｢学ぶサマイ働くサマ

イ｣をお伝えします｡これまで｢サムア

正確さを欠くのは仕方がありません｡

イ｣と呼んできましたが､本人から｢サマ
イ｣ですと抗議をされ､本号からサマイ
です.カンボジア語をアルファベット表記
に'それを日本語読みするのですから'

本号の内容は石橋さんのお寄せ下さ

った｢カンボジア渡航記｣以外､一部を除

いて全て事務局菊地が書きました｡2

したo身近な話題ばかりです｡どうも書

月初旬に訪れた時の見聞を記事にしま

語り口と言いますか'調子が一本になっ

き手が同じですと書きロと言いますか

原稿を依頼し､切り口の違う､見る角

てしまい､読み手は飽きてしまうだろう
なと感じてしまいます｡次号は友人にも

うにしたいと思います｡

度の違ったカンボジアをお届けできるよ

7月30日からF週間センターを訪

です｡3人で行きますので｢神戸からの

れます｡ラヴイエフヴアに全うのが楽しみ

子供用衣類｣､50Kgは運び届けられ

ます｡MCのシスタ‑ベルティナが微笑

みながら｢ありがとう｣と言ってくれる姿

何でカンボジアに関わっているのかな｡

を想うだけで､心が平和になります｡

きっと｢ありがとう｣を言ったり､｢あり

がとう｣と言われたりOそこで感じる平

｢希望の家｣のご支援に､｢ありがとう｣｡

和･幸せ感のためでしょうか｡

.･=‑I.'一十.巨ト‥

