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を見ているとoそこには､子どもたちの空腹を充たす買い食い

lO月の訪問の時､私は実体験したかったことがありました｡

があります｡日本で｢買い食い｣と言いますと､親から叱られそ

大体いつも訪問する時には友人･知人が一緒なのでなかなか

うな行為ですが､カンボジアで子どもも大人も買い食いでお腹

実行できないでいたことCそれは､子どもたちがどれほどお腹

を保たせている節があります｡

をすかしながら生活をしているのかを知ることでした｡つまり､

センターの裏門を出るとすぐお店があり､飴･ジュースその他

センターで出される朝食､昼食､夕食以外は食べ物を口にし

の,日本で言えば駄菓子のたぐいを売っています｡ 15･30に

ないということです｡

なるとバレーボールに集まる人や1 7 : 30からの英語教室に集

こんプのこ
れ人に基飯

まる子どもたちを当てにして､ ｢駄菓子屋さん｣等が店を広げ子

どもたちの空腹を慰めてくれるものを売り始めますC駄菓子屋

鷲

さんより少し上等なものとしては､ 500リエルで買える焼きバナ

ナ､さっまいも･バナナの天ぷら､焼き鳥(もちろん1本)等があ

､さl事

ります｡

私ちムスり慕

かよはキス門

子どもたちの食生活は誠に質素です｡基本は､野菜スープと

辛

ご飯ですC野菜は食事ごとに変わりますが､ダシを取るために
入った魚か肉(多くは鶏肉)と2‑3種類の野菜.肉は｢かけら｣

ん5スス玉
oOク' ､

と表現したい程度で､骨に付いた肉片を前歯でしゃぶり取りま

時円リア袋
々､イtイ入

す｡ご飯はたくさん用意されていますが､基本お皿1杯のご飯
です｡お米の種類が日本とは大分違うのだと思います｡食べ

センターの子どもたちには毎月末にお小遣いが支給されま

た感じは軽く､たくさん食べてもお腹にもたれません｡女子は

す｡学年に応じて､大学生は:25, 000リェル､高校生:20, 0

肥満を気にしてかどの子も一膳ですが､そこは食べ盛りの子

00リエル､中学生: 17, 000リエル､ /J､学生は15, 000リェル

どもたち､男子は大体皆お換りをします｡ 2腰目の時にはおか

ですC女子の中にはお小遣いの一部をナレットさんに預けて

ずが無く､器に残るわずかな汁や醤油を掛けて食べますoナ

貯め､ 4月のクメール正月や10月のパチュンバン(日本のお

レットさんは小皿に魚醤を入れそれに砂糖と赤い唐辛子を1

盆)で田舎に帰る時にお土産を買って行くしっかり者も居ます

本入れてスプーンですりつぶし辛みを出､それを少しずつご

が｡

飯に掛けて食べますoこれが私的にはなかなかの美味o魚醤

お小遣い支給後暫くは子どもたちの懐は温かいようで, 1000

醤つば今

(モイ･ポアン‑1･千)リエルで買えるものが目につきます｡焼

華

きそば､ラーメン､おかゆなどです｡日本のバザー等で使われ

ti.'t主

る中型の発泡スチロールのドンプリに入ってきます｡小腹を充

コすン

たすには十分な量です｡

点入つ

の甘みが引き立ちます｡魚醤の難点は独特の臭みで､子ども
たち,特に女子は｢臭い｣と言って忌み嫌います｡

この軽い感じのお米もあって､お皿一膳のご飯は早く空腹感
‑と導いてくれます｡朝は6:30､お昼は11 30､夕は19:300

この昼から夕食までの時間が長く､特にお腹がすきます｡子ど
もたちも同じはず,お腹をすかしているんだろうなと思い様子
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カンボジアでは､ ｢おかゆ｣を｢ボボ｣と言います0日本で｢おか

した途端､後はガツガツと一気に平らげてしまい､自分の旺盛

ゆ｣というと､今は病気の時など体調の悪い時にお腹に負担を

な食い気とホロリをあっという間に忘れ去った自分にあきれて

かけないように食べるものと言う感覚ですが､カンボジアでは

しまった次第です｡

ごくごく一般的な食べ物です｡タイに立ち寄った日の朝､朝食

ホロリとさせられたレッケナの気遣いと優しさ､それに比べると

をと思い目についたお粥屋さんに入ったところ､飾りの無いrL

みっともない程の自分の食い気を対比して見た時の情け無さ｡

ら粥｣でした｡

お金は持っています､ 1000リエルのボボぐらい何時でも買え

ますCでも僕だけボボを買って一人で食べる等と言うことは到

底出来かねますo一度､バナナの天ぷらが食べたくて､自分
だけじゃなあと思い皆の分20個を買って一つ食べましたo
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プノa/ぺeJ女海事楕

プノンペンに住み始めてひと月､ナレットさんの許しも出て自

分で自転車に乗り外に出かけ始めました｡自転車に乗り感じ
さてその日の夕刻､センターの2階の部屋でその日もまた空腹

たことは､酒井さんの報告にも有りますように､プノンペンの交

に耐えながらPCでの事務仕事をしていた私のところに､ rお

通事情は日本人から見ればかなりの物です｡ 110ccホンダ

父さん｣と言いながらドアをノックする音o声でレッケナと直ぐに

lDREAM]. rwAVE｣ ､スズキ｢VIVO｣ ,古くはホンダ｢Super

分かりましたD ｢どうぞ入って‑｣と返事をして画面から目を離し

cub｣などが街に溢れていますが､これらに乗るのに免許はい
上以増はラ7R
が上え後はン
つもてろこタ

て後ろを振り向くと｡レッケナは両手で持ったスチロールの容
器を差し出しながら､ ｢お父さん,どうぞ食べてください｣｡

て増いのの･
いえまスタカ

｢えっ!えええ‑‑‑｡レッケナからボボを御馳走になるわけ

克て雪壬0,7

にはいかないよ｡ ｣

昭

｢お父さん､こまりますD食べてください. 1それも､本当に困り

ますと言う目で私を見つめ言うのです.
｢‑･.･

りません｡免許が無いと言うことは､交通ルールを学ぶこと無く

｣ことばにつまり･.･ ｢ありがとう｣と受け取って

しまいましたQ

運転するわけですから､見よう見まねで運転し始め､乗りなが

レッケナが出て行き､しばしボボを見つめる私でしたo

ら様子を見てルールを､いやルールらしきものを理解すると害

レッケナは何と僕を気遣ってくれる優しい子に育ったんだろう

うようですC

と･ ‑｡それは,親が子どもの優しさに触れて一瞬ホロリとする､

道路は一部2車線､殆どは一車線ですが道路幅は広く､その

まさにあれでした｡

中を大型トレーラ,トラック､ダンプカー､乗用車､三輪オート
｢お父さんのオナう･･｣な

高ーになったレッケナ
身長はとうに私を追え､もう

どと言ってはくれません｡

バイタクシー､屋台のバイクサイドカー､リヤカーを引くパイク､

自転車そして無数のバイクが行き交いますoこの道路幅が広

しかし悲しいことに､空腹に耐えていた私は､ ‑ロボボをロに
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いと言うことが､路肩の駐車違反､いや駐車してはいけないと

ましたが､しかしより安全にスムーズに手前の車の流れを横切

言うルールはないので路肩の駐車や屋台の商売が出来､多

り､向こうの流れを横切って自転車が走る路肩までたどり着く｡

種類の車の行き交い･雑多さを可能にしているのだろうと思い

そのためにはしばらく逆走して､横断できそうなところまで来た

ます｡

ら横断する｡大分慣れましたよ｡阿畔の呼吸と言いますか､プ

流れる車のスピードも街中では30km少し､出ていても40km

ノンペンにはプノンペン市民のルールーと言う物が有る様な

以下で､あれだけの混雑でも昼間に事故をそれほど見かけな

気さえします｡

いのはそのr混雑｣による低速走行のためだと思います｡また､

この逆走､自転車だけでなくバイクはもちろん自動車さえ堂々

横断歩道はあることは有りますが殆ど機能していなくて‑.

と｡でも逆走にはそれなりのマナーが有って､路側側をユツクリ

歩行者信号が｢青｣だからゆっくり堂々と歩いている余裕など

と走ること｡そりゃそうですよねC

なく走ってそそくさと渡らないと危険です｡いやそれよりも､横

2 ･幹線道路の横断は,入出角30度でユツクリと

断歩道を渡っていると言う自覚を持ってはいけませんoそれに

道路の横断は､ ｢右見て,左見て,もう一度右を見て､素早く

しても歩いている人が極端に少ないのですが､これは何故｡

渡りましょうC ｣と覚えて来ましたが､プノンペンでは違いますC

こんな交通状況の中を自転車でと思われることでしょうが､こ

まず自分に向かって来る車輪の流れを注意深くじっと見ますC

れが次のことを守れば以外と安全に･ =なのです｡

ポイントは､次々とやってくるその量です｡暫く待っていると自

以下は実地に自転車を走らせた中で分かった､プノンペンに

動車の流れが無い隙間､バイクと他の車輪だけの時が有りま

於けるより安全な自転車走行のポイントです｡

すoここで透かさず自転車を侵入させますCこちらに進んで来

1 ･時に因っては道路を逆走すべし

る車を見ながら､つまり間合いを計りながら運転する人の目を

衝の幹線道路には今は中央分離の柵やコンクリートブロッ

見る様な感じで30度の角度でユツクリと進む､ここが肝心です｡

クが置かれ勝手にUターンが出来なくしてありますDこれは車

急いで渡ると､やって来る運転者に予測と余裕を与えられなく

輪の増加とともに10年前ほどから設置され始めましたQ ｢自分

なります.言ってみれば向こう合わせで､相手がよけて走って

の都合で･ ‑｣の国ですので､それぞれが勝手にUターンした

くれます｡ここが､酒井さんの書くところの｢キソク･ルール･常

り､路地から出て来て手前の流れを横切り反対方向の流れに

職にとらわれない｣感性と言うものなのでしょうかo

入ろうとすることなどが混雑の元にQ本来は､交通ルールを作

道路中央部まで来たら､今度も30度の角度で流れに入って

りそれを皆に守らせるのが社会生活なのでしょうが､先にお話

行きますが､入るタイミングは同じ.進んでくる車輔の数の少な

ししたようにバイクに乗るのに免許が必要の無い国ですから､

いのを見計らってoこのタイミングはここでも大事ですQ中央を

交通ルールをなどと言う考えには至らず､エイ! ､物理的に止

過ぎてからはもう全く向こう任せで､後ろを振り返ることなく､つ

めてしまえと｡そこで設置されたこの分離帯､それが結構な距

まり後ろから迫って来る車輔には目もくれず進路を急に変え

王に長い荷物

働く華･パイク牽引リヤ

を運びます｡座席の前の

カー

やす為の水タンク｡

白いタンクは'熱したエ
ンジンに水を垂らし冷

ずエツクリと路側を目指して進みますo ｢何をモクモク走ってや
がる! ｣と感じたことはなく､私の横断がカンボジア人の｢感性｣
に従ったものなのかなと感じていますo

. ･AJ

離続いて設置されていて､わざわざ分離帯の切れ目まで行っ
て反対方向に行くには遠いのです｡そこで便利なのがこの｢逆
走｣ ｡もちろん逆走をする車輪を見て私もと思った次第です.
これでも日本人､ ｢それはいけないでしょう｣と始めは思ってい
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3･常にカンボジア人として

日本でしたら､深夜に車を運転していてたとえ自分だけで
あっても赤信号では止まりますねC事故の怖さや交通安全の
大切さを通して交通規則を小さな時から教えられるからでしょ
う｡ ｢キソク･ルール･常識の国

日本｣からやって来た私は､始

めはそれでも交通はカンボジアにあるキソク･ルールに従って
と考えていましたo Lかし､それでは危険であると感じたことが
有りました｡

したoこのままではいかんと思い一緒に進んでしまいました｡

表の幹線道路から入った､それでも交通量の多い準幹線道

幹線道路から一歩入ったところではよく有るのですC青信号の

路の交差点｡もちろん信号機は有ります｡角には仕事をして

横方向の車の流れが一瞬途絶えた瞬間､正面が赤でも直進

いるのかどうか分からない警察官が椅子に座っています｡この

ゴーが｡そこに進んで来た青信号側の車､ソロリノロリと赤側の

警察官､交通状況を真剣に見ていることは殆ど有りません｡お

群れに肉薄し･ ‑｡そして､また赤は止まれ､青は進め状態に

喋りをしたり､携帯電話をいじっていたり､眠っていたりと｡私が

戻るのです｡不思議なのは､この間誰も怒りださないのです｡

見てもそれはそれはひどいもので‑｡子どもたちや皆さんの

｢あああ. ･ ･｣とは思っているのでしょうがo寛容なのか呑気なの

話しでは｢嫌われ者｣だそうですが､その話は又にして｡

か‑. ､それにしてもこれがカンボジアの｢感性｣なのでしょう｡

この交差点で､皆が正面赤信号で止っているところに私も追

つまり､最も大切なことは｢カンボジア人として｣自転車に乗るこ

いつき停車し信号が変わるのを待っていましたo間もなく車の

とのようです｡

群れが動き始め‑｡信号はまだ赤のままなのにと思っても､
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口癖譲留学く報毒)
サマイは2月末､成田日本語学校での勉強を終え卒業し
ますo ｢会｣としては､当初2年間の勉強を終えたらカンボジア
‑帰国するとし､本人にもその旨を伝えておりましたo l年目

が過ぎた頃からホテル観光関係の専門学校‑進学したいと
のことo会として日本語学校‑の認識が浅かったことも有りま
すがD

多くの東南アジアの若者が日本語学校に来る日的,言い換

えれば日本語学校の果たす役割は､一つは日本静を学び
日本語を身につけること､もう一つは専門学校･大学に進学
し､卒業に拠って得ることの出来る｢就労ビザ｣で日本で仕事

タ‑トさせました.サマイが病気をして返済が滞ったらという､

先を考えれば課題も有りますがまずは実施が大切C倉持さん
に感謝です｡

進学する専門学校は､成田国際福祉専門学校ですQ
ホテ/レ･観光関係の学校を考えていた彼女も､最終的に現
在やっていて躯が比較的楽なケアホームでのアルバイトが続

けられることと､彼女自身ケアホームでの仕事が好きだと言う
ことで福祉の専門学校‑決めたそうです｡

サマイは神経質と言うか真面目と言うか試験に弱いと言うか､
12月の日本語能力試験･N2に又落ちましたo一方では2月
に学校で行われたスピーチコンテストでは優勝したそうで｡

そうか､サマイの為ならと専門学校進学に方針を変えました

この2年間､近くで私どもが支えたとは言えサマイの努力は
評価できるものであったと言えます｡進学する学校では外国
人は彼女一人､ ｢留学生｣と配慮された環境ではなく,日本

が､先立つのは学費をどうするかと言うことでしたo幸い､倉

人学生の授業を受けます｡漢字が最大の問題となります

持徳子さん(会員)にr奨学金｣の拠出をお願いしたところ快

が･ ･ ･oサマイがんばれです｡

をして人生を切開くところに有ります｡

諾していただけ､サマイの進学‑の道が開けました｡後の子
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7月から成EB日本語学校で学
ぶ二人｡左⁚テアリー､右⁚

テアラー｡慣れないと見分け
のつかない二人です｡

どもたちのことも有り､返済をして行く形で｢倉持奨学金｣をス

7月1日から同じ成田日本語学校‑テアラー･テアリー二人
が入学予定で､入学･入管関係の書類をそろえていますo

住まいは成田ニュータウンにアパートを借りて3

人で生活します｡日常の中での孤独と不安が軽
減し安心が増えるでuうo
Lかし､サマイがここまで来れたのは,カンボジ

ア人は彼女一人､豪に帰れば同室の外国人と
日本語で話さなければならなかった必死さの
おかげでもあったろうと思います｡二人にして

みればサマイが努力して開いた道を歩むわけ
ですから｡二人にはサマイに求めた以上の厳
しさを意識させたいと,軌､ます｡

私･事務局菊地は二一月十八日よりプノンペン暮らしを始めまし

ゝ｢rymn′

会貴･書付をおねがねむます
名､計1 9亀スタッフはブ レットさんを含め3名です｡

『777e SCCCR』の会員になって
r希望の家｣の子供達の日常生活と

ここ配二桁成長を続けるカンボジアo綻済発展著しくとし甘つれています

教育を一緒に保証して下さいませんか｡

希望噛ま現在大学生: 4名､高校生: 3名､中学生: 6名､小学生: 6

机寅畠の差の拡大､臓をももたらしており､市民レベルで価経済的
に苦L^ 1生活職1ております｡センターとしても支出を威らす努力をして

おります｡配現雌紺ことって(楓和
事嗣ま資銅製こ更に努力いたし月≡す｡どうぞ皆様のコ醐乱1
ただけますよう楓1いたします一

年会費

一口5.000円より

寄付金

一口1.000円より

郵便振替rカンボジアの子どもの
人権を考える会｣
振替寺号001 40‑1 ‑ム50338

今回､ 20 1 3年8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｡こ都合とお気持ちの許す範囲で結構です｡どう
ぞ引き続きこ支援ください｡
.､LY､く､･べ･､∴.〜L.〜 I.1､11か‑̲tV1､･､.tV.か'.か‑.群小一､十㌔JEV.lV.ill‑､か1､へ.I.か.T.<V.iV.小'.<V.EL才 tV.が.tV.さ〜小L'.小一･く}･t
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編集後記
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｢希望の家｣に住む子どもたちのそばで暮らしたいと亭フ想いはずっ

と前からありました｡子どもたちの成長を観るにつけもう少しでも細

かい世話をしてあげたいと言う気持ちを持ち続けておりましたoLか

しへ取組んで来た知的障生者を支援する社会碍祉事業⁚｢いんば学舎｣は

どうすれば‑｡日本での暮らしを考えればそう簡単には⁚･｡

5年前へプノンペンの7房sionariesofChazityBrothersが取組みを始め

たと言う話しを聞き､訪れましたPそこには､塀で捧まれたそこでしか

生きることの出来ない10数名の障害を持った子どもたち､そこでしか

生きることの出来ない子どもたちの日常が有りました｡そして､わたし

にも手伝えることが沢山あるなとも息いましたoその施設の名前は私た

ちのセンターと同じ｢希望の家=HomeofHopeL｡信仰の中で生きたいと

嘩っわたしにとって､それは神の招きと感じました｡

ゝ仰√mJnpnPTry

2011年2月､考えもしなかった勝朕癌｡その後1年半の内に勝舵

癌･2度'甲状腺癌‑度へ計3度の手術を受けました｡自分の年齢を考

えこの先どう生きようかと真剣に考えようとしていた矢先でしたので

来年は70歳､体力の有るうちに急がねば!!

そんな想いを持って､プノンペン国際如轟の前にアパートを借り生宿

を始めました｡大学4年生のキア君､高校3年生のチヤリヤー'チョロナ

ゝrylrryW′nr

イさんと一緒に住んでいます｡高校生二人には8月の高校卒業試験(大

学人学資格試験)に向けて勉強に発破をかけています｡もっか4人分の

食事作りに忙殺されていると言っところでしょうか｡

｢希望の家｣⁚センター'MCBrothers,その中間点にあるアパート.そこ

を自転車で行き来しながら'希望の家tMCそしてプノンペンの街と人々

の暮らしの様子などをお伝えしたいと思います｡

これからもどうぞよろしくお願いします｡

事務局･菊地龍彦
ゝ√,I

〒286‑0037

千集脚市本町102‑1 0
NPO法人Th8 SCCCR EI本事務所
Tel 良 Fax : 043‑485‑づ748 (菊地)
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