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ＡＹＦ 2017年春夏号 

―草原の輝ける時― 

中川 武 

 

 4月 30日早朝、コンポン・トムからサンボー・プレイ・クック遺跡へ向かう途中、まぶ

しいほどの広大な水田の広がりを眺めているうちに、あの懐かしい「草原の輝ける時、花

美しく咲きし時、再びそれは還らずとも嘆くことなかれ、その奥に秘めたる力を見い出す

べし」の一節が、甦ってきた。 

 この 4月末から 2週間ほど、プノンペン、コンポン・トム、そしてシェムリアップと回

ってきた。この時期にサンボーは久し振りである。8月末から 9月中旬頃に、早大全学のオ

ープン教育実習で、十数年サンボーに通った。一番の雨期で、学生達と村の住人たちの田

植えを手伝ったこともあった。まだ、十分水田が復興していない時期であったが、その後、

みるみる水田の面積は広がっていった。

カンボジアは、平野部がどこまでも続

き、ヒョロリとした砂糖椰子の並木や

瘤のような小山と遠くにコンモリとし

た森が見えてくる。特にサンボー周辺

は、サンボー、コンポン・トム、トン

レサップ湖を繋ぐ大動脈のセン川が、

驚くほどの蛇行ぶりを

示す平坦部なので

ある。サンボーの

都城址は、クメール民族の最初の本格的な国家であるチェンラの首都イ

ーシャナプラに比定1されており、7世紀頃からの水田畔や溜池の痕跡

等が観察されている。即ち、サンボーに来ると、ここは昔から「豊葺原

の千五百秋瑞穂の地」であったというわけである。かつてカンボジアは、

地域によっては三毛作が普通であり、また、沼地に籾を直播きするだ

けで、稲が実ったともいわれている。私はいつも 9月頃この地にくる

たびに、雨風に光る苗の、広大な連なりを見て、きまって、ああ、これ

が東南アジアのカンボジアの草原だナアという想いにとらわれていた。

それが、今年は、明るい日射しを浴び、青々とした風の中の早苗の群

                                                   
1 編集者注：比定とは、例えば不明の歴史年代を関連資料等の比較検討で推定すること。 



2 

 

れを見ることになった。地元の人に聞くと、今年は 4月大雨が何回か降り、田植えが早ま

ったとのことだった。いつもとは少し違った感慨が呼び起こされることになった。 

 私は富山の田舎に育ったせいか、田んぼには思い入れが強い。その中で、田植えされた

ばかりで、はかなげにそよぐ早苗や、ぐんぐん苗が成長して、うねるような緑の風を送り

続ける光景が、秋の黄金色の実りの光景よりも好きだ。私が、カンボジアの人材育成協力

のための NPOをつくり、その名称を、Green Wind through Asia（GWA）としたのは、子

供の頃からそういう意識があったからかもしれない。それはさておき、今年は何が特別だ

ったのか。一つは、かなり遠い記憶にまで遡らなければならない。 

 あれは実際のことだったのか、後からつくり上げたことだったのか定かではないが、い

つになく着飾った母親と遊園地のようなところに行って、何故か水田の畔道のようなとこ

ろで、子供の私だけが喜んで弁当を食べ、母親が無言のまま悲しそうな表情で去っていく

シーンが幾度となく回想された。もう一つは、高校生になって、2人の中学以来の友人が私

の家に遊びに来て、近くの私が通った小学校周辺を散策した時の記憶である。当時、校庭

は田んぼの中にあるような感じで、明るい日射しの中で、苗が気持ちよくそよいでいるの

に、悲哀の情感の中を 3人で黙って歩いていた。その時の光景も、背景もよく記憶してい

る。母との忘れがたい記憶（妄想）と共通しているのは、緑の苗の明るい風景と哀感の、

ちぐはぐとも絶妙ともいえそうな共存の感覚なのである。4月末のカンボジアは、入道雲が

立って真夏の明るさであったために、これら二つの記憶が甦り、「再びそれは還らずとも・・・」

という悲哀としてこのワーズ・ワースの詩句が想い起こされたのだろうか。先に述べたよ

うに、私は、カンボジアでは水田が草原であり、その草原の中のサンボーの遺跡は、再び

かつての栄光が還ることはないが、その奥に秘めた力を見い出すことが文化遺産の保存修

復だと考えてきた。だが、この時は少し違っていた。 
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 3月 12日アンコール・クラウ村での、子供達と今年も参加されたＡＹＦのお父さん、お

母さん、お姉さん、お兄さん（中にはだいぶお爺さんも）達の交流の様子は、いつ見ても、

微笑ましく、楽しそうで、一生懸命で、少し感動的でさえあった。こうした体験と記憶は、

必ずや各々の心のうちに何事かをおとすのだろう。しかし、今年はそれに加えて、無言の

悲哀のようなものを感じた。

私の母との記憶は、恐らく多

くのことに耐えていたはずの

母が、私の行末を想うにつけ、

その無頓着さや明るい風景と

のギャップが、私には後から

哀感として記憶に定着したよ

うにも思われる。ＡＹＦの行

末、相変わらず伸びやかな子

供達、そして暑く、明るいク

ラウ村コミュニティセンター

の佇まい。これらは、やはり

忘れ得ぬ記憶である。私たち

一人一人に、草原の輝ける時

や花美しく咲きし時があった

かどうか、またはその程度は

別にして、再び還らぬことは

事実である。だが、その歩み

に何かが秘められていること

は疑いない。その力を見い出

していきたいと願う。 

 



月日 現地時間 便名 摘　　　　　　要 食事

2017年
1 3月9日 富山空港 発 19:35 NH322 全日空にて空路、羽田空港へ

（木） 羽田空港 着 20:40 着後、国際線ターミナルへ移動
[機中泊]

羽田空港 発 0:30 NH849 全日空にて空路、羽田空港へバンコクへ 機内
3月10日 バンコク 着 5:35

2 （金） バンコク 発 8:00 PG903
バンコクエアウエイズに乗り換え、
シェムリアップへ

シェムリアップ 着 9:00 ホテルにて全員集合、チェックイン後休憩
昼食（12：00）

a:遺跡見学（王宮＆王宮前広場）
b:交流会打合せ

夕食（18：00）
[シェムリアップ泊　フランジパーニホテル]

3月11日 9：00集合 遺跡見学（アンコール・ワット）
3 （土）

午後 バイヨン中学で昼食後交流会
夕食（18：00）

[フランジパーニホテル]

3月12日 9：00集合 遺跡見学（バイヨン＆パボーン）
4 （日） 昼食（12：30）

午後 やまなみ塾での交流会
夕食（18：00）

[フランジパーニホテル]

3月13日 9：00集合 a:遺跡見学（タ・プロム＆ニャック・ポアン）
（月） b:トンレサップ湖（ワット・クディ＆プノン・クロム）

昼食（12：00）
自由時間（オールドマーケットなどで買い物）

17:00集合 各自チェックアウトを済ませ、空港へ

5 シェムリアップ 発 19:15 VN840 ベトナム航空にて首都ハノイへ
ハノイ 着 21:00 （オプショナルツアーグループ１８名）

着後、ホテルへ　　　　　　　　 [デウーホテル] 機内
シェムリアップ 発 19:30 PG908 バンコクエアウエイズから全日空に乗り換え、 軽食
バンコク 着 20:25 帰国の途へ(直帰グループ）
バンコク 発 22:55 NH850 [機中泊]

羽田空港 着 6:30 ※直帰グループ／着後、解散。
3月14日 羽田空港 発 8:05 NH313 到着後、富山空港へ

6 （火） 富山空港 着 9:05 乗り継ぎ

ハノイ 滞在 ※オプショナルツアー・ハノイ・グループ　 朝
終日：ハロン湾観光

昼
観光後、ホテルへ　　　　　 夕

　　　　　[デウーホテル]
タン・ロン遺跡などハノイ近隣の終日観光 朝

3月15日
7 （水） ハノイ 発 18:00 VN263 昼

ホーチミンシティ 着 20:15
ホーチミンシティ 発 23:05 NH832

[機中泊] ×

東京・成田 着 6:45 通関、富山へ帰るグループは、成田空港から 機内
8 3月16日 リムジンバスで羽田空港へ

（木） 羽田空港 発 10:15 NH315 全日空にて富山へ
富山空港 着 11:15

[ホテル] シェムリアップ：フランジパーニホテル、ハノイ：デウーホテル
NH：全日本空輸、PG：バンコク・エア、VN：ベトナム航空

4

第十回"やまなみ塾"訪問と遺跡見学ツアー　日程表
出発・到着

夕刻、ベトナム航空でハノイからホーチミンシ
ティ（サイゴン）へ、全日空に乗り換えて東京・
成田へ
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第 10回「やまなみ塾訪問」ツアー 

－10回を振り返って－ 

多賀 正夫 

 

[出発まで] 

 昨年の今頃から、今年の３月まで、とにかく忙しさに追い回された。忙しいというのは 

仕事をし始めたわけではない。悔しいが歳とともに物事の整理が一段と下手になり、当然

手際が下手で、やっていることを中途半端にして次のことに手をつけてしまうからだと思

う。そのうえ生来の断りべた。父親ゆずりかもしれない、母のグチを聞いたことがある。 

 昨年 10 月、AYF 総会を開いた。「アンコール遺跡はクメール文化の中で造られたもの、

クメール文化を引き継ぐカンボジアの人たちで修復されるべき」との当時の JSA 団長、中

川先生のことばに同調し設立された AYF、いま終息の時期を迎えつつある。そんな中で計

画された第十回ツアー計画、ついにというさびしさを感じながら、これまで機会を得なか

った会社時代の後輩にも声をかけた。 

 

[交流会計画と準備] 

 富山空港発着組は 15 人、羽田発着組は 9 名でいままで交流会や、会計でお世話いただい

た関野さんは不参加という。今回はなんとか富山グループでという山岡さんの要請で旅行

社への対応は、中嶋さんに引き受けてもらった。交流会計画と準備は、唯一の若手という

べき横山さん、それから岡田雅子さんをはじめとした女性陣で引き受けることとした。的

場さんは昨年同様コマ回し、喜田さんには人気の風船アートをお願いする。初参加の中瀬

さんからは子ども達と遊びたいと、「積み木ブロック」持参要望があり受け入れた。 

 ツアーでいつも思い出すのは初回の開校式、最後に子供たちが踊り出し、われわれも踊

りに加わった。本当に暑い日だったからみんな汗びっしょり。でもあの時のみんなの笑顔

はいまも忘れない。これが交流会の原点と思い、なんとか再現できないか、と山岡さんを

通して小出さんに聞いてもらった。それは「アラッピアー」ということだったが、どうも

頭の中で一致しない。 

いろいろ立案する中で全員の名札をつくるこ

とを思いついた。会員同志、名前がわからず笑顔

を交わすだけのこともあった。アルファベットに

すれば子供たちにもわかり、会話に繋がるかもし

れない。 

なかなか交流会の中身が絞れない。日だけが過

ぎた。100 円ショップにも数回足を運んだ。改めて今までお世話いただいた方に感謝したい。 

 

【AYF の節目】 
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[出発] 

3 月 9 日 18:00、富山グループ 15 人は富山きときと空港（言いづらい‥）に集合。羽田

―バンコク便が出来たことでカンボジア行きも楽になった。荷物も直接シェムリアップま

で。と、ここで１回目のアクシデント。森尻、秋元両夫妻のバンコク・エアウェイのチケ

ット４枚が取れないという。なんとか、旅行社の担当と連絡がとれて一安心。 

 22:00 すぎ羽田国際線ターミナルに到着、東京グループと合流。記念写真をとり、出国手

続き。チケットも入手できる。ミーティング、自己紹介をして 10 日 0:30 バンコクに向け

出発をする。いつも出発はいいもの、気持ちの高ぶりと緊張感。 

 

[交流会の打ち合わせとバイヨン中学、やまなみ塾] 

 到着日午後、いつものように JASA の事務所を借りて交流会の打ち合わせをする。 

交流会は歌の挨拶から始まる。何を歌おうか、季節柄「さくらさくら」が短くて手頃、「さ

くら」がわからないだろうから写真をみせよう。次は山岡さんからの提案で「どんぐりコ

ロコロ」、歌詞コピーも持ってきた。ところが‥現地のサンポーさんから「ドングリってな

んですか？」という質問、初めてカンボジアにはドングリがないことに気付く。 

 

 翌日 11 日はバイヨン中学での交流会、アンコール・ワット見学のあと昼の時間にバイヨ

ン中学へついた。７～8 人の同じ T シャツを着た日本の方たち、聞けば京都ロータリーの皆

さんで、校舎建設に貢献され、われわれ同様に毎年のように訪問されるとのこと。 

カレーと美味しい（ホントに！）パンを頂いて交流会に入る。まず歌での交歓だ。今回

はじめて鍵盤ハーモニカを持参した。喜田さんにはハーモニカを持ってきてもらった。前

へ出てきた子供たちも鍵盤ハーモニカを持っている。関西学院の学生が持ってきてくれた

という。思わぬ合奏になった。子供たちに夢を聞く、「お医者さんになりたい！」という。

医療が充実されていないことを感じている子供たち。ガンバレ！ 
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フォークダンス、スプーンレースと交流会は続く、当然ながら会員には疲れが見えてく

る。私も疲れ組、ベンチに腰掛ける。横にいる女の子、話しかけたそう。名札を見せ読ん

でもらう、笑顔とちいさな交流が始まる。 

 

12 日はクラウ村での交流会、日曜日だからか子供たちは思ったより少ない。持参した七

夕飾りをこしらえ、短冊に夢を書いてもらう。コミニティ・センターではコマ回し、屋外

では紙飛行機をとばす。準備してあった竹に飾りと短冊を取付ける。ここでも「お医者さ

んになりたい」と夢が書かれていた。 

前日に、ホテルで木琴を引いていた美女まで手伝ってくれ、みんなで膨らませた風船で

喜田さんが刀をこしらえ、犬を作って子供たちに配った。 

 

[取り残された！] 

 見学場所などの詳細はほかの参加者に書いていただけるだろう。私には失敗談ができた。 

 12 日、初参加者も多いのでアンコール・ワットへ朝日を見にいくことに。4 時にモーニ

ング・コール、5 時には希望者がロビーに集まった。ん？あの人はどうしたろうと心配する

中、注目の彼は最後に降りてきた。「パスポートは？」と聞くと、「あら～忘れた」。彼を待

つこと 5 分ほど、ロビーに戻った彼とバスに乗ろうと外へでたら、あれ～バスがいない。

しばらく待ったがムダ。ホテル前でツクツクを拾う。従業員が交渉してくれ目的地までの

料金は一人 3 ドル。アンコール・ワット入り口近くは大混雑、どこでおろされたのかわか

らないが大勢の観光客と歩く。池の近くに場所を確保。明るくなるにつれ、人の顔がわか

るようになって･･･あ、いたいた、仲間がいた。みんなもバラバラになったらしい。ショッ

クは我々が取り残されたことを誰も気づかなかったこと。朝日を拝むことができたのは幸

い。バスが 2 台のときはよほど注意をしないと。 



8 

 

 

 ダブルパンチ！悪い日だったのか、旅行の「いろは」を忘れ盗難にあった。バイヨン寺

院からパブーオン見学、昨日の交流会の疲れもあって 3 人、5 人と列がきれた。暑くもなっ

てきた。バラバラになった会員を集めてなんとかモイモイにつく。ビールを飲んで食事を

して、財布のないことに気づく。ひょっとしたらホテルに‥と思ったがムダだった。幸い

被害が私だけのよう、被害の額よりも注意を怠ったことの恥ずかしさが大きい。各観光地

ではスリ集団が横行しているらしい。 

 

[10 回を振り返って] 

 これまでシェムリアップの空港建物が毎回のように新しくなっていくのを驚いていた。

今回は街が大きくなり、大きな道路がいくつもできていることに驚いている。アンコール・

ワット周辺のルートも変わったし、何よりもパスポートを発行している事務所が、お土産

屋を兼ね、大きなビルになっていた。変わった･･･。 

AYF 活動を行ってから 10 年余、ツアーも 10 回を数える。クメール語のひとつも話せな

いのは笑い話だが多くの思い出ができた。ツアーの初めのころ、帰途に顔色の悪い人を何

人か見かけたが、しばらく聞かない。富山県学生寮の学生が加わり、現地と連絡をとって

演じた英語劇「ももたろう」には感動した。紙芝居、風船に喜ぶ子供、いい思い出である。

アルバムには笑顔がいっぱい。塾にいた子供がガイドとして働いている、という話を聞く

と嬉しい。子供たちが若者に育って交流会を手伝ってくれた。もちろん遺跡の見学も感動

の積み重ね、ダジャレはおマケ。何回目かの報告書で「このような環境に恵まれたことを

幸せに思う」と書いている。 

AYF 活動はこれからも私の誇り。塾にかけてある「立

山」の絵を、5､6 年前に高校同期生が見てくれたという。

私が関わっていることを知らずに。これからも誰かが見

てくれて、「見たよ！」と連絡をくれそうな気がする。い

まは満足感でいっぱい。事務局山岡さんをはじめ、JST、

会員のみなさんにお礼をいいたい。 

シェムリアップ空港でユニフォームを着た学生の団体

と一緒になった。「NPO 国際ボランティア学生協会」で

小学校建設の手伝いをしてきたという。「自分たちの手で

アンコール遺跡の修復をする」、そんな先の話でないです

よ、中川先生！ 
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アンコール やまなみ塾 開校の経緯1 

中川 武 

 

プロジェクト予備調査のために私（中川）が初めてアンコールを訪れたのが 1992 年 10

月でした。最初のうちは少人数でしたが、1994 年 8 月の第４次調査には、日本からの専門

家が 15 人ほど王立プノンペン芸大の研修生が 3 人、カンボジア人現地作業員が約 50 人ほ

どの大部隊の参加となりました。当時アンコール遺跡はアンコール保存事務所（ACO カン

ボジア政府文化芸術省の管轄）によって管理されていましたので、そこの職員であったサ

オ・サム氏とチン・ドイ氏を JSA に派遣していただき、彼らと相談しながら作業員を集め

ることになったわけです。両氏ともポル・ポト派戦争以前より ACO に勤めており、内戦終

了後、荒れ果てて人が足を踏み入れることもできなくなった遺跡の整備などを自分たちだ

けでやってきた、とのことで大変信頼できる人たちでした。 

それで、両氏が居住していたアンコール・クラウ村の住人を中心にメンバーを集めてい

ただくことになったわけです。アンコール・クラウ村は、アンコール・トムの北西に隣接

する村で、古くからアンコール遺跡とは密接な関係を持っていた伝統が甦ったかのように、

村人の参加者には熱意がありました。また、家族、親戚、近所の人々が多く自然な親しみ

の中でともに汗をかく仕事は楽しく、すぐに日本人専門家と村人との間に、現場で宴会を

したり、村での結婚式に呼ばれたり、といったいろんな交流が生まれました。 

その結果現場に常駐した日本人長期専

門家が帰国するときには、誰からともな

く道や橋や集会所など、村づくりに協力

したり、支援したりのつきあいが続いて

きたのです。村と日本人専門家の間をう

まく繋いでくれたのが、チア・ノル氏で

した。遺跡保存修復のための技術は、そ

の大切な部分が。親から子へと受け継が

れる伝統技能であり、遺跡を大切にする

想いである。現在アンコール遺跡の第一

線で働いている人たちの孫の代まで続いていけば、きっと本物の素晴らしい職人さんたち

が育つでしょう。私たちの長いつきあいをしていきたいという願いがこのフリースクール

に込められています。アンコールの祖先たちは、高いヒマラヤの遙か向こうからこの地に

やってきたといわれています。木立に囲まれたこの場所からも青い空が見えます。その向

こうに美しい山なみが見えるようになることを願っています。 

  

                                                   
1 編集者注：http://www.npo-if.jp/yfund/jp/ikisatsu.pdf と同じです 
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設立から 12年経過して 

山岡 直子 

 

今回のようなかたちでのツアーは、たぶん今回が最後になると思うと、これまでのこと

がいろいろ思い起こされてきた。自分勝手な感傷と思われるかもしれないが、AYF設立当時

のことから振り返って記しておきたいと思う。 

 

AYF 設立の経緯 

2004 年の春、初めてのカンボジア訪問である。ずっと気にかかっていた国への旅だった。 

遺跡の壮大さに圧倒されたのはもちろん、傷みも激しく場所によっては今にも崩れそうな

こんな大きな遺跡を修復しようと、日本をはじめ多くの国々の人々が取り組んでいること

に驚かされた。 

また、遺跡周辺では、小さな子どもたちが、織物や絵葉書を手に「オネエサン、コレイ

チドル、ヤスヨ」と、日本人観光客に群がってくる。ただ、物乞いをしている子どももい

た。日本では小学校で勉強しているような子どもたちだ。壁も仕切りもない家の周辺では、

もっと幼い子どもたちが、所在なげに裸でうろうろしている。このことにも衝撃をうけた。 

一方では、飛行場で見たどこまでも続く真っ青な深く青い空、そして夕方、タクシーの

中から原野の向こうに落ちていく真っ赤な大きな太陽は忘れられなかった。私が「太陽！

太陽！」とあまりに騒ぐので、運転手さんに「日本に太陽はないのか」と、聞かれてしま

った。 

 

衝撃のカンボジアの訪問を終えて、しばらくこれらのことが頭から離れなかった。 

・学齢期の子どもが学校へ行っていないこと。 

・その国の文化遺産である遺跡を、他国の人間が修復していること。 

この 2 点を念頭に、金岡隆さんにも協力をお願いして、最初の旅のきっかけを提供して

くれた中川武さん（当時、早稲田大学教授、JSA 日本アンコール遺跡救済チーム団長）に

相談した。「私たちに何かできることはないだろうか」と。 

子どもたちが自由に学べる「フリースクール」みたいなものを建てたらどうかというこ

とになった。建物はどうする、場所はどこに、などなどそして、肝心の資金をどうするか

課題がたくさんあった。場所、建物、教師などの選定や手配については、中川さんと JST2の

チアさん、小出さんご夫妻にお任せした。 

                                                   
2 JST：アンコール遺跡 の保全と周辺地域 の持続的発展のための人材養成 支援機構 

（Joint Support Team for Angkor Preservation and Community Development） 

 詳細は、http://www.jst-cambodia.net/ 
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資金源については、中学と高校の同期生に呼びかけることになった。同期の何名かの友

人に発起人を依頼し、代表は一期上の多賀さんにお願いした。多賀さんは頼まれたら NO

と言わない方と承知で。そして、中学、高校の友人にメールで趣旨を伝えて呼びかけたと

ころ、30 名ほどの方々が賛同してくれた。 

 

 

 

 

① カンボジアの少しでも多くの子どもたちにより豊かな教育を受ける機会を提供する 

② 世界遺産であるアンコール遺跡の修復、保全につながる人材育成に貢献する 

③ カンボジと日本との草の根レベルでの文化交流の実施 

 

 これらの大きな目標を掲げて、2005 年 5 月に AYF“アンコールやまなみファンド” が

発足した。組織的には、NPO 法人歴史文化交流フォーラム3のブランチとして、現地 NGO

である JST（代表チア・ノル）の協力を得て、活動をすることとなった。 

 

 

これまでの活動内容 

2006 年の 4 月に、アンコール遺跡の近くのクラウ村に“やまなみ塾”が完成。同年 5 月

6 日の開校式を兼ねて、一回目の「“やまなみ塾”訪問と遺跡見学ツアー」を実施した。そ

のときは、私は残念ながら家の事情で参加できなかったが、その報告書から、現地の子ど

もたちとの素敵な交流ができたことがうかがえる。 

それからほぼ年に一度、ツアーを実施し、今回で 10 回目となり、設立から 13 年目に入

った。この間、日常の教育支援では、こちらの押し付けではなく、現地の子どもたちは何

を学びたいか要望をきいてそれに応えるような授業を提供することを心掛けた。結局は英

語と日本語であった。また、ツアーに関しては、カンボジアの学校には、体育や音楽、絵

                                                   
3 NPO-IF：特定非営利活動法人「歴史文化交流フォーラム」 

（Non-Profit Organization International Forum of Culuture and History） 

 たｎ詳細は、http://www.npo-if.jp/forum/ 

↑ 金岡さん、チアさん 
（2006.5 開校式にて） 

チョムさん     チアさん   多賀さん  小出さん 
(バイヨン中学校長 JST 代表   AYF 代表      第十回ツアーにて) 
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画という情操面での授業がないことを知り、訪問する際には、画用紙、クレヨンなどを持

参し、一緒に絵を描いたり、工作をしたり、日本の歌を共に歌ったり、スポーツゲームを

したり、その時々の参加者が工夫を凝らして、ここまで回を重ねてきた。 

そういえば、日本の昔話を紙芝居形式に書き直して、日本語をクメール語、英語に翻訳

し、実演したこともあった。その翌年には、紙芝居をもとに、英文の台本を作り、子ども

たちに「ももたろう」の英語劇を演じてもらった。そのときは手作りの衣装も持参した。 

  

 

 

また、当初は「絵を描く」ということを

経験したことのなかった子どもたちが、あ

っという間に才能を開花させて、素晴らし

い絵を描くようになった。その子どもたち

の絵をぜひ日本の皆さんに観てもらいたい

と、新宿髙島屋で絵画展の開催をし、その

前後、渋谷でもミニ絵画展を 3 回実施し、売り上げを子どもたちの画材として提供した。 

 

☆子どもたちの絵画の指導には、シェムリアップで「小さな美術スクール4」を運営して子ども

たちに無償で絵を教えている笠原知子5さんのお力添えが大きい。 

 

 最初の呼びかけに応えてくれた同期の友人は 30 名ほど、設立時は 46 名の会員であった

が会員の友人など様々な方々が加わっていただき、ピーク時は100名近い会員数となった。

現在は 86 名である。 

 

現在の活動 

 一昨年の秋から 2016 年にかけて、それまで英語の教師をお願いしていた現地の男性が 2

                                                   
4 http://www.smallartschool.org/ 
5 http://kuromaru.asia/cambodia-japanese/rep-kasahara/ 

因幡の白ウサギ（第二回ツアー）     英語劇：ももたろう（第四回ツアー） 
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名とも退職し、やまなみ塾の先行きが案じられる事態となった。退職の理由は、塾に集ま

って来る子どもたちが減少したことと聞いている。カンボジアの小学校は 2 部制で、午前

の部と午後の部に分かれている。午前に授業のある子は午後に、午後に授業のある子は午

前にやまなみ塾に来て学んでいた。多いときは全部で 120 名ほどもの子どもたちが来てい

た。最後は数人にまでなったそうだ。子どもたちが減少した理由は、単純ではなくさまざ

まとのこと。行けば何かもらえるスクールが近くできたとか、大きい子どもたちは、家の

手伝いをしなければならなくなったとか。ほんとうのことはよくわからない。 

 

現地での運営を依頼している JST のチアさん、小出さんなどと相談した結果、2013 年

10 月にできた近隣のバイヨン中学の先生方に、午後クラウ村に来てもらうことになった。

中学校の授業は午前のみで、午後は時間が取れるとのこと（日本のようにクラブ活動など

はない）。それで、午後、やまなみ塾で算数、国語（クメール語）、英語を 2 日間ずつ教え

てもらうこととなり、現在も継続している。土曜日には校長先生も来て、環境衛生などの

指導をしてもらうこともある。現在やまなみ塾に来ている子どもたちは以前ほど多くはな

く 30 名ほど。しかし、将来通う中学の先生たちが教えてくれるということで、学ぼうとい

う自覚をもって来てきているようだ。 

AYF では、現在はバイヨン中学の先生たちの報酬（やまなみ塾での授業に対して）と建

物の維持管理費を負担している。 

 

今、思うこと 

当初掲げた遠大な目標は、いまだほとんど達成されていないと思うが、そもそもこれら

の目標は 10 年やそこらでできることではない。AYF がこれまでにしてきたことは、広大な

砂漠の一滴に等しいことだが、クラウ村においてわずかな潤いにでもなっていれば幸いで

ある。 

設立からのことを書きながら、AYF の活動をとおして、ほんとうに多くの方々との出会

いがあった。この間さまざまなことがあったけれども、ここで出会った人たちと力をあわ

せて、多くのことを乗り越え、実施してたんだなぁと感慨深いものがある。そして、なん

と言っても、そこには、カンボジアの子どもたちの輝く大きな瞳に励まされたことが大き

かったと思う。そして、私自身にとってかけ

がえのない豊かな経験となった。 

係わってくださったすべての方々、すべて

のことに感謝！ 

 

これまでと同じ活動はできないが、まだまだ、私たちにできることはあると思う。でき

ることは些細なことかもしれない。でも、カンボジアの子どもたちに少しでもより豊かな

教育の機会が提供できるよう、AYF の活動を息長く続けていければと願っている。  
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バイヨン中学でのプログラム（3 月 11 日） 

 

１．昼食                ・・・・・・・・・・・・・12 時 

２．多賀代表の挨拶、中学校長の挨拶   ・・・・・・・・・・・・・13 時 30 分 

３．バイヨン中学の生徒の発表 

・鍵盤ハーモニカの演奏「ドレミの歌」「上を向いて歩こう」「アラッピア」 

・日本語で将来の夢や希望についてのスピーチ 

４．日本の歌の紹介           ・・・・・・・・・・・・・14 時 

担当：多賀（正）、京免、喜田 

「さくらさくら」、「幸せなら手をたたこう」 

５．フォークダンスを楽しもう      ・・・・・・・・・・・・・14 時 30 分 

担当：岡田（雅）、森尻（ふ）、秋元（久）、秋元（広）、青木、山岡（直） 

   岡田（寛）－音楽担当 

「マイムマイム」、「ジェンカ」 

６．スポーツゲーム           ・・・・・・・・・・・・・15 時 

担当：横山、内田、多賀、喜田、森尻（悠） 

「スプーンレース」 

―17 時 30 分終了― 

 

クラウ村でのプログラム（3 月 12 日） 

 

１．挨拶（村の代表、AYF代表）     ・・・・・・・・・・・・・14 時 

２．創作（作ったものを七夕に飾ろう）  ・・・・・・・・・・・・・14 時 30 分 

担当：多賀（敏）、岡田（雅）、森尻（ふ）、野村、青木 

☆コマ回し：的場、ひこうき：喜田、ブローチ＆髪飾り作り：森尻（ふ） 

３．簡単なゲーム            ・・・・・・・・・・・・・15 時 30 分 

担当：横山、岡田（洋）、的場、中瀬 

４．風船アート           ・・・・・・・・・・・・・16 時 30 

担当：喜田、中嶋、佐脇、岡田（洋） 

５．歌ってお別れ            ・・・・・・・・・・・・・17 時 

担当：多賀（正）、喜田、京免 

「アラッピア」、「幸せなら手をたたこう」 

６．お菓子のプレゼント         ・・・・・・・・・・・・・17 時 20 分 

―17 時 30 分終了―

【交流会】 
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夢をかなえてあげたい 

多賀 敏美 

 

3 月 9 日から 3 月 16 日まで、今回で 10 回目のクラウ村への訪問。富山空港発着 15 名、

羽田発着 9 名の 24 名で実施された。 

9 日夜 10 時すぎ、羽田空港国際線ターミナル 3Ｆ、ここで 24 名全員揃う。 

富山からの参加が多いこともあって、クラウ村、バイヨン中学での交流をどのようにす

るか、考えてほしいとの事務局から依頼があり、引き受けた。富山の参加者で話し合い、

それぞれが小道具も揃え、持参しての出発だった。 

 

羽田から、スワンナブーム国際空港を経由してシェムリアップ空港に到着、チアさんの

出迎えを受けてホテルへ。 

一休みして、初参加の方を中心のグループは、中川先生と遺跡見学、交流会準備担当者

は JASA の事務所で交流会の打合せにと二手に分かれた。 

準備した小道具を見せながら、通訳のサンポーさんと打合せ。「どんぐりころころ」の歌

がうける、と準備していたが、「どんぐり」がサンポーさんにわかってもらえず、中止。 

七夕飾りの作り方を話し合い、大きな折り紙で「つばめ」を折って飛ばしてみる。髪飾

りの作り方、スプーンレースのルールなどを決めてホテルに戻った。 

 

11 日、アンコールワットを見学、観光客が多くゆっくりと見学ができない。以前は第三

回廊への階段は急勾配で見上げるだけでも怖かったが、修復

工事も終わり登りやすくなった。が、今度は観光客がナーガ

のような長い列を作っていて、登ることが出来ない。12 時

過ぎバイヨン中学へ到着、恒例のカレーとフランスパンの昼

食をいただいた、フランスパンはいつ食べても美味しく、カ

レーのお替りも。 

 交流会に入り、木陰で生徒たちのメロディオン演奏、こち

らからも持参したメロディオンとハーモニカの演奏で楽し

んでもらった。その後、日本語で将来の希望を話してくれた

生徒たち。ひとり小学生がいたが、話してくれた将来の夢。

「先生は、生徒に知識を教え、良い仕事が出来るようにサポ

ートしてくれる。家族のためにお金を稼ぐこともできる。私

は高校、大学へ行くために一生懸命に勉強し、先生になりたい」…と。 
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グランドでは、タウリーさんの応援でフォークダンス。「マイムマイム」「ジェンカ」、生

徒たちの元気さには負ける、ついていけない！！ 

続いて、5 組に分かれてのスプーンレース。5 色のタスキでチームを作り、網スプーンに

ボールを乗せ同色のタスキを付けた人の周りを回って次の人にスプーンを渡す。子供たち

は私たちの声も聞こえないくらいの大歓声をあげた。楽しい交流会も無事終わった。みん

なおおいに楽しんでくれた。 

 

 12 日、午前中はバイヨン遺跡の見学、アンコールワット遺跡以上の混雑ぶりである。 

午後からメインのクラウ村やまなみ塾での交流会。七夕用の小道具をたくさん持ってき

た。子供たちに 5 色のテープでチェーンを作ってもらい竹に飾り付けた。折り紙で作った

鶴や紙風船、折り紙を扇形におり繋ぎ合せた飾り。子どもたちに名前や夢を短冊に書いて

もらい準備されていた竹にとり付けた。 

コマを持ってきて男の子に挑戦してもらったが上手くまわせたかな？紙飛行機も宙を舞

い、子どもたちが追っかけた。 

女の子たちは、蝶々や木、花、鳥などが描かれた厚紙に、小さく切ったストロー、カラ

フルなボンボン、小さなガラス玉等を取り混ぜて貼り付け、髪飾りやブローチにと変化さ

せた。 

 

 最後はバルーンアート。喜田さんたちの周りに集まってくる子どもたち、色とりどりの

太刀、プードルなどが作られ子どもたちに手渡されていく。 

今回は小さな子どもたちが多かったけれど、どんなに小さな子でも弟や妹の面倒をよく

見ていることにはいつもながら微笑ましく感心する。お土産のジュースやお菓子を渡して

子どもたちとのお別れ、名残惜しい。子どもたちが、お土産のお菓子、バルーン、作った

作品を持って帰っていく。10 年前には自転車に乗るも子も少なかったが、今はほとんどの

子供たちが乗ってくる。自転車もきれいになってきたし、裸足の子も見られなくなった。 
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最終日は、トンレサップ湖へ行くグループと、遺跡タ・プロームとニャック・ポアンへ

行くグループに分かれての行動。タ・プロームはアンコール遺跡のシンボル。何度も足を

運び、写真もとったが、これからカンボジアへ足を運ぶことが少なくなると思うとやはり、

もう一度見ておきたい。 

ホテルに戻ると、いつもカンボジアの女性が笑顔でロニアット・アエック（カンボジア

の楽器・木琴）で迎えてくれた。その時の写真を添付しておきたい。 

 

ここからは、直接日本へ帰る組と、ベトナムのハロン湾へ行く組とに分かれての行動と

なるが、ホテルを出る時にも、もちろんロニアット・アエック演奏で送ってもらった。 

楽しかった 10 回目の「アンコールやまなみ塾」訪問の旅も終わりを迎えた。 

 

第３回目から同行し、今回７回目の参加になる。AYF 以前にカンボジアを 3 回訪れてい

るが、初めての訪問では、空港も木造だった。訪れるたびに近代化されてきた。空港から

中心街へは来るごとに新しいホテルが建

てられていた。信号が一か所だったシェ

ムリアップも、残時間を表示するタイプ

の信号まで設置されている。 

クラウ村・バイヨン中学そしてその周

辺も、次に訪れるときにはどんなサプラ

イズで迎えてくれるのだろうか。 
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今年も参加、AYFツアーと交流会 

喜田 粂吉 

 

今年も AYF ツアーに参加しました、八回目になります。 

今回、東京グループからの参加者が少なく交流会の計画は富山グループで行っており、

いつものように風船、それから紙飛行機を持って行ってほしい、とのことでした。いろい

ろ相談も持ち掛けられました。 

 

バイヨン中学での交流会、クラウ村の交流会、それぞれ違います。いままでの体験から

言えば中学生は遊びの意図は理解できるものの、クラウ村ではなかなか難しい。「ダルマさ

んが転んだ」をやろうとしましたがルールを教えるのが大変だったように思います。ルー

ルが簡単で喜んでくれるものが最適ですが。 

何回かまえにサッカーボールを準備し、空気入れとともに持参したことがあります。こ

れは喜んでくれました。コロコロとボールを転がすだけで子供たちがわっと集まりました。

やはりサッカーは世界のスポーツであることを実感。集まった子供たちはすぐに二組にわ

かれ、立木の間をゴールにして試合が始まりました。その喜びようにもびっくりしたので

すが敷地の周囲は有刺鉄線が張られていたので残念な

がらすぐに 2 個のボールがダメになりました。よほどし

っかりボールの管理をするか、やはりサッカー場でない

と、と思ったものです。ラインで円を描き、その中でビ

ーチボールを手で打上げ、落とさないように時間を競う、

とも考えたのですがシーズンはずれでボールを入手す

ることはできませんでした。 

  

やまなみ塾でのボール遊び（第七回ツアー） 
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頭のなかでいろいろ考えながら、結論をだせずに現地

での交流会です。もう一つ頼まれたことはハーモニカの

持参でした。バイヨン中学で「歌での挨拶」、歌をうたう

とともに鍵盤ハーモニカ持参の多賀さんと演奏です。中

学生も鍵盤ハーモニカを手にしていました。関西学院の

学生が持ってきてくれたとのこと、思わぬ共演になりま

した。 

 

クラウ村では風船アート、風船アートは風船をつくる

のが大変な作業、前夜はメンバーのみなさん、それから

ロビーで木琴の演奏をしている美女も手を休めて風船づ

くりを手伝ってくれました。クラウ村で集まってくれた

子供たちは幼い子が多く、ちいさな腕で三つも四つも抱え家へのお土産にしたようです。 

 

 

八度のカンボジア訪問、楽しい思い出を多く作りました。友達も多くできました。 

ＡＹＦは心の宝物です。機会があればまたカンボジアの土を踏みたいと思います。 
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それでもクラウ村の子どもたちに！ 

山岡 直子 

 

今回は、2006 年の“やまなみ塾”開校式の第一回ツアーから始まって第十回目のツアー

となった。AYF 設立からまる 12 年。その間にカンボジアの経済も発展し、それに伴ってク

ラウ村を取りまく自然や教育・文化の環境も大きく変化してきている。あの真っ青な深い

青空は見られず、街中には自動車やバイクが増加。ホテルをはじめ近代的なビルが次々と

建設されていく。一方では、AYF の会員の年齢も平等に 10 数年の加算である。そのような

変化の中で、当初と同じスタイルでの活動の継続は難しいことは、受け入れていかなけれ

ばならないことと思っていた。 

特にツアーの実施に関しては、ここ 2、3 年の間に少しずつ無理を重ねてきていた。今回

は、交流会のプログラムも当初予定していた内容のいくつかを省くこととなったし、遺跡

見学の時間も以前と比べると短縮となった。当然なことと思う。 

 

この度は、東京からのグループは少なかったので、当初はツアーが実施できるかしらと

心配したが、富山からの参加者が多く、これで大丈夫とほっとした。富山からの参加者が

多いからという手前勝手な理由であるが、ほとんどの準備を富山在住の方々にお願いした。 

ベトナム、ハノイのオプショナルツアーも含めて、旅行社への手配、様々なやり取りは

中嶋治長さんにお願いし、交流会のプログラムや、交流会に必要な物品の調達などすべて、

多賀代表はじめ富山グループの方々にすっかりお世話になった。私自身は、現地での共通

費の管理のみの役目でのんきにさせてもらった。 

初めて参加された方々も含め、富山グループの皆様、ほんとうにありがとうございまし

た。 

 

この報告書の参加記にそれぞれ書いてくださっていると思うので、詳細は省きますが、

特に心に残ったことは、バイヨン中学で日本語を勉強している生徒さんたちが、将来の夢

や希望を日本語で発表してくれたこと。人の役にたつ職業、お金をたくさん得られる職業

（お父さんやお母さん、家族に楽

させたい）など様々であった。残

念ながら遺跡修復に係る仕事・・・

と、いうのはなかった（焦っては

いけませんね）。子どもたちがそれ

ぞれ目標をもって、一生懸命勉強

していること、しかも日本語で発
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表してくれたことは、とかく年だからとマイナス思考になる私たちに希望を与えてくれた。 

また、関西学院大学院のインターンシップの学生さんたちが調達してくれた鍵盤ハーモ

ニカを合奏してくれたこと。多賀さんの鍵盤ハーモニカ、喜田さんのハーモニカとのコラ

ボもできた。若い人たちの力は頼もしい。AYF 以外の多くの方々の支援、協力でも子ども

たちの教育環境がすこしずつ豊かになってきていることを実感した。 

一方で、クラウ村での交流会は、集まった子どもたちの人数も少なく、年齢も低かった

こともあってか、担当の方々が心を尽くして工夫していろいろ準備をしてくださっていた

にも関わらず、いまひとつ活気が出なかったように思われた。 

しかし、後日、子どもたちに書いてもらった七夕の短冊（日本語に翻訳してもらった）

を読んで驚いた。来ていた子どもたちの年齢がそれほど低くなかったこと、そして将来に

向けてしっかりした目標や希望を持っていたことに気づかされた。ガイドになりたい、先

生になりたい、医者になりたい、警察にな

りたいなどなど。そして、その裏に両親や

家族が豊かな生活をおくれるようになるこ

とを願っている気持ちが伝わってくる。 

この子どもたちがそれぞれの夢、希望を

持ち続けて成長して、いずれカンボジアの

将来を担っていくことを思うと、ささやか

であっても応援し続けていけたらと思わず

にはいられない。 

 

最後に、今回初めて参加された人が多かった。これまでにも感じてきたことだが、新し

く参加された人たちは、いつも AYF に新風を吹き込んで、活気づけてくださる。新しいア

イディア、たくましい行動力、その方々に備わったさまざまなタレントを惜しみなく出し

てくださった。今までにない色、香りを加えていただき、子どもたちにとっても、参加者

にとっても思い出深いツアーとなったと思う。私自身にとっては回を重ねたツアーであっ

たが、新鮮な気持ちで楽しく過ごすことができた。改めて皆様に感謝します。 
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七夕短冊の願い事 

 
ឈ ម្ ោះ 名前 ឈេចក្តបី៉ងប្រាថ្នា 願いこと 

េំណាង  
ソムナーン 

 

អាយុ១២ឆ្ា ំ  
１２歳です。 

សាយុង 
サーヨン 

 

ថ្ងៃអនាគតចង់ឈ វ្ើជាមគគុឈេេឈេេចរភាសាអង់ឈគេេម្នា ក្់ ឈ ើយម្ននលុយចាយប្រគប់ប្រាន់ 
ម្ននផ្ទោះ ឡានលអៗ ឈ ើយខំុ្ចង់ឲ្យឪពុក្       ម្នត យរបេ់ខំុ្ម្ននេុខភាពលអ ។ 
私の将来の夢は英語のガイドになりたい。そして、お金がたく

さんあり、自分の家といい車を持ち、特に私のお母さんがよい

健康になるように。 

ប្រេីនុច  
スレイ ノッチ 

អាយុ១៤ឆ្ា ំ ឈ ើយខំុ្ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀនភាសាអង់ឈគេេ។ 
ខ្ុំេូមជូនពរឲ្យឪពុក្ម្នត យខំុ្រក្េុីម្ននាន ឈ្វើអវីានេឈប្រមចដូចបំណងប្រាថ្នា  ។ 
１４歳です。私は英語の先生になりたい。 

私の両親がお金をたくさんかせぐように、何でも希望したとお

りにできるように。 

ថ្ណ េុីឈណង  
ナイ･  シネーン 

 

អាយុ១៥ឆ្ា ំ ឈៅថ្ងៃអនាគតខ្ុំចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀនម្នា ក្់ឈៅក្ាុងភូមិរបេ់ខំុ្ 
ពីឈប្ររោះខ្ុំចង់បឈប្រងៀនបអូនៗជំនាន់ឈប្រក្លយឲ្យម្ននចំឈនោះដឹងប្រគប់ៗាា  
ឈ ើយឈដើមបីឲ្យក្ដីេងឃឹមខំុ្ានេឈប្រមចខំុ្ប្រតូវតតខិតខំឈរៀនេូប្រតឲ្យានឈប្រចើនតងមឈេៀត ។私
は１５歳です。将来の夢はわたしの村で教える先生の一人にな

りたい。なぜかというと、後代の子供たちが全員知識人になっ

てほしいですから。私の夢に向かってもっと頑張って勉強しま

す。 

ពិប ប្រេីឈៅ  

ピッ ･スレイポーウ 

អាយុ៩ឆ្ា ំ 
９歳です。 

សាន ី 
サーニ－ 

១៣ឆ្ា ំចង់ក្លេ យជាប្រគូបឈប្រងៀន ខ្ុំចូលចិតតឈលងាល់ទាត់ 
１３歳です、先生になりたい。私はサッカーが好きです。 
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សាត េុផាន់ណា 

サート･ ソパンナー 

 

ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀនភាសាតខមរ ។ 
私は国語の先生になりたい。 

សា  

サー 

១៣ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀនភាសាតខមរ ខ្ុំេូមជូនពរឲ្យជនជាតិ
ជបុ៉នតដលប្រតឡប់ឈៅវិញជួបតតេុវតតិភាព ។ 
１３歳です。国語の先生になりたい。日本人の皆さんが無事に

帰国するように。 

ជុំមត ូ 
チョムプー 

ចង់ឈ្វើជាប្រគូបឈប្រងៀនភាសាតខមរម្នា ក្ ់
国語の先生になりたい。 

ផ្មឈេង  
ポムケーン 

 

អាយុ១៥ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀនម្នា ក្់ឈដើមបីជួយដល់ឈក្មងៗជំនាន់
ឈប្រក្លយឈៅក្ាុងភូមិរបេ់ខំុ្ ។ 
１５歳です。私の村の後世の子供たちをた

つけるために先生になりたい。 

ភេួង តដន 
プロン･ デーン 

 

អាយុ១៦ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀនម្នា ក្់។ 
ខ្ុំនិងខិតខំេិក្ាមិនឲ្យឪពុក្ម្នត យរបេ់ខំុ្អេ់េងឃឹមចំឈរោះខ្ុឈំឡើយ 

ឈ ើយខំុ្និងខិតខំឈារពអាក្ប្រគូឈោក្ប្រគ ូ ។ ខ្ុំេូមជូនពរឲ្យជនជាតិជប៉ុន 
និងបុគគលិក្តដលមក្ជួយដល់សាោាយ័ន និង សាោមឈតតយយឲ្យានជួបតតេុភមងគល 

។ 
私は１６歳です。先生になりたい。親が悲しまないように、教

えてくれる先生のことを尊敬して、私の夢に向かってがんばっ

て勉強する。バイヨン中学校と幼稚園に支援した日本人とスタ

ッフが幸せになるように。 

ឈសាម ពិេី  

ソム･ ピサーイ 

ចង់ក្លេ យជាឈពេយ 
医者になりたい。 

ដន  
ドーン 

អាយុ១៦ ចង់ក្លេ យជាប្រគូបឈប្រងៀន ខ្ុំចង់ឲ្យប្របជាពលរដឋតខមរទាំងអេ់ 
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ម្ននក្លរប្របុងប្របយ័តាខពេ់ឈៅឈពលឈបើក្បរ និងឈជៀេឲ្យឆ្ៃ យពីឈប្រគឿងឈញៀន ។ 
私は１６歳です。先生になりたい。カンボジア人の皆さんは運

転するときによく気をつけて、薬物を止めるように。 

ឈិក្  
チイック 

អាយុ១៣ ចង់ក្លេ យឈៅជាបូ៉លីេម្នា ក្់ ខ្ុំេូមជូនពរឲ្យា៉ម៉្នក្់របេ់ខំុ្ម្ននេុខភាពលអ 
私は１３歳です。私の夢は警察になりたい。父と母が元気にな

るように。 

ឃាង  
キアン 

អាយុ១៥ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀន 私は１５歳です。先生になりたい。 

ឈសាម េុភារុណ ソー

ム･  ソピエアロン 

ចង់ក្លេ យជាប្រគូបឈប្រងៀន 先生になりたい。 

ឡឹម ប្រេីញ៉  

ルム･ スレイニャー 

អាយុ៩ ចង់ឈ្វើជាប្រគូបឈប្រងៀន 
９歳です。先生になりたいです。 

េុខា  

ソッカ－ 

ថ្នា ក្់េី១ 一年生です。 

តក្វ  
ケウ 

អាយុ១៤ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូឈពេយឈដើមបីជួយដល់មនុេសម្ននជំងឺ 
私は１４歳です。病人をたつけるために医者になりたい。 

រក្ា  
リック サー 

 

ចង់ឈ្វើមគគុឈេេឈេេចរដ៏លអម្នា ក្់ 
私はいいガイドになりたい。 

រក្ា  
リックサー 

 

អាយុ១៣ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើជាប្រគូបឈប្រងៀនម្នា ក្់ 
１３歳です。先生になりたい。 

ប្រេីខួច  
スレイ クオイチ 

 

អាយុ១៤ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យជាប្រគូបឈប្រងៀន 
１４歳です。先生になりたい。 

ជុក្ អាយ៉េុង 
 チョック･アヤーソ

អាយុ ១០ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើប្រគូឈពេយ 
１０歳です。医者になりたい。 



25 

 

ン 

ប្រេីនាង  
スレイニアン 

អាយុ១៥ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យជាប្រគូបឈប្រងៀនភាសាអង់ឈគេេ 

１５歳です。英語の先生になりたい。 

ពិប ណាង  
ピッ ･ナーン 

ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀន 
先生になりたい。 

ផាន់ណា  

パンナー 

ចង់ឲ្យម៉្នក្់ា៉របេ់ខំុ្រក្លុយានឈប្រចើន 
私の両親がたくさんお金をかせぐように。 

ថ្ប សារួន  
バイ･ サルーン 

 

អាយុ១២ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀន 
１２歳です。先生になりたい。 

ឈពឿយ ប្រព ី 
プウー･ プリー 

 

អាយុ១៤ឆ្ា ំ ចង់ក្លេ យឈៅជាចុងឈៅដ៏ឈ្ាើមឈដើមបីផ្គតផ្ងជីវភាពឪពុក្ម្នត យរបេ់ខំុ្ 
１４歳です。両親の生活の代金を払うために

上手な料理人になりたい。 

 

ឈមើម ថ្នឈបើក្  
ムーン ･ターバック 

អាយុ៨ ចង់ក្លេ យឈៅជាប្រគូបឈប្រងៀន 
８歳です。先生になりたい。 

ផ្លគុណ  

ポール コン 

 

ចង់ឈ្វើជាប្រគូបឈប្រងៀន 
先生になりたい。 

 

ឈយឿម េុផ្លេ ី
ユーム･ ソポーリ 

អាយុ៥ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើប្រគូបឈប្រងៀន 
５歳です。先生になりたい。 

ឡិម ចាន់  
レム･チャン 

អាយុ១២ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើប្រគូបឈប្រងៀន 
１２歳です。先生になりたい。 

សាយ ុ 

サーヨック 

១៣ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើទាហានម្នា ក្ ់េូមជូនពរឲ្យា៉ម៉្នក្់ម្ននេុខភាពលអ 
１３歳です。軍隊になりたい。両親が元気になるように。 
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្ុន ណាក្ ់ 
トン･ ナック 

 

អាយុ១៦ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើជាប្រគូបឈប្រងៀន។ ខ្ុំចង់ឲ្យប្រគួសាររបេ់ខ្ុំជួបតតក្តីេុខសានត។ 
ខ្ុំប្រេឡាញ់ឈោក្ប្រគូនិងអាក្ប្រគូរបេ់ខំុ្ខាេ ំងណាេ់ ។ 
１６歳です。先生になりたい。私の家族が幸

せになるように。私は私の先生がとても好き

です。 

ធារី  
ティア リー 

 

អាយុ១២ឆ្ា ំ ចង់ឈ្វើប្រគូបឈប្រងៀន ខ្ុំចូលចិតតឈលងាល់ទាត់ 
ម្ននបងបអូនប្រេ២ីនាក់្ 
１２歳です。先生になりたい。私はサッ

カーが好きです。姉妹が二人います。 

 

 
 



27 

 

＜やまなみフリースクールについての感想＞ 

 
チョム・ルー校長先生： 

Free school で行っている特別な授業は貧しい家族の子供にとって

とても役に立つと思います。中学・高校に進学することに対して最

も重要な三つの科目の英語、国語と数学を学ぶことができる機会を

与えていますから。この大切なやまなみ支援で行っているスクール

の活動から、将来的には周辺の村も発展していくようになることを

期待しています。最後に、やまなみ団体の皆様に心から感謝してお

ります。皆さまのご健康と幸せをお祈り申し上げます。 

ソリヤ先生： 

 英語の先生のソリヤと申します。塾の費用を払うことができない貧しい家庭の村の子供

たちにとって無料で英語を勉強することができる Yamanami Free schoolはとてもよい学校

です。子供たちが以前より英語を書き・聞き・話すことができるようになると、将来仕事

を見つけやすくなると思います。 

リリン先生： 

 Yamanami Free school で国語を教えているリリンと申します。この特別な授業はこの地

域の村の子供たちにとって、とても役に立つと思います。もっとも正しくクメール語を書

けたり、うまく読んだりすることができるようになる学校です。さらに、子供たちが遊び

すぎず勉強により興味をもつきっかけともなっています。今、授業をする中で困っている

ことは生徒たちがあまり熱心ではなく、たくさん休んだりしてしまうことです。これまで

きちんと勉強してこなかった子が多く、同じ学年でもほかの村の子供たちより学力が低い

ということもあります。 

カンチャニ先生： 

 バイヨン中学校で数学を教えているカンチャニと申します。フリースクールの授業は生

徒たちの学力をあげることができてとても役に立つと思います。やまなみの支援のおかげ

で、地域の公立学校の授業以外に特別な授業を受けることができます。クラスの中で勉強

が苦手な子も、この学校でより知識を身につけることができます。特に数学は他の科目よ

り時間をかけて勉強しなければならない科目で、何度も問題を解くことが必要です。たく

さん考えて問題を解くことで、数学の力がつきます。村の子供たちは貧しくて塾の費用を

払うことができない子が多く、親も忙しく子供に勉強を教えられませんが、子供たちはや

なまみフリースクールで学ぶことができます。私はやまなみの支援を受けて特別な学校で

授業をすることができて、とてもうれしく思います。最後に団体のみなさまのご健康と幸

せをお祈り申し上げます。 
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ようやく叶った「やまなみ塾ツアー」 

 

森尻 悠一郎 

 

初めてこのツアーの件を耳にしたのは退職して間もない頃、高校同期の中田君から関野

君たちとの食事の会に誘われたことから始まる。他の同級生もいる中、関野君から“中川

がアンコールワットの発掘修復をしているから、今度一緒に行ってみないか”との話があ

った。当時現役時代より仕事量や時間拘束が多く、まとまった休暇を取るのはとても難し

いと思われたので、とりあえず OK したものの、家内に私の代理で参加してもらうことにな

った次第である。 

その後毎年お誘いがあったよう

だが忙しさにかこつけて家内の代

行が続いていた。が、今年これで

最後になるからと家内から強く言

われ遂に参加を決心した次第であ

る。元来旅行そのものに興味なく

学会発表の他は趣味のスキー、医

療班として半ば義務とも取れるボ

ランティアの登山くらいだったの

で久しぶりの海外であった。 

 

シェムリアップに着いてから中川君の事務所（JASA のオ

フィス）でアンコールの写真や年表で予備知識をもらう。そ

れまで私の中ではアンコールワットは東南アジアの深い森

のなかにある寺院、そんなに古くない遺跡…その程度であっ

た。 

それは 12 世紀というから日本の平安から鎌倉時代か……

仏教と思っていたがヒンズーが主であったという…しかも

時代によって仏教が主の時もあったと聞き、とたんに私の疑

問が湧く。なぜならヨーロッパに見られる熾烈な宗教対立や

戦争を思わずにいられないからであるが、ここでは仏教とヒ

ンズーが多少の争いがあったにせよ、それほど排他的になっ

ていないらしいのはなぜだろう。そして以前からの土着の宗

教とのつながりも悪くないようだが…。ここの人々の人間性が争いを避けるようにさせた

【参加記】―カンボジア― 
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のだろうか？それはそうとして広大な建築、多くの仏像などから強力な権力支配を想像す

るが、一方民衆の寄付も多かったと聞き及びこの地方独特の世界を築いていたのらしいと

勝手に納得してみた。 

それにしても中川君はすごいことをやっているんだ…少し理解でき頭が下がる。 

 

最初に訪れたアンコールトム 

歴史的にはアンコールワットより新しい。まず敷地の広さに圧倒される。象に乗って凱

旋する兵を閲兵する象のテラスやライ王(かわいそうにらい病だったらしい)のテラス、そして

長い欄干の先に付いている大きな手のひらか足のようなものは何と蛇（神様）だったのに

は驚いた。蛇といえばシェムリアップの町の中でも似たようなものがあったなー。 

 

２日目 アンコールワット  

写真で見たものが目の前に。まさしく森の中の城だ。

とくに興味があったのは神話・伝説の壁画です。大蛇を

引っ張って山を回し海をかき混ぜるとはすごい！そう言

えばわが国にも海をかき混ぜる神話があったなー…。 

バイヨン中学校へ行ったとき、校長先生の話を聞いて

いる子供たちの顔、視線、態度が非常に気になった。よそ見する子がいないし、しっかり

先生を見ている目がきれい。日本ではありえないなー。私は職業柄、子どもたちや学生に

話をすることが多いが長引けば半分は寝ている。将来何になりたいかとの質問に、子供た

ちは医者になりたい、ナースなりたいと答えるのが気になった。 

 

３日目 アンコールワットの日の出 

朝暗いうちに出発。バスを降りると意外と沢山人がいる。離れないようにしていたつも

りがいつの間にかバラバラ…日本でも山の日の出にはよく付き合わされたが、どうも皆さ

ん“日の出”好きなようである。 

 

アンコールトムのバイヨン 

バイヨンの四面像これは仏像だ･･･優しそう

なのは観音様、怖いのは阿修羅、やっぱシバ神

とは違う！ 

やまなみ塾訪問（これがこのツアーの最大の目

的だそうな）で、七夕の短冊に Medical Doctor と

書いてある 10 才ぐらいの男の子がいた。理由は家族にいい生活をさせたいとのこと。前日の中学

生もそのようなことを言っていたようで、家族思いが強いのだという印象をうけた。 
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それよりここではポルポトがやった知識人大量虐殺の影響を感じる。指導者がいないのだ。本当

にこの国はまだまだ援助が必要なのだと感じるところが随所に見られた。 

子供たちの顔を見ていると、健やかに育つことを願う小児科医としてこの国のワクチンのことが気

になった。しかし残念ながら情報は得られなかった。余談だが日本はつい最近までワクチン後進国

であった事ご存知かな。小児科医の懸命の努力により今では世界レベルに達しているが、あるワク

チンしていないのは世界で北朝鮮と日本だけという時期もあった。当時カンボジアではそのワクチ

ンはされていたのだから余計な心配というものだが…。 

 

4日目 アンコールトムのすぐ東にあるタ・プローム 

大木と石の寺院。熱帯の木の力はすごい！遺跡を支えているとの意見もあるとのことだがどう考

えても木と石のつかの間の共棲としか言えない。いずれ石は破壊されると思う。 

このようにカンボジアでの 4 日間、中川君の説明付きの中身の濃いツアーは終わりまし

た。帰りの機内では十分満たされた気分でした。 

おかげ様で、家内に助けてもらいながら、あ

やふやな記憶をたどって書いてみたが、このツ

アーは、出不精の私にとって大変思い出に残る

旅でした。ホテルもまあまあで食事も思ったよ

り良かった。特に記憶に残るのは、沢山のバイ

ク、５人乗りも見た。交通信号機のない交差点、

意外とぶつからない！黒い束になって掛かって

いる不思議な電線。ロビーで木琴を叩く娘さん…なぜかまた素朴な音色が聞こえてくるよ

う。穏やかな人たち。急ぐ人いません。ゆっくりと時間が進む国カンボジア。 

企画してくれた中川君や AYF の皆さん方にあらためて感謝します。 

また私ごとでは鎖骨負傷で片手が不自由な状態で参加し、皆さんに余計な気遣いさせて

恐縮でした。 

中川君については最後のツアーでもあり、これで日本へ戻るのかと思いきやライフワー

クとしてこの仕事をずっと続けると言う。このような仕事をしている彼を同級生として大

変誇りに思うとともに健康に恵まれるよう祈りたい。  
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やまなみ塾の今 

青木 克子 
 

 やまなみ塾が創立されて今年は 12年目になります。私は 2年目からのツアーに参加して

おりますので、今回は 9回目の訪問となりました。 

 カンボジアと言ってもシェムリアップを中心とした訪問ですが行く度にホテルはどんど

ん建設され、バイク、車は増え、まさに発展（？）して来ているように見受けられました。

やまなみ塾のあるクラウ村についてもここ２，３年前から赤土の道路は舗装され、裸の子

供達は見られなくなり、裸足の子も少なく、皆可愛らしい洋服を着ており、特に今年は自

転車に乗る子も多く見かけられるようになってきておりました。 

  

 今年は特にクラウ村全体の景色が普通にキレイになってきたような印象を受けました。

これまでの家と言えば、四本柱に床・屋根があり茣蓙をつるしたような住まいがほとんど

でしたが、今は家らしい家が建ちならんでおりました。 

 

 このことは、11 年経った今日、村人達の働き口も増え徐々に豊な暮らしが出来るように

なってきた表れなのでしょう。また、3年前に公立のバイヨン中学が出来生徒もどんどん増

えているようであり如何に「学びたい」子らが大勢居るかということです。 

 

 一方、やまなみ塾の現状と言えば、昨年来子供の人数は減り先生は転職してしまったた

め、バイヨン中学の先生に午後の空き時間帯に出張してもらいながらクメール語・英語・

算数の授業をお願いいたしている。子供はかなり年少の子が多く授業を受けている子は 30

名位と聞いておりましたが、今回集まったのは約 50～60名位でこれまでに比し非常に少な

くなってしまっていました。ただ、日曜日ということもあり、塾に通っている子の正確な

生徒数は把握できないのですが、年少ということもあるのか子供らの活気はあまり感じら

れず、ただ何か貰えそうだから来ているようにも見受けられました。 

 我々としては、予定通りの七夕飾り、ブローチ造り、独楽遊び、風船などで交流を深め
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る（？）積りでしたが子供らの反応は今一であまり楽しそうではありませんでした。 

この日集まった子供らはやまなみ塾で勉強している子供らとは限らないらしく、いつも

担当してくださっている先生らには日曜日でもあり参加してもらえなかったので確認でき

ませんでした。 

また、現地の通訳を兼ねて手伝ってくださる方も一人だけでしたのでなかなか行き届か

ず、言葉もわからぬまま我々の成すことを不思議そうに眺めているだけで、なんとなく終

わってしまいました。 

 

学びたい子らはむしろ年齢制限の緩いバイヨン中学の方へ行ってしまっているようにも

見受けられました。 

バイヨン中学では日本語を学んでいる生徒の数人が「将来成りたい職業について」日本

語で発表してくれました。殆どが「先生」、次に「医者」になって沢山お金を貰って家族を

助けたい、とのことを発表してくれました。聞いていた私は涙が出そうで非常に考えさせ

られました。因みにアンコール・ワットの遺跡に興味ある子は皆無でした。 

 

 

 我々がやまなみ塾を創ったきっかけは中川教授の「アンコール・ワットの遺跡の修復事

業」からの発想で、この塾で学んだ子らの一握りでも「遺跡の修復に携わる仕事につきた

い」と考える子が出てくれることを期待して、その基礎として語学を先ず・・・と塾を始

めた経緯があったとのことです。 

今改めて思うことは、この我々の期待自体

が、発展途上にあるカンボジアの子供らにと

ってはむしろ、贅沢な話であってそんな先の

他所のことより、明日どころか今日のごはん

を食べることが重要なのでそのためのお金を

如何に稼ぐかを考えることが何よりも先決で

あるということなのである。 

遺跡の修復作業でお金を得るようになるに

はまだまだ年数を要することで現況では考え

られないということでしょう。 
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 非常に恵まれた日本の教育制度の中で育った我々の考え方は、発展途上の国の人々にと

っては先のまた先の縁遠い話であるということを思い知らされました。 

 10 年もすれば我々の「思い」に少しでも近づいてくれるような良い傾向がみられること

を期待していたのですが、11年目の今、先細りの状態になってしまっていた。 

というのも、良いことなのですが公立中学が出来たことが小さなやまなみ塾に大きく影

響したようにも考えられます。 

 

結局はカンボジア政府が「遺跡の保存」の重要性を考えて、観光として利用するばかり

でなく、国の財産を守るための仕事を優遇するような制度、仕組みを作る姿勢を持ってい

ただけるようになれば、子供らへも影響するとおもわれるのですが、国家レベルの話で我々

の存命中には無理からぬことでしょう。 

そんなこんなを考えますと、やまなみ塾は中学へ行くための「予科」としての役割を持

つ塾に徹した方が良いのでは・・・とも思うのですが、何分会員は高齢者の集団であり長

い目で見届けることは無理でもある現状を思うと昨年に引き続き、結論の出ないままで憂

鬱になるばかりの旅になってしまいました。 

 

 ～～アンコール遺跡の塔の朝ぼらけ紅太陽ずんずん昇り来～～ 

 ～～白白と遺跡の空の明け始む姿見ぬ蝉鳥の鳴くごと～～ 

 ～～クメールの子習ひし日本語読み聞かす「沢山勉強そして先生に」～～ 

 

                                    終 
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久しぶりのカンボジア 

野村 裕子 

 

大型ツアーは最後になると聞いて何年ぶりかの参加を決めました。3 月は年度末のため、

半年前からの仕事の調整もうまくつかず、かなりハードスケジュールとなってしまいまし

た。カンボジアの子供たちの絵の展示会が 4〜5 年続いたり個人的には身内の不幸も続いた

りで気が付けば 5 年半ぶりのツアー参加となっていました。 

シェムリアップ空港は大きく広がって、5 年前には 2〜3 機の飛行機しか見られなかった

のに、今では 6〜7 機も並んでいて訪れる観光客の人数は毎年うなぎのぼりの様です。 

 

バイヨン中学校を訪れるのも私は今回初めてでした。フリースクールとは異なって年齢

層が中学生と決まっているため何をとってもすぐさま理解し上手に出来てしまうようです。

フォークダンス、しゃもじボール運びに大はしゃぎで暑さをふき飛ばしていました。私も

音楽につられてつい輪の内に入ってピョンピョン跳びはねたので大汗をかいてしまい、ホ

テルに戻りシャワー後のクーラーがききすぎたのか、次の日から咳が出はじめ、どうやら

風邪を引いてしまったようです。トンレサップ湖クルージングには参加しないでバスの中

で休んでいましたが周りの皆様にはご迷惑をお掛けしました。熱は高くなかったので帰国

時の検疫ではスルーパスで出られホッとしました。 
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今回は富山のメンバーに準備

からすべてをおまかせでしたが

クラウ村の子供たちと短冊や折

紙を作って笹に結びつけ七夕飾

りをしたのが、やまなみ塾恒例

行事になったようです。チアさ

ん、小出さん、タウリーさんに

お会い出来とても懐かしく嬉し

く思いました。バイヨン中学での昼食のパンとココナッツカレーをとても美味しく頂きま

した。ありがとうございました。 

スケジュール後半はシェリアップから 2 時間弱、約半数のメンバー14 名でハノイへオプ

ショナルツアーに参加。 

ベトナムの北部には四季があると

いいます。ちょうどミスト(細雨)の季

節であまり暑くなく立派なホテルに 2

泊。 

 海面から石灰質の岩が突き出て山

水画のような風景のハロン湾をクル

ージング、大規模な鍾乳洞も見学。 

 

 

 市民から崇められているホーチミン廟は長蛇の列の中国人観光客のため午前中のみの見

学がかなわず衛兵の交代式を、越えてはいけない黄色い線の前に並んで神妙に見学しまし

た。 

 タンロン水上人形劇、高級レストランでのディナー、ベトナムハノイを満喫でき良い思

い出となりました。 

 

中川氏の説明もその回ごとに新しい発見があり、アンコールワット・アンコールトム・象

のテラス・ライ王のテラス、1000 年前からの王国の栄枯盛衰を知り、我々は人為と自然の

戦いの様子を唖然と見上げるしかありません。
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シェムリアップの屋台を楽しむ 

中嶋 治長 
 

訪問ツアーは、今回の 10回目で最後との噂を耳にした。 

そうであれば、この機会にローカルのクメール料理に触れてみたくなった。そこで皆と

の夕食後に３輪バイク「トゥクトゥク」を止めて行き先を告げた。目的地は、シェムリア

ップ川の畔シヴァタ通りのネアックポアンロータリーです。この辺りはソウルフードの屋

台が点在している。どの店も似たり寄ったりだが、ロータリー交差点のモニュメントに近

い一軒のお店に腰を下した。 

英語が通じそうだ。何故なら欧米人の一組が店員を相手に食事をしていた。流石に欧米

人はパワフルで旅慣れている。周りには、日本人はいない様子である。不安定な丸椅子に

座ると、屋台の女主人と思しき店員が注文を取りに来る。先ずは、ビールである。アンコ

ール缶ビールを頼む。これは難なく通じて直ぐに持ってきた。案の定生温かいローカルビ

ールである。次にビールの肴に何か注文しなければならないが、見当がつかない。そこで、

隣の客の食べているものを参考に頼んでみると、野菜と豚肉を炒めてトロミを付けた料理

が出てくる。中華風の味と中国野菜の食感がして美味であった。次に麺類を注文する。麵

は、何種類かガラスケースに入っているが色の白いビーフンに近い麺を指さす。暫くする

とラーメンの出来上がりである。スープは、豚肉味のサッパリ系であるが、パクチーの臭

いがプーンとしてパクチー味が口いっぱいに広がった。パクチーが丼一杯に散りばめてあ

る。パクチー好きな人を『パクチスト』と呼ぶそうですがパクチーファンにとっては堪ら

ない一品です。何を隠そう私もパクチストです。美味しいパクチーラーメンを堪能できま

した。今年の夏は、パクチー栽培に挑戦したいと思っています。 

屋台には、卵が山盛りになっています。次にこの卵を使った料理が欲しくなりました。

注文の仕方は判りませんが、もう酔っています。酒の勢いに任せて身振り手振りと英語で、

スクランブルエッグもどきを頼みました。出て来たお皿には、ココナッツオイルで炒めた

大きな円盤型の卵焼きです。ココナッツの味とエスニックな風味が相俟って美味しさを引

き出しています。ビールの当てに最高です！ビールを追加注文する。このビールが冷えて

いれば文句が付けようがないのですが・・・・でも、テーブルは路上のオープンスペース、

心地よい夜風が酔った頬を撫でてゆき夜空の屋台を満喫しました。 

夜も更けてきてホテルへ帰ることにしました。再びトゥクトゥクを呼び止めて乗り込み、

行き先はホテルですが、その前に散策のためチョット寄り道をします。そこはシヴァタ通

りから「ストリート 8」に入ったシェムリアップ随一の繁華街、パブストリートです。この

ストリートは、パブが立ち並び路上には、ビートを効きかした重低音と高音がスピーカー
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からガンガン響き渡っています。バンコックのパッポン通りとは違った雰囲気です。やは

り欧米人が圧倒的に多いようですが夜更けなのにこの喧騒は何なのでしょうか。夜明けま

で続く勢いです。トゥクトゥクに座りパブストリートの華やかな電飾の煌めきと騒音を聞

きながら通り過ぎ深夜のホテルへ帰ってきました。運賃 2＄の安上がりなプチ観光でした。

最後の最後でシュムリアップの思い出が一つ増えて心置きなくこの地を去ることができま

す。 

また再びこの街を訪れるチャンスがあれば、今よりもアンコール遺跡の観光客は増え続

け、建築ラッシュの勢いは止まらず、物価高騰と雑踏のなかで更に繁栄していることでし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13日夜 トゥクトゥクに乗って 

 

   

        10日 夜のレストランで             10日 昼食 
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交流会、心身とも清々しく 

食事は、どこでもおいしく 

 
岡田 洋一 

 

 傷む歯と腰を心配して参加するも、カンボジアに行って何よりも暑さに参りました。加

齢のせいなのかそれとも今年の富山がことのほか寒かったのか、暑さ対策は全く忘れてい

ました。 

 カンボジア入りして、さっそく半袖の安いＴシャツを買いました。幾度も説明を聴き、

また観た遺跡にこの度また接し、改めて数人の偉大さを記憶にしまい込みました。 

 ツアーの最大の目的である子ども達との交流会、特にバイヨン中学校では、周りの人が

真剣に活動する姿につられて、私も大きい声で唄い踊りました。久しぶりに心身とも清々

しくスッキリしました。下の写真をご覧あれ。 

 

 街の活気は訪れる度に賑やかになり、乗ったマイクロバスも混雑の中をよくも事故を起

こさぬものだと感心しました。朝の通勤・通学時は、当然ラッシュです。ただ、会社・工

場らしき物の建物が目に入りませんでしたが・・・。 

 ツアー中、どこの食事も美味しく、また良く眠りもしました。そして、無事に日本に帰

国出来ました。チアさん、中川先生は言うまでもなく、世話をして下さった皆さんに深く

感謝致します。ありがとう御座いました。 
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レストラン Tell(3/11 夜)        レストラン モイモイ(3/12 昼) 

  

 

  

インドカレーレストラン(3/13 昼)      バイヨン中学でのカレー(3/11 昼) 
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シェムリアップで得た収穫 

横山 貴文 

 

遺跡修復との共通点 

今回の遺跡見学の中で、案外遺跡修復と私の仕事には共通点があるものだと思いました。 

私の仕事内容は工場のシステム開発です。お客さんから注文頂いた手配をスケジュールし

て、実際の設備の動きに落とし込んで、商品を作り上げていく一連の流れを行っています。

新規設備の立ち上げで一からプログラム開発をすることもありますが、設備のシステム化

が進んだ昨今は既存プログラムの改造がかなり多くなっています。 

その際に、前回設計した方が、ドキュメントを残していないと、改造に大変なお金と労

力がかかります。そのような際はひどい場合には一から作り直しです。開発手法が進んで

一から作り直すこともありますが、ドキュメントがある場合は、それを参考に出来ますし、

後世に残す意識でプログラムされていることが多く、読解しやすいようになっています。 

今回の中川先生のお話しの中でも、修復した遺跡そのものももちろん大切であるが、そ

こに至る過程を記したドキュメントの方が、後世に渡り価値があるというお話しでした。 

 

報告書を書く意義（アンコールワット遺跡修復パネル前にて） 

日本の遺跡修復で、公的援助を受

けるには報告書の作成が必須です。

ここで研究者も育ってくるし、後世

への引継ぎもできるようになりま

す。もちろん遺跡そのものも大事で

す。そのものを修復して、見た目で

ちゃんと伝えます。それと同時に、

データを残していきます。これは徹

底しています。そのようなことを他

国とどれだけディスカッションし

ても、それぞれの修復の仕方がある

から、あんまり伝わりません。だから、実績としてどうやって残していくかが最も重要だ

と思います。今でもやらないチームはやりません。ただ遺跡を修復するだけです。しかし

それは、自分のチームの為だけに遺跡修復しているに過ぎません。 

他の遺跡もそうですけど、散乱石を元に戻して、劣化の原因を全て究明して、かつてど

ういう処置がされていて、我々はどのように修復したかを全部データでアクセスできるよ

うになっています。一つ一つの岩について。そういうことは時間をかければできることで

す。 
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そのようにして、部分解体、修理の原則的な手法が確立しました。データも見ることが

でき、修復できるようになっています。 

 

これは、どのような分野であれ、共通の

認識であると、痛感しました。 

確かにドキュメントを残すことと、バー

ジョン管理（色々検討した過程と、最終的

にどの案を採用したかの管理）は私たちの

中でも色々なやり方があります。とにかく

残すことさえできていれば、理解するのに

時間は掛かるかもしれませんが、それを手

掛かりに改造出来ると思います。 

私も仕事の中で、そのようなことで困ったことがあるので、今後もバージョン管理を継

続したいと思いました。 

 

バイヨン中学校にて 

 今回の中学校訪問の際、生徒が将来なりたい職業について挙手してもらいました。一番

人気だったのは先生だったと思いますが、エンジニアになりたいと思っている生徒も何人

かいたのは嬉しかったです。 
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やまなみ塾に参加して 

髙倉 敏明 

 

10 年位前に多賀さんから早稲田大学のプロジェクトでアンコールワットの修復事業があ

り「行きたければいけるよ」との話をいただき、古い建物等特に世界遺産の修復には大変

興味があり行きたいとの思いがありました。またその時は工事の技術者としていくものと

勝手に解釈していました。 

 

今回話をいただいた時も漠然とプロジェクトの見学に行くものと思っていました。 

一番見たかったのは石積みの技術です。砂岩といえば強度がなく風化しやすく、なぜ何百

年も風雨に耐えて存在している事実は何があるのか、また彫刻等石表面のレリーフが未だ

に劣化しないで残っていることです。 

 

今回はツアーの参加を申し込んだ後にスケジュール表をいただいた時に初めて現地の皆

さんとの交流を知り AYF の意義・目的・活動を知りました。 

 

 

  大仏の 

お出迎え 

                                  花の 

                                   お出迎え 

 

 

 

遺跡にて 

 遺跡見学では中川先生からいろんなことを教わりました。 

やはり石積み上げの技術には見るべきものがありました。 

 

                                                         

                                 アーチの積み方は 

                                                    跳ね橋の積み方 

                                   （昔の愛本橋です） 

     心が安らぎます 

       バイヨン中学              やまなみ塾 
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              皆さん目が輝いていました 

 

 

 

១．១．១．១．は     Moi Moi は                             

    ゆっくりゆっくり                一番、一番        

        の意味              の意味だそうです     

 

 

 初日皆さんがアンコールワットに行かれた時にリタイヤして皆さんの帰りを待っていた

時、モイモイとやまなみ塾の関係を知らず心細く待っていました。 

その時に一番一番と教えてもらいましたが、後にクメール語の１と知りました。 

 

 

 今回のやまなみ塾に参加して国際交流の素晴らしさを感じました。 

何年もの間皆様のご努力に敬意の念を感じます。 

 

今回の交流で最後になるかも・・、と聞きましたが初めて参加して何も皆さんの役に立

たず勝手なことは言えませんが、もっと続けていければと願うばかりです。 

 

羽田空港で皆様にお会いした時から富山弁が飛び交い富山県人会の旅行に行くような感

じで最初の緊張がすぐに解け楽しい旅をさせていただきました。 

また、小生の体調不良で皆様に親切にしていただき大変有難うございました。 
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初めて見たカンボジア 

秋元 広美 
 

 「えっカンボジア？」「なんで？」と驚く。両親の海外行きを知った娘は、「国内も一人

で行ったことが無いのに外国なんて無理ムリ」と言う。しかし、周囲の心配をよそに、私

本人は行く気満々。結局 30年ぶりの海外へ、夫久史と二人で参加する運びとなった。 

 諸事情により昨年 11月で経営していた飲食店を閉店したので、今は多少時間はあるもの

の、4人の両親の介護や見守りがある。そうした事を託しての 6日間。 

 さて、大変なことになった。もしものことを仮定し、家のかたづけやら、お寺や親戚と

の連絡。はたまた写真の選択など様々なことがらを姉夫婦と相談したり確認したりした。

主人にとって一番の気がかりだった点だ。 

 しかし、行くと決まると、本やパソコンでの勉強が始まった。特に夫は、のん気な私と

異なり真面目なのです。「観光旅行じゃないんだよ！皆さんは志高く 10年も活動されてい

るのだ。やまなみ塾のことも理解している？」と諭す夫に、少しだけ身を縮め、反省する

私だった。 

 そんなこんなで「みあらくもん」な私の思い出をアレコレ…。 

 

 その１ 子供たち 

 やまなみ塾と、バイヨン中学校の交流会に参加。共にずいぶん小柄だなあという印象だ

った。まだまだ裸足の子供たちも多く、主人は「フォークダンスの時、足を踏みそうで心

配だった」とのこと。全員がはき物で通学できる日が早く来ればいいね～と、私は思う。 

 先日、富山からカンボジアにランドセルをプレゼントするニュースが流れた。ノートや

文具、本なども不足しているだろうから、それもいっしょに贈ってあげられたらなあ。何

もできない私が言える立場ではないけれど…。 

 今回の訪問で、私の担当はフォークダンス。多少心得はあったものの、主人も同じ担当

になった為、事前にダンスの練習をすることと相成った。夫のリズム感の無さにあきれる

私。そんな私の〝上から目線〟的指導や、しった激励の言葉にめげることなく、なんとか

テンポ良く踊れるようになった。やれやれ…。 

 本番は屋外ということもあり、音が小さくカウントがとれない。それでも四苦八苦しな

がらレッツダンス！足のもつれや息切れも何のその。最初はシャイではにかんでいた子供

たちが、笑顔いっぱい楽しそうに踊ってくれた。良かった！良かった！ 

 やまなみ塾や中学校での催しの数々。準備や段取りなどお手伝いもせずに参加したが毎

回大変だったと思う。これまでの皆さんの活動や御苦労に頭が下がる。 
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 子供たちの日本語による作文の発表では、「家族の為に働きたい」「家族の為にお金を稼

ぎたい」と全員が語った。はき物や食べ物にも事欠く日々や、遊びたい時期であろう彼ら

の家族への思いがなんともせつない。 

 次の時代を造っていく彼らに明るい道が開けますように。希望の未来が訪れますように

と願わずにはいられない。 

 

 その２ 遺跡見学 

 アンコールワット修復の第一人者、中川先生に案内してもら

えるという夢のような 3日間。普通のツーリストならありえな

い！真近で説明

を聞くことがで

き、何を見ても聞

いても感動だっ

た。多くの回廊や

レリーフ群。そし

てバイヨンなど

数々の遺跡。そこに人々の生活や文化があり、

時を越えて今につながっている。本当にこん

な時代があったんだ!!実際に現地を訪れ、自分の目で見ることの大切さを感じた。 

 不勉強な自分を反省しながらも、高台へ立ち、周囲を見渡した時、この地に来られた幸

せと平穏な日々に感謝した。早朝の日の出ツアーで見た真赤で日の丸のような太陽など思

い出は尽きない。ジョークを交えて話される中川先生の解説もとても楽しかった。 

 長い年月にわたり情熱をもってやってこられた修復が、今後もカンボジアの発展と共に

進み、伝えられ維持されていくことを願いたい。 
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 その３ カンボジアの暮らしと食事 

 なにしろバイクの多さに驚いた。道を渡るにも合間を縫ってヒョイヒョイ。決して走ら

ず、あわてずに。相手が上手によけてくれる！信号がなくとも、車もゆずり合いながらの

通行だ。交差点もなんのその。 

 バイクは 3人 4人乗りはあたり前。5人の家族が一台になんてこともあった。人ばかりか

荷台にあおむけのブタが！2頭のブタの姿に目が点になった。昨日の肉もアレかなあ？ 

 車窓からはインフラが進んだとはいえ、中心部を過ぎると農村や観光地までの道端には

牛がいたり、ハンモックにゆられていたりとのんびりだ。南園の花やマンゴーなど果実の

なる木々。水蓮の畑や水田。乾期のホコリの中に平らな地が続く。高低差のない大地や蛇

行した川。立山連峰や富山湾という自然環境で育った私には見るものすべてがめずらしく

目を見張った。 

 トンレサップ湖クルーズも体験した。周辺や水上では約百万人もの人々が生活するとい

う。高床式の家や舟での水上生活。床下のゴミも雨季には湖の一部になるのか…。水上に

は、学校、教会、商店もある。水の少なさのせいかにおいが鼻をつく、それでも子供たち

は無邪気に水あそびをしていた。 

 

 日本とは生活様式が違っていたり、遅れがあっても、トヨタの高級車が多く走っていた

り、スマホなど通信面が進んでいたり。なんとも違和感。外国資本のホテルも次々と建設

され、観光化が進んでいる。 

 食事面では、くいしん坊の私とちがい、肉が苦手な夫のことを心配していたが、全く問

題なかった。すべておいしくいただいた。夫は、中でも朝食の麺が気に入ったようだった。

アンコール・ビールも愛飲した。ビールが大好きな私は、昼間も飲めてとってもハッピー！ 

 後日、みやげで持ち帰ったスパイスを使い、クメール料理もどき？な～んちゃって料理

を再現し、思い出話と共に友人たちに食してもらった。少しカンボジアを感じてもらえた

かな？ 
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 その４ 感謝 

 今回初参加し、多くの方にお世話になった。特にお誘いいただいた京免さんにはひとか

たならない気使いをしていただいた。 

 

 出発前の連絡や説明。ツアー中すべての事に対して、細かな気配りやアドバイスを受け

た。おかげ様で私たちは、安心して旅をする事ができた。おみやげを買う時の交渉までひ

き受けてくださった。（富山弁での仕切りはお見事でした！）京免さんなくしてこの旅も、

多くの感動や出会いもなかった。言葉に尽くせない。心から感謝です。 

 

 会長の多賀さん御夫婦や中川先生。同行された皆様全員にも感謝したい。この様な機会

を与えていただき、私と夫を心良く受け入れて下さった。ハプニングや失敗など御迷惑も

かけただろうが、すばらしい体験や経験をさせてもらった。人とのつながり御縁。やさし

さや思いやりを感じる。一生忘れることのない思い出となった。本当にありがとうござい

ました。 
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また行きたいバイヨン 

中瀬 剛一 

 

 昨年 12月、多賀さんから誘いを受けて、友人の高倉さんと初参加させえてもらいました。 

 2 月上旬、富山で旅行参加者の顔合わせに出席しましたが、知っている方は多賀さんだけ

なので心配になりましたが、会食中に周りの方と話しをして、少し楽になりました。 

 2 月中旬、交流会の打ち合わせにも出席しました。工作やアトラクションについて、熱心

に計画をされたのですが私には、よく分かりませんでした。（バイヨン中学に行って解りま

した） 

 バイヨン中学での交流会での生徒たちが、日本語で作文を読んでくれたとき、親孝行や、

勉強して金持ちになる等、日本では無くなったものがまだあるのだと感心しました。外国

人を前にして堂々と作文を読むのを見ると、自分が子供の時には考えられませんでした。 

 クラウ村での交流会では、自分の

手違いから蜂に刺され、応急処置を

してもらい大事になりませんでし

た。ありがとうございました。そし

て、彼らを支援されている「やまな

み」の皆さんを、改めて尊敬します。 

 

 遺跡見学は、驚きの連続でした。 

 3 月 10 日午後、遺跡見学の道中

は、どこにでもある風景だなと思っ

ていましたが、ライ王のテラスに来

て、石壁面のレリーフを見て一変し

ました。一体一体の表情も違い、彫

りも深く、そして昔のままで残って

いたことに感動しました。 

 それからは 4 日間、中川先生の案

内解説は中途半端で、写真を撮りま

くりました。（先生すみませんでし

た） 

 アンコールトムの四面仏塔に会えて又、感動。 
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 タ・プロムの巨木に乗っ取られた寺院にも。（いつか、巨木が倒れるのではと心配） 

12 世紀（平安時代）、石をこ

れほどまでも上手に扱えた民

族がいたのだとビックリでし

た。 

もう少し調べてから来るべ

きだったと反省をしています。 

 

カンボジアに行ってからで

すが、間接的に繋がりのある方

も居られることが分かり、楽し

い旅行になりました。 

 

今後、機会がありましたら、ぜひ参加させてください。そして写真は撮らずに中川先生

の解説を聞きたいと思います。 

 

国内旅行の延長気分で参加をしたので出入国手続き等、皆さんに大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 
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11年の歩みはおそくても・・・・ 

 
岡田 雅子 

 

はじめに 

 2006 年の 5 月、前年に設立された AYF のやまなみ塾が完成し、その開校式が行われま

した。60 歳になり親の介護など日常生活に追われながら、社会的なつながりとも縁が薄く

なっていきそうな頃でした。このやまなみ塾の話を聞き、私は周囲の状況を少々犠牲にし

てもと迷うことなく参加を決意しました。 

 今回が最後のツアーとのことだったので、改めて第１回からこれまでの報告書を見返し

ました。この間やまなみ塾の交流会でやってきたあれこれを思いながら、とても懐かしく

感慨深いものがありました。 

 

やまなみ塾の開校式  

 この年の 5 月のカンボジアは乾季の中でも特別だったようで、連日 35℃前後の暑さのた

め、昼食後は必ずホテルでシャワーし着替えてから午後の活動に入りました。 

 初めてのカンボジアなのに、「生水は絶対飲まない！ 氷もだめ！ 生野菜には注

意！・・・」のような戒厳令は聞いた覚えもなく全く気にもしていませんでしたが、14 名

全員楽しく元気に過ごしました。（この時は特別何の心配もせずにいてなぜ無事だったのか、

科学的根拠はないのですが、細菌も暑さにばてたのか、あるいは私たちのパワーに負けた

のか？です） 

 クラウ村での開校式には、

村の世話役の方をはじめ大人

の人たちも多く、総勢 200 名

近く集まりました。この頃は

まだ村への訪問者も多くなか

ったようで、子どもたちは珍

しそうに目をキラキラ輝かせ

ながら、行儀よく並んで私た

ちの話しを聞いていました。 

 最後に輪になってカンボジ

アダンスを一緒に踊ったとき、

笑顔で私たちに教え、再会を

願ってハイタッチで別れた無邪気な姿は、今でもはっきりと心に残っています。 

 

2006.5 やまなみ塾開校式 
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バイヨン中学校で 

 今回、最初に訪問したバイヨン中学校では、昼食に恒例のクメールカレーとフランスパ

ンをいただいた後、生徒の代表者数名が自己紹介し、将来自分のなりたい職業を日本語で

発表してくれました。 

 貧しい中で親の苦労を見て育ってきたから生まれた声なのか「お金をたくさんもらって

親を楽にさせてあげたい」とほとんどの生徒が言いました。子どもがそのように感じる程

生活は大変な状況だったのでしょうが、反面子どもたちは思いやりのある心の優しい子に

育って、本当によかったと感激しました。 

 また、全員にどんな職業に就きたいか聞いたところ、全体の半数近くが先生、医者・警

察官が各 20 名ほど、ガイド十数名、エンジニア 7・8 名、コック 3 名でしたが、やはり堅

実で給料の良い職業を考えているように思いま

す。 

 私たちとの交流会後には、女子サッカーチーム

が地区（？）で優勝したので祝賀会をやると準備

をしていたことや、タウリさんが書いた絵と文で

制作した「水環境絵本」がバイヨン中学の資料と

して多数印刷されていたことなどを考えると、バ

イヨン中学校は順調に前へ進んでいる印象を受

け、将来が期待できるのではないかと思います。 

 

                             絵本の表紙 

クラウ村のやまなみ塾で 

 2 日目に訪問したクラウ村では、日曜日のた

めか集まってきた子どもたちはわずか 40 名ほ

どで年齢の低い子が多く、最後の交流会にして

は、ちょっと寂しい気持ちになりました。 

 私は七夕飾りに夢中で、他の子どもたちの様

子はよく分りませんでしたが、七夕はとても賑

やかに飾る事ができ、子どもたちの願いがぜひ

叶えられるようにと祈りました。 

 いつものように、最後には風船を大事に抱え

て帰る子どもたちを見て、またいつか会える日

があるのだろうか？・・・桃太郎のキジを演じ

たヴィアナスくんのような青年が、次々育ってくれますように！と願いつつクラウ村を離

れました。 

 以前に日本から持って行ったサッカーボールや空気入れ、絵本、手製の紙芝居などが、
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次の年には無くなっていることが多く、英語の先生にこれらを管理する事から始めて欲し

く、2014 年の訪問時には図書館の本棚の整理をし、項目ごとにラベルを張ってきました。

やまなみ塾では生活の基本的なことから教えて習慣化すべきことも沢山ありましたが、英

語教師が二人とも途中で辞められたのです。 

 2016 年からはバイヨン中学の先生方が午後から来られ、クメール語、英語、算数などを

教えてもらっています。校長先生も来て、環境や衛生に関する指導や父兄への啓蒙のため

の話し合いも持たれているそうですから、やまなみ塾の子どもたちも少しずつきちんとし

た教育を受け、中学校へ行く子も増えてくるのではないかとの希望もあります。 

 この後私たち AYF がどんな形で支援を続けるのか続けないのかは、これから考えていか

なければならない大切な問題です。 

 

おわりに 

 今回東京の参加者が少なかったので、交流会のことなどでは富山グループが動かざるを

得ませんでした。今まではすべてを東京グループにお任せしていたので、初めて計画や準

備をしてみて改めて大変なことを実感しました。最終回になって、ようやく少しはお返し

できたのではないかと考えています。 

 初参加の方が 5 名もいらしたので、特に健康面での心配もありましたが、皆さん元気に

はつらつとツアーを楽しんで下さったようです。本当に安心しました…と言うどころか、

私たちよりずっと身軽に飛び回ってくださった時もありました。 

 中川先生には、何度となく講義張りの熱心な遺跡の解説をしていただき、ありがとうご

ざいました。教えていただいたことをあれほど詳細には覚えられませんが、最低限はきち

んと覚えておきたいと思っています。 

 

もう一つのおわりに 

 AYF が目指してきた「子どもたち・若者たちに教育支援を」「アンコール遺跡・保全につ

ながる人材教育を」という目標は、簡単に到達できるものではありませんし、この 10 年余

の私たちの活動も、その入口へほんの一歩踏み入れたところなのかもしれません。 

 私たちの年齢を考えると、体力的にも精神的にもつまずくことが多く、これから会とし

て動くことは次第に困難になっていきますが、私自身は今までの経験をもとに、何らかの

方法でこれらに関わり続けていけたらよいと思っています。 

 また、この会に入っていろんな方々と出会いお付き合いができ、この 10 年余りで私の世

界はずいぶん広がりました。いろいろ励ましていただき、いろんな経験も沢山できました。

ツアーが無くなって、再び元の世界に戻らないようにしていきたいと思いますので、これ

からもどうぞよろしくお願いいたします。皆さま本当に有難うございました。 

 



 

53 

 

カンボジアからベトナムへ 

―内戦の傷跡は今もなお― 

山岡 義典 

 

タ・プロ―ム寺院遺跡にて 

カンボジアでは、昨年見逃したタ・プロ―ム寺院の廃墟を見学した。アンコール・トム

の 1 キロほど東にあって、ガジュマルなどの巨木に覆い纏われた遺跡として有名だ。ジャ

ワパルマン 7 世が母のために造営した仏教寺院だったが、その後はヒンズー教による仏教

排斥で廃墟化したらしい。どういうわけか、今は東の背面から入って西の正面から出るの

が見学コースになっている。 

その入り口の沿道では、簡単なテントの下で 5～6 人のオジサンたちが座って民族楽器を

演奏していた。小さな琴や弓で弾く弦楽器が中心だ。遺跡の風景としても、散策のバック

グラウンド・ミュージックとしても、やや物寂しい雰囲気はあるものの馴染みがいい。立

ち止まってカメラを向け、ちょっとだけ曲に聞き入る。そこから修復中の廃墟の中をぐる

ぐると回って西の正面から出ると、その広場にも同じような楽団が演奏している。よく見

ると、楽師たちの前には小さな台が置かれ、数枚の CD が並べてある。手軽なお土産グッ

ズとして、手元のドル紙幣を何枚か箱に入れ、中身も確認しないで一枚だけ持ち帰った。 

帰国して自宅でその CD を聴きながら改めてよく見ると、ジャケットの表にはクメール

文字に挟まれてローマ字で KHMER WEDDING MUSIC とある。「そうか、結婚式の祝宴

歌か」とつぶやきながらその下を見ると、小さく RECORDED AND PRODUCED BY 

HANDICAP COMMUNITY AT TAPROM TEMPLE SIEMREAP ANGKOR 2015 とある。

「なるほど、タ・プローム寺院所属の障害者の楽団だったんだ」と納得。ジャケットの裏

面にはクメール文字と英語で 12 曲の収録リストが記載され、そしてケースの右下には丁寧

にも小さな日本語の説明シールがはってある。日本人もよく買って帰るのだろう。演奏者

の名は地雷被害者楽団。その下にさらに小さな、虫メガネでもないと読めそうにない字で

説明が書かれている。白内障が進む眼を凝らして、やっと次のように読む。 

＜私達は全員地雷被害者です。手足が無く仕事につくことが出来ず、ここで演奏してい

ます。どうか楽器の演奏を聴いてください。そして貴方が感動したならば募金をしてくだ

さい。ありがとうございます＞ 

「ハンディキャップといっても、地雷で被災した人たちなんだ。」 戦禍に苦しむ人たち

の、いわば自立のための演奏活動だったのである。「そうとも知らず 1 枚の CD を買ったが、

少しは役にたてたかな」、と相変わらず少し寂しさの伴う結婚歌を静かに聴く。 

1970 年以降、ベトナム戦争はカンボジア国内にも広がり、やがてカンボジア人同士の内

戦が激しくなる。1975 年にはカンプチア民族統一戦線がプノンペンを制して内戦は終わる

が、急進的な共産主義のポル・ポト派が政権を握り、3 年 8 カ月に及ぶ支配は伝統的な価値

【参加記】―カンボジア＆ベトナム― 
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観や社会体系を否定し、国内は大混乱に陥る。国際的な東西関係の中で、1980 年代にはカ

ンボジア内戦はさらに長期化し、多くの死者がでた。1991 年 10 月のパリ平和協定とその

後のシアヌーク殿下の帰還によって、やっと平和国家への道を歩みはじめる。 

その内戦の時代、山野や農地に多くの地雷が仕掛けられた。一度埋められた地雷は、簡

単には一掃できない。その後も埋まったままの地雷も多く、何の罪も咎もない農民たちが、

その地雷に触れて手足を失った。アンコールの周りも、そのような地域の一つだったよう

だ。その被災者たちが、このタ・プロ―ム寺院遺跡を中心に楽団を組織したということだ。 

 

 

ハロン湾に向かう途中で 

今回、初めてベトナムを訪れた。南端のホーチミン（サイゴン）経由で夜遅くハノイに

着いたその翌朝、3 月 14 日に貸切バスで 165 キロ東のハロン湾観光に向かった。長い車中

でのガイドの話は興味がつきなかったが、その中で「ベトナム戦争による枯れ葉剤の被害

は、今では 4 世代にも及んでいる」という話は悲痛な思いで聞いた。 

帰国してインターネットで調べると、ベトナムで米軍が枯れ葉剤を空中散布したのは、

1961 年から 10 年間という。その初め頃に大人として被曝したなら、今は曾孫（4 世代）が

いてもおかしくない。特に早婚社会なら、なおそうだ。枯れ葉剤の被曝の象徴的な姿は、

日本人なら分離手術で来日したベトちゃん・ドクちゃんでよく覚えている。このような外

形的な障害のみならず、遺伝疾患や癌などの後遺障害に苦しまなければならないという。

それが第４世代の人まで続くのだ。枯れ葉剤散布の目的は「解放戦線の隠れ家でジャング

ルを絶滅させ、解放区で作られる農作物を汚染し、食糧を奪うためだった。」（注）という。

非戦闘員まで全滅させようというのだから、何という残酷な反人道的な行為か。世代を超

えるということでは、地雷よりももっと悪質で無残だ。 

さてバスに戻ろう。ガイドの話によると、そのような被災者のための働く場があちこち

に作られているという。手や足の不自由な人たちが座ったままで作業できる付加価値の高

い伝統工芸のような仕事が多いそうで、間もなく立ち寄る土産物屋の刺繍工場も、その一
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つという。 

バスはやがて大きな建物の前に着く。屋外には、多数の巨大な石の造形物が並べてある。

ちょっと成金趣味の庭園用の置物のようだが、世界中から買い求めてくるという。中に入

ると、大きなホールの半分はガラスケースのカウンターで囲まれた広い作業空間になって

おり、台上の大きな布に向かって、多数の男女が黙々と刺繍の作業を続けている。その数

は 50 人余り。カウンターの外側の三面の壁面には、ここで作られたのか、大きな額縁入り

の刺繍画が床から天井まで、びっしりと飾ってある。一つ一つ見ていくと、しっかりとし

た現代絵画を原画にした立派な作品で、値段も結構いい。買って帰っても我が家には飾る

場所がない。お土産の展示コーナーに回って、ともかく思い出にと小さな額入りの刺繍画

を買って、バスに戻る。量産品の安物だが、川辺の水田で取り入れ作業をする 4 人の姿と、

川の中州の 3 軒の農家。のどかな稲作農村の風景だ。 

 

 

見え隠れする内戦という悲劇 

 1960 年代のベトナムと 1970 年代のカンボジア。同じ言葉を話す同じ民族同士の争いと

いう意味では、いずれも内戦であるが、東西冷戦環境のもとでの悲劇だ。そこでは多くの

枯れ葉剤と地雷が使われた。それらによる長期にわたる一般市民の被災。平和をとりもど

して 25 年以上になるが、その戦禍は今なお社会の隅々に見え隠れする。今回の旅では、両

国の平和と近代的な発展の姿とともに、思いがけずも、その戦禍の一面を垣間見た。 

注：村山康文「アジア・太平洋の窓 Part2 ベトナム戦争は終わらない～枯れ葉剤後遺症に

苦しむ人びと」国際人権ひろば№66(2006 年 03 月発行号) 〔インターネットより〕 
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雑感―アンコール・ワットとベトナムの旅－ 

的場 信良 

 

[シェムリアップ空港にて] 

 ：入国手続き 

＊昨年はパスポートに荷物の引換券を挟んで紛失した苦い経験があり、今回は余計な

ものは挟まず順調に通過した。 

＊平成 17 年にはじめて訪れたときは、バラックの様な建物で審査時に、クレームで

何を言われるか解らない雰囲気でしたが、今は明るい建物と審査官も明るい雰囲気

でずいぶん変わってきたなと感じた。 

[ホテルにて] 

 ：シャワー設備と WiFi 事情 

＊観光シーズンのピークでホテル事情もあり、止むを得ないがシャワーのお湯は昨年

に引き続き大変だった。とにかくピークを避け合間を縫っての利用で苦労した。 

＊WiFi については、携帯の地元住民の利用も盛んで利用範囲が広くなった。 

＊フランジパーニホテルでの 3 連泊は、移動の煩わしさが無くよかった。 

[アンコール・ワット入場チケット購入] 

＊チケット売り場が昨年と場所が変わり、スムースに購入できた。 

＊3 日用が 62＄で 1 日用が 37＄いかに収入を得ているか、観光用で地元に還元され

ると思い、13 日の 1 日用を追加購入した。 

[中川先生の案内と説明（修理・修繕と修復との考え方）] 

＊「修理」とは、壊れて使えないものを直して、元通り使えるようにする 

＊「修繕」とは、壊れたままでも使うには使える 

＊「修復」とは、壊れた部分を元通りの状態に再現する 

中川先生の現地での説明に、繰り返し「修復」の大切さを話されており、遺跡の

損傷状況に対する先生の取り組まれる思いを、強く感じる機会だった。 

：修復と修理の違いを実感した箇所が回廊の各所に見られた。施工した国の捉え方でこ

のように姿が異なる事を実感した。（写真①、写真②） 

応急対策としてのツギハギ修理・セメント使用・接合部の色違いなど 
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    写真① 天井の修理            写真② 床の修理 

[遺跡見学感想] 

 ：アンコール・ワットからの朝日を仰ぐ（12 日早朝から） 

＊早朝からサンライズのアンコール・ワットを期待して中央祠堂を見つめていたが 

ほぼあきらめて、朝食をとるために戻ろうとして参道を振り返ったら中央祠堂の右

側に少し霞んだ朝日に出会えた。「幸せ・幸せ」 

＊今回は第三回廊の中央塔に登る機会を時間制約のため断念した。「長蛇の行列」 

[バイヨン中学にて] 

＊JST 活動と AYF の活動について 

今回改めて JST の 2016 年度の活動ご案内パンフレットを

読んで AYF の活動との連携について考える機会になった。 

＊小出さんから JST が関与した水環境絵本（三井物産環境基

金）を頂きましたが、どの様に学校で活用されているのかに

関心を持ちました。 

 ：カレーライス 

＊昨年頂いたと同じ味で香辛料もきいて非常においしくいた

だきました。お世話いただいた皆さんに感謝です。お替り

させてもらいました。またパンも大変おいしかった。 

 ：スプーンレースなど 

＊昨年はピンポン玉でよく落とし、前をよく見ていないのでぶつかりそうになり、ヒ

ヤヒヤしたが今回は玉も安定してみんな力走し順調にゲームが進行した。 

＊パソコン電源などは、太陽パネルで発電・バッテリー充電・交流に変換のシンプル

なものだったが、夜間照明の不要な最小限の設備であった。（写真③） 

写真③ 電源設備 
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＊服装など、はだしとゾウリで中には今回は数人ズック履きの子供がいた。昨年はい

なかったように思う。生活環境の改善か、観光収入の効果か。 

[クラウ村にて（交流・コマ回し）] 

 ：子供の素直さと見て覚える順応の早さにはビックリ・好奇心旺盛と感じた。 

 ：服装の変化・はだしが昨年より減少していると感じた 

 ：やまなみ塾に集まった子供たちは、昨年より減少していたように思う。 

 ：今回はコマが床板の隙間に引っかからないように、ガスレンジの下敷きとランチョン 

  マットを準備した。手本を見せてコマを回し、紐の巻き方を見よう見まねで教えたが、 

  言葉で伝わらなくても子供たちの豊な感受性は素晴らしいと感じた。 

  遊ぶことは先ずやってみる。この好奇心が大切だと感じた。（写真④、⑤） 

  
         写真④                  写真⑤ 

[街の中の配電線事情] 

 ：昨年には見られなかったアンコール･ワットに通ずる電柱と配電線工事を見た。 

  道路整備と併せて近代化への整備が進んでいると感じた。 

 ：シェムリアップ市内の配電線は電線を束ねた架線で、電力 OB として驚きの一言です。 

  電柱に積算計を取り付けてあり、これまた驚きです。（写真⑥） 

     

写真⑥ 電線を束ねた架線と電柱に取り付けてある積算計 
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[ベトナム・ハノイ観光] 

 ：ハロン湾観光（バス移動片道 4 時間はしんどかった） 

 ：ホーチミン廟での儀仗兵交替は純白の制服で見ごたえがあったが、韓国や台湾の 

  交替式は人数・装備・兵隊の行動のキレで勝っていると感じた。 

 ：現地ガイドの話でなぜ中国人がホーチミン廟に多いのか、北朝鮮のミサイル発射の反

発で中国の旅行者が韓国・日本への渡航を制限された結果、友好国のベトナムが増え

てきたとの事。中国政府の国家統制力に改めて驚いた。 

 ：配電線事情（CVCF） 

＊15 日の日本料理店での昼食後に店の入り口に CVCF（定電圧維持装置）が設置され

ていた。日本の電気の質との相違を感じた。（写真⑦） 

＊配電線布設はシェムリアップ市内と似ているが、ハノイ市内の方がスッキリと感じ

た。（写真⑧） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

        写真⑦ CVCF            写真⑧ 配電線敷設 

 ：タンロン水上人形劇 

＊コミカルで繊細な人形の動きは素晴らしい。言葉が理解できなくても十分に楽しめ

た。簾の奥で操っているとは思ったが、フィナーレで簾から出てきて紹介された演

者たちの高度なテクニックに感心した。 

 

  まとめ：気づいたこと・感じたことを思いつくまま書きました。 

      お世話いただいた皆さんに感謝です。 
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ツアー日記 －交流会、準備段階から参加して－ 

森尻 ふみ子 

 

3 月 9 日夕刻、富山空港集合。第十回やまなみ塾訪問ツアーが始まりました。羽田空港で

初参加の旧友、石田愛子さんとも会えて、全員集合。多賀代表の挨拶で、いざ出発です。 

 

3 月 10 日朝《シェムリアップ 1 日目》 

バンコク・スワナブーム空港経由カンボジア・シェムリアップ着。10 時頃、フランジバ

ー二・ヴィラ・ホテル着。このホテルで 3 泊しました。バスタオル類は洗濯されているよ

うだけど、かなり使い古された色でした。しかしシャワーのお湯は出たし、バスタブに浸

かろうと思わなければ OK。朝食バイキングは充分美味しかった。3 泊で 100 ドルは安くて

いい。部屋に蚊がいても気にならなくなったのは、私が慣れたせいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昼食後、中川先生の拠点 JASA 事務所にてこれまでの修復等活動のお話を聞く。15 時過

ぎにいざアンコールワット遺跡見学に。3 日観

光パスポート 62 ドルといいお値段です。チケ

ット売場も新しくなって、こういうところに

お金が回って行くのだろうと納得しました。

横の建物に北朝鮮の国旗が上がっていました。

日本とは国交断絶でもカンボジアとは仲いい

のですね。 

王のテラスへ行きました。観光客も少なく、

ゆったりとした夕暮れ時、アンコールワットにまた来ましたと、大きく息を吸い込みまし

た。 

 

3 月 11 日《シェムリアップ 2 日目》  

 午前中アンコールワット見学。旧友には、つい先日天皇陛下を案内された中川先生の説
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明受けながらの見学など滅多にないことだからと、列の前に送り

出し、私は、見たことのある壁画、ネバーダやアプサラたちと心

のなかで挨拶をかわしていました。 

 午後からはバイヨン中学校訪問。いつものおいしい(＾-＾)カレ

ーをいただき、中学生との交流会を行いました。今年は校長先生

のお話はありませんでした。ゲーム、フォークダンスやスプーン

競争などで、大きな歓声を上げて楽しんでいる子どもたち。「この

国の大人たちは子供と一緒に同じことをして遊ぶことはないので、

それも面白くてならないのだろう」と、中川先生が言われました。

いつも思うのですが、日本の中学生と比べるとあどけなく、よく笑う。逆に言えば、日本

の中学生は大人顔負けの忙しさで笑っている暇はないということでしょうか。 

 

3 月 12 日《シェムリアップ 3 日目》 

早朝アンコールワットに昇る朝日を見に行きました。人が多い、物売りも気になります。

ふと足元を見ると、蠍（さそり）の死がいが。え？この辺さそりいるの？知らなかったで

す～。 

永井さんは最初２枚で 10 ドルにさせてマフラー渋々買ったら、その後朝日を見ている暇

もなく付きまとわれて、もう一度 4 枚 10 ドルでマフラー買ったとか。1 枚 10 ドルのマフ

ラーが、20 ドルで 6 枚とは・・・。お得だったのかしら。 

朝食後、遺跡見学、バイヨンとバプーオン。前年は多賀夫妻が手をつないで空中の参道

を歩いて渡りましたが、今年は、主人と私、秋元夫妻が手をつないで渡りました。例年よ

り暑かったのか、汗が流れました。途中で待っているからという人も多くおられましたか

ら、本当に暑かったのです。 

午後、やまなみ塾の子どもたちとの交流会。

今回は作って遊ぼうの中の一つとして、カラ

ーストローを細かく切ってノリで貼って飾り

付けたピンチを子どもたちと作る担当をしま

した。初めて準備段階から（富山から）の参

加でした。本番ではどうだったでしょう。夢

中で子どもたちに求められるままに対応して

いて、楽しんでもらえていたのかもわからな

かったです。しかし、今までもこうして時間

をかけて準備してこられた方がいるのだと気

付かされました。余談ですが、去年突然来て

くれた我が家の息子達の嫁様方も協力してくれて、和そして絆が深められました。 

岡田さん、多賀さんありがとうございました。 
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3 月 13 日《シェムリアップ 4 日目》 

 午前中は、トンレサップ湖周辺観光組と二手に分かれて、我々はタ・プロームとニャッ

ク・ポアンへ行きました。タ・プロームは工事箇所多く全体的な美観が薄れていると思い

ました。6 年前初めて行って、迷子になり、かくれんぼの鬼役が、友達を見つけられず、心

細くなりながら色々な場所を探し回った思い出のあの頃とは、様変わりしたように思えま

した。あの頃は今のようにキッチリとは通路が決まってなかったからでしょうか。 

  

ニャック・ポアンへの道のりはとても心が洗われるような美しい佇まい。水面が空を写

しているからだろうけど、とにかく煉瓦色ばかり見てきたあとには、眼も喜んでいるのだ

ろうと思いました。 

毎回の事ではありますが、中川先生お世話になりました。ありがとうございました。 

昼食時皆さんと集合。これが全体では最後の食事でした。暑かったし、ビールもすすみ

ました。 

 

夕刻シェムリアップ空港へ、直帰組と 30 分も違わない時間で、わたし達はベトナム、ハ

ノイへ。直帰組の主人とは、しばしの別れです。主人は鎖骨を怪我したまま参加しており、

痛そうだったけど、無事帰ってお仕事がんばってくださいね。 

9 時過ぎにベトナム、ハノ

イ空港着。湿度 90％以上、

雨ではない。肌寒い。バス

の中でおにぎりを食べて、

ホテル着。豪華なホテルで

した。 
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3 月 14 日、15 日《オプショナルツアー》 

ハノイから往復 8 時間以上かけて、ハロン湾に行きました。風光明媚な世界遺産観光地

でした。 

 

翌日は、タンロン遺跡、ホーチミン廟、ベトナム戦争の歴史を刻む建物を訪ねました。

少々知識増えたかもしれません。タンロン水上人形劇場、素晴らしかったが名前が出てこ

ない。ヒルトン歌劇場での夕食、麝香猫の珈琲・・・。旧友と同室で 2 泊し、語り合い、

充分に楽しめました。でも、前にも書いたと思うが、やっぱり私は、シェムリアップ・ア

ンコールワット遺跡群が好きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 月 16 日《帰国》 

 ハノイ空港→ホーチミン空港→成田空港→羽田空港→富山空港と乗り継いで、11 時頃無

事に富山に着きました。気持ちがどっと緩んで、2～3 日、なんで？と思うほど何もできな

い。疲れ？歳のせい？しかしお腹はこわさなかったので、体重は 2 キロ増。未だに変わら

ず、悲しい。 

 

訪問ツアーを終えて 

 2011 年第 6 回訪問ツアーから参加させていただいてから、毎回参加。今回で 5 回目とな

りました。これからは恒例ではなくなるのでは・・・と、聞きました。残念です。初回訪

問時アンコールワットは、テレビ番組世界遺産で知り、AYF はカンボジアの子どもたちを

支援する団体くらいの知識で、とにかく 65 歳過ぎたら大変だろう・・・と、主人が腰を上

げるのを待っていられないと思い、参加させていただきました。2 回目からは、私より年上

の方々がさっそうと行動されている姿に見惚れてしまい、私もついていきたいと思うよう

になりました。そして今回は、忙しいが口癖の主人も参加し、故郷の旧友も、参加して、

色々聞かれて説明する役にいつのまにかなっていました。ピンチ作りも担当しました。知

らぬうちに育てられ成長していたのかも知れないと感じました。AYF の皆様、本当にお世

話になりました。ありがとうございました。 
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やまなみ塾ツアーに参加して 

石田 愛子 

 

＊はじめに＊ 

 やまなみ塾はボランティア訪問と遺跡見学と聞き、有名な遺跡観光と民間人のボランテ

ィアとはいかなる事かと興味本位で仲間に入れていただきました。足手まといにならない

ことに留意をしましたが、皆様の顔と名前

が一致し始めたのはハロン湾での集合写真

後でした。 

 無事で楽しく、内容の濃い遺跡の説明を

受け、現地の様子を垣間見る事が出来、素

晴らしい旅行になり皆様に感謝いたします。 

 事前に森尻ふみ子さんから第九回ツアー

冊子を送られましたが斜め読みでは理解に

欠け、帰国後再度読み直し現地の様子を思

い出しながら懐かしく楽しく、また文章を書くことの難しさを体験しています。 

 ニュースの情報で知っていた様子を現地で重ねる事が出来ました。 

 

＊現地で知り得た一部＊ 

 子供達が少し恥かしげに又得意げに目を輝かして「家、親のために頑張りたい」と言う

言葉を我が子、我が孫に聞かせたかった。 

 言葉が通じなくても笑顔で、アイコンタクトで、タッチで楽しく交流できた。 
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 交流会場のトイレでは入り口から奥まで赤茶土の素足跡が続き、美味しかったカレーの

鶏肉は口の中では骨の断片が刺さったりして大声を出しそうな場面に出くわした。 

 ホテル周辺では夜遅く薄暗い明かりの下で女性たちが洗面器で洗濯をし、大人も子供も

犬も猫もスズメも痩せていたり。 

 4日目は観光客のいない遺跡や濁った川に網を張る人、オートバイの荷台に豚が仰向けで

縛られ運ばれている様子を見、のちにふみ子さんに中川先生たちと出かけた遺跡へ行くべ

きだった、素晴らしかったと言われましたが、私は人々の営みの一端を垣間見、こちらを

選んで良かったと思っています。 

 やまなみ塾やバイヨン中学校でのボランティア活動に参加し、教育と自国の文化に自信

を持ち伝えることの大切さを再認識しました。 

 

＊遺跡観光＊ 

 観光初日、広大な美しい敷地にマイクロバスで入っていく景色に感動でした。緑の庭に

遺跡でなく現在も使える如き壮大な建物。次の日は別の入り口、説明書を読んでも理解で

きない寺院群に圧倒され、日の出を見に出かけ 2回目の訪問場所と知った事。 

 今もお供え物や花を添える村人、その村人達の入場無料は当たり前のこと。 

 身近に中川先生の解説があり、各国の修理状況や考え方等の裏話も興味深い限りです。

特別待遇の案内を受け贅沢な観光ができました。 

 

 経験豊かな皆様に守られ、楽しい旅行ができました。ありがとうございました。 
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多賀会長の拡声器として 

内田 滋 

 

「ＡＹＦやまなみ塾訪問」、私は今回で 3回目です。 

今回は東京からの参加者が少なかった反面、富山からの元気な皆さんが多く参加され、

例年通り賑やかな訪問団になりました。特に、もう何十年も会っていない中学校の同級生、

森尻医師の参加は嬉しいことでした。 

富山からの人達を待ち、羽田空港集合時、「多賀さんの声がおとなしいので、拡声器を務

めてほしい」と。高校時代、応援団長でしたから声の大きいのは昔取った杵柄で、今でも

自信あります。 

バイヨン中学 

メインのバイヨン中学訪問、昨年は 200名の大勢の生徒達が迎えてくれましたが、今年

は土曜日ということもあり、約 100名の生徒達。 

便所も水を流して掃除してあり、昨年、せっかく綺麗にしたのに便器タワシが無操作に

放り投げてあり、中川教授に「せっかく綺麗にしたのにね…」と訴えると、教授いわく「ま

だ 5～6年かかる…」と。なる程、日本の教育とは違うんだと納得。今回は便器タワシの放

置はなかったものの、先生達は一生懸命やっているなと実感しました。 

ただ、中川教授が何気無く言われた、此の国の大臣の評価は「他所でいくらの資金を獲

得してくるか？」に掛かっているとのこと。日本が明治初年、学制を発布し、2年間で 2万

5千ヶ所の小学校を建設、自力で国家建設を果たしたのとえらく違う。 

中川教授がアンコール

遺跡群の修復事業に、現

地の人達の教育を優先さ

れていることは、正に此

のことで、教育は時間が

かかるけれども一番確実

な建国の手段です。 

今回も、中学生達とマ

スゲームやボールゲーム

をしました。バイヨン中

学の生徒達に、心を込めて終わりに、エールを送りました。“フレー！フレー!!バイヨン”

“フレ、フレ、バイヨン”。都の西北「バイヨン中学」から、この国の人材が育ってくれる

ことを願ってやみません。 
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ハノイ 

ベトナムに（と言っても北部地区）四季があることを初めて知りました。日本国のよう

に南北に細長い国土。ハノイは霧雨にむせび、なかなかの風情でした。 

共産主義の国とは言え、経済発展が目覚ましく、この点がカンボジアと著しく異なると

感じました。人口も、日本の一回り小さな国土に 9千万人、急激に増加しています。 

アオザイに憧れて、勝手にイメージしていましたが、実際はベトナム航空のフライトア

テンダントで納得しました。 

 

ホー・チミン廟 

“建国の父ホー・チミン” 

24時間衛兵に守られ、今でも人民に親しまれ尊敬されていることに敬意を表しました。

中国人観光客のおかげで、ホー・チミン主席の遺体が安置されている内部には入れません

でしたが、外で厳粛な気持ちでガイドの説明を聞きました。 

  

ホー・チミン主席は、子供も家族もなく、一人で質素で清潔な生涯を終えたという解説

に、森尻夫人が「隠し子はいなかったんですか？」と質問、気持ちの上では「無礼な！」

しかし、心の中では吹き出してしまいました。同じ共産主義の中国や北朝鮮だったら、逮

捕、拘束され、帰国が遅れたかも知れません。日本人はいい！ガイドさんも何と言ってい

いか困ったことでしょう。 

なかなかいいガイドで、タンロン遺跡の鍾乳洞でも、傍若無人の中国人団体客のガイド

が、ハンドマイクでがなっていたのを注意していましたから、「あんたはエライ！」と誉め

てやりました。 

次回のＡＹＦやまなみ塾訪問も期待します。 

よろしくお願いします。 
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6度目のやまなみ塾訪問ツァーに思う 

佐脇 修司 

 

この度のツアーに参加させていただき、子供たちと楽しく交流出来た事を皆様に深く感

謝いたします。 

 

 

やまなみ塾・バイヨン中学訪問 

 

年々羽田空港からの深夜便が身体に堪えます。バンコク航空のラウンジでカンボジア入

国ビザ関連書類用紙の作成に大慌てし、ゆっくり休憩できず飛行機に乗り込みシェムリア

ップ空港に到着、毎年立派になって行くターミナルに複雑な気持ちで入国手続きを行い入

国完了。 

今回で 6 度目のツァー参加、

訪問のメイン行事である子供

たちとの交流スケジュール打

ち合せ、子供たちの笑顔を思い

出して眠気を我慢して丁寧に

ゲーム等を検討。 

バイヨン中学校は、篤志家の

援助で立派な校舎になり生徒

数も訪問の度に増加したが、教

師や教材がまだ不足している

ので校長先生、チェアさん達の

苦労が当分続くのかな。 

 

 次の日のクラウ村のやまなみ塾の交換

会は、かつては沢山の子供たちで溢れて

いたのがめっきり少なくなり寂しい気持

ちになり十年の活動も再検討時期なのか

な・・・。 
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アンコール遺跡群、ハノイ観光他 

今回から遺跡観光パスポート発行所が新

築され、場所も変更（北朝鮮の援助との事？）

カンボジアの大切な外貨収入源だがこの国

の援助だのみの体質に疑問も感じる。 

毎回中国からの観光客が増えて騒々しい

のにがっかりした。 

遺跡見学では、アンコール・ワットの回

廊のすばらしいレリーフ、バイヨンでは四

面体の神々の顔が林立し戦闘場面だけでな

く庶民の暮らしぶりが刻み込まれているレリーフ。タブロムではガジュマルの浸食で大部

分が倒壊の危機に直面した遺跡の修復の現状、バプ―オンでは二人寄り添って歩けば最高

の長い参道、フランスチームの遺跡修復の考え方等毎回懇切丁寧に説明頂き感謝感激です。 

 

幾つかのトラブルはありましたが、ベトナムに向かい初日は奇石が林立する世界遺産の

ハロン湾まで 4 時間程も赤いバスに揺られ、カンボジアとの温度差、雨と風で腰が痛かっ

たです。 

二日目はタンロン王城跡、ホーチミンの簡素なベトナム戦争作戦本部、ホーチミン廟、

文廟、一柱寺ここでも沢山の中国観光客に遭遇しスケジュールを変更して見学。ホーチミ

ン空港経由で成田空港へ帰国、さらに富山空港へと今回も沢山乗り換えた空の旅でした。 

 

最後に、スケジュール、旅行社への手配、交流会の計画、会計等に大変ご苦労かけた中

嶋様、山岡様、岡田様、多賀様、そして楽しい旅をご一緒させていただいた皆様に感謝し、

また参加できることを心より願っています。 
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旅の思い出 

永井 進 

 

「トゥクトゥクに３回乗りました」 

１回目 

3/11 夕食後ホテルに戻ったところ、溝口さん（単独行動者、やまなみ塾に同行）が訪ね

てこられ同年の岡田氏、中嶋氏を誘って 4人で街中へ 10分～15分、2ドル。 

夜風に吹かれてのんびりと屋台でビールとつまみで談笑 20ドル、4人で計 24ドル。 

（運転手のお兄さんからいい女いるよと声をかけられたが・・・） 

2回目 

3/12 早朝、日の出見学ツアーの際、置いてきぼりに遭い、多賀さんと 2人でトゥクトゥ

クに乗って追いかけました。2人で 6ドル、暗闇の中、冷や汗の 30分～40分。 

3回目 

3/12 森尻さん（奥さん）が夜の街中を散策したいと言われ、御主人の了解を得て森尻さ

ん中嶋さん溝口さんと４人で街中へ。屋台とビールとつまみで談笑 16ドル、計 20ドル。

森尻さんに支払っていただきました。リフレッシュ出来ました。 

 

 

「ホテルのプールで 3日間泳ぎました」 

シェムリアプは日中暑く１時間で汗びっしょり。ホテルに戻って夕食まで 1.5時間空いて

いたので持参した水着に着替えてプールサイドのシャワーで汗を流し 10ｍのプールを 10往

復泳ぎました。身体の熱りも静まり脚の疲れもとれ元気に夕食会と二次会に行けました。

欧米の美人のお嬢さん、太った奥さんも居ました（眼の保養になりました）。 
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中川先生も毎日来ておられました。 

「今回も置き去りに遭いました」・・・失けた
うしなけた

（富山弁） 

3/12早朝、日の出見学ツアー、どこかの丘の上に行くのかなあと思い不要な物は置いてい

こうと、ANGKOR PASSも部屋に置いてロビーに行きました。ANGKOR PASS必要と言われ部

屋に取りに行って戻って来ると、多賀会長さんが待って居てくれましたが、他のメンバー

はバスに乗って出発済み。小生のみならず会長も置き去りに・・・なんてこった。外に出

てトゥクトゥクを呼び止め、ホテルマンに行き先を言ってもらい、2人で追いかけました。

30～40分暗闇の中何処へ行くのやら・・・。薄明るくなって周囲を見渡すと、なーなんと

昨日来たアンコールワットではないか！！！ 

行き先と必需品を確認していない小生が悪い。多賀さんご迷惑かけました。 

昨年もニャックポアン見学後、露店でスカーフを値引き交渉している間にバスは私を置い

て出発・・・10分後に永井が居ないことに気付き戻って来て無事回収された・・・事なき

を得る。 

鉄則：ホテルの住所、行き先と必需品を確認、集団と逸れたら集合場所で 20 分待つこと。 

 

「バイヨン中学での交流会」 

昨年は初参加で若手（横山さん、佐脇さんに次いで）であったのでビーチバレー、スプー

ンレース、フォークダンスを先頭にたってやりましたが、今回昼食にビールを飲んだ事も

あってハッスル出来ませんでした。若い横山さん、秋元夫婦に頑張って頂きました。 

スプーンレースでは昨年担当したチームは 1番でしたが、今年はのんびりと私が走ったせ

いでビリでした。生徒には申し訳ない。何事も一生懸命やらねば・・・。 

 

 

将来の夢を日本語で発表した約 10人の話は心打たれる思いでした。頑張って夢を叶えて欲

しいと願うばかりです。 
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「ＡＮＧＫＯＲ ＰＡＳＳの値段」 

今年 3DAY 62ドル、１DAY 37ドル 

昨年  〃 40ドル、  〃 20ドル 

高くなった分遺跡の修復、子供の教育に予算配分の充実を願うばかりです。 

 

「ハノイにて」 

ハノイは活気がありました。観光客も多く（特に中国人・・・THAADの配置で韓国に行かず？

行けず？でベトナムへ）、ホーチミン廟は入場できませんでした。 

朝 8時過ぎ通勤のバイクが道路に溢れている様は日本の昭和 40年代の通勤ラッシュ、経済

の発展を思い起します。 

65～72歳が 14人の AYFメンバーはハ

ロン湾観光。90分の観光船の中では景

色を楽しむと思いきや酒宴の場となり

ました。ビール、赤ワイン 4本、白ワ

イン 4本、紳士、淑女の AYFメンバー

はアルコールに強い！！！ 

 

気力、知力、体力、食欲、酒力がないと此の会に残留出来ないと痛感しました。 

 

皆様にはお世話になりました。イレギュラー（変人）永井をまた誘ってください。 
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今年もトホホ！ －交流会と遺跡の間で－ 

岡田 寛 

 

忘れたくても忘れられない、私自身は５回目となる「第十回ツアー」 

 10 回目となる「やまなみ塾訪問と遺跡見学ツアー」、私自身の参加としては 5 回目になり

ます。少し慣れてきて油断があったのか、それとも認知症傾向がはっきりと表に現れるよ

うになってきたのか、今年はスマホ紛失というポカをやってしまいました。 

 昨年の第九回ツアーではアン

コール・パスポートの携帯忘れ、

同行の皆さんに時間的なロスを

与えたものの、金銭的には 15 ド

ル程度の損失で済みましたが、

今年のスマホ紛失は、帰国後の

手続きと新規スマホ購入のため

に数万円かかってしまいました。

紛失に気付いたのが、やまなみ

塾での交流会からホテルに帰っ

た時でした。 

 翌 3 月 13 日、シムリアップを

離れる日ですが、スマホ内の写

真も惜しく、紛失場所として一

番可能性が高いやまなみ塾に一

人で探しに行くこととし、朝食

後にホテル前からトゥクトゥク

に乗ることにしました。 

 行き先の「やまなみ塾」の説

明が難しかったのですが、事前

に相談していたチアさんの名前

を出したらすんなりといきまし

た。朝の早い時間でやまなみ塾

は、子どもは誰もいなく、前日作った七夕飾りが風に静かに揺れていました。紛失スマホ

は結局見つからず、諦めました。なお、塾までのルートは上図の赤い線で、約 14.5km。今

までやまなみ塾は、アンコール･ワットの北西部と漠然と思っていたのですが、これでその

位置がはっきりしました。携帯 GPS のお陰です。主たる遺跡の他、空港、モイモイ、JASA、
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オールドマーケットの位置も書き入れました。遺跡位置の黒枠は多少の誤差があるかもし

れません、悪しからず。 

遺跡見学、結局はアンコール･ワットとバイヨン寺院のみ 

 私としては 5 回目となるツアーですが、ワットの中央祠堂には工事中などで一度も登っ

たことがない。今年こそはと期待しましたが、溢れかえる観光客で待ち時間が長く、午後

の交流会に間に合わなくなるので諦め。確かに、アンコール・パスポート購入のための施

設(役所)も新設されたようで、此処もごった返していました。さらに遡りますが、空港では

飛行機も多かった。世界遺産登録からは既に 20 年以上経過しましたが、遺産保護と観光地

化のバランスが難しくなってきているのかもしれません。 

 

 

 この 4 月 6 日に京唄子さんが天寿を全うのニュース、中川先生から彼女に似た菩薩像が

あるとのバイヨン寺院での解説を今あらためて思い出しました。回廊に刻まれている戦闘

シーンや日常生活の様子は何度みても、よくぞここまでと思った見学でした。 

バイヨン中学交流会 

 今年は、カレー昼食／歌での挨拶と生徒の夢発表／ダンスとゲームと多彩でした。中で

も生徒の発表は日本語でした。「先生になりたい」「お金を稼ぎたい」「友だちと一緒に勉強

を頑張りたい」等々。2015 年、2016 年に(公財)「育てる会」関係で皆さんの応援もあり、

合わせて 20 人ほどの青少年が来日しましたが、中学校では英語だけでなく日本語熱も盛り

上がっているのかもしれません。 

やまなみ塾交流会 

 中学校の交流会では、最後には私達から生徒達にエールも送り、盛り上がりました。そ

れに比して翌日に行われたやまなみ塾での交流会は、集まった子ども達が少なかったから

か、幼い子どもが中心だったからでしょうか、物静かでした。 

 七夕飾りに書いた子ども達の願い事、いくつか載せます。前ページに書きましたように

翌日朝にやまなみ塾に行きましたので、風で取れてしまった短冊も含まれています。 

↑ パス購入箇所 

中央祠堂に登る人の行列 → 

↑増えた飛行機 
見えづらいですが、奥に何機も 



 

75 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

クメール語からの日本語訳は、タウリーさんにお願いしました。 

  

 
左：名前は Theary。 
  12 才。 
  姉妹が二人。 
  カンボジアを 
  愛しています。 
  Football が好き。 
 
 
中：名前は Preci。 
  14 才です。 
  食事作りを 
  しています。 
 
 
右：名前は Keo。 
  14 才です。 
  医者になりたい。 

左：私の名はソム・ソポウ。 
  ありがとうございます。 

右：私はポーム･クェンと申します。 
  15 歳です。将来の夢は私の村で教え
る先生になりたい。後代のこどもたちを
助けるためです。 

左：私はスレイ･プアイです。 
  先生になりたい。 

右：私はチョック･アヤシンです。 
 10 歳です。 
 ホテルのスタッフになりたいで
す。 
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 やまなみ塾でもバイヨン中学でも、腕時計をしている子が多くなった気がする。昨年も

見たが、明らかに多くなっていると思いました。 

  

            ↑      ↑                ↑ 着目！ 

喜田さん持参の紙飛行機の組立に興ずる子ども達の腕には、腕時計が 

ベトナムツアー 

 ハノイの天気は、思いの外寒かった。ハノイからホーチミンに移動する飛行機の機内誌

に「In the north, summers are warm while winters are cool and misty.」とありましたか

ら、本来の天候のようです。 

 最後の日にホーチミン市で昼食として日本レストランに入り、ポケットティッシュをも

らいました。いかにも日本人向けであり、さらにそこにはて我が名前の一文字「寛」だけ

が目立つように印刷されており、変に感傷的になりました。また裏には、「難しい事は易し

いことの積み重ね、大きな事も小さな事の積み重ね」ともあり、AYF のこの 10 年余もきっ

とそういうことなんだろうと、妙に納得した次第です。 

  

 

  

ベトナム ハロン湾 鍾乳洞内 
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【編集を終えて】 

おそらくこれと同じ形での報告書はこの第十回で最後となると思う。 

第一回目は、白黒印刷で、表紙を付けてホチキスでとめただけ。回数を重ねるにつれペ

ージ数数も増え、全頁カラー印刷、簡易ながら製本もされ、冊子としての体裁を整え、内

容も充実してきたし、それぞれ特色のあるものとなっている。 

この 10 数年間のカンボジアの国、及びシェムリアップやクラウ村の発展そして、そこに

暮らす人々の変化が垣間見られ、参加者の興味や関心の違いもおのずと表れていて、読み

返してみてほんとうに楽しい。 

AYF の活動を通して、カンボジアの子どもたちのキラキラ輝く瞳に出会ったこと、そし

て、このツアーに参加された多くの素敵な方々に巡り合えたことは、ほんとうに幸せなこ

とと、今、改めてかみしめている。（ＮＹ） 
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 いつのころからか、報告書の編集をお手伝いするようになった。写真の入れ込みが主で

ある。表紙写真は第五回から大きくなり、バイヨン中学に寄るようになった第七回からは 2

枚となり、第九回からは 3 枚までになった。デジカメ、スマホと便利な物が次から次へと

出てきて、集まる写真＆動画が多くなったことも一因だろう。多いのが良いとは限らない

のだが。今回も、入れすぎの嫌いもありますが、比較的大きいサイズで入れた。 

 断捨離とはよく聞く言葉、中々守れずにいる。AYF 活動と関連するかもしれない、と思

って録画した TV 報道番組 DVD も何枚か。ツアーに直接関係した写真集、動画集、ビデオ

などは以下の様だが、第八回と今回第十回のものが無い、期限無しの宿題とさせて下さい。 

・「開校式ツアー 交流会」「第二回ツアー 交流会」「紙芝居：わらしべ長者」 DVD-Video 

・「第三回ツアー」写真集 CD-R 

・「第三回ツアー」交流会、遺跡、紙芝居(さん年ねたろう､因幡の白兎､ほか) DVD-VIdeo 

・「第四回ツアー」写真集 CD-R 

・「第五回ツアー」写真集 CD-R、写真集＆動画集 DVD-R 

・「第六回ツアー」写真集 CD-R 

・「カンボジアの子どもたちの絵画展－アンコールから輝く未来へ－」2013 年 DVD-Video 

・「第七回ツアー」写真集＆動画集 DVD-R 

・「第九回ツアー」写真集＆動画集 DVD-R 

 写真の入れ込み、この写真をと言われる方もあれば、適当にと言われる方もある。何れ

にしろ、個々の内容には目を通すことに、そして全体を見ることに。内容が偶数ページに

なっている方のは、見開きの左右ページになるよう配慮した。 

 今回は、AYF の節目ということで過去を振り返る内容が多かった。この後記自体がそう

なっている。何人かの方のものは、ご本人の了解を得てタイトルも変更させてもらった。

また、文章中の全角数字は、原則半角数字に変更させてもらった。 

 多くの皆さんが書いておられますが、AYF の活動を通じてそしてツアーを通じて様々な

人と出会った。ホント、感謝！感謝！です。人生の後半か終盤かどちらにしろ、一服の清

涼剤か色添えの景色になった事は間違いない。ありがとうございました。（ＨＯ） 
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