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71.㌔ ヽ.梅雨の時期､皆様はお元気
にお過ごしのことと思いま
すo l月末､一週間訪れたカ

ンボジアは乾季の中頃で､一

年の中でも比較的過ごしや
すい時期にありますoとくに

明け方の涼しさは気温も2
0℃程度で､申し分のない過
ごしやすさでした｡しかしそ

一輪

こは南国,最後の2日間の日
ぎ中は暑さを感じましたが､日

繰上…陰に入｡ちょっと風さえ吹
良 :けば､乾季の過ごしやすい時
間がそこにありました｡今回

は久しぶりに｢蚊｣を意識さ
せられましたo

これが不思議なのです｡ ｢蚊｣を意識させられる,つまり｢痔い!｣と感じさせられるのは乾季

なのです｡毎晩1 8

00に部屋で蚊取り線香を焚き､眠ろうとベッドに入る前に周辺と蚊帳をおろしたベ

ッドの中を噴霧し､おかげで毎晩蚊に悩まされること無く睡眠を取ることが出来ましたD ｢備えあれば憂いな
し｣､センターの蚊対策はこの方法で万全です｡
この一年間は､子供たちの出入りが多い期間でした｡
昨年7月

シナィ､サブ‑ン両名が大学を卒業し｢希望の家｣から巣立ちましたe

シナイは昨年プノンペン

に営業所を開いた日本製自動車中古部品を扱う会社｢CMKEIYO TRADING｣の酒井さん(京葉自動車工業)
に雇ってもらえましたo
しょうかねo

サブ‑ンは縫製工場で製品集配の仕事を見つけましたD

まあまあと言ってよいので

また二人は､シナイが昨年12月2日､サブ‑ンがこの2月6日に結婚式を挙げました｡大学

を出たら結婚をと
が入って来ましたC

予定通りだったようで｡それはそれで一安心という気持ちです｡新しくは男子4名
小学生のボンロク

ビトウ‑兄弟､中学生のノンとダラですo残念なのは､小学校1年生

の双子の兄弟･ラビとラバがおばあさんの我がまま?でセンタを‑を出ました｡この結果､現員は1 8名と
なりましたo

新しい子供たちについてはこの後の記事の中で写真を交えてお知らせしますo

サマイは元気に成田日本語学校での勉強を続けていますo

昨年､チャリティーコンサートでのお粗末挨拶

を厳しく叱られたのに奮起して､現在は無駄な言葉が少なく会話がスムーズになり大分上達しました｡早い
もので一年二ケ月が過ぎ

早二カ月間が過ぎますo

この冬のインフルエンザの流行も何のその､カンボジア

では経験したことの無い日本の寒さに耐え､ ｢成田日本語学校｣での勉強と｢いんば学舎｣のケアホームでの

仕事を元気に続けています｡サマイ本人からの報告もどうぞお読みください｡
また､東京の後町さん(会員)と｢いんば学舎｣職員

淵田君からも寄稿していただき掲載しましたC

しみくださいC
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心学生
後列左から

青郷

スライネ(12歳･6年)

ぞ弓

メンホン(14歳･6年)

前列左から
ピトクー(10歳･ 3年)

ボンロク(13歳･5年)
メンホア(12歳･4年)
メンチュ‑ (10歳･ 2年)

竹本安荊ちゃん(6歳)
(一週間､センターで元気に
過ごしました)

I:T
て

中･高ま
後列左から
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潅‡ヴィサカー(18歳･高2年)
テアラー(18歳･高3年)
テアリー(18歳･高3年)
ダラ(18歳･中1年)
ミンボン(14歳･高2年)

前列左から
レッケナ‑ (14歳･中3年)

チョロナイ(18歳･高2年)
チヤリヤー(1 8歳･高2年)
ノン(12歳･中1年)
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大学生
後列左から
ウドム(24歳･大学4年)
ナレットさん(マネージャー)
前列左から
キア(24歳･大学3年)
スライロア(20歳･大学1年)

サマイ(2 4歳･日本語哲学中)

パンをあげようかウ｣とDクメール語で話しかけてきました｡もちろん

尊貴の蒙｡ま/減点清

これは私の推測ですoそれに対して､私が隆しげな英語で､ ｢今車
で来る人を待っていて､これからMCブラザーの所に行くんだ｡ ｣な

く点描‑ 7)

ボe/ロク0116) ･ピbウーく山7)兄帝の己と

どど.互いの話は通じたのか通じなかったのか‑ C

F簡月初旬の訪問の際､チヤリヤからのお願いで親友のチョロナ

それにしてもセンターの革が来ないので､少年には｢チュムリアップ

イがセンターに入って来たことはお話ししました｡ 12月2日にシナイ

リア･さよなら｣と言ってMCに向かい歩き始めました｡歩き始めて間

の結婚式が故郷･コンポントムで予定され､子どもたちは私が一緒に

もなく､ナレットさん運転の車が来て皆でMCへ｡
MCから戻り夕食までの時間､キア(大学3年)が私を呼び止めまし

いくつもりでいるという話を聞き,私の中の予定には無かったのです
が､子どもたちには会いたいし‑ ､と言うことで希望の家を訪れまし

たキアは詰まりながらも日本語を少し話します｡

た｡

｢弟をセンターに入れて欲しいD ｣

キアは3人姉弟だと思っていました｡お姉さんはプノンペン大学で

二日目の夜､一人で2Fの部屋にいた私のところに
ノックの音と｢お父さん､入っていいです

心理学を勉強し､女性福祉関係の

か｡ ｣はチヤリヤの声｡

NGOで働いていますo姉弟皆プノ

｢はい､どうぞ入ってください｡ ｣

ンペンのMCで育ち､キアも2000

振り向くとチヤリヤと一緒にチョロナイがい

年にセンターに来るまでMCの幼

ました｡

児院で暮らしていました｡少し知的

｢お父さん､チョロナイの弟をセンターに

障害のある弟はMCの世話になっ

入れてくれませんか｡ ｣

ていますDその下にもう一人弟がい

｢弟がいたの｡ ｣

るとのことD

チョロナイは用意していた写真を私に手

｢いま何処にいるの?∫ ｢ポイペトで

渡しました｡そこには二人の男の子が･ ･ ･

す｣

｢弟が二人いるんだね｡ ｣

ポイペトはプノンペンの北西遥か遠

｢はいo ｣と二人そろっての返事｡

く､直線で約350km､国道5号漁の

あああ､もうダメでした｡写真で顔を見てし
まったらo

｢分かりました｡いいですよ｣

ail)的ホームI r菰堂の象lで.仲良<元気te l
後ろ赤いシャツ
ク

ダラ ､前列左から

ノン

ボンロ

ビトウ‑

タイ国境の街ですC
｢ポイペトのドンボスコにいま
す｡｣

ドンボスコはカトリックの修道会で､青少年の教育や職業訓練に

翌日､二人の弟､ボンロクとピトウ‑は早速センターに来てそのま

力を入れていますn ｢キアよ､お前もかI Jなどとは全く思わず､兄弟

ま仲間入りとなりました.

なら一緒にいるのが当り前と感じ､ポイペトの｢施設･孤児院｣にいる
弟をセンターにすぐに呼んであげたいと思いました｡

ノa/ (中7)の之と

｢ああそうなの､いいよセンターに来るようにしなさいn J

その日の午前中は皆でMCブラザーの障害児施設でボランティア∩
私は6 30のMCシスターの修道院(Home of Peace)でのミサに出席

翌日キアが｢弟ですo Jと紹介してくれた少年を見てびっくり目

のためナレットさんに送ってもらって一足先にセンターを出ました.

先日朝､ MCの前でパンをバクついていた子なのですo

7 00過ぎ､ミサが終わり門の外で皆が車で来るのを待っていると､

｢どうしてMCにいたのり｣

手で引く飲み物を売る小さな屋台､パンをバイクに積んだお兄さん

｢学匠が休みの時期は時々プノンペンに遊びに来るんですo ｣

が来ました｡数人にパンを売った後､所在なさそうに見ている私に気

ナレットさんに､ MCの院長シスター･ヴェノレティナさんにドンボスコ

づき､ ｢チギャ‑ン･美味しいよ! ｣と声をかけてくれましたDそこに

に連絡をして弟(ノン)がセンターに移ってこられるよう手続きを進め
てくれるようお願いして私は日本に戻りました｡

修道院から一人の少年が出て来て､小ぶりのフランスパンとコ‑ヒ ー2一
‑牛乳の様な飲み物を買ってパンを浸しながらバクつき始めました｡
彼も所在なげに見ている私を見て､ ｢オジさん､何をしてるの

しばらくしてノンは｢希望の豪｣に移って来ました

少し
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ダうく中7)の之と

くて男子のベトナム人だよ｡ ｣

一般的にカンボジア人はベトナム人が大嫌いですoこのような民

昨年12月のある夜､私の部屋の電話が鳴りました｡

出たのですが､相手は女性の外国人の様子｡声は聞こえるのです

族間の対立感瀞ま日本人に古都なt,かもしれません｡

が私の問いかけが聞こえないようでしたDその時はそれで終了｡翌

アンコールの時代にも戦っていましたし､近くはフランスに依るイン

日の夜､また電話が鳴りました｡

ドシナ三国の植民地支配の際､ベトナム人を官貴として使いカンボ

｢菊地さん?シスター･リリーだけど分かる? i

ジア､ラオスを支酉乱.た経緯があり､それもベトナム嫌いの大きな偉

それが､酔壕からかけている様なよく聴こえる声なのです｡ 『シス

因になっています｡そして､カンボジア人のベトナム人への暴力事

ター･リリー? ‑』と頭を回転させながら‑

件もこれまでしばしば起きて来ました｡また､ベトナム人はカンボジ

シスター･リリーは知ってるけど､もう何年も会っていなし､彼女はプ

アの中ではよい仕薪こ就けず暮らし向きも多くの場合厳しい状況に

ノンペンのはずだけどなあ｡

あります｡従ってベトナム人はコミュニティーを作り暮らすケースがし

rプノンペンからですか｣ ｢そうそう､プノンペンだよ｣

ばしば見られます｡ムニボンのMCはそのようなコミュニティーに対

｢とてもよくシスターの声が聞こえます｡わざわざ電話で‑どうなさい

して生活指導･相談と医薬品の乾布等をしており､ダラはプノンペン

ましたか? ｣

近郊のそんなベトナム人コミュニティーで暮らしていました｡ 1 2人姉

｢とても困ってて､一人子どもを入れてくれないかなあ｣

鰍兄弟です｡暮らし向きはぎりぎりで､日本的に言えE郡口減らし』

｢いくつの子ですか?男の子､それとも女の子? ｣

をしないと家族が壊れる状態にあったようです0

｢1 7歳の女の子だよ｣

1 7歳でセンターに移って来て学校は中学1年もコミュニティーの

現在大挙高校の女子は6名､一寸また女子が. ･ ･と､麟する思い

自主運営学校では高校生でしたが､プノンペンの公立学校は彼の

が胸か隅にありましたが.しかしいつもJLp)中でMCのためにお手

中学･高校学習歴を認定してくれなくて中学1年生となっています｡ 5

伝いしたい､ MCからの要望は受け入れたいと考えていますので､

年遅れて学技に通っている勘定ですが､今のところ腐らずに通って

｢分かりました､センターのナレットさんに連絡をしてくださし㌔ Jとお

います｡

返事しました｡

1月末に訪れた際に様子を聞きましたが､カンボジア語らミ少し｢お

シスター･リリーは日本で10年jfK生活した経験があり日本語が堪能

かしく｣かつベトナム人だと言うことで皆から少し離れていたとのこと

で､その喋る感じがざっくばらんなのです｡

ですが､垣間見たダラは皆にとけ込み元気に見えました｡

後日ナレットさんからメールが届きました｡ ｢菊地さん､女の子じゃな

頑張れよ､ダラ!応援しているからね｡

‑一一=二三二･,縛坤革めでとう

J亡滴己もないのでカンボジアの結婚式シーズンですo日本のように
式･披露宴をホテルで行えるのはプノンペンのごく一部の人びとで､
一般的には家の前や村の広場にテントを菓り行います｡ですからシ
ーづこ/は雨の心酉己のない鰍吾うことになるのです｡

昨牢12月2日にシナイが､今年2月6日にはサブ‑ンが､故郷･コン
ポントムで結婚式を挙プました｡
シナイの時は子どもたち･知人とづ掛こ行きました｡プノンペンから

大音監カンボジア人の多くはこの傾向にあります｡例えば中古

自動車で3時間､プノンペンから6号線を北に向かいます｡街道から

のオーディオを買った､街頭で商品の宣伝をする､そして結婚式

式夢の部落まで1. 5kmほどでしたが､会堺こ近づくに連れ音楽の

などは｢聴いてくれ! ｣と言わんばかりに大音量で‑｡日本でこれ

音が聞こえやがて大きな音となり､会執こ執､た輸こはものすごい

をやったらすぐにご近所が通報と言うことになるでしょう｡
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その右隣信付

黄添いのウィサカーとチ∋ロ丁イ

が､乾季の間はまず雨が降りません.特に1 1月‑2月は涼しく雨の

左･節r露婦(シナイ)

1 1月〜5月は乾季です｡雨季･乾季の移行時期には雨が降ります

到着した会場はプノンペンでは見られないほど広い天幕

この日の牛肉の硬さには歯が立たず､スープと魚をごちそ

が張られていました｡部落としてはそうそうないイベント

うになり､帰りも3時間の道中ですのでそろそろと思い席

で､力が入るのでしょう｡既に式の途中まで進んでいまし

を立ったらダンスをして行けと言うリクエスト｡天幕内の
一番前のテーブルを中心に音楽に合わせて早速ダンスが

たし座る所もなかったのでナレットさんと一緒に部落の

中を見て回りました菖蒲の様な葉を手編みして仏事の飾

始まりましたo私は何度か経験がありますので輪に加わり

り物を庭先で作る女性たちoこれは出荷するのだそうです｡

男踊りをD女性の踊りは美しく､特に指の動きは鮭力的で

脱穀後に拾い集めた米を箕(み)と言うのかな､大きな竹

す一それに比べると男は阿波踊りの男踊りの感じです｡し

で編んだ皿状の篭に米を載せて回転するように揺すりし

かし一番はリズムに乗って楽しくo子どもたちと一緒に2

ばらくした壊高く投げ上げてそれをキャッチ.見る間に米

曲おつき合いして帰路につきました｡

粒が中央に集まり藁くずやゴミが外側に｡手際の良さにし

結婚式にはどれくらの費用がかかるのか興味あるでしょ｡

ぼしみとれ､よせばいいのに｢やらせてください｣とお願

このスタイルでやっても2, 000 S前後はかかります｡

いして､見よう見まねで篭を動かそうとも米は集まらず｡

シナイの給料は1 5 0 S/月ですから大変な額です.

おばさんに笑われながら､しばらく楽しい時間を過ごしま

プノンペンで最近流行っている立派な会場を借りるとな

したD

ると4, 000‑5, 000等かかります｡

そんなのどかなご近所の様子とは関係なく式古淵〒D子ど

お色直しを1 0回近く､その度にビデオと写真で撮影｡そ

もたちに高床式の家の階段を上がり居間に入るように言

れをDVDとアルバムにまとめて後で皆さん配ります｡こ

われました｡何をすればいいのか分からないまま上がって

の辺りは花嫁の化粧同様に

みると､ご祝儀を渡す場面でした｡前の方々の仕草をよく

ないでしょうかねC

見てそれを真似てやりました｡お祝い事だし私は外国人､

え! l

や

り

す

ぎ

じゃ

大きなお世話ですかね｡

せるのです.村人はお札をそのまま裸で置いていましたo

私は日本で用意してきた結婚式用ののし袋に入れたお祝
いを渡し､両名の正面で構えているビデオと写真のカメラ
に向かってにっこり笑って‑イポーズですD

これを一人ひとり延々とやるのですDご両人にしてはこれ

が多い方がいいのですD

私の祝儀はいくらだって?それと同じことを部落で散
策している時に老人に訊かれましたo私に向かって何か話
しかけているのでナレットさんに｢何て言っているの?｣
と訊いたら､ ｢祝儀はいくら持ってきた一｣とのことDナレ

ットさんには｢見たらビックリするほどだ!｣と言ってく
ださいとお願いしました｡
天幕内ではそろそろ食事時｡会場の横で出張料理屋さん
が作った料理が振る舞われます｡地元でない私たちは何処

に座ればとまごついている内に幕内の席は村の人びとで
埋まり

私たちは結局幕の外となりました｡

牛肉と野菜の妙め物､トムヤンタンスープ､雷魚とおぼし

き魚の唐揚げ等､定番の料理が出されました｡
村の日常の食事はおそらくセンターと同じで質素な野菜
スープとご飯でしょうCそれに比べればごちそうがいっぱ
いoこの時とばかりに皆さんよく食べます｡私は歯が悪く､
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｢おっしゃった通りお金力切切＼りましたよナレットさん｡｣｡で
も可愛い娘のはれのE]ですからね｡
彼はまだ大学生､サブ‑ンは､工湯で製品集酉醐士事をしてプノ
ンペンで善しています｡頑張ってね!

20

が大事な結婚･披露宴の資金となりますから､くださる方

こちらはサワーンの結婚式

の間に用意された赤い糸を渡して置きそこにご祝儀を載

クチさ‑代これからお金がかかるね｡｣

郎新婦は合掌して掌を近づけて座り､その親指と他の指と

09年9月､皆で﹃キリロム﹄へ遊び
に行った際サヴーンが連れて来たの
が彼｡その時ナレットさん巳くo｢キ

もたつこうと間違えようと多めに見てくれるでしょう｡新

パーソナル･トランジション/

‑自分に訪れた転機の話=
﹃ソーシャル･アクティビティの開始﹄
12年前'私はユニセフのような某有名ZPOに給料の

ほんの︼部を寄付し始めました｡正直'何か特別な
理由があったわけではなく'ただ何となく当時の不摂

すると'どういう訳か､窓の外の子供たちが突然私の

のサポートを受けていましたo今ではそこの子供たち

の成長を見るのが楽しみになっていますo

私は'このために会社を辞め､現在は別の会社に勤め

乗った車にたくさん集まり出しました｡みんな胸で手
を合わせながら､いまだかつて見た事もないような満

ているわけですが､これは仕事のキャリアの面ではリス

見に如かず.以前

面の笑顔で‑

クかもしれません｡ただ､肩聞は

は全く考えもしませんでしたが'いまはこれだけは言

引き落とされている事にすら気付かない'当時はそ

己満足したかっただけで､その後は毎月寄付金額が

ッチン'ベッドルーム'現金を得るために作られた観光

が､その施設を上手な英語で案内してくれました｡キ

で授業中だったのでこその施設では年長の若い子供

私が訪ねた時､子供たちは屋根も壁もない青空教室

足感を得ることができますoLかし､それも素晴らし

けになりますし'同時にそうすることで私たちも満

らみればごく

親を含めまわりの人たちから受けたような､我々か

ま″サポートを必要としています｡私たちが子供の頃､

その時､ガイドがポッリと言いましたo"ここだよ"≡

んな有様でした‑

客向けの小さな油絵ショップ'それだけ⁚しかも､ど

いことですが'もし彼らがどのような子たちで､私た

えます｡私たちが年を取ってからではなく､彼らは"い

その9年後'私はカンボジアを訪れました｡ベトナムの

れもお世辞にも当初想像をしていたようなシロモノで

ちの寄付やサポートでどのように日常を過ごしてい

生な生活に何か聞こえの良さそうな事を追加して自

サイゴンから2日間だけ'かの有名なアンコール･ワツ

はありませんでした｡ただ､案内をしてくれている間､

るか個人的に知ることができれば'より大きい何かが

般的なことです｡少しの寄付でも助

ーを観るためです｡5つ星の高級ホテルに泊まり､自

彼はlつの言葉を何度も口にしました｡

得られるような気がしますo

もし'これを読んでいただいているあなたが､自分はす

困に対する施設を意味します｡

繰り返す彼の喉元に見える入れ墨を眺めながら､彼

当時の私は返す言葉がありませんでした｡ただ､そう

"という言葉を思い出していただけたらと思いますo

てきたように'"何事にも遅いということはないんだよ

私たちが子供の頃'あなた方の世代の方から言われ

"僕たちはラッキーだ"

分専用の運転手とガイドを雇って‑
彼らとその素晴らしい寺院を観光している途中'私
はふとガイドに"ローカル･コミ三ティを見たい"とリク

私は'彼らが有名なZGO団体などに支援された'私

のこれまで過ごしてきた時間を想像していました｡私

あなた方にしかできない､そして'あなた方にしか伝

でに歳をとってしまっていると思っているのであれば'

たちから見てもそこそこ十分に思えるような､そん

は少しの寄付をしてその施設をあとにしました｡

エストしましたCカンボジアでのそれは'孤児院など貧

な施設を想像していました｡

思っていましたo公共のトイレは'海外からの観光客

私は､ガイドかドライバーがトイレに行きたいのだと

しばらくして､車が通り沿いの小屋に止まりました｡

して､私は偶然ある孤児院を訪れましたoそこは'現

現地の子供たちをサポートするためですQしばらく

は寺院観光ではなく､ボランティアとして数ヶ月の間'

その1年後､私は再びカンボジアを訪れましたo今度

アのような国の人々にとってはQ

世代間のローテーションがなくなってしまったカンボジ

のだと思います｡特に'戦争で多くの経験世代を失い'

えられない事が'私たちが思う以上にたくさんある

しか使えなかったからです｡私は'そんな事を思いな

地のスタッフによく管理され'財務的な部分はzpo

後町幸生

がら窓の外の子供たちを眺めていました｡

