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水祭りは、雨季から乾季に変わ
る１１月の満月の前後３日間に
亘り行われる大きな行事です。例
年１１月中旬で、そこが季節の変
わり目なのでしょうが。昨年は雨
がなかなか止まらず、夜にまるで
日本の梅雨のようにシトシトと
降って。極め付けは１２月１６日、
日本へ向かうためにアパートを
出て空港へ徒歩で３人の同居人
（プロ・パニー・キムリン）と向
かおうとした時。来ましたよ、ま
るでスコールかと思わせるよう
な強い雨、激しい風、轟く雷鳴と
２０１６.１０．２３

稲妻が。おかげで徒歩は取りやめ、
プロ君に表の通りからトゥクト

ゥクを呼んで来てもらって一人で空港へ行く羽目に。１２月半ばというのに何でと思うのは外国人の僕だけかしら。戻
った年末からも時々降るのです。
そういえば今年のクールシーズンのクールがそれ程じゃあないなあ。
以前はこの時期、
防寒具を売る古着屋を道端でよく見かけたんだけど。雨といい、涼しさの程相といい、どこか気候の様子に変化がある
ようにかんじてなりません。世界的には低気圧・雨の降りかたで温暖化による気候変化が出ています。カンボジアでも
変化がないのがおかしいですから・・。自然に頼っている稲作に大きな影響があることを心配します。すでにお伝えし
たでしょうか、ここ２年間雨季の雨の降りが地方によってはこれまでと違い、雨が降る時期も定まらず、稲作に大きな
影響を与えています。この２年、国内のこうした雨による大きな災害を考慮して「水祭り」が中止されています。
そして季節は進み、気づけば４月のクメール正月を過ぎて、乾季もそろそろ終わる５月。カラカラに乾いた大地に一
度降った雨は、草の緑を呼び覚まし、道端のゴミをあさっていた労役牛達に元気が蘇ってきました。また、カンボジア
では５月は花の季節でもあります。考えてみれば日本でも木に咲く花、こぶし、さくら、つつじ、藤の花などは、寒さ
に耐えわずかな春の足音をそれぞれが感じて芽を膨らませ開花へと至ります。カンボジアの場合は渇きに耐えわずかな
雨音や湿度の変化に季節の流れを感じ取って開花期を迎えていると・・・言えないかな。勝手な思いかもしれません。
それにしても、今日の「つむぎ蟻」の動き。いつもはおとなしく規則に従って動いているのに、今日はと言ったら。渡
っている針金から頭に落ち体に噛み付くは、足の下、パンツから入って足を這い回るは・・・で。これも季節の変化の
出来事なのかな。
センターの子どもたちは、全員で２２名。日本に留学し働きながら学ぶ子ども・３名。センターで暮らす子ども・１
４名、私のアパートで暮らし勉強時間を増やし頑張る子ども・５名です。本号では、希望の家の２２名の子どもたちに
ついての話しを中心に、チャリティコンサート、プノンペンの日常の中から拾った記事：プノンペン点描、そして希望
の家を訪れてくれた若者の報告等をみなさんにお届けします。
私は、約一ヶ月間日本に滞在し、１９日にプノンペンに帰ります。仕事、私的用事への対応など、日本にいると疲れ
ます。この会報の作成が最後の仕事で、首尾よく終えそうなのでホッとしております。２１号の発行が大変遅れてしま
ったことをお詫びします。

（事務局・菊地）
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希望の家チャリティーコンサート vol 9

ご報告 - 2016.09.1７ 開催

希望の家チャリティーコンサートvol.9が無事に終了しました。お天

子供達、そして相川さんと記念撮影。「希望の家」を支えてくださる

気にも恵まれ、汗ばむ陽気となりました。お忙しい中、ご来場いただ

方々と子供達との再会の場としても、このチャリティコンサートが繋

いた皆様、ありがとうございました。第6回に続きご協力いただいた

がっていけたら、と思っています。

相川麻里子さんにも感謝です。

（高木早苗メロディーボックスより転載）
——————————————

２０１７年チャリティコンサート

コンサート収益のご報告です。
チケット売上

２２５，５００円

寄付

１３４，５００円

合計

３６０，０００円（希望の家へ寄付）

今回もたくさんの方からご支援をいただきました。今峰先生、中
本先生、鎌田先生、そして生徒の Y さん、M さんなど、寄付にご
参加くださりありがとうございました。また、菊地先生、松永様、前
田様、金井様、波多江様、いんば学舎の職員の皆様、毎年応援く
ださる皆様、そして my family に、心から感謝しています。今回の
収益も有効に、子供達の教育と健康に使わせていただきます。
回を重ねるごとに協力いただける方やリピートくださる方が増え、
この年１回のチャリティコンサートでお会いできる方が多くなりま
した。
トーク中。終演後のCD販売も盛況で嬉しかったです。

出演者紹介

高木早苗（Pf）・・・都立芸術高校、東京藝術大学卒、ミュン
ヘン音楽大学大学院修了。現在、都立総合芸術高校講師。
「希望の家チャリティーコンサート」主宰者。

尾形祐香（Pf）・・・都立総合芸術高校卒業。現在、東京藝
術大学器楽科ピアノ専攻１年在学中。
日本クラシック音楽コンクール全国大会第４位、
ヤングアーテ
ィストピアノコンクール入賞。
いしかわミュージックアカデミ
松永さん、菊地さん、子供達による報告会。日本在住のサマイ（いん

ー、仙台国際音楽コンクール公開レッスンを受講。

ば学舎職員）、テラー（秀明大学１年）、チャリア＆レッケナ姉妹（成
田日本語学校）の日本語スピーチもありました。2008年にカンボジア

９月１６日（土）１４：００、今年の希望の家支援コンサート

に行ったとき、希望の家から学校に通っていた４人。大きくなりまし

は、高木早苗さんにより、いんば学舎・草深ホールで開催され

た。

ます。どうぞ皆様、今年もお越しください。

—２−

ていないか、のどは乾いていないかなどとても気遣ってくれた。

カンボジア〜２週間の滞在記録〜
嶋津 香穂

言葉が通じない分、思いやりや温かさなど普段目に見えない部分
がすごくよく見える気がした。

１. カンボジアってどんな国？
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お恥ずかしながら、２週間カンボジアに滞在することを決心し
たものの、カンボジアについての知識はほとんど無かった。漠然
と、貧しい国で、地雷が今でもたくさん埋まっていて、孤児がた
くさんいて・・・というイメージだった。しかし、プノンペン空
港に到着してすぐ、そのイメージは覆された。
空港に着くと希望の家（孤児院）の子どもたちが初対面の私に
「オネエサンコンニチハ。
」と満面の笑顔で出迎えてくれた。外

そんないつも笑顔の絶えない心優しい子ども達と一緒にいると、

に出るとカンカンに太陽が照っており、とても開放的な気持ちに

その子たちが親と離れて暮らしているということを忘れてしま

なれる。気温は３０度くらいだろうか。道路はアスファルトで整

う。親御さんはタイなどに出稼ぎに行っている場合が多いようで、

備されており、さすが首都とだけあって車がビュンビュン走って

一年に一度故郷へ帰るときだけ両親に会えると言っていた子も

いた。都会的な雰囲気の中でカンボジアらしさを感じさせられる

いた。普段の生活を見ていると、小さい男の子達はとてもやんち

ことは、まず一つ目に勧誘してくるトゥクトゥクのお兄さん。二

ゃで、年上のお兄さん達が優しく面倒を見ている。それを見習っ

つ目に道路沿いに並ぶドリアンやサトウキビジュースなどの屋

て自分より下の子の面倒を見る姿もあった。女の子たちは学校の

台。そして何より、片側二車線に大量の車が行き交う道路をゆっ

ない時間帯は毎日手洗いで洗濯をし、掃除や洗い物など家事をこ

くり歩いて渡ることだ。慣れると平気だが最初はヒヤヒヤする。

なしている。その生活を誰もが当たり前にこなしているので、そ

歩いて渡っていると運転手たちは「しょうがないなあ。
」という

れが一つの家族のように見えて、両親と離れて暮らしているとい

風に車を止めてくれる。日本との大きな文化の違いをまずここで

う事実を忘れてしまうのだ。しかし、やはり段々打ち解けてくる

体感することとなった。

と、女の子が「お父さんとお母さんが恋しい」と漏らすことがあ

日本人が想像しがちな地雷も、首都圏や観光地にはもうほとん

った。小さい男の子達は、いつもはやんちゃばかりしているのに

ど無いと言って良いようだ。よほど田舎の山奥に入っていかなけ

ふとしたときにものすごく甘えてくる姿があり、本当は一番甘え

れば大丈夫だろう。地雷の心配なんぞをしていた私は、菊地さん

たい時期だよなあ…と目頭があつくなることもあった。とはいえ、

のアパートの大きさに驚かされた。日本にあるその辺の家よりず

私の目から見た子ども達の生活は、みんなから伝わる温かい心配

っと立派だ。そのアパートにはカンボジアの子どもたちが３人暮

りや兄弟同士も含めた仲の良さ、夢を持って勉強に励む姿などか

らしている。１人に一つずつベッドと机があり、部屋もいくつか

ら、両親と一緒に暮らしている日本の子ども達と比べても、ずっ

に分かれている。あと２人の子どもたちが引っ越してくるそうだ

とよい成長の仕方をしているように思えた。

が、ここで菊地さんの作るおいしい日本食をたらふく食べ、勉強
に集中できる環境で生活ができることは本当に幸せだろうと感

３. カンボジアの福祉

じた。ちなみに、カンボジアのクメール料理も負けないくらい美

菊地さんは毎朝早朝から自転車で３０分ほどかかる場所で行

味しい。

われるミサに参加するので、何度か私も参加させてもらった。早
朝の涼しい時間帯に自転車で異国の地を走るのは何とも気持ち

２. 希望の家での生活

がよかった。帰りは直射日光を浴びることになるのだが。ミサに

希望の家では、５歳〜２０歳くらいの約２０人の子どもたちが

参加する方達の中にブラザーと呼ばれる各国から来た福祉的な

生活をしている。私はそこに二泊させてもらった。言葉が通じな

活動をする人たちがいた。ミサに参加した日はブラザー達と毎朝

いので行く前は上手くコミュニケーションが取れるか不安もあ

朝食を共にさせて頂いたのだが、インド人、ベネズエラ人、タイ

ったが、言葉の壁というものはコミュニケーションをとる上でさ

人、韓国人、ベトナム人、日本人が一つの部屋で仲良く英語で会

ほど重要では無いということが、この経験から学ぶことができた。

話をしながらで朝食を共にするという、大変貴重でとてもグロー

子どもたちと仲良くなれた一番のきっかけは、夜になると始まる

バルな体験をすることが出来た。しかしながら会話の 3 分の１も

ゲームを一緒にしたことだろう。みんなは、毎日夕飯のあと夜２

理解することが出来ず、英語習得の大切さと、日本の英語教育の

２時まで外で裸足になってサッカーや、日本で言う「はないちも

未熟さを痛感した。

んめ」のような様々な遊びをする。遊びの種類は沢山あるので、

朝食のあとにボランティアをさせてもらうのは、カンボジアの

私が参加できるように、ゲームが変わるごとに身振り手振りや簡

障害福祉施設のような場所だ。障がいのある児童と、エイズの患

単な英単語などで一生懸命ルールを説明してくれた。そのお陰で

者が入所、というより収容されていると言った方が正しいかもし

私はおもいっきり楽しむことができ、今でも一番の思い出と言え
るくらい印象に残っている。普段の生活でも、子どもたちは疲れ

−３−

れない。そこで手伝わせてもらったことは、排泄物等で汚れた衣

ールドは見ておいた方が良いと教えていただき、２カ所の収容所

類や布団の洗濯、至る所に便が着いたトイレの掃除、床のモップ

跡地に、いつも親切にしてくださる N さんの車で連れて行っても

がけ、子ども達の食事介助、庭のゴミ拾いなどだ。そこでボラン

らった。現実では到底信じ難い悲惨すぎる出来事であるのに、信

ティアを行っている人たちは様々な国から来ているのだが、やは

じざるを得ない確たる証拠がそこには生々しく残っていた。大虐

り日本の基準というのは高いようで、掃除が終わっても私たちか

殺があったのは約４０年前とそんなに昔の出来事ではない。しか

らするとまだ汚れていると感じる。よって日本人である菊地さん

し、そんな過去があったとは思えないほどカンボジアの人々の人

の存在は大きく、施設のトイレがあれだけきれいに掃除されるの

柄は今でもおおらかで謙虚で、見ず知らずの私を快く受け入れて

はおそらく菊地さんのお陰だ。また、ゴミを拾うという習慣はカ

くれるほどフレンドリーだ。しかし、言われてみればカンボジア

ンボジアには無いらしいのだが、その施設ではゴミ拾いが根付い

ではお年寄りの姿を見ることは滅多に無い。驚くことに、カンボ

ていた。子ども達が率先して袋を持って歩くくらいだ。それも皆

ジアの平均年齢は２４歳だそうだ。そこにも、４０年前に悲惨な

菊地さんが時間をかけてゴミ拾いの文化を根付かせたお陰であ

出来事があったということを裏付ける事実があった。

る。

そして、一番胸が苦しくなったのは、実は N さんもその時代、
家族がバラバラになり、その後ご両親と再会することは無かった
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という話を菊地さんから聞いたことだ。おそらく大虐殺の犠牲者

..

になってしまったのではないかということだった。私は、いつも
ニコニコ笑顔でとっても親切な N さんが、キリングフィールドか
ら帰ってきた私にいつもの調子で「Interesting?」と聞いた時の様
子を思い出した。どんな思いでここへ案内してくれたのだろう、
これまでどんな人生を歩み、それでもなお心優しい笑顔の素敵な

施設では子ども達に少しだが教育も行っていた。授業に参加さ
せてもらったが、１〜２０までの数字の読み書きなどを教えてい
た。その先生は新しく来た方らしく、とても良い先生のようだ。
カンボジアの福祉教育はまだまだ遅れてはいるが、今後の伸び白
は大きいのではないかと思う。エイズ患者の生き甲斐についての
支援も含め、今後も菊地さんが日本の福祉教育の良いところを少
しずつ根付かせてくださることだろう。私も、今後力になれるこ
とがあればぜひ協力させていただきたい。

N さんでいられるのはなぜだろう、自分だったら…と重ね合わせ
ながら言葉では言い表せない複雑な気持ちになった。
カンボジアについて、この事実を知らない人は多いのでは無い
かと思う。カンボジアを訪れる機会があればぜひ行っていただき
たい場所であるし、実際に行くことができなくても資料などを見
てどのような出来事が起こったのか、一人でも多くの人たちに知
って欲しいと強く思う。自分と同じ人間が、簡単に人でなくなる
ことができるという恐ろしい事実に、一人ひとりが必ず、何か感
じるものがあるはずだ。

４. ポルポトの大虐殺について
カンボジアには、アンコールワットという有名な世界遺産があ
り、観光地としてとても人気がある。私も子ども達と一緒に一泊
二日で観光させていただいたが、石でできた巨大な寺院の数々や
その中の細やかな壁画、アンコールワット越しに見る幻想的な朝
日など、日本では見ることのできない壮大な景色を見ることがで
きた。世界中から一度は見てみたいと大勢の観光客が集まるのも
納得だ。しかし、アンコールワットの他にもカンボジアに訪れた
ら絶対に見ておかなければいけない場所が存在する。それが、キ
リングフィールドと呼ばれる大量虐殺の処刑場跡だ。
正直に言うと、私はカンボジアで国民の三分の一が殺されたと
いうポルポトの大虐殺を知らなかった。菊地さんにキリングフィ
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５. 最後に
カンボジアでの長いようで短い、しかしとても濃い二週間の中
で、私は菊地さんがこの国にハマった所以がなんとなく分かって
しまった。私もどっぷり虜になってしまったのだ。これはきっと
カンボジアを訪れた人にしか分からない感覚だろう。帰国の日、
プノンペン空港に全員で見送りにきてくれた子ども達の「ふるさ
と」の合唱を聴きながら、私もお腹の調子さえ保ってくれるのな
らこの国で暮らしたいと思った。
私に、勉強したての英語で「I miss you. Best friend.」と言ってく
れた子どもたちや、また必ず会おうと約束した N さんとの再会を
楽しみに、新社会人としてこれからも自分を磨いていこうと思う。
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点描・１

遂にやられちゃいました（ポリスの話）

められて行くと言ってます。多分そうなのでしょう、日本人から見れ

カンボジアでは行政実務・現場で働く人は皆「ポリス POLICE」と呼

ばひどいものです。

びます。今まで経験したポリスは、消防ポリスと入管ポリスです。ポリ

とにかく交通ポリストには関わり合わないのに越したことはないという

スが来た時には言葉がわからないので直ぐにナレットさんに連絡し

ことでしょう。

対応してもらいます。消防ポリスが来た時には、消火器を設置するよ

こんなことが アパートの近くをレッケナの運転するバイクに乗って

うに言われました。商売として火を使うところには消火器の設置義務

いて、運悪く乗用車と接触しこちらは転倒。レッケナと私は腕と足に

があるそうですが、一般家庭には必要ないそうです。ポリスは何や

擦り傷、軽い出血もある状態。横倒しになったバイクはエンジンが動

かやと言って手持ちの消火器を買うように言うのですが、ナレットさ

きません。相手の運転手、決してお金持ちという人ではなく、やっと

んも何やかやと言って断ります。根負けしたポリスが帰った後のポリ

買った中古乗用車のおじさんが、何か言いながら車から出てきまし

スのやり口の話。「どうせ持っている消火器は、以前検査の時に期限

た。バンパーに少し傷がついた程度なのに車体を見ながらブツブ

が切れていると言って取り上げたもので、その消火器をまた売って

ツと・・。カンボジアでは、ひとまず自己主張が基本なのです。こちら

儲けるだけだから。」とのこと。「えええ、そんなことありなの。」の世

は外国人なので運転手はやりにくそう。こんな小さな事故なのに早く

界です。

も人が集まり始め、悪いことに若いポリスも登場。それを見たレッケ

入管ポリスの時は、ビザ無しで働いている外人が増えているという事

ナ、「お父さん、ポリスと話してはいけません。お金取られます。」「そ

情はあったようなのですが。私の住むアパートの一角は会社の事務

うか・・」と思い、横倒しになったバイクを持ち上げ、痛い傷を我慢し

所・小型倉庫に使われています。そして特に中国人の事務所が多く、

て二人で歩いてアパートに戻り始めました。乗用車の運転手さんも

中国人、カンボジア人、・・・人が行き来しています。私から見ると怪

不機嫌そうな顔をしながらも長いは無用とばかりにサッと走り去りまし

しげだなあと感じますが、大声と行動力に圧倒され、私はひとりおと

た。そうなのです、「交通ポリスに介入されたらいいことがない。」、こ

なしく暮らしているというところです。向こうも、あの日本人は何をし

れがプノンペンの常識なのです。

ているのだろう、怪しげだなあ。」と思っているかも知れません。調査

「遂にやられちゃいました」のお話

当日は当然ナレットさんに来てもらって、ポリスとの話をしてもらいま

数年前と比べると、皆さん交通信号をよく守るようになりました。特

した。４人来ましたが、調査をするのは一人だけで、あとは携帯をい

に車はよく。その何倍もの数が走るバイクで道はいつも溢れていま

じくったり、外に出てみたり・・・、これで仕事なのかなあと言う雰囲気

す。信号に反しても余裕があればそれ行けと、何台ものバイクがソレ

です。ともかくにも私のビザ確認の書類らしいものが写真入りで完成。

ッとばかりに走って行きます。大きな声では言えませんが、私もバイ

ちょうど終わったのが１１：３０頃、ポリスからの最後の言葉は、「昼ご

クに乗っている時は交通に関してはほとんどカンボジア人です。臨

飯代をくれ」でした。信じられないお願い事ですが、これはカンボジ

機応変に周りの皆さんと一緒にソレ行けです。そうしないと危ないと

アでは普通のことだそうです。この日は、ナレットさんが、「この日本

いう事情もあります。
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人は貧しいカンボジアの子供の世話をしてお金がない。」と、いろい
ろ私の奮闘ぶりを話してくれました。おかげで私の昼飯代の支出は

–

なく、ポリスたちは次の昼飯を取れそうな会社の調査に行きました。
さて本日の主役のポリスは交通ポリス、つまり現場の交通警察官。
市内の交差点には必ずいるとても身近なポリスです。カンボジアの
交通ポリスは、皆の嫌われ者。何かと言っちゃあ難くせを着けては
お金を取るのだそうです。大金ではありません。１〜２＄（１＄＝４０
００リエル）程度で、誰でも払える金額です。よく若者たちが呼び止

その日は、オリンピック市場で商売をし

められて、何だかんだと言われているのを目にします。更に、エエ

ているアパートの大家・ロディンさんに家賃を払おうと出かけました。

エッと思うのは、交差点を通過するトラック、ワゴン車（荷物・人を運ぶ

市場の近くは繁華街で車、バイク､人でごった返します。私のバイク

ミニバス）などが、ポリスにお金を手渡し、ポリスは当たり前のように

は大通りを前に進み、先の大きな交差点を右折しなくてはなりませ

何食わぬ顔で受け取るのです。外国の人が見るとこれは明らかにポ

ん。信号は赤。

リスによる不当徴収、ピンハネです。「取ったお金は皆ポリスのポケ
ットに入るの」と子どもに訊いたら、「違います、上の人、その上の人、
その上の人にずっと渡されていきます。」。つまり上納の形で上に納

−５−

「日本人だ。」
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「クメール語は話せるか？」
「話せない。」
「何年間プノンペンにいるんだ？」
「３年間だ。」
おじさんポリスは、「３年もいるのにクメール語が話せないのか・・・。
仕様がねえなあ。」という表情で私を見たので、「大きなお世話だ」と
顔で応え・・・。ポリスは記入用紙をおもむろに取り出し、何だか書き
始めました。多分簡単な調書なのだろう。ポリスは書きながら、
「警察署に行って金を払うか？」と言うので、

皆さんはお利口さんに信号が青になるのを待っていました。何だか

「いくらだ。」との問いに、「２０＄だ。」

あの時ばかりは、皆さんがとてもお利口さんだったのです。

オイオイ、そんなに取るのかよと思い、

そんなお利口さんなバイクの群の一番右隅をノロノロと無理無理前

「今払ったらいくらだ？」との問いに、

へ進む一台のバイク。交差点を右折してオリンピック市場へ早く行き

「１５＄」

たがっている、日本の郵便配達で使っていた、買値８００＄だった赤

高いなあと思いながらも、早いとここの場を終わらせたいという気持

い中古のバイク。つまり私のバイクです。

ちがあり、１５＄払って放免となりました。

私のバイクは運良く右折できる位置まで進み出ました。前方、左右

おじさんポリスは、１５＄の領収書をくれなかったし、書き始めた調

にポリスはおらず、信号無視はプノンペンでは日常的なこと、誰でも

書は「今払う。」となったら丸めていたし。つまりおじさんが１５＄ポケ

やること。そんな軽い気持ちで右折をしたら。アレエ〜、１０m ほど先

ットに入れたことは同僚二人しか知らず。きっとあれはポリス３人の晩

にポリスが待ってましたと言わんばかりに待ち構え立っているじゃあ

飯代か酒代になるのでしょう。

りませんか。まさに「しまった！」でした。しかも３人も居て・・・。一番

センターに戻った私は、ナレットさんに事の一部始終を話したら、

年上のおじさんポリスは英語を話す始末。それも結構お上手で・・・。

大笑い！ 「そんな時は、そうだなあ、５０００リエル（１＄ちょっと）だ

私を自分の仕事バイクの横に呼び寄せ質問を始めました。

よ。」と笑われてしまいました。

「赤信号を知らなかったのか？」

いやはや、初めての罰金が１５＄とは。きっと外人価格だったのでし

「知っていた。」

ょう。

「なぜ曲がったんだ？」

大サービスをしちゃいました。

「急いでいたから。」
「中国人か？」

写真のポリスが小さくてすみません。もう少し側の大きな写真を撮りたかったのですが、怖
くて何か罰金を取られても嫌なので・・・。状況をお察しください。

蟻の話で、ある程度まとまったニュースになるのかな

点描・２蟻の話です

と、小さな不安を感じながら書き始めています。
以前、蟻の入った料理を食べたよと話したことがありま

これが紡ぎ蟻 立派でしょ！

す。野菜炒めの中に蟻としろい蟻の幼虫が入ったもの
でした。日本で蟻は食べないので珍しい料理かなと思
い書きました。蟻といえば地中に巣を作り生活するもの
で、どうやって蟻の幼虫を取るのかなあ程度の疑問が
残りました。
私のアパートでもよく蟻を見かけます。食べ物を落とし
てそのままだと、一時間後には蟻が「蟻の道」を作って
餌の運搬をしています。とても小さな蟻です。玄関前の
敷石は、土・砂を敷いた上に四角の敷石を載せ
−６−

て並べただけですので、石と石の間の蟻の出入りは自由で
す。そこをその小さい蟻が休みなく動く様子をいつも目にし
ます。ところがこの蟻小さいのですが、油断して裸足でプラ
ンターなどをいじっているとすぐに足の指に食らい付き噛む
のです。それが又滅法痛くて、足を踏み動かしたり、水で流
したり、数が少なければ指で捕まえ潰したりと大変です。
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この蟻、木の上の巣から枝を通り幹を下り地面に降りて餌場
（何処なのかは分かりません）に向かって移動し、そしてまた
巣へ向かって・・・。多くは地上を移動しますが、中にはこん
な変わり者たちが。
その変わり者たちの移動通路は、MC ブラザーの洗濯物干し
場の針金の上。それも奥から２番目なのです。決まって２番
目というのは、木から垂れる枝と針金との位置関係であるの

ある日 MC ブラザーで Br.（ブラザーの略）ジョティーと木陰
を歩いていた時のこと。「木の上にあるボールのようなものを
蟻の巣だよ。」「へええ、蟻の巣なんだ！」。蟻の巣は土の中
だと思っていた私はびっくり。「あの蟻は食べるし、心臓病の
薬にも使うんだ。」とインド人 Br.ジョティー。
ここで一つの疑問が解決しました。旧王都・ウドンで食べたあ
の蟻は、木に巣を作るこの蟻なんだ。巣が木の上にあれば、
捕まえるのも地中より簡単だし、洗うのも容易かもしれないな
と考えていました。
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知っているか。」「葉っぱの固まったもの。」「そうだ、あれは

は分かりますが、何も寄りによってこの２番目の・・・。

心優しい日本人の私が真っ先に干し始める日には、この蟻
君たちの歩く２番目を避けて速攻で３番目の線から衣類を干

がに多
見造く
えりの
まま巣
すすは
。。木
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の上
画の
面方
だ、
け先
で端
もに
６近
個い
の部
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し始めます。運が良ければ、後から干しに来たカンボジアス
タッフも三番目から干しますが。しかし、多くの場合は無情に
も蟻たちはバッと上から洗濯物を被せられて・・・、どうなった
かな、そこに居た蟻たちは。でもご安心あれ。続きの蟻たち
は、洗濯物も何のその、濡れたその上をアラヨとばかりに歩
いて行くのです。
蟻君、私は頑張るよ。明日も一番最初に干しに来て、２番目

コンクリートの通路を見ると、居ました居ました。通路を見れ
ば木に葉っぱを紡いで巣を作る蟻：「紡ぎ蟻」が。まさに一目
瞭然の名前、紡ぎ蟻。東南アジアでは一般的な蟻で体調は
７mm〜１４mm とやや大きく足の長いスマートな形をしていま
す。体の色は明るい茶色で、日本では見かけないくらい色鮮
やかで、そのことも日本人の僕には珍しく、目に止まる要素
でもありました。先ほども書きましたが、どこでも薬用・食用に
売られ、幼虫が小さな山盛りで並べられ売り手のおばさんと
一緒に写る写真が面白い市場の情景を伝えてくれていまし
た。

—７−

の線を君たちの移動通路に確保してあげるよ。
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点描・３

英語です。先だってのマレーシア航空便では、食事の折に「＋＋＋

やっぱり ANA だね

ライスとチキン・・・」と言うのですが、ライスとチキン以外の部分が・・・

２０１６年９月１日、成田〜プノンペン直行 ANA 便が就航し

と＋＋＋。近くの人のを見て＋＋＋はエスニックだったようなので

ました。

すが、チキンの後の・・・が全く聞き取れないのです。何でもいいの
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で黙って置いてってくれればと思うのですが、そうもいかないようで
して・・・・。結局よく聞き取れた「チキン」と言ったら、手元に渡された
のはチキンパスタ。そうだったか、・・・はパスタか。気持ちに残った
のは、分かってよかったなあではなくて、こんなことも聞き取れなか
ったかという情け無さでした。でもこれが意外といい出来で、そのな
かなかの味に、さっき味わった情けなさはどこへやら。一気にパク
ついちゃいました。

１９９６年７月、エアーインディア便に初めて乗り、バンコク経由でプノ

ANA の食事は・・・、結構な出来です。きれいで、きちんと整って。整

ンペンを訪れて以来丁度２０年目でした。始めの頃はもっぱらバンコ

っているのは食事だけでなく乗務員の勤務も。プノンペン発、成田

ク経由でしたが、その内より安いもの、楽なもの、ちょっと楽しみのあ

行きの夜の便も、灯りが消えた中、定期的にスタッフが見回っていて。

るものなどと、いろいろお世話になりました。最近は値段と時間、そ

ちょっと真面目すぎじゃないのと感じるほどで。外国便は乗務員もほ

して何点かに耐えることで「中国東方航空」でしたが・・・。ついに乗り

ぼぐったり休んでいるか、くつろぎ気分が見られるのが普通です。

継ぎなしの直行便の就航。プノンペンへ向かうものは、１０：５０成田

日本は何てったって「安心、安全、清潔、整理整頓の国」ですか

発で、時差２時間のプノンペンに１５：４０着、日本へは２２：５０プノン

ら・・・ね。しかも、格付け五つ星ときちゃあ文句の言いようのないサ

ペン発で、成田には早い時には６：１５に着きます。しかも、ご祝儀相

ービスなのですね。

場で昨年内はギリギリ５００００円を切るお値段。いつも低価格でお世
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話になった中国東方航空より安いのですから、これは乗らねばなら
ないでしょう。しかも預けられる荷物が２３kg：２個まで OK なのです
から文句なしです。プノンペンを往復する私にとって、特にこの２３
kg を２個預けられるというのはとても大きいのです。プノンペンに向
かう時はたくさんの荷物を運びます。何しろ古いスーツケースのた
めケース自体が７kg 程度ありますので、実際に入れられるのは１６kg
です。一番多いのは古着。子ども用から大人用まで毎回運びます。

ところでチケットのお値段は、年明けとともに５３０００円、５７０００円と

調味料などの場合は結構な重さですので、毎回まず運搬必需品を

上がり、６月１９日発の私のチケットは６６６００円。遂に心の中での限

入れ、空いてるスペースに入れる時の形に自由がきく衣類を入れ荷

界値６５０００円を超えてしまいました。就航間も無くは、一室：１００席

造りを完了します。もちろん最終段階は秤で確認しながらです。反

の後部側部屋で埋まっているシートが２０〜３０席。それが最近は７

対に、日本へ向かう時は、着替えだけ入った軽いスーツケース２個

割は埋まってます。ANA は、プノンペン１５：３０頃着、２時間後に国

となります。一般的には２３kg・１個で、稀に３０kg まで・１個（マレーシ

内便でシェムリアップへ４５分飛んで、その日の内にアンコール観光

ア航空）というのもありますが。私が、色々我慢して中国東方航空に

地・シェムリアップ到着を売りに成田発プノンペン行き直行便を宣伝

乗っていた一番の理由は、２３kg・２個だったからです。

しています。

初めての ANA 便利用は、９月７日２２：５０プノンペン発。仕事の関係

ANA 様、どうか６６，６００円以上にはなりませんように、宜しくお願い

とその他で昨年度は毎月利用で計４回、ANA 便を使って往復。年が

します。

明けてからもすでに二回、計六回も往復してしまいました。
日本人で小心者である私にとって良かった点は、乗務員、乗客のほ
とんどが日本人なので、機内が静かで落ち着きを感じ安心していら
れる場所であること。アナウンスは日本語なので全てがわかり・・・。
これが大きいですね、この安心感は。ほとんどの航空会社の便は、
日本人はほんのわずか、あたりまえの話ですが、毛布一つ頼むのも

−８−

子どもたち（２2 名） ———２０１７年

６月１８日————

昨年９月下旬、チャリヤとレッケナが成田日本語学校への留学のた

出たパンニャーを除くと１７名です。２名少ないですね。

め日本へ向かいました。その前の時期に兄・姉の意向で、また兄・

２名はこれから入ってきます。内 1 名は、ペッのお姉さん、中学

姉を頼りスライニ姉弟、メンチューがセンターを離れ、子どもの数が

３年生です。ペッの家はお母さん、おじいさん、お姉さん、ペッ。お

１４名となりました。実際には３名が留学生ですので、センターに暮

母さんは４月に病気で亡くなり、お姉さんが高校へ進み勉強を続け

らすのは１１名とこれまでに無く少なくなりました。ナレットさんは５６

られないという連絡を受け、８月からセンターで暮らし勉強を続けさ

歳、私は７１歳。お互い歳をとり、日頃彼は、「菊地さん、カンボジア

せてあげることにしました。

人はそんなに長くは生きられない。６０歳で大年寄りだよ。歳をとっ
たらコーヒーを飲みながらゆっくり暮らしたい。」と話していました。ま
た、私も脳にも体にも老化を日々感じる歳、しばらく前から何時まで
希望の家を続けられるかなあと時々考えていました。
また、希望の家はカンボジア人のナレットさんが運営してくれるので
できること。運営の継続はナレットさん次第だと考えていました。
そんな曖昧に迷う我々の気持ちを突くように、昨年８月に入ると子ど
もたちの話が舞い込み始めました。
話があると断れないナレットさんと私は、健康でいられる内は、「希

ペッ
キムラン
小学生：ヘイン スライロア パンニャー ヒエン

望の家」は続けましょう！で想いが一致しました。
８月〜１０月に入った子どもたちは、ほとんど年齢が上ですので数日
で打ち解けていましたが、５歳のヘイン君だけは何時も一人でなか
なか皆と馴染まず。でも子どもの世界はいつも時間が解決してくれ
ます。センターに行くとその時いる子どもたちと裏にあるプサー・ソラ
（ソラ市場）に一杯２０００リエル（１＄＝４０００リエル）の甘いものを食
べに行きます。始めの頃は私が手を取って軽く握っていたのが、い
まではへインから手をつないで来てニッコリします。嬉しい瞬間です。
いまは幼稚園らしきところに通っていますが、この１０月から小学生
ポンロック
ニタ
中学生：チエン ノンラ ピトウー エンジー ソッリヤップ

です。
センターでは、４月の正月か９月のお盆（プチュン・バン）に子ども
たちを故郷に帰省させます。カンボジアは親戚のつながりが強く、
親がいなくても帰省し楽しく数日過ごせるようです。今年も４月の正
月に皆を帰省させました。母親が去年亡くなり、父親は早くも他の女
性と暮らしているキムラン、スライロア姉妹と、故郷での騒がしさが嫌
いなキムリンは帰省しませんでした。センターに３年ほどいた小学
生・パンニャーは、期日になってもセンターに戻らず、故郷で暮らす
ようです。間もなく小学校４年生。手がかからない歳になったので、
田舎の皆さんも邪魔じゃなくなったのかな。
さて、写真には留学生３名を除き、１８名が見えます。４月に

高校生：プロ チェム マタイ パニー キムリン
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アパートに住む高校生５人
チェム プロ
マタイ キムリン パニー

私は３年半前からプノンペンで９〜１０ヶ月間暮らしています。住ま
いは、プノンペン国際空港の真ん前、歩いて５分のアパートです。
プノンペンで暮らし始めたのは、長い間心に置いていた、希望の家
の子どもたちと一緒にいたいことと、よりよくカトリックの信仰生活を送
るためです。アパートは月：４００＄ですがとても広く、一階：１５畳一
部屋と８畳のダイニングキッチン、中二階：８畳二部屋、二階：１５畳一
部屋と８畳一部屋、そして三つの階にトイレ・シャワー部屋があります。
レンガ・セメント作りを綺麗に塗装してますので一見立派です。しか
し、綺麗・立派は見かけだけで、水・電気設備は問題だらけです。一
番の困りごとは水漏れで、いたるところで天井から水が落ちてきます。
そうはいっても、我慢さえすれば快適に暮らせます。
カンボジアの子どもたちは勉強不足、頑張りが足りません。もっとし
っかり勉強させようと、高校生５名がアパートで暮らし、長い勉強時間
と良い勉強環境を与えています。クメール語のできない私にできる
のは、勉強の物理的条件を整えてあげることだけですので、努力し

アパートの男子３人は、バイクに３人乗りでセンター、学校へ行きます。

たいと思います。
縁あって預かった２２名の子どもたち。できるだけ長い間子どもたち
を厳しく優しく育て上げることができるように、これからも頑張ります。
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留学生（テラー

チャリヤ レッケナ）

ヴァン・テラー（２２歳）は、日本留学生３名の中で最年長、千葉

いました。そして多くの留学生は、決まりを潜って、夜勤のアル

県八千代市にある秀明大学２年生で、「観光」を勉強していま

バイトをして必死に必要な生活費、学費を稼いでいます。テラ

す。佐倉市、京成志津駅近くに倉持さんが探してくれたアパート

ーも２８時間の限度を少し破って餃子作りや野菜のパック詰め

を借りての一人暮らしです。留学生に与えられているビザは「留

作業のバイトをしていました。

学ビザ」です。「労働ビザ」ではありませんので、働くことはでき

昨年４月、大学生活が始まりました。もちろんグループホーム

ません。そこで、ほとんどの留学生は、生活費と学費を得るため

でのアルバイトも続けています。手にするお金は月額約１０万

に入管から「資格外活動許可」＝一週２８時間以内の労働許可

円前後。借り入れた授業料の返済に５万円、アパート代と諸経

を得て、アルバイトをします。２８時間という時間制限は、留学生

費に３万円。残りが食費とその他・・・。十分ではないですねえ、

の主目的の「学ぶ」に支障がないようにという、いかにも日本らし

これでは。

い配慮のようです。成田日本語学校在学時は、私の運営する障

テラーが、新しいアルバイトとしてコンビニエンスストアー・「フ

害者グループホームで１５：１５〜８：３０の実働１６時間の勤務を

ァミリーマート」の面接を受ける話を昨年１１月に聞きました。エ

週２回行って

−１０−エ、コンビニで・・・！

いろいろなお客が来
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がら難なく対応して行きました。初めて間に見たテラーの姿は、「凄

て、言葉だけでも大変だろうに・・・、大丈夫かなあと心配しました。テ

ったテラーが、日本に来て日本語を勉強し、今一人で暮らしながら

ラーから後で聞いた話では、９月にバイト先を探し始めたそうで。ラ

大学で勉強し、アルバイトをして・・・、仕事を終えて０：００過ぎに暗

ーメン、焼き鳥、寿司屋など、京成勝田台．志津駅近くで、時給・仕

い夜道をアパートまで一人で歩いて・・・。そんなテラーを考えると、

事時間・交通費・ご飯の有無などを細かく聞いたそうです。都合の善

感動の涙とでも言いましょうか。テラー、ありがとう。皆で応援するか

い土日はバイトをする人も多くなかなか見つからず、学校の外国人

ら・・・、頑張れよ！

いなあ」の一言。よくお客の話す日本語を聞き理解できること。とに
かく「凄い」です。まさにこれぞ生きた日本語会話の勉強。そんなこと
を意識もせずに日常行っているテラーは「凄いなあ」とつくづく感じ
て店を後にしました。
真っ暗な街の路地を駐車してある車を目指して歩いている時、私の
胸は熱く膨らみ、目尻には、アレレ・・・、涙が出そう・・・。あの小さか

れ日や理も
は本さ。ち
笑でずころ
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留学生からも情報を得ようと相談したそうですが、あまり協力的では
なかったとのこと。国が違うので、そんなことも影響していたのでしょ
うかね。カンボジア人はテラー一人ですからね。厳しい状況の中で
は、まず同国人と協力し合うのは当たり前でしょうから。

,

そんな状況の中で「アミリーマート」を見つけ、面接までこぎつけた

..

のが１１月終わり、一ヶ月間の見習いが１２月。１月から本採用で働き
始めたそうです。仕事は、金・土・日の１８：００から２４：００まで。２１：０
０まではバイトの高校生と二人で、２１：００以降は一人で勤務だそう

そして、今新しい問題が。

です。

皆さんもご存知のあの「マイナンバー」。取れる税金を確実に取ろう

志津にお住いの会員の方から「テラーの様子見てきましたよ。」と

と国が決めた新制度。これが留学生の生活を脅かしているのです。

言うお話を伺っていたのですが、やはり気になり、４月５日、テラー

先ほど述べましたように、留学生が許されている労働時間は週２８時

の様子を見に「ファミリーマート志津駅店」まで行ってきました。時刻

間。アルバイトの雇用者によって正しく給与額が届けられていると、

は２１：１５頃、改札口から出て正面の位置に店がありました。駅構内

決まり以上に働いた時間が入管に知られてしまう可能性があるので

の南北を結ぶ改札前通路、日中は行き交う人で賑わうのでしょうが、

す。今年度はその様子を見た方がいいだろうということで、テラーは

この時刻では改札口を出る人も少なく。でも５〜６人の人が店に入り

グループホームのアルバイトを 1 日減らし働いています。

急いで品物を求めてテラーに支払いを済ませて、そして次の人が

日本人学生なら自己責任で目一杯働いて稼げるのに、外国人留学

支払い、次の人が・・・。次々とお客様に対応してゆくテラーの姿は

生が暮らすには、日本はなんと厳しいことか。

素敵でしたよ。そんな様子を店の外から見ていて、おもむろに店の
中へ入り近くから様子を見ることにしました。お客は二人ほどで、言

一昨年１１月末、難病・多発性硬化症（Multiple Sclerosis：MS）を発症

葉もスムーズに話しな

し１月に日本で入院治療を行ったチャリヤ（２２歳）は、病気治療目的
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に対して特別の長期滞在ビザは得られませんので、昨年１０月、留
学ビザを取り、妹レッケナと来日し、成田ニュータウンの UR アパート
に二人で住みながら、成田日本語学校で勉強しています。自分の
病気、服薬と副作用、そして将来に対し不安を持っていることと思い
ます。しかし、今回妹・レッケナと一緒に日々生活できたことでとても
心が救われ慰められていると感じます。再発を防ぐために毎日服薬
するステロイド剤は、退院時３０mg/日でしたが、現在は隔日１５mg・１
０mg となっています。一番の問題は再発ですが、それは別として副
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作用がとても大きな問題です。中でも疲労感と眠気そして食欲亢進

＜会費・寄付のお願い＞

が常に感じられるようです。とにかく体を大切に休めることが大切と

『The SCCCR 』の会員になって

考え、９：００〜１２：２０・日本語学校、午後３〜４時間の睡眠・休息と

「希望の家」の子供達の日常生活と教育を一緒に支えて下さいませ
んか。

いう日常生活を送ってきました。

年会費 一口５,０００円
寄 付 一口１，０００円

妹レッケナは週２日、１５：１５〜翌朝８：３０までの仮眠を含む夜勤の
アルバイトを私の運営する障害者グループホームでしています。性

郵便振替

格が明るく快活なので皆から可愛がられて、元気に働いています。

加入者名
「カンボジアの子どもの人権を考える会」
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振替番号 00140-1-650338
連絡先 〒270-1602
千葉県印西市松虫 ５１６ いんば学舎内
The SCCCR 日本事務所

Tel：0476-98-2486（菊地）

e-mail：t.kikuchi0127＠gmail.com

１月下旬ごろからチャリヤも、アルバイトがしたい気持ちを話し始め
ました。休息・睡眠に傾いている気持ちと体にどこかで刺激をと考え
ていましたので、主治医・本吉先生に伺ったところ許可を頂き、３月

「希望の家」への日頃のご支援に感謝申し上げます。
２０号発行が大変遅れてしまいましたので、
「振込取扱票」
（郵便振込用紙）を勝手ながら皆様に同封させていただき
ました。どうぞよろしくご支援ください。
また、必要な方は遠慮なく「会報」
「パンフレット」をご
請求ください。

初めからレッケナと一緒に同じグループホームで働き始めました。も
ちろん８時間の仮眠・休息を交えて少しずつ少しずつです。
チャリヤの悩みはステロイド剤の副作用で１０kg 以上増えてしまった
体重と、ムーンフェイスと言われる丸くなってしまった顔です。年頃
ですから悩むのは無理もありません。しかし、ステロイド剤以外にリ
ンパ球の攻撃を抑えて再発を防ぐ薬がありませんので・・・・。
MS は、欧米の白人に多く、緯度の高い国に患者数が多い疾病です。
北ヨーロッパでは、人口１０万人あたり１００人以上の地域があります。
日本では、１０万人あたり８〜９人で、国内では現在患者数は１２，００
０人程度とされています。ましてや緯度の低い南国カンボジア、患者
は殆んど居ないと言えるくらいで、気の毒でチャリヤにはかける言葉
がありません。

「チャリヤ基金」を開設
神経症状の再発期と症状の収まる寛解期を繰り返すのが難
病・MS です。近くは飲み続けるステロイド剤の副作用への対処,、
再発期の病院治療、障害が残った時の生活維持に対処できるよう
基金を開設しました。
気持ちと状況が許す時と範囲で結構ですので、どうぞご協力くだ
さい。なお、基金の送り先は奨学金でお世話いただいている倉持
徳子さん名義の口座です。
チャリヤ基金送り先

MS は完治のない、再発と寛解を繰り返す疾病で、チャリヤは、一生
MS と付き合わねばなりません。できる限りの援助をして行く覚悟で
す。
「チャリヤ、頑張れ」としか言えないのが・・・。でも。「チャリヤ、頑張
れ」です。
レッケナ（１８歳）、君はタイミングよく日本に来てくれたねとお礼を言
いたいです。
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館山信用金庫 若宮支店（店番号 ００６）
名義人 倉持徳子
口座番号 １１７７６２７

