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卒業生から集めた体操服２００着超をカンボジアのシェムリアップにあるフンセン・シ

ェムリアップ学校に寄贈してきたので内容をレポートします。 

  
 
きっかけ＆乗り出し ： 昨年度、２０１４年、本校は国際化元年と掲げ、国際交流室を設

置し、国際交流に今まで以上に力点を置く事となりました。この方針を受け、ＰＴＡとして

も何か国際交流に寄与する事が出来ないか模索し、話し合った結果、卒業生の要らなくなっ

て未だ使用できる体操服やアリーナシューズを集めてカンボジアかミャンマーへ寄贈する

活動を行う事としました。送り先の決まらない状態でしたが、送る体操服が集まらない事に

は話は始まらないので、卒業式予行と卒業式当日の二日間を収集日とし、ラインネットを通

じて呼びかけたところ、体操服上下 141 組、長袖ジャージ上下 62 組、アリーナシューズ 49
足、他にＴシャツ 1 枚、長袖ジャージ上着 13 枚が集まり、その量は段ボールで 10 箱にな

りました。送る物資は集まったので、送り先選定に入ったのですが、ここからが思いもよら

ない困難が待ち受けていました。 

   
（靴は左右で一括り、服は上下で一括りにセット組みしました） 
 



送り先選定 ： 漠然とカンボジアかミャンマーと考えていたのですが、送り先は簡単に見

つかるであろうと、正直、高をくくっていました。甘かった。ミャンマーは軍政こそ開放の

方向に動き始めていましたが、いかんせん伝手が無く、状況が全く分かりません。貧しいで

あろうことは想像できましたが、そこから先は全くの霧の中でした。幸い、昨年度の習志会

理事の鈴木さんが日本カンボジア協会の理事も務めていたので、現地のプノンペンにある

事務所の駐在員の方を御紹介いただき、現地の情報も入るようになり、送り先をカンボジア

に絞る事にしました。代々木で開催されていた東南アジアフェスタのカンボジア大使館テ

ントに足を運び、状況を聞いたところプノンペン近郊はＯＤＡのシャワー効果である程度、

潤っており支援は必要ないが、地方のシェムリアップ近郊であればまだまだ貧しく物資は

必要との状況が判りました。又、お台場のＮＧＯフェスタではカンボジアで活動しているＮ

ＧＯのテントを幾つか廻り、情報を漁りましたが、こちらは団体ごとに活動地域が異なり、

本会の活動方針とは異なる事も確認でき、コラボレーションは考えないで、単独で活動する

事としました。本部役員の紹介で現地に詳しい企業の方の話も聞かせていただき、カンボジ

ア人気質や賄賂体質も教わることができました。様々な情報を集め、分析した結果、送り先

をカンボジアのシェムリアップの学校と決め、シェムリアップに詳しい人を日本カンボジ

ア協会に紹介してもらうことと決めました。シェムリアップであればアンコールワット遺

跡群もあるので観光地としても有名ですので、来年以降の継続性も含んでの決定であるこ

とも付け加えます。 

  
（シェムリアップのアンコール遺跡群。アンコールワットとアンコールトム） 
 
運賃問題 ： 当初より発生するであろうと思われていた運賃の問題ですが、以前、中古の

歯科医療器具を送った際に、商船三井が支援物資なのでフレイトフリーで運んでくれたと

の事だったので、今回もそれで行けるかもとの胸算用でしたが、現実は甘くなく、過去に支

援活動を行った河合塾やカンボジア支援活動を行っている企業との共同輸送も考えました

が、やはり届け先がはっきりしない事、途中で紛失する懼れ等の観点から単独で送る事にし

ました。郵便小包、貨物輸送業者等の料金を調べたところ、30～35 万円程度の運賃が発生

する事が判り、流石にこの金額は皆のお金である習志会費から支出するわけにはいかず、結

局、一番安い、自分で手荷物として持っていくこととなりました。３辺の和が 210 ㎝以内



23ｋｇ以下ならば 1 個 1 万円で、2 個まで無料ですので、今回の体操服であれば 140ｋｇで

したので 5 万円(2 個は無料)と空港までの運賃で届ける事ができます。運賃問題はこれで解

決しました。 
 

    
（御縁のなかった商船三井のコンテナ船とお世話になった日本航空） 
 
梱包作業 ： カビ予防の為、プラステックケース 10 箱に入れて保管していた体操服上下

セットとジャージを、搬出用に大型で頑丈な海外貨物用段ボールに移し替えて備えました。

無駄な作業でした。ひと箱 30ｋｇ以上になってしまい、このままでは持って行けなかった

のです。出国直前に本部役員総出プラス小泉施設厚生代表の 6 名で学校応接室にてＩＫＥ

Ａの安くて頑丈なフラクタルバッグに詰め替え、一袋 23ｋｇ以下のバッグを 7 袋、仕立て、

車に積み込みました。その際、一旦、透明のごみ袋に入れて口を縛り、穴をあけて掃除機で

脱気作業を行って梱包効率を高めたのですが、某書記（女性）の肘、膝、仕切りによりギュ

ウギュウに詰め込んでの作業であった事を記します。 

   
（7 袋は積み上げるとこれ位に。ターンテーブルでは異彩を放っていました。現地の世話人

に空港まで来ていただきました。なお、梱包作業の写真は掲載を自粛します） 
 
 



現地まで ： 車で一旦、自宅に持ち帰り保管し、当日はタクシーで空港まで運びました。

トランクに 2 個しか入らず、後部座席に 5 個を詰め込んで、自分は助手席に乗り羽田空港

国際ターミナルに。カートに乗せてしまえば楽なもので、周りから変な目で見られながらチ

ェックイン。当初の予定通り、5 万円の超過料金で手続き終了。次に荷物を見るのはシェム

リアップ。ＪＡＬに任せれば間違いないであろうと安心して機中の人となりました。乗換え

のバンコクで掲示板に自分のフライトナンバーが無かったときは少し引き攣りましたが、

多数の航空会社のコードシェア便だったのでしばらく眺めていたら出てきてホッとしたの

もいい思い出です。 

   
（乗換え時間にバーミナム。やたらと多い入国書類。タラップにて第一歩。このあと空港で

ビザ取得。＄30 と高い・・・） 
 
フンセン・シェムリアップ学校 ： シェムリアップ市内にある小学校から高校までの 9 学

年を一つの敷地にまとめた学校で、授業は午前部、午後部の 2 部完全入替制。今回は世話

人、大房氏の紹介で生徒に直接、寄贈する事ができました。暑さを避けて朝の 8 時に 100 名

以上の生徒に集まってもらいＴシャツ短パンセットを手渡しました。サイズの問題は生徒

間で解決してもらうこととし、ジャージ上下セットは別の生徒達 60 名に集まってもらい、

全量を手渡すことが出来ました。 

   

  



ベンメリア ： 『アンコールワットから東へ直線距離で約 40km 東方に位置し、現在も修

復が施されないままに放置され、密森の中にひっそりと眠り静かな佇まいを見せる平面展

開型の巨大寺院。原形をとどめないほど崩壊がひどく、苔むし、ほとんどが瓦礫の山のと化

し廃墟の感を強く漂わせる。アンコール・ワット建造前の 11 世紀末-12 世紀初頭の造営と

推測されている。環濠幅約 45m、周囲 4.2km と規模はやや小さいものの、アンコール・ワ

ットとの類似点が多く「東のアンコール・ワット」とも称される。アンコール・ワットに先

立ち、そのモデルとして計画されたといわれている。ヒンズー教寺院として建造されたが、

仏教のモチーフをあしらった彫刻が多く確認できる。材質は主に砂岩である。』（以上、ウィ

キペディアより）朝一番で贈呈を終えたので、空いた時間に史跡を観光してきました。まず

は郊外のベンメリア。ひたすら平坦な田んぼの中の道を 1 時間強。その遺跡はありました。 

   
（平坦な土地。崩れた遺跡。木があるとつい・・・・） 
 
スラム街と語学学校 ： 『カンボジア第 2 の都市、シェムリアップにも大きなスラム街が

ある。中心部から北へ５キロメートルほどの一角に、５００世帯（約３千人）が暮らす、カ

ンボジアでも最大級のスラム街だ。 このスラム街で子どもたちに英語と日本語を教える

無料の語学校を開設した、大房明良さんがスラム街の一部を案内してくれた。 
 このスラム街の住民の約４割を、プレイベン県やスヴァイリエン県など遠方から職を求

めて移住してきた人たちが占めているそうだ。ここに住む人たちは、ゴミ拾いのかごを設備

した自転車で市内を回り、売れるゴミを集めたり、バイクタクシーのドライバーをして日銭

を稼いでいるという。 ここで暮らす子どもたちは、ゴミ集めのお手伝いはするものの、近

所にある小学校や中学校に通学していて、未就学の子はほとんどいないように見受けた。 
スラム街というと、アフリカなどに見られる悲惨な情景を思い浮かべる人が多いに違いな

いが、カンボジアのそれは意外に明るく、中に井戸も沢山あって比較的良好な環境の中での

暮らしぶりのようだ。 案内してくれた大房明良さんは２０１０年、バックパッカーでカン

ボジアを訪問、感じることあって２０１２年に支援活動を開始した。カンボジアのローカル

ＮＧＯを立ち上げて無料の語学校を始め、今年の８月には、福井県に住む篤志家が学校の校

舎を寄贈してくれた。現在、英語学級で２００人、日本語学級で５０人の子どもたちが、こ



こで学んでいる。大房さんは、支援のための資金獲得策として旅行会社｢チョルモイツアー

ズ｣を設立、スラム街や近郊にあるゴミ山への案内をしているので、ぜひ利用してほしい。

（カンボジアの電話＝０９７－２９０－３８５１、日本の電話＝０８０－６５４８―４５

５２） ２０１４年９月２０日 根岸恒次（法人理事長）』（以上、ＮＰＯ法人 21 世紀のカ

ンボジアを支援する会公式ブログより）ちなみに現在では、井戸を掘るのは＄75 で、ここ

の土地代 250 万円を有志で集めて、建物代 400 万円を篤志家からの寄付でスタートし、生

徒は無料、教員の給料は寄付で賄っているとの事でした。生徒数は英語 150 名、日本語 30
名が現状ですが、私が訪問している間に、体操服を寄贈したフンセン・シェムリアップの生

徒が 3 名も新たに日本語学級に見学に来校しました。今回の活動は何らかの波紋を投げか

けたようです。 

   
（スラム街の井戸、風景、子供達） 

   
（語学学校、初級クラスにてお勉強、中級クラスにて御挨拶） 
 
オールドマーケットの朝 ： ホテルでキッチリ、朝ドラ「あさ」を見てからマーケット探

訪。人々の日常がそこにありました。『クメール語で「プサーチャ」と呼ばれるこの市場は

名の通り「古市場」として現地の人に親しまれています。最近ではお土産屋さんも増え、カ

ンボジアならではの雑貨を揃えることができます。 また、マーケット周辺にはお洒落なカ

フェや雑貨屋さんが並び、外国人の姿も多く見られます。シェムリアップの中心に位置する

この市場は今一番にぎやかなスポットです。』（以上、アンコールツアーＷｅｂ） 



   
（朝の市場は活気にあふれ、新鮮な食材が売られています） 
 
タマイ保育園訪問 ： 郊外の農村、コムルー村のタマイ保育園を訪問しました。市内から

トゥクトゥクで 1 時間半。暫く街道を走って、曲がって未舗装の道をゴトゴト行くとあり

ます。のどかな田んぼの中の農村で、日本人有志でお金を出し合い土地を買って建物を建て

て運営しているとのこと。生徒数は 30 名強で、午前・午後 2 部制の、学校の空き時間の子

供たちを集めて簡単な外国語を教える、日本の保育園というより学童に近い運営スタイル

です。日本からのボランティアツアーの学生たちも数多く、訪れ、建物建築や修繕に携わっ

ています。大学ラグビー同期の娘さんが訪れているのを知った時はビックリポンや。 

   
（保育園の外観。暑いので皆で水浴び。「大きな栗の木の下で」を振り付きで合唱） 

   
（お昼ごはんを一緒に。語学教室にも参加。青鼻垂らした子が多く、栄養失調でしょう） 

   
（アヒルの養殖。典型的な住居の外観と内部。高床式で涼しい。昼食は建物の下の陰で） 



  
（田圃は直播き。間引いて植え直すそうです。意外にも一期作。移動手段のトゥクトゥク） 
 
アンコールワット遺跡群観光 ： 折角なので観光もしてきました。『アンコール遺跡群は

現在のカンボジア王国の淵源となったクメール王朝の首都の跡である。この地には、9 世紀

頃から数々の王建設が開始された。この遺跡に特に大きく関わったとされるのはスーリヤ

ヴァルマン 2 世（1113-1145 年）とジャヤーヴァルマン 7 世（1181-1218 年）といわれる。

スーリヤヴァルマン 2 世は特にアンコール・ワットの建設を行い、その死後 30 年ほど後に

王に就いたとされるジャヤーヴァルマン 7 世はアンコール・トムの大部分を築いたとされ

る。しかし、ジャヤーヴァルマン 7 世が崩御した後のアンコールはアユタヤ朝の進入を度々

受けその存在を侵され始め、その後ポニャー・ヤット王はついにアンコールを放棄するに至

った。』（以上、ウィキペディアより）バンテアイ・スレイ、タ・プローム、アンコール・ト

ム／バイヨン、アンコールワットと駆け足で一通りまわりました。硬い赤砂岩に掘られたバ

ンテアン・スレイの彫刻は千年の時を経ても繊細で美しく、ガジュマルの木に破壊されつつ

あるタ・プロームは異世界を髣髴させ、バイヨンのブッダの微笑は結構、気色悪く、アンコ

ールワットのスケールにはただただ感嘆でした。 

   
（赤砂岩への彫刻は見事。アジアのモナリザも） 

   
（プレ・ループ、タ・プロームで樹に破壊される遺跡。トゥームレイダーのロケ地） 



    
（お昼を食べて一休み。アンコールトム／バイヨンでお釈迦様の顔がいっぱい） 

   
（バイヨン遠景とアンコールワット。なぜかジャンプ） 

  
（アンコールワット内部と晩御飯のカンボジアバーベキュー） 
 
トンレサップ湖の村 ： フライトまでの空き時間にトンレサップ湖の村を訪問しました。

雨季と乾季で 3 倍以上面積の変わるインドシナ半島最大の湖（3 千平方キロと 1 万平方キ

ロ）。クメール王朝とチャンパ王朝との古戦場でもあり、バイヨンのレリーフに描かれてい

ます。 

   



（乾季の村の様子とマングローブの林のクルーズ。茶色い水平線） 
寺院と国立博物館 ： カンボジアは仏教国です。遺跡ばかり見ても人々の様子は判らない

のでお寺と国立博物館も見学しました。お寺はタイの寺と構造は同じですが、日本の寺、同

様、落ち着いた静謐がありました。博物館は日本語ガイドもあり綺麗ですが、石仏ばかり

で・・・・・。 

  
（お寺。婆さんに＄1 あげたら長寿を祈られました。博物館は新しい建物です） 
 
総括 ： カンボジアと聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょう。アンコールワット、自

衛隊ＰＫＯの地雷除去、キリングフィールド、世界有数の貧しい国等々。 実際、私の持っ

ていたイメージも同じでした。行ってみて判った事。大らかで人当たりの良い人々。こすっ

からさを感じさせず、田舎の素朴さを残す人々。それでいて油断するとすぐ吹っ掛けてくる

狡さもある人々。未整備なインフラ。主要産業が 1 期作の米作しかなく、労働力と見なされ

がちな子供達。電力は隣国のタイ、ベトナムから買っているので、中々、貧しさから抜け出

すことが出来ない現実。歴史的にベトナムに負うところが多く、ベトナム人はパスポートな

しで入国でき、商工組合を作り、大資本で（日本から見たら小さな額）ビジネス展開し、そ

の為、彼らに商売のいいところは独占され、《アンコールワット遺跡群の入場料管理(＄20 と

高い)もベトナムのホテルに委託されている》実質的な植民地状態。政府はＯＤＡをあてに

して主体的な政策を出さず、そのＯＤＡですら賄賂、ピンハネ、で行き渡らない。そんな、

未来図の描けない国であると感じました。そんな中で、資源も無い国の未来を拓くのは教育

しかないと感じたのですが、実際の就学率は小学校入学こそ 90％と高いのですが、卒業す

るのは 50％で、中学で 30％、高校で 15％、大学で 5％しか就学していません。経済的な事

由との事です。私達、東邦は恵まれた環境の生徒が多く、学校に行ける幸せを、今更、説い

ても意味のない事ですが、この活動を通じて世界にはまだまだ貧しい国があることに目を

向け、そこに支援する事も出来ることに気づいてもらえればと思います。今回、モデルケー

スを作りましたので、是非、この活動が１回きりで終わることなく、継続して支援していく

ことを願ってやみません。 
以上 

追記 ： アリーナシューズ 49 足は、18 足を 12 月 10 日に知人に託しシェムリアップに、

31 足を年明けにＫＤＤＩヤンゴン駐在員の一時帰国時に託しヤンゴンに託送します。 
今回の渡航費は自費で、航空券 8 万円、ホテル代 4 万円、滞在費 10 万円程度でした。航空



券はＪＡＬのサイトで、ホテルは AGODA でのＮＥＴ予約です（今後の御参考まで）。 


