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捜垂･松乗

千葉大学等衝き魔窟の松永さjLh今Ejは/ ㈹隈君で子とも

たらにとっては槻
さすがにウドムは男気度胸と積極性で乗馬姿は板に香いてる様
子｡楽しむ余搭すら感じられました｡
女の子たちは､初めての馬に緊張したようで､怖さもあったのでし

ょう､尻込嫡珠でLJ己帆松永さんに促され･ ･ ､いや命令され
てLJSiLJS観でも直ぐに笑顔が出 こ

監楽し九でくれたようでし凪

甑カンボジアスタディーツアー膿希望の家を訪れてくれる
取手松陽高校を訪問しまし^rLこ欄ま毒薬･美術のコースをも
ら､そのゆったりとl腐環粛よプノンペン(7:癌i校とはた達しt

子どもたちは少々戸惑った感じでし危
大意花生の計らいもあってスタディーツアー参白鳳先日のコンサート出席の生徒
たちが集まってくれました｡若いっていいですねえ直<･Eコ講じで盛り上がり琶楽
しそう｡抑空え日チヤリヤ毛元気いっぱしtしかし何と言っても我がセンタ‑

のイケメン君･ウド血ここでも潤こ日本語を喋り女生徒を引きつ丁ていました｡

･子ともたちをE]本に招く私たち払どうしても盛
りだくさんの計画になってしまいます｡一度っき

りかもと思えl灘理もないこと｡それでも今団ま
3度目､自己採点では8 0点のプランですごせら
.I‑れたかなと思います｡

望最後の夜lよイダノアソで｢いjul讃学舎｣の若い

｢革

+

職員たちと一緒のお別れ夕食会となりまLJ7己
空曹での最後の轟事は‑ ･

チヤリやが滞在中食べ続けた｢ラーメン｣となり
ました｡貴べている4人を見ていて､ ｢帰るんだ
なあ〜‑･ ･｣とちょっむむはウエットに

そんな細かとは関係なく､展望台で飛行粒を見な
がら写真を振り合って､ 1 3

30アシアナ航

空･ロI l行きの時間を発て出発ロへ

｢気をつけてね｡ウドム､親んだよまたセンタ
｣で会おうね｡ ｣

｢｢ .
チサリヤ･最後のラ

しかも2001年に新空港施設の工事が始まり､完成した

点描‑3
r毒己事とeJてちょっとこれは･ ･ ･J
J

phnom Penh IntemationalAul PortのHレの小便給は相も変

わらずこのスタイルでの高さ｡ ｢えええ= ｣なのです｡

です.が

同行した友人に､ ｢トイレ‑行っておいでよ｣と例のものを体

(プノンペン空港男性トイレの話し)

初めてこれを使った時は｢えええ･ ･ ･｣でした｡いつか皆さ

験させるのです｡反応は様々で､ 『何が･ ･ ･』と言う感じの人と､

んに教えたいなとずっと思っていたのですが･ ･､物がもの

｢高いねえ日｣と言う人とoこれは小柄でないと感じないこと

だけに話題としてはちょっと‑ ･｡文字だけでは伝えきれない

なのかなあ｡それ以上に私はちょっと変わり者かなと言うの

し面白みに欠けます｡ところが今回､ついにその物の撮影に

が最終結論です｡

成功したのです｡撮ろうと思ってもそう簡単に撮れるものでは

<おまけ>
トイレに興味を持った私が最近素敵だなと感じた｢小便器｣ ､

ありませんD撮る自分もちょっと恥ずかしいですし､撮る姿を
見た人からは人格を疑われるでしょうから.

｢それ｣とは男性トイレの｢小便器｣なんです｡このような記事
を書く私の品性が疑われますねDでも長年伝えたかったこと
なのです｡私は/Jヰ丙で､身長157cmD小柄だからそう感じた

んじゃないのとも言えそうなのですが｡
小柄な私が｢えええ‑ ･｣と感じたのはプノンペン国際空港
の男子トイレでのこと｡

初めて空港に降り立ったのが1996年7月､用を足そうとトイ
レに行って小便器の前に立ち､ ｢エツ､随分高いなあH JD

思わずつま先立ちが必要と感じる高さなのですo僕がいくら
小柄だからといっても極端にと言うわけでもなく､これまでに

如何ですかこの曲線の美しさ｡お前らよっと変じやないか等
と訂つないで下さL i (機長l空港(研憂美な小便器)

この場面で｢エッ! ｣と感じたことはありませんでした｡ ｢何で

こんなにも便器の位置が高いんだoカンボジア人だって日

この優美な曲線を｡機能性が先に立つデザインが多い中､

本人と変わらない背の高さなのに｡ ｣C

桃園のこれは素晴らしいの一言｡来場者の間隙を縫って素
早く写真を撮うのに苦労しました.

LJの1垂とはー

遂に撮ったLJの‑枚｡STどうですかこの高さ｡私の腰
の高さと便器の位置を比べて下さいCあんまりでしょ､

こんなことに興味を持つ私は､やはり少しおかしいでしょうか
ね｡

点梅‑4

りバーサイド散蔑
プノンペンが4つの川(上メコン川プノンペンより上流､下
メコン川:プノンペンより下流､トンレサップ川プノンペン‑ト

ンレサップ潮間を雨季はトンレサップ湖に向かって､乾季は
メコン川に向かって流れる,バサック川プノンペンからメコ
ン川の支流としてメコンデルタ‑と流れる)が交わる所として､

古くから交易の地として発展して来ました｡
カンボジアの王都は､プノンペンからトンレサップ川にそっ

それ以来空港を訪れる度に､用を足そうとする私は‑醇つま

て約50km遡った所･ rウドン｣にありましたCプノンペンに選

先立ちをしてしまいそうになるのです｡テレビ番組ではありま

ったのが1 866年｡ 1863年からフランスによるカンボジアの

せんが私の中では｢カンボジア珍百景｣のトップクラスです｡

フランス傾インドシナとしての植母地支配が始まりましたので､
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記念塔から前後500m､合わせて川までの約1kmの間はこ

首都をプノンペンに遷都したのはフランスだと言えますD

の10年間に開発整備された地区です｡ 100m近い道幅の中

央部は芝生と花壇､等間隔に植えられた南国の木々が配置

され､進行方向右道路(カンボジアは人は左､車は右です)
に沿って大きなビルが二つ､その裏にはこれも又大きなホテ

プノンペンの街作りは大河メコンにのぞむこの地区から始ま

りました｡この地区には､観光資源の少ないプノンペンの主
なものが集まっています｡

[ナーガワールド]内部がどんな様子かは‑ ･文字通
り私には別世界ですので

不明?!

今日は子どもたちと一緒に｢リバーサイド｣をゆっくり歩きな
ルが建っていますCこれらの総称は『Naga World･ +‑ガワ

がら散策しようとやって来ましたCスタート地点の｢独立記念

ールド』と言い､表のビルの一番上には｢金界娯楽城｣の文

塔｣手前までナレットさんに車で送ってもらい､ゴールのトン

字｡そうです国認定のカジノです.カンボジアには外国人が

レサップ川に架かる『日本橋』付近から三輪オートタクシー

集まる所にはカジノがあり､ベトナム国境のヴァベットタイ国
タックタックに乗って戻る予定でした｡

境のポイペトのイミグレーションのカンボジア側､海辺のリゾ
ート地･シアヌークビル､そしてプノンペンにあります｡そうで
す実はカンボジアはカジノ大国なのですD

カンボジア国会議事堂

独立記念塔

アンコ｢)U?ットの欄哉したデザイソです.

独立記念塔は交差点(ロータリースタイル)の中央部分に建
てられていますoこの塔は､カンボジアのフランスによる植民

更に興味深い話がDこのナ‑ガワールドと背中合わせにあ
る建物は､ななな何と『国会議事堂』と｢外務省｣ oいやあ､さ

地支配からの独立を記念して1954年に作られたもので､ア

ンコールワット建築様式を基調に設計されています｡また､

すがカンボジアです｡

残念ながらカジノとは緑のない私たちでしたので､ナ‑ガワ
先に述べたようにプノンペンはフランスに拠って街作り･道路

ールドの前はスーツと素通り.

整備が行われた衝で､このロータリー型式の交差点は市内
の大きな交差点､地方に向かう国道の分岐点等によく見られ､

この通りの先に幅100mの川､その先は『ダイアモンドアイラ
ンドシティー』と言う開発地域で､その近接地に20 1 2年1 2月

日本人から見るとどこかヨーロッパ的な雰囲気を感じます｡ヨ
10日に｢イオンモール･プノンペン｣が起工し2014年開業を

ーロッパに行ったことのない私の感想としては‑ ､いい加

予定しています｡この小さな川にかかる橋の石の欄干が素
減かなD
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晴らしい｡ 1年前に訪れた時に未完成の橋の欄干に向かっ

す｡寺院の参道にナ‑ガの意匠が用いられているのもこん

て仕事をしている職人さん｡近寄ってみると一人はフリーハ

な理由からですb

ンドで図柄を描き､もう二人はノミで彫ってゆくo黙々と続ける

橋の欄干はナ‑ガの胴体です｡その胴体にあの日に三人

二人の仕事ぶりにしばらく見とれていました｡

の職人さんが黙々と進めていた作品が出来上がっていまし

図柄をフリーハンドで描まします

た｡

描かれた砂萎色ノミと玄能でlつひとつ

この橋を渡るといよいよメコン川が目の前に広がります｡こ
の辺りは川幅が広くゆうに1. 5kn1､日本で見ることの出来な

い雄大な川の流れがそこにありますDプンンペンにはメコン
川に架かる橋はありません｡対岸へはこの橋の横にあるフェ
リーの船着き場と対岸を往復する2牌の小型フェリーだけな

のです｡毎回ごと車が数台･バイク･自転車そして人びとが結

今日はあの時見た仕事がどんな仕上がりかを見るのも楽し

構いっぱい乗り､そんなフェリーが行き交い両岸をつなぎま

みでした｡

すC対岸に大きな街があるわけではなく､ Googleで見ますと

橋の欄干全体が｢ナ‑ガ･ Naga｣ですQ

メコン川沿いに道路が走り､所々から奥地に向かう道路が見

七つの頭を持つナーガ アンコールワット参道を
始め多くの場所で見られる､カンボジアで一番の
モチーフです

えますDメコンにかかる橋は少なく､上メコンでは40kn1先に､
下メコンでは､ 100km先の国道1号線(プノンペン‑ホ‑チ

これの=リーです0 ‑度に車を三トノ8台､更にパイク

自転車

そしT^Rを満鼓して行き交います｡

｢ナ‑ガ｣はインド､東南アジアで信仰されている蛇神で､カ

ミン)が横断する所(ネアクルン)までありませんo現在日本が

ンボジアの神話や伝説では､恐ろしい存在というよりも､人間

201 5年3月完成を目指して架橋工事を行っておりますdこの

に対して友好的な存在です｡水や雨と結びつきが強く､海､

ようにメコン川の両岸を結ぶ橋が上下長い距離に亘ってあり

湖水､泉､井戸などの守護神とされ､ 7つまたは5つの頭をも

ませんので､このフェリーの役目は大きなものと患います｡

つコブラの姿で表されます｡ナ‑ガは人間の世界(地上界)

またこの河畔では漁師が漁をしています｡この季節は刺し網

と別の世界(天上界)をつなぐ虹(かけ楕)とも考えられていま

で小魚を捕っていましたoボートは:5m程度で家族で働いて
24‑

いるようで､舟の日除けの中には小さなハンモックが見えま

人が集まりますo川とは反対側の道路沿いには欧米人観光

した｡

客が宿泊するこじんまりしたホテルと飲食店･土産物屋が並
魚を外し経r(た日頃静かに次の罵り

rヽ

に行くのでしょうか｡移動して行きまL

び路地の奥まで続きます｡ここでアジア人観光客を見かける
｣i TJ■̲‑

‑

∴/

ことはほとんどありませんo
1‑ll̲1

的

さて､ここリバーサイドの最下端からトンレサップ川に沿って
歩いて川上方向‑と進みますo
右手約1kmは高級ホテ/レの老舎酎ホテルカンボジアーナ｣を

石はトンL'サップ川.川沿いに続く遊歩道と公匡L
が南国を感じさせてくれます｡

始めとするホテ/レ､ビラ(超高級住宅)が続き､左手に王立仏

ヤシの木

教大学､しばらくして視界が開けて王宮前広場に出ますo右

遊歩道はシェムリアップ‑向かうスピードボートの船着き場

手は河畔を望む整備された遊歩道､左手奥に王宮が見えま

で終わり､この先は舟で運ばれてきたコンテナー置き場など

すDこの王宮は1 8 66年ウドンからプノンペン‑遷都の際に

経済に結びつく雰囲気‑と一気に変わり､歩を進めるとやが

て通称｢日本橋｣と呼ばれるカンボジア･日本友好橋ですD

作られたものです｡また南側に隣族して王室の菩提寺である

通称｢シルバーパゴダ｣があります｡名前が示すように床に

欄干rO合って､翁邑Jてイク道､車道の上下線が一蹴1.もう満

は5000枚以上の銀のタイルが敷かれているのがシルバー

ジア･ qmの工事が見えます｡

杯です｡左に中国が行っているr第二日本橋｣､ではなくて､ ｢フコンボ

パゴダの由来です｡またここには､数千個のダイヤをちりば

全長800mのこの橋､ 1966年日本の手によって作られまし

めた黄金の仏像､エメラルドの小さな仏像がありますが､圧

たが､ 73 ̀内戦の中で破壊されたままでしたo内戦が終結し

巻はパゴダを取り巻く壁642mに亘ってあの有名なインドの

た直後の1992年にシアヌーク国王の要請で日本が架橋工

叙事詩｢ラーマーヤナ｣を描いた壁画です0 1 975年からの

事をはじめ､ 1994年2月に完成･開通したもので､当時は長

ボルボト時代の約4年間､シアヌーク国王はここに幽閉され

い混乱期を終え復興‑と向かうカンボジアの象徴的存在で

ていましたが､カンボジアの大混乱期を破壊を受けずに過ご

した｡

せたことは幸運だったなと感じますC

片側一車線にバイク車線と歩道の着くこの橋は､プノンペン

そして､王宮に隣接するところにはクメール様式建築の国立

と6号線､ 8号嬢に続く地方とを結ぶ物流の要として大きな役

博物館､東洋のパリと呼ばれた時代の雰囲気を残すユネス

割を果たしてきましたoしかし､予禿貼人上の早さで進むカンボ

コカンボジア委員会の建物などがありますo王宮前から始ま

ジアの経済発展にこの橋の能力は飽和を超え､現在隣に中

る河畔の遊歩道｡公園は1500m続き､特に15 : 00を過ぎると

国が｢カンボジア･中国友好橋｣を建設していますC何だかカ

涼しい川風を求めてカンボジア人､外国人観光客など多くの

ンボジアに於ける日本の位置を物語っているようですoそれ

‑25‑

は沈みがちで中国がどんどんのして､更に韓国がそれを追
い越そうとしているのが現状｡

次の日の朝も普段通りの快便!その日一日腹痛はなく､
さらにカンボジアに馴染んだお腹を一人喜んでいました｡

私たちが今日の終着点･日本橋に着いたのは日が落ち始め

(お詫び)前回｢15号｣の発行

が去年7月｡申しわけなさと恥ずかし

カンボジア10数牢にして禁を破り初めて口にした氷菓子は

さの中で編集し今日お届けしており

んなあ･ ｣と考えて‥D ｢えいlやあl食べちやえr ｣

ます026ページの編集となると･･･｡

どれがいいかなつ｣と勧めながら､ ｢どうしようかなあ､氷だも

自分で自分の首を絞めているなと感

悪魔の噴きでしたo子どもたちにはもちろん｢食べなさい!

じます｡記事･話題が新鮮なうちにお

るお兄さんが‑｡歩き続けて喉が適度に渇いたところ‑の

届けしなければと猛反省です｡

あ戻ろうかと言う時､手押しの車でかき氷の様な氷菓子を売

(お願い)｢郵便振込票｣を同封さ

の眺望を楽しみました｡点在する灯りが美しい眺めでした｡さ

せていただきますoお気持ちとご事情

歩道が少し膨らんでいる場所があり､しばし高い橋の上から

の許す範囲でご協力いただけますよ

うお願いいたします｡

たころoとにかく歩道を歩いて橋の中央部分まで歩きましたQ

美味しかったなあ｡

<チヤIJディーコンサーhの細ら廿でT>
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午後2時開演(午後1時30分開場)
場所

障害者福祉施設｢いんば学舎･草深ホール｣
千葉県印西市草深字怖録484‑3

出演

高木早苗(ピアノ)

TEL

0476‑48‑6411 ※駐車場有り

相川麻理子(ヴァイオリン)

中学､高校､大学生のこの子ともたちは､ ｢Sanae Fund(早苗基金)｣によって大学及U7ライペ‑トスクールで
の勉強をつつけていますB今年も9月2 1 Ej (土曜日)に高木早苗さんと友人の相川麻理子さんでコンサートを催

してくださいます.時間の中でサマイの報告､ビデオでの子ともたらの話しもあります｡是非お越し′下さい0
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