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訪れたカンポジは雨季末期
にかかった10月5日｡事前に届
いたメールでは､プノンペンはま

だいいが､地方は洪水が相次い
でいると言うものでした｡それはど
のような様子なのだろうと､上から
見てみたいと思っていましたo l時

間半遅れで台北･桃囲空港を飛
＼

び立ったチャイナェアライン機は

貞 着陸態勢に入り高度をどんどん
下げて行きました｡雲間に大地が
見え始めましたが､目に入る情景
がどうもいつもと大分違うのですD

不定形に広がる赤茶けた､または
緑の田んぼの中を直線に道が走り､所々に木に囲まれるように集落があると言うのがいつもの景色でした｡ところが今回は､ずっ
と続く鉛色の中に所々に黒い固まりが｡そうです､その固まりが集落にある木々なのです｡そこから伸びる道路の直線の影を追
っても間もなく鉛色の中に消えてしまいます｡メールの中の｢洪水｣はこのことなんだ･ ‑と｡

機体は更に高度を下げ､一軒一軒の家が見えるようになってきました.今日はトンレサップ川の上を通り市内に低い高度で入る
コースでしたが､眼下に見えるメコン･トンレサップ両大河の流れはまっ茶色｡ 5月に子どもたちと水浴した時のメコン川とは様相
が一変､今にも溢れ出しそうな程の水量であることが見て取れました｡

川を越えた機休は､市街地の家々の屋根をま近に飛びながら間もなくプノンペン･ポチェントン国際空港に着陸しました｡満員の
乗客､ 95%は台湾の団体さんだったため､いつもは振合うビザ申請デスクはガラガラで､スムーズに入国できました｡荷物もター
ンテーブルの流れに目をやると間もなく現れ､ここでもスムーズに拾い上げることができ､出口‑とo飛行機の遅れで待ちくたび
れた出迎えの子どもたちと5カ月ぶりに再開でしたo出口近くの店で皆にアイスクリームをご馳走し､車に乗り込みました｡ 10 : 00

過ぎの時刻でしたので､空はまだ晴天Q走り出せば､カンボジアの10月の風を感じながらセンター‑と向かいましたoいつも通る

センター‑の大通りは､舗装が甘いために冠水する雨季の内にどんどん傷みが進み､穴が深く広がりノロノロ走る車を左右に振
らします｡

到着した｢希望の家｣の庭は緑に溢れていました｡一番大きなトロ‑セの木も､教本ある傘の木も､それはそれは見事な緑の競
演でしたQ思い返すと10月の訪問は初めてでしたので､滞在した1週間はおおいに｢木々の緑｣を楽しみましたo
そして今2月､ 11月下旬から乾季となったカンボジアは､涼しい風に恵まれるクールシーズンが2ケ月ほど続きました｡夜の水
シャワーは気合いを入れないと厳しい感じで､その分睡眠は楽ですc T度いい季節は何所でも短く､ 2月に入ってからはElに日
に日中の暑さ､照りつけが厳しくなっています｡ 2月にはマンゴーシャワーと言われる雨が例年降るのだそうですが､今季はまだo
空気も大地も乾ききっています｡それでも､ひと月前に葉を全て落とした『傘の木』に､若葉が出て日に日に大きく育っています｡

本号では､昨年の取組み2件に｢点描｣を加えてお送りしますC
(事務局)

お楽しみください｡
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カンボジア孤児矧 希望の家｣チャリティーコンサート､今年も無事終了い
たしまし7㌔ご来場いただいた皆様､そしてご協力いただいた方々に厚く御
礼申し上げます｡回を重ねるごとに､ここ‑来ると｢今年も帰ってきた｣という

気持ちが強くなってきています｡
今年は麻里ちゃんの協力のもと､リラックスした気持ちでコンサートに臨めま
した｡多くの方に｢また相川さんのヴァイオリンを聴きたい｣というコメントをい

ただき､麻里ちゃんの演奏をここでご紹介できたことも､喜びでした勺寄付も
含め1回の公演としてさま過去最高額になる3 17,900円を計｣L子ども連の教

育費として､大学進学やプライヴェ‑トスクールの費用‑当てられます｡ご
来場いただいた皆様(遠方にも関わらず東京からお越しくださった皆様にも感謝です) ､ご寄付くださった皆様､本当にありがとうございました｡
また､毎年海を超えてご寄付くださるミュン‑ンの今峰先生にも､この場を借りて御礼申し上げます｡
コンサートの間には､最近の子ども達の様子も､ビデオレターを挟みながら報告がありました｡着実に学力や技術附す社会‑羽ばたこうとし
ている子ども達､頼もしく感じますo El本留学中のサマイもさらに勉強を続けるとのこと｡小さな子ども達の目指すべき存在になってほしいです.
松永様､菊地様､前田様､金井様､波多江様､いんば学舎のスタッフの皆様､コーヒーチャリティーをお手伝いくださった蝦名桜､そして豪族
e上c‑､ここにお名前を書ききれないほど､色々な方々にお世話になりました.また来年もここで､ ｢希望の家｣‑の思いを集めることができたら､
と願っています｡ (高木早苗さんのプログ｢メロディーボックス｣より)

<チャリティーコンサートこれまでの歩み>
♪第i LEE2C08年6月1 5Ej東京･四ES=⊃う.パ傾抗｢ピアノコンサーH

♪窯狐痔6月28日干葉･ LVLば学舎牢深｢ピアノコンサーH

脚円(第1回日と講)

♪組010年3月20日千葉･ LVu#篭撃深rlb腐洋一.ワオ｢カルコンサート｣ 253503円
♪薫4垣臣01 1年∋月24日千葉･いんJ表芦合筆深〔q≡nl頑肱鼓･篠笛コンサ‑卜1 ｣ 2悶円
♪gg5teEZO12年9月22E拝葉.い山東等撃深rkgTbG[広ま責･篠笛コンサート2｣ 271即円
♪第6回20 1 3年9月2 1日干葉･ LVLLt票芦舎苧深r相Jl階プァイオJンコンサート｣ ･3179コ〕円

(当日プログラムの挨拶より)
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お話しくださり'小さな会場での身じ

凍冬

今年のコンサート'高木さんから3月に

松永

かさを更に近づけたヴァイオリンとピ

線手長

(事務局)

l＼PO泣人力ンポリアの手横の入線Y考える各

連絡をいただき9月21日開催の連絡を

さった方々に､センターで暮らす子どもたち･スタッフと共に心より感謝いたします｡

アノの調べにしてくださいましたo

今日､コンサート‑お出かけくださった皆様､またチケット購入･ご寄付で協力くだ

いただきました｡しかも1線でご活躍の

大きな支えです｡その支えの下､これからも子どもたちが中学･高校･大学･プライ
ベートスクールで十分学べるように努力してゆきたいと思います｡

毎回言っておりますが'このム蔓ロ

∴一二'∴∴‥. ∴ ∴∴∴､∴

相川麻里子との競演だと言うので個人的

性もその比重を増しています｡

を持つ方々に気兼ねなくクラシックを

差が進んでいる現実があり､厳しい社会状況の中で生きてゆくための教育の必要∃

にも大変楽しみにしておりました｡

∴∴ぐ∴‑ ..ti

と亨っ憩いで建てました｡次回はもっと

.∴̲.‑ .. ■

｢愛の挨拶｣に始まった演奏がお集まりく

すDまた1名が来日し成田日本評鮒ノでいます｡

多くのメンバーに声をかけて素敵な演

】

名が大学を卒業し家庭を築き､ 3名が大学に在学し､この10月に2名が入学しま

ださった皆さんを魅了したこと曝首つま

ちに与えることをもう一つの大切な目標と考え運営を練ナてまいりました｡そして､ 4

奏を聴かせたいと思います｡

で､今年で滴15年ですQ衣食住･日常生活の保職こ加えて十分な教育を子どもた;

でもなく'ヴァイオリンの構造やその演

喜

奏との兼ねA吊などを身じかな語り口で

1998年7月28日､孤児琵｢希望の家｣Home of Hope Centerの運営を始めましたの

教諭

﹃希望の家﹄からもらったもの

茨城県立取手松陽高等学校

瀬谷

裕美

茨城県立取手松陽高校では､地球市民教育という教育プ
ログラムを行っていますQその一環として'有志の生徒が毎年
カンボジアに行くという通例があります｡今年は私がそのカン

ボジアスタディツアーの引率として同行することになり､7日

たちとの出会いを､尊いもの

くれた﹃希望の家﹄の子ども

を受け'それに気づかせて

定観念があったことに衝撃

たちが身につけてしまった固

めに'知らず知らずに自分

中だけで生活しているがた

私はただ､松陰の生徒たちが'﹃希望の家﹄の子どもたちと

子どもたちに何かをあげられていたらよいなということです｡

動をもらいましたo望むことは､私たちもまた﹃希望の家﹄の

﹃希望の家﹄の子どもたちには本当にたくさんの思いやりと感

ちは﹃希望の家﹄の子どもたちに何かをできたのでしょうかo

のでしょうか｡松陽の生徒が﹃希望の家﹄を訪れることで､私た

ったと感じます｡むしろ､こんなにいただいてばかりでよかった

いても考える機会を得たようです｡そんな中で訪れた孤児院

殺のこと､国際協力についても学び､自分たちの今の生活につ

えてくれました｡異文化について考えるだけでなく､戦争や虐

ですが'カンボジアは生徒たちに'本当にたくさんの学びを与

私は引率者として生徒たちを見届けることが仕事だったの

た｡とにかく｢この時間を記録に納めなければ｣と始終ビデオ

くれたあの出来事は､教師としての私の心に何より響きまし

や文化を超えて人は繋がれるということを生徒たちに教えて

化の垣根を越えて｢一緒に楽しむ｣という時間を与え､言語

子どもたちが一緒に歌ってくれた場面でした｡歌が言語や文

に合わせて､﹃希望の家﹄の

のは､生徒が演奏する伴奏

中でも私が一番感動した

動と喜びをもたらしてく

ていることを祈る教師という立場の私にも､本当に大きな感

﹃希望﹄の家での出会いは､子どもたちの未来が希望に満ち

す｡

心感を与え'人を信頼して生きていく源になると思っていま

切を返そうと心から思えた喜びは､子どもたちに自信と安

手からの親切を素直に受け止められた時'そして相手にも親

を'これからの人生の中で生かしてくれることを望みます｡相

笑顔にすることの喜び｣｢思いやりをもって按することの喜び｣

の交流を通して得ることができた'｢与えることの喜び｣｢人を

﹃希望の家﹄は'中でも生徒たちの心に1番残る思い出になっ

カメラを回していた私ですが､ビデオカメラ越しに涙を涜しそ

れました｡本当に素敵な

と思っています｡

たと思います｡

うになるのを必死で隠していたくらいです｡引率教員が子ど

思い出になりました｡

間のスタディツアーを終えてきました｡そして'旅の中盤'4

﹃希望の家﹄では'日本から持っていったカップ麺とカンボジ

もたち以上に感動しているのは､正直少しおかしいですから

日日に希望の家に行くことができました｡

アの食事を1緒に並べみんなで食べたり'松陽の音楽科に在

(
*
J
)
I
.

初めは'生徒たちの中に'r経済的に裕福な自分たちの方

くことの尊さを実感し'そのことが生徒たちを一回りも二回

ら惜しんでおりました｡人の心が通じる瞬間と秤を培ってい

帰る際には'生徒たちはみな大粒の涙を流し､別れを心か

さんに､心から御礼申し

地マネージャ‑のナレット

ださった菊地さんと､現

晴らしい機会を与えてく

最後に'このような素

籍している生徒の伴奏に合わせて合唱したり'カンボジアに伝

が援助をする立場｣という意識がありました｡しかし'﹃希望

りも大きく成長させてくれたこと'そして'その出会いに心か

わる子ども遊びをしたりして､楽しい時間を過ごしましたo

の家﹄の子どもたちが快く自分たちを歓迎してくれたことに

上げます｡ありがとうご

ざいました｡

ら感謝しています｡

﹃希望の家﹄を訪れたことで'とてもたくさんのものをもら

深く感動し､カンボジアの人々の奉仕の精神に'｢私たちの方
が支えられている｣という気持ちさえ覚えたようです｡日本の

今回､菊地さんより原稿の依頼をいただきましたが､
すでにカンボジアについても､ HOME OF HOPE

cENTERについても菊地さんを含め､皆さんが書い

ておられるのに､いまさら何を書けというのでしょう
か!しかも､ ｢多くは求めません､オモシロければいい

トゥク｡誰も振り返らず｡LJ

(点描‑7)駒鳴津々､プノe/へeJ

悠々と逆走するI台のトウク

点描

れがプノンペンの日常です｡

希望の家･カa/ポaiア

ですから､アッあと写真も何枚かね｣ ､ですって｡こん

な具合に私と菊地さんの付き合いは早､ 20年あまり

カンボジアの交通状態ができます｡日本人にとっては

です｡そんなわけで､お口に合わないとは思いますが

トンデモナイ!という話ですが､ドッコイ皆さん上手に

私が見たカンボジアを少し書かせていただきます｡

走り回るのです｡なぜだろう､と良く考えてみると実は

まずは､カンボジアの玄関､ポチェントン国際空港

日本人がなくしてしまった､何かの感覚を彼らはまだ

です｡到着し南国特有の熱気と湿度に包まれて､期

持っているんだ､と気が付きます｡キソク､ルールや固

待にワクワクしながらビザ申請‑｡私が着くのはいつ

定した常識じゃない何かですDこれはうまく言葉にで

も夜遅い時間ですが､ビザ発行カウンターには､なん

きないので､あとは皆さんで勝手に考えてください｡

でこんなに人がいるんだろう??と思うくらい係官が

チョッと郊外の縫製工場などがある地域に行くと､朝

いますo申請､発行､精算の作業ですから､まあ4人く

夕の通勤ラッシュを見ることができます｡日本の通勤

らいで良さそうなのですが､ 3倍位はいます｡人間ベ

ラッシュはすし詰めの電車ですが､カンボジアではす

ルトコンベア状態でパスポートが進み､ビザをもらい

し詰めのトラックです｡

ていそをプ

も内の満ノ
まか歎載ン

入国審査､税関を経ていよいよビルの外‑｡ここには

だらたしペ

また驚くべき人数の人々が､何かを期待する顔つき

次ラるてン
々イや工邪

とト半場外

で群がっていますo何か私を迎えているように｡これ

続を端に国
き点じ向遵
まけやか3

はこれでビックリなのですが､実は日本に帰る時に見
る出発側の入口は､さらに何倍かの人で埋め尽くされ

す､なう号
○明い卜繰

ます｡出発する人の10倍以上の人が見送りにいる感

るでラを

くすツ労
な○ク働

じです｡カンボジアの人々にとって海外に出て行くこ

つl窟o者

との重大性と､帰って来る時にはどれだけ何かを期待

カンボジアのトラックは働き者で､昼間は信じられない

しているんだ､ということの表れでしょうか｡

ほどの荷物を満載して､朝夕はさらに信じられないほ

23.00､出迎えの人々の
群れd 乗客が出て来るに従っ

こ｡

て行儀よく待っていた人々の
列は一気に崩れ大昏ぎの場

ど人を載せて送迎します｡彼女ら彼らはプノンペンの
村から､現金収入を求めて工場に働きに来ていますD
最低賃金は月給で8, 000円くらいでしょうかo最近は

日本の一流企業も進出していますが､少し前までは

中国､韓国の会社がほとんどで､かなりひどい話も｡

ある日本の会社が社員を採用して(ほとんど女工さ
ん)近隣の国の自社工場で研修をさせようとしたところ､
一斉に辞めてしまったそうです｡日本だったら海外研

そんなこんなで､いよいよ街中‑｡ここで車と､バイ
クと､トタクトウクがメチヤメチャに走っててとても怖くて

修!というところですが､自分たちが売られてしまうと

運転なんかできそうもありません､などと書くと天の声

恐れてだそうです｡最初は笑い話かと思いましたが実

が､ ｢馬鹿野郎!オモシロく書けって言ったろう! ! ｣､

話だそうです｡

街中をウロウロしていると､ 2頭立ての牛車を見かけ

と聞こえてきますので､いくつか別の視点から｡

ることがあります｡後ろには中にワラ､外に素焼きの陶

どんどん増えつつある車､その何倍ものバイク､
図々しさではバイクの3倍のトウクトウク､これに自転車

器をぶら下げた荷車をひいていますoなんでもプノン

と人｡これに少ない信号と信号無視を混ぜ合わせると

ペンから100キロくらい離れた村から､のんびりと陶器
‑4‑

を売りに来るらしいのですが､牛はガリガリやせてるし､

ころでしょうか｡

日本に対するあこがれはなかなかすごいものがあり､

珍しいし｡車が走り回る道をのんびりと､たまに排気ガ

ス､物?を出しながら､こんなものを見かけたら､追っ

いや倍切りの日本チャンピオンのことではありません

かけないわけにはいきません｡陶器を1つ2つ買って

よ､いたるところでニセモノが大活躍ですo

珍しかったようです｡

肉体労働は自殺行為ですから､合理的な話ではあり
ます｡朝のカンボジアで圧倒的にオモシロいのが､市

にしたところ

カンボジアの朝は早いですoまあ昼間は暑すぎて

工OZロ>,S⊂NUK一ではなく

にoこんなものを追っかけまわすヤツの方がよっぽど

KAWASAKl

に･･気遣いを感じます

写真を撮って｡ふと気が付くと､まわりの視線がこちら

家電ではPASONICやSANNYO,バイクではKeweseki,

よく考えつくなというほど創意工夫に満ちたバクリネー

転‑二':盛覇

ムで､希望の家の電気ポットもご覧の通り､なんだか
わけのわからない日本語らしきステッカーがはってあ
ります｡これらはほとんどが中国製､ベトナム製､高級
ここまで来ると､目は
点､口はアンクリです｡

場です｡朝だけではなく‑ El中買い物はできますが､

朝のエネルギーは半端じゃない感じです｡野菜､果

物､肉､魚､ご希望であればタガメ(見た目ゴキブリ)
のから揚げ､ブタの頭､なんでも来いです｡地面は泥
ロッと乗たら･･･

食に関して好奇心旺盛な方
の私めも.ちょっとこれには
手が出ませんなあ｡串を持
って外そうとしだ造岩二ヨ

水とゴミだらけ､売り手と買い手の大声はニワトリ小屋

なところでは韓国製といったところですが､どれも本気
でだまそうとしているのではなく､日本製というものに

とにかくあこがれと信頼感を持っているカンボジア人
の心理に訴えようとしている気がして､涙ぐましいしあ
りがたくもあります｡

の中にいるみたいです｡カンボジアの言葉はクメール

社デ波大
会モ勺通

語といいますが､そんな感じなんですoホントです｡
らい笑こ
や余みの
○裕 ○機
を人に
持も及
つ豚ん
てさで
生んも

墨壷喜萱
と権の

さにこ

ななの

くら微

カンボジアという国は人口構成もきれいなピラミッド

彼らが何をそんなに話しているのかというと､値段の

型ですし､経済の成長のスピードも速いですが､生ま

交渉なのですoカンボジア人の値段交渉は実に見事

れる官はすでに豊かな人‑権力を持つ人‑と片寄っ

で､押しては引き､引いては押しの絶妙なタイミングで

ています｡日本からのサポート活動が今貧しい子らや､

の駆け引きです｡ ｢希望の家｣の女の子たちもうまいで

恵まれない環境の人たちの役に立つものであるよう､

すよ､脱帽です｡

とチョッといいことを言ったところでカンボジア点描､

まあ､関係者の日本人の方で､なんでも1ドルに値切

終わりにします｡
酒井

る方もいらっしゃいますが｡日本チャンピオンというと
‑5‑

康雄

