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カンボジアの初等教育を支える女性たち
カンボジアの初等教育を支える女性たちと出会いました
と出会いました
～「ともだち未来便 2009」配布報告～
2009」配布報告～
初めてカンボジアの地を訪れたのは 20
世紀最後の年、それから 10 年、首都プノ
ンペンの表面的な復興には、目を見張るも
のがあります。洒落た店舗が立ち並ぶデパ
ート、日用品から食料品まで何でも揃うス
ーパーマーケット。公園整備も進み、夕方
になると三々五々人が集まり、ダンスやバ
トミントンなどのレクレーションを、心か
ら楽しんでいる平和な光景が繰り広げら
れます。しかしその復興の恩恵に与ってい
るのは、都市部で生活するごく一部の限ら
れた人々にしか過ぎません。
2010 年 3 月 1 日「ともだち未来便」配
布のために訪れたバンテアイミンチェイ
バンテアイミンチェイ
州プノントーチ村には、ミネラルウォータ
ーやオートバイ用のオイルなど、
オイルなど、僅かな商
品しか置かれていない小さな店舗が 1 軒
あるだけです。カンボジアでは、都市部と
地方の経済的、社会的格差がますます拡大
している印象を強くしました。
ACC では、2 年前から児童図書の支援
を行っていますが、プノンペンの書店に並
ぶ出版物は、中国製の安い印刷用紙が普及
し、年を追うごとに急増しています。児童
向けの図書も、種類・量が豊富になり、い
ったいどの本がカンボジアの子どもたち
の「未来」に繋がるか・・・迷ってしまい
ます。幸いにも、バッタンバン州とバンテ
アイミンチェイ州で初等教育に携わり
アイミンチェイ州で初等教育に携わり(現
在は教壇を離れ、
離れ、教育委員会で中央政府と
地方との調整員として活躍))、ちょうど会
議のためにプノンペンに来られていたテ
ィ・ワントゥル女史が、高学年向けの「読
み物」、また地雷などで怪我をした子ども
に対するいじめをテーマにした絵本など、
一冊ずつ内容を確かめながら選んで下さ
いました。
ブンラー氏が選ん
COF 代表のメアス・ブンラー氏が選ん
だ一冊の本。それはフランス人ジャーナリ
ストが、クメール・ルージュ
ストが、クメール・ルージュ(ポル・ポト
政権)についてさまざまな方向から検証し
についてさまざまな方向から検証し
たリポートで、最近クメール語に翻訳され
出版されたものでした。先生たちに是非読

んでもらいたいというブンラー氏の思い
ブンラー氏の思い
の中に、あの内戦で負った彼自身の心の傷
が、教育支援活動を通じて徐々に癒され、
あの時代を冷静に振り返る心のゆとりが
できたように思われました。と同時に、カ
ンボジアの負の歴史を風化させることな
く、次世代に伝えていきたい・・・という
強い思いも感じられました。

（前列中央

ブンラー氏、ワントゥル女史）

カンボジアの辺境地域の初等教育を熟
知しているティ・ワントゥル女史には、こ
れからもできれば ACC の児童図書支援の
アドバイザーとしてご協力を頂きたい旨
をお願い致しました。
40 度を超す猛暑の中、
、プレイトゥルテ
ン小学校の 260 名の児童、はるばるトラ
クター二台に分乗して同校にやってき
たポイターセク小学校の約 200 名の児
童、そして大勢のコミュニティの長老方
が、3 名の ACC メンバー、4
メンバー、 名の COF
スタッフを拍手で迎え、歓迎式典が始ま
りました。
子どもたちの元気な歌声で国歌が斉
唱され、国旗掲揚が行われると、緊張感
が高まります。
その緊張感の中、日本文化の紹介を兼
ねた「鶴亀」という日本舞踊が披露され
ると、初めて目にする着物や舞扇、異文
化の踊りに子どもたちは興味津々の様
子でした。
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ありました。自分だけに贈られたプレゼ
ント、絵手紙もまた始めて受け取った手
紙です。日本の子どもたちが心をこめて
描いた絵や文字に笑顔がこぼれます。
高学年の子どもたちとのワークショ
ップは、急遽青空の下で行われることに
なりました。

州教育省 NO.3 イェン・ソック・リー女
史が挨拶に立たれ、まず最初に ACC と、
助成金を通じてカンボジアの初等教育の
充実に尽力された「ひろしま・祈りの石国
際教育交流財団」への感謝の気持ちを述べ
られました。話の途中で子どもたちに呼
びかけたり、子どもたちがそれに応えた
りする場面があり、リー女史が一所懸命
子どもたちの気持ちを高めようとして
いることが感じられました。
いよいよ、手作りの袋を子どもたち一
人ひとりに手渡すときがきました。先頭
にいた低学年の子どもが先生に促され
て前にきましたが、はにかんだような表
情でなかなか手が出てきません。
手が出てきません。こんな
に緊張しなくてもいいのに・・・でもこ
の子が、今日という日、未来便を貰うと
いうことに、小さな胸を期待でどんなに
膨らませていたのか・・・その思いに胸
が熱くなり、袋を受け取った後の嬉しそ
うな笑顔に、猛暑も吹き飛びました。
来賓の長老方、未就学児童にも「未来
便」がプレゼントされ、笑顔の輪はさら
に広がっていきます。過酷な内戦を体験
し、今尚その影響を受け物質的豊かさと
は対極の生活を送っている村の長老た
ちにとっても、「日本からの友情のプレ
ゼント」は嬉しいものとなりました。

普段絵を描くことのない子どもたちは、
最初は戸惑っていたようでしたが、大阪
聖母学院小学校の子どもたちの描いて
くれた寄せ書きに囲まれ、その絵にイン
スピレーションを受けながら、また
ACC メンバー、COF スタッフ、そして
子どもの扱いが抜群に巧いリー女史が
子どもたちの輪の中で働きかけをして
いくと、絵を描く子ども達の人数はだん
だん増え、最終的には用意していった 5
枚の模造紙に、カンボジアの子どもたち
の作品が完成しました。「カンボジアの
小学校の教育プログラムの中に、こうし
た「皆で一緒に何かを創る」というもの
はなく、今回の体験は子どもたちにとっ
験は子どもたちにとっ
て、教育的にも意味のあるものだったと
COF 代表のブンラー氏は、このワーク
ショップを高く評価して下さいました。
「ともだち未来便」にご協力いただき
ましたすべての皆さまに心より御礼を
申し上げます。そして今回、側面からこ
の活動を支えてくださったワントゥル
女史とリー女史、カンボジアの初等教育
を支える二人の女性に感謝の気持ちを
捧げたいと思います。

（ともだち未来便を配るリー女史）
を配るリー女史）

袋を受け取った子どもたちは、お互い
に袋の中身を見せ合い、
「おまけグッズ」
のミニカーで一緒に遊んだり、自分の袋
の中に入っていた髪飾りを、傍にいる女
の子につけてあげている男の子の姿も

3

ACTIONS FOR CHILDREN IN CRISIS News Letter – ＃25

2010 年セルビア スタディ・
スタディ・ツアー報告

2010 年 2 月 2１日から 3 月 4 日までの
12 日間、井上麻由美、内田英子、高橋真
人、森泉尚子の四名でセルビア共和国とボ
スニア・ヘルツェゴビナを訪れました。
を訪れました。現

地で行ったプログラムについて時系列で
ご報告いたします。現地で行ったプログラ
ムへの参加人数は史上最多の約 400 名で
した。

2 月 21 日
成田発、同日ベオグラード着。

行いました。ZDS 事務所ではクロアチア
事務所ではク
から難民としてセルビアに逃れてきたス
ターナさんによる機織りの実演と指導を
コソボ難民の女性たちを対象として行い
ました。また、地元の市民会館で地域住民
も参加し、ワークショップ『糸と手』
、
『詩
のワークショップ』を行いました。

2 月 22 日
ベ オグ ラー ド市 内で 姉妹 団体 であ る
ZDRAVO DA STE（以下、
（以下、ZDS）の事
務所で今後の活動についての話し合いを
行いました。

2 月 27 日
ボスニア・ヘルツェゴビナのルド市へバ
スで移動。

2 月 23 日
セルビア共和国の首都ベオグラードに
て山崎佳代子氏の司会のもと詩人のヴォ
イスラヴ・カラノヴィッチ氏をゲストに迎
えベオグラード大学文学部日本語学科の
学生たちと共に『詩のワークショップ』を
行いました。

2 月 28 日
ルド文化センターにてルドの中学生へ
島根県邑智中学校の学校生活と生徒の「わ
たしの一日」を描いた作品を届けました。
また、日本の遊び（だるまさんが転んだ、
折り紙）を紹介した後、ワークショップ『樹』
を行いました。

2 月 24 日
スメデレボ市にあるラーリャ小学校と
ヨーロッパ最大の難民センターであるオ
ーラ難民センターを訪問し、難民センター
に住む子どもたちと一緒にワークショッ
プ『言葉と言葉、人と人とが出会う時』を
行いました。ワークショップ後、難民セン
ターに住むサーシャ・テレブースッチ氏と
青年たちから難民センターにおける生活
の実情について聞き取りを行いました。

3月1日
ノヴォ・ゴラジュデ市小学校を訪問し小
学生たちによる民族舞踊を鑑賞後、邑智中
学校の紹介をしました。
3月2日
バスでベオグラードへ移動。
3月3日
ベオグラード市内 ZDS 事務所にて反省
会

2 月 25 日
ブルニャチカ・バニャ市へマイクロ・バ
スで移動
2 月 26 日
ブルニャチカ・バニャ近郊ノヴォ・セロ
小学校を訪問し、ワークショップ『泉』を

3 月 4 日 帰国
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スタディ・ツアーに参加して
セルビアのラーリャ小学校では、日本
の邑智中学校の説明と挨拶をかわした
だけで私には５分ほどの出来事のよう
に感じられました。今は子供達の熱烈な
歓迎や、元気さに圧倒されたことしか覚
えていません。

それらの手段を通して、
感じています。それらの手段を通して
現地の人々と実際に交流することが本
当の目的で、何より大切なことだと感じ
ました。私たち日本人である必要もあり
ません。誰かが自分たちに会いに来た、
関心をもってくれているという感覚を
お互いに共有することがこの活動の最
大の目的ではないだろうか、
大の目的ではないだろうか と思います。
何分、何時間一緒に活動したかではなく、
行く＝会うということが大切だと感じ
られた事が、今回の旅で一番印象的でし
た。
バニャの ZDS の事務所でお婆さん達
と話をしていた時、一人のお婆さんが
「日本人の友達が来たら、他の色々な問
題を忘れてしまう。
を忘れてしまう。それは生きる力を与
えます。」と言いました。その言葉も、
私にとってとても印象的です。また、別
のお婆さんが「いつも日本人の友達に会
うと、次の機会を想像出来ます。」とい
っていました。子供やお婆さん達は次を
期待し、待っています。そして、それは
今まで ACC の人々が続けて来たからこ
そ、待ってくれているのだと思います。

私は今回の旅の途中、ワークショップ
の意味や活動の意味、効果ばかり考えて
いました。小学校の先生に話を聞くと、
子供達は、日本人が来るのをとても楽し
みにしていたそうです。私たちの為に、
たくさんのお菓子やパンを用意してく
れました。子供達が自分で親に頼んで作
ってもらったそうです。中には自分の家
で飼っている豚を潰そうか？と言って
豚を潰そうか？と言って
くれた子もいたそうです。また、食べ物
だけでなくセルビア語の紹介や手と手
を結んだような歓迎の絵も描いて教室
の入り口貼っていました。私は、たかが
５〜１０分しか居ない私達の為にこれ
ほど準備をしてくれたことに驚きまし
た。私たちが来るから準備するという事
が、日常とは少し違っていて、彼らにと
って楽しみになっていたのかもしれま
せん。

（ルドの文化センターにて

後列右

ブラゴエ先生）

私は、今回の旅でワークショップや交
流の継続が大切だと思いました。実際に
続けた結果どうなったかを知る事は難
しいですが、続ける事で薄い何かが剥が
続ける事で薄
れていくような、不思議な温かさが生ま
不思議な
れると信じて続けるのだと思います。
（井上 麻由美）

ボスニアでお世話になったブラゴエ
さんの「日本人が来ることは、半年分の
授業よりも大切」という言葉に気付かさ
れました。私は日本の子供達からのメッ
セージや贈り物もすべて手段
セージや贈り物もすべて手段だと今は
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「風の船」プログラム
～大田区立大森第六中学校における平和学習～
7 月 13 日（火）大田区立大森第六中学
校にて、ACC の活動地域の一つである「カ
ンボジア」をテーマとした平和学習を行っ
てまいりました。風の船恒例のワークショ
ップでは、
“カンボジアの子どもたちへし
おりを送ろう！”と題し、友だち未来便の
配布先である学校の子どもたちへ贈る“し
おり”を作成しました。授業前半の「お話」
では、カンボジアにおけるポル・ポト政権
時代の悲惨な過去や、今なお負の遺産とし
て同国内で問題となっている地雷につい
て、用意した配布資料とともに簡単に説明
をしました。
ました。その後、カンボジアが国連の
“世界の最貧国 50 カ国“の 1 つにリスト
アップされていることに触れ、人口の 1/3
以上が貧困状態にさらされているカンボ
ジアの現状について、ACC メンバーが実
際に現地を訪問した際の写真を用いて説
明をしました。ACC が主な活動対象地域
としている、バッタンバン、バンテァイミ
ンチェイ州は、カンボジアの中でも地雷埋
設が多かった地域であり、現地の学校建設
にも影響を及ぼしています。
にも影響を及ぼしています。ACC では、
そのような状況下で生活する子どもたち
の教育環境の充実を目指し、教科書をはじ
めとする物資支援を行ってお
めとする物資支援を行っております。そこ
で、来年訪問する学校へ教科書と一緒に贈
るしおりを、大森第六中学校第一学年の生
徒の皆さんに作って頂きました。１辺
15cm 程の穴の空いた色画用紙に、カンボ
ジアの子どもたちが喜ぶような絵や文字
を自由に描いてもらいました。カンボジア
と日本の国旗を並べて描く子、オリジナル
のキャラクターを描く子、部活の様子を描
く子、皆の心のこもった 121 枚のしおり
が出来上がりました。一人の女の子に、
「FRIEND と書いたら、渡すとき訳して
くれる？」と聞かれました。
「もちろん！」
と答えながら、彼らがカンボジアの子ども
たちのことを“友だち”と表現してくれた
ことを嬉しく思いました。顔も名前も知ら
ない遠く離れたカンボジアと日本の子ど

もたちが、このしおりを通してお互いに関
心を寄せ合い、
せ合い、つながることができるので
はと思います。

今回大森第六中学校での授業は初めて
であり、かつ５０分という短い時間ではあ
りましたが、皆さんのご協力のおかげで、
楽しく充実した授業を行うことができま
した。担当の先生からは、さまざまな活動
の話を聞く機会はあっても、生徒がこのよ
うに実際に活動に関われる機会はなかな
か無いのでよい経験になったとのお言葉
を頂きました。作成していただいたしおり
は、責任を持って来年カンボジアに届けて
まいります。

ご協力頂いた大森六中の皆さまに、
ご協力頂いた大森六中の皆
心よ
り御礼申し上げます。
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ほうこく・いろいろ
外部バザーへの参加
5 月 23 日(日)カトリック碑文谷教会で
カトリック碑文谷教会で
開催されたバザーに今年も参加、「おばあ
さんの手」の作品やカンボジア製の小物類
と共に、活動地域で生活している人々の様
子を紹介しました。当日はあいにくの雨模
様でしたが、来場者の方が、伝統の機織り
をするおばあさんの写真や、カンボジアの
子どもたちの写真に目をとめて下さいま
した。
カトリック田園調布教会
7 月 11 日(日)カトリック田園調布教会
のサマーセールに出店し、障害者支援や、
アフリカ難民支援など、さまざまな目的で
活動している他の福祉団体との交流も含
めて、有意義な時間を共有することができ
ました。
きたる 8 月 27 日(金)には、慶應義塾大
には、慶應義塾大
学三田第一校舎で開催される「婦人三田会
バザー」に参加する予定です。開催時間は
11 時から 14 時 30 分までです。このバザ
ーの売り上げの一部は、婦人三田会を通じ
て、慶応義塾大学で学ぶ留学生の奨学金と
しても活用されます。盛夏の折ですが、皆
さまのご来場をお待ち申し上げます。

カンボジアでお米支援
2010 年度の第一弾の「米支援」を、現
地パートナーNGO の COF を通じて、5
月 10 日に行いました。
Banteaymeanchey
州 Chomnoum 村で、貧困のために米を買
うことが困難な家族や、内戦で身内を失っ
てしまった独居老人などに、お米(50
てしまった独居老人などに、お米
㎏/
子ども 5 人前後がいる家族の約 1 ヶ月分
の米)1 袋ずつが配布されました。辺境の
最貧地区の子どもたちの栄養状況改善な
どを目的とする「米支援」は今後もバッタ
ンバン州などで引き続き実施致します。
2009 年度「ひろしま・祈りの石国際教
年度「ひろしま・祈りの石国際
育交流財団」
交流財団」から頂戴した助成金の一部が、
このプロジェクトに活用されますが、この
カンボジアの人々の命を守る「米支援」プ
ロジェクトに、
クトに、皆さまのご理解とご支援を
お寄せ頂けましたら幸いと存じます。

「ともだち未来便 2010」がスタート
2010」がスタート
教育環境に恵まれていないカンボジア
奥地の小学校に、日本からの「友情」を届
ける「ともだち未来便」が、本年度もスタ
ートします。現地での配布は来年の 3 月
の予定です。今年も昨年に引き続き「ひろ
しま・祈りの石国際教育交流財団」の助成
金を受け、パートナーNGO
NGO である COF
の協力により、教科書、児童図書等の支援
を、時期を早めて実施致します。
この活動の詳細につきましては、
この活動の詳細につきまして
同封の
ご案内をご参照ください。皆さまのご参加
を心よりお待ち申し上げます。

ピアニカ支援報告
ピアニカ支援報告
皆さまにご協力の呼びかけをしており
ました、カンボジアのオー村小学校「音楽
教室」へのピアニカ支援、お蔭さまで、
教室」へのピアニカ支援、お蔭さまで、6
月下旬までに、ヤマハ製ピアニカ 9 台、
スズキ製メロディオン 4 台、ゼンオン製
ピアニー1 台が事務所に寄せられ、「吹
き口」募金への寄金などでそれぞれの製
品に合った新しい吹き口を購入し、それ
も付けて「音楽教室」を主宰されている
漆原隆一氏のもとにお送り致しました。
今回 ACC より送られた 14 台の「鍵
盤ハーモニカ」によって、お送り 45 名
の参加児童に対し「一人一台」が実現で
きる運びとなりました。ご協力を頂きま
した皆様に、心より御礼を申し上げます。
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ACC 初夏のチャリティフェアご報告
6 月 13 日（日）
、恒例の「
、恒例の「ACC 初夏のチ
ャリティフェア」が開催されました。今回
は初めて中目黒に場所を移して、外部のス
ペースを使ってのフェアとなりました。
開催場所が東急東横線の中目黒駅から徒
歩 1 分という好位置にあったことも幸い
し、多くの来場者にお越しいただきました。
イベントにはセルビアの手芸品、カンボジ
アの民族製品、日用雑貨、アクセサリーな
どが多数展示されました。また喫茶コーナ
ーではケーキとお茶で一休みしていただ
きました。梅雨のさなかでお天気も心配さ
れましたが幸い好天にも恵まれ、立ち寄ら
れた方から「会場がわかりやすい場所で入
りやすかった」という感想もいただきまし
た。

いつもながら、協力者を含め、寄付いただ
きました皆さまへ深く感謝申し上げます。

今後ともこうしたチャリティイベントを
通して、ACC の活動を紹介し、ご理解を深
めていただきたいと希望しております。

ご協力をお待ち申し上げています
会員として、継続的な支援ネットワークにご協力
継続的な支援ネットワークに
下さい。
10,000
個人会員
年会費
学生会員
年会費
2,000
子ども会員
年会費
1,000
法人会員
年会費
30,000（円）
30,000

送り先
● 三菱東京 UFJ 銀行
普通口座番号
口座名
● 郵便振替
口座番号
口座名

恵比寿支店
１６１０１
１５８
１６１０
特定非営利活動法人
危機の子どもたち・希望

００１８０－０－６９００４
危機の子どもたち・希望

編集後記
予報に相反して、猛暑の今夏です。世界
の気候もあちらこちらから異常な暑さが伝
えられています。しかし、夏は夏らしく、
冬は冬らしく、そして子どもは子どもらし
く過ごせる、そんな地球であること、普通
なことが普通にできること、
なことが普通にできること、そのようなこ
とを願いつつニュースレター
とを願いつつニュースレター25 号をお届
けいたします。
（内田 英子）

特定非営利活動法人
定非営利活動法人
ACC 危機の子どもたち・希望
〒152-0031
12－1
東京都目黒区中根 2－12
K&K ビル 5F
℡/Fax 03-6459-5971
mail forhope@tkk.att.ne.jp
E-mail
ホームページ http://www.acc-japan.jp/
http://www.acc
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