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 2018年11月10日
 ＲＡＣＫ会長　河野　太通

キリングフィールドの一つプノムサンパウ洞窟内慰霊塔
建立時の挨拶

想えば、1970年、もう48年も前の事
になります。私はスリランカから日本
への帰途、カンボジアに立ち寄りまし
た。朝早く、お坊さんたちが托鉢に出
かける、ペタペタと聞えてくる足音で
目を覚まし、アンコールワットを訪れ
たのでした。
古き文化に恵まれた、緑の田園と林
の中に黄色いあざやかな瓦の屋根のお
寺が望める平和な農村国家という印象
を受けました。
それから、 5 ､ 6 年後、そのカンボ
ジアの新政権の暴政による虐殺の状況
が映像とともに日本の新聞に伝えられ
るようになりました。あのおだやかな
仏教国カンボジアがどうしたのか、驚
きました。
暴政、暴虐をのがれて、国境を越え
てタイ国に逃れた人々が、国民の10%
を超える70万人に達していて、これに
も驚いたのを覚えています。私が有志
と共に医師をともなって、慰問に訪れ
たカオイダンキャンプには10万人が避
難していました。
ポルポト政権暴政下の 5年間にカン

ボジア全人口の三分の一に及ぶ、170
万人の方々が亡くなったと伝えられて
います。ことに、キリングフィールド
と呼ばれる幾多の場所で、多くの人々
が虐殺されました。
その一つのここプノムサンパウ洞窟
に慰霊塔を建立して、非命に倒れた全
犠牲者のみ魂を慰霊し、謹んで哀悼の
意を表するものであります。仏陀がダ
ンマパダ、法句経で申されています。
「鹿は野にかえり、鳥は山にかえる。
人は安らぎに帰るなり。」と。
再びこのような惨事が起こることな
く、平和で豊かなカンボジアであられ
ることを謹んでお祈り致します。
この供養塔の建設をお許し頂いた政
府の方々、この地のお坊さん、そして、
繁多な建設事務にたずさわって頂いた
SVAの手束さんに感謝と御礼を申し
あげます。

Thank you very much      
　　　　　　　　ありがとう
　　　　　　　　オックン

会長のページ
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2018年11月8日～13日
主　催　 アジア南太平洋友好協会

RACK
　　　　河野太通会長はじめ13名参加

シェムリアップから西に200キロの
バッタンバン（車で約四時間）のプノン
サンパウ（昔からカンボジアの人たち
にとって聖山と崇められる）、という
小高い山があり、麓には寺院があり山
頂に釈尊をまつる、いわば奥の院のよ
うな本堂があり、山全体は岩が多く山
頂には鍾乳洞の洞窟がある。ポルポト
時代には、この場所もキリングフィー
ルドの殺戮現場となり洞窟には数万人
にも及ぶ遺体が投げ入れられたとい
う。
RACKは2017年2月にシャンティと
の共同事業による幼児教育支援でサン
ラン小学校・幼稚園を視察に訪れた。
その際、ここを慰霊訪問したことが縁
となり、犠牲者追善慰霊塔としての釈
尊像を洞窟に祀り、足場の悪かった洞
窟内にコンクリートによる階段を設置
することを発願した。台座には犠牲者
追悼と平和を祈る銘文がクメール語・
英語・日本語で書かれ、参詣に訪れる
人々が参りやすく、その意義が分かり
やすくなった。 
またこの山を管理するプノンサンパ
ウ寺院が進めている僧侶育成の仏教学
校建設に対しても協力金を贈呈した。
幼児教育の学校（サンラン小学校で
は、前回訪問時に雨漏りのする校舎の

立替についても新校舎建設に協力して
新校舎ができており、この度訪問をし
て、学校関係者の喜びの声を聞き、子
供たちの授業参観をした。
洞窟での慰霊法要には、現地の僧
侶、役員、地域の代表者、シャンティ
の関係者など総勢百余名が参列し
た。寺の住職さらに、村の村長から
もRACKに対し、感謝の辞が述べられ
た。法要では、現地僧侶による読経に
続き、河野会長を導師に日本からの参
加者による法要が執り行われた。
河野会長老師は挨拶を述べられ、（2
ページ）犠牲者への追悼の香語を捧げ
られた。

暴政暴虐業縁冤
（暴政、暴虐、業縁の怨

うら

み）
非命未消刀銃痕
（非命未だ消えず刀銃の痕

あと

）
浮世誰開永楽國
（浮世誰れか開く永楽の國）
心香薫徹献精魂
（心香薫り徹して精魂に献ず）

会長老師は今回訪問した随所で、ご
自身の50年に及ぶカンボジアとの縁を
語られました。

カンボジア

一般社団法人アジア南太平洋友好協会・RACK

幼児教育支援事業　及び　ポルポト政権下犠牲者慰霊塔及び
洞窟階段設置　落成法要

カンボジアスタディツアー
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カンボジア

　カンボジア訪問
 佐野泰典

幼児教育支援の縁で昨年2月に訪問
して、今回再びバッタンバンの地を訪
問いたしました。前回は、すべての田
んぼが刈り取られた茶色い広大な地平
線の広がる景色でしたが、今回は、稲
刈りも始まっておりました。緑と、ま
た稲穂が黄金に色づくまことに雄大な
光景を堪能いたしました。とりわけプ
ノンサンパウ頂上からの風景は、農業
国カンボジアそのものでありました。
アンコールワット観光の拠点シェム
リアップに観光客が多いのは当然です
が、バッタンバンにも多くの欧米から
の観光客がありました。かつてのフラ
ンス植民地の名残がのこることと、雄
大な大自然に癒しを求めて滞在するの
だそうです。
カンボジアの人々と接しております
と、大人も子供もとても、穏やかさや
柔らかさを持った国民性だと感じます。
私たち日本人ともとても気質が似てい
るように思います。
昔からの農耕民族であることも共通
しているからでしょうか。
この自然豊かな、優しく穏やかな国
で、同胞同士の悲惨な殺戮が繰り返さ
れたとはにわかに信じがたいことであ
ります。
プノンサンパウは、カンボジア仏教
の本山の奥の院のようなところです。
ここをお参りされる、国の内外の
人々に平和の尊さが語り継がれていき、
そのことがあ
またの犠牲殉
難者の菩提に
通ずるもので
ありますよう
に。

　カンボジアから世界平和を！
 コーディネーター　鈴木晧弌

このRACKの活動の起源はカンボジ
アです。ポル・ポト政権が内戦で自国
民の大虐殺を起こした1980年頃になり
ます。その頃のアジア各国では内戦で
生まれた多くの子供たちが生きること
にも困った状態でした。そこでRACK
はベトナム、スリランカ、バングラデ
シュ、ミャンマーでの子供たちへの支
援、そしてインドでは医療支援を行っ
てきました。

そのカンボジア
での長年の活動の
一区切りとして、
内戦時に虐殺の行
われたプンムサン
パウ洞窟に鎮魂の

仏像を建立する事業を起こし、この11
月10日に会長老大師をはじめとして13
名が参加し、現地のプノムサンパウ寺
院と共に仏像の開眼と慰霊法要を行い
ました。
＊参考に近代のカンボジア内戦当時の年表

を私なりにまとめたもの（ポル・ポト、シハ
ヌーク、ロン・ノル三派と隣国ベトナムの関
係）を末尾に掲載します。
カンボジアでは
当初は子供たちの
ための図書館活動
に力を入れてきま
したが、最近の 4
年間は「シャン
ティ国際ボランティア会」と共同で、
北西部のバッタンバン州をテストケー
スとして、幼児教育の支援をしていま
す。（カンボジアでは、幼稚園がほと
んどなく、また幼稚園児の教育という
概念すら希薄です）
先に述べたように内戦による知識階
級の大虐殺により、人口が激減してい

当時のサンラン小学校教

子供たちの眼が輝いています
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カンボジア

ます。特にこれからの国を担う人材の
教育が大きな課題であることは明白で
す。時間のかかることですが、幼児教
育が将来の学校教育の成果に影響する
大きな要素になります。そこを地元の
人たちが認識し、地元の人の金と労力
で作り上げていこうという大きなプロ
ジェクトです。

その幼児教育の進捗状況の把握で現
地を訪れる機会が多くなり、幼児教育
のほかに手掛けたことが二つあります。
一つは幼児教育の延長ですが、我々
が支援の候補として訪れたサンラン小
学校（現地では独立した幼稚園は極め
て稀です。ほとんどが小学校の校舎を
使って、幼児教育をしています）の校
舎のボロさ加減を見て、いかにもこれ
ではという会員の思いから、シャン
ティ国際ボランティア会と共同で全国
に募金を呼びかけました。その結果、
集まった約700万円の浄財で昨年から
工事が始まり、 7月に完成しました。
二つ目が、ここでご紹介する「プノ
ムサンパウ洞窟への慰霊碑建立」です。
プノムサンパウ洞窟というのは、穀倉
地帯のバッタンバン州にしては珍しく
小高い丘というか、小山程度の岩山が
あります。そこの山頂付近に大きな洞
窟があります。ポル・ポト派はこの洞
窟に生きながら多くの人を落として虐
殺したのです。下まで落ちて行っても
死なずに、息も絶え絶えだった人が
きっとあったことと思われます。
プノムサンパウは古くは霊場であり、

山頂付近には寺院もあります。また洞
窟のかなり下の方には亡くなった方々
の頭蓋骨が安置され、今でも多くの方
がそこにお参りをされています。今回
の式典でのご挨拶で、プノムサンパウ
寺院の住職はここでは 2万人の方が亡
くなったというお話をされました。一
昨年行きました時に、その場所よりさ
らに深いところまで洞窟が広がってお
り、懐中電灯を頼りにそこへ降りて行
きましたが、足場が悪くガイドからそ
れ以上は危険だからやめるようにと言
われて引き返したことがあります。そ
の辺りには、まだ浮かばれない霊が
いっぱいいる。彼らは自分たちのこと
を知ってもらいたい、祈りの言葉が欲
しいと訴えているように私には思えま
した。
そこでRACKとして、虐殺のあった
ことの記録と犠牲者の慰霊、そしてこ
こから世界平和を訴えるモニュメント
を建てることと、洞窟の底まで一般の
人が下りられる階段を造る事業を始め
ました。総費用300万円でRACKが100
万円を、200万円は寄付をお願いする
というプロジェクトが出来ました。
現地では信頼できるカンボジア在住
の手束（てづか）さんという日本人を
中心に動いてもらっています。現地の
政府関係者とプノムサンパウ寺院の全
面的協力も得られ、同寺院が主体で事
業を推進することで合意し、今年の 4
月から工事が進められました。この 7

新しい校舎全体

プノムサンパウ洞窟
ここから落とされた

犠牲者の頭蓋骨は
安置されています

新しい教室
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月31日に完了しました。私どもは11月
8 日～13日の旅程でのスタディーツ
アーを組んで慰霊の仏像の落慶法要と
サンラン小学校の新しい校舎確認のス
タディーツアーを行いました。

平和を願うお釈
迦様の像と説明碑
を建てられ、説明
碑には、「20世紀
後半のカンボジア
内戦によって非業

の死を遂げられた方々の鎮魂を願い、
その慰霊のためにプノムサンパウ寺と
現地政府関係者の協力により、この仏
像を建立するものです。二度とこのよ
うなことの起きないことを念願し、こ
の地から世界の平和を祈念するもので
す。」という言葉が日本語、クメール語、
英語、日本語で刻まれます。
今回は、この仏像が安置されたとこ
ろから、更に奥に下る階段も整備し、
奥深くで亡くなられた方へのお参りが
出来るようになりました。

更に多くの方々にご慰霊のための千
羽鶴を折っていただきました。その数
なんと12，000羽の千羽鶴となりました。
誠に有り難いことです。紙面を借りて
ご協力くださった方々に厚くお礼申し
あげます。
戦争は絶対に許せません。人が人を
傷つける、殺すということは絶対に
やってはならないことです。日本も70
数年前に誤って戦争を引き起こしまし
た。戦争はどうしても一般の人を巻き
添えにします。

太平洋戦争のように戦争当事国では
ないアジアの人たちまで巻き添えにし
て、国土は荒らされ犠牲者も出ます。
この行為は許されることではありませ
ん。いわゆる戦後と言われて70余年、
またぞろ自国ファーストというような
世界平和に逆行する考えの為政者が多
くなってきたと心配されます。こうい
う時だからこそ、近い時代に起きたこ
の大虐殺の場所から鎮魂と世界平和を
願わずにはいられないのです。
最近のカンボジアの総選挙も反対野
党を排除しての選挙であると言われて
います。政権与党には、その当時ポル・
ポトと関係のあった人たちが復権して
いると聞きます。また、教科書からポ
ル・ポトの悪行の事実を消してしまう
動きもあるそうです。歴史を書き換え
てしまうというようなことをすること
が平然と行われることは看過できない
ことです。事実は事実として消すこと
はできないのです。
元ドイツ大統領のワイツゼッカー氏
が、「過去を否定する人は、過去を繰
り返す危険を冒している」と指摘して
います。（1995年名古屋市での講演）
でもそういうことをしたい、しなけれ
ばならない人たちがいることは大きな
問題だと思います。また、同じ時に「若
い人たちに過去の歴史の過ちの責任は
ない。だが、その過ちがなぜ生じたの
かを知ることは必要だ」とも言われて
います。
人間は私利私欲、あるいは自分の家
族や仲間の利だけを考えると自分のこ
とばかりに目が行って、他の人のこと



7

カンボジア

を思いやることが出来ずに先が見えな
くなるようです。それは歴史が教えて
くれます。振り返って日本の政治家も
官僚もそういう人が少なからずいるよ
うに感じられます。カンボジアの人た
ちのための活動をしながら、身近に日
本はどうなのだろうなと考えてしまう
昨今です。

【参 考 年 表】
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カンボジア国を訪問して
 大谷正弘

11月 8 日、我々はシェムリアップに
到着した。周辺は緑豊かな処で、その
深い緑が人々の心を癒すのか心の豊か
な人間が多いように感じられた。加え
て、行く先々に放し飼いの動物たち
（犬・鳥・猫・猿）が争いもせず道端で
のんきに寝そべり、草を食む姿を見
て、私はガイドさんにジョークを交え
「日本には古い諺に『犬猿の仲』とあ
るが、この国は今、動物たちも仲が良
く大変いいことですね」と談笑した。
暫く前の内乱や内戦が本当にうそのよ
うである。
また、信号もない道路で自転車や
3・ 4人乗りのバイクだけでなく自動
車も無事故で縦横無尽に走り回ってい
る様が（しかも滞在 4日間中で言い争
いすら見かけることがなかった）大変
不思議であったが、よくよく見てみる
と、それぞれがお互いに気配りしなが
ら一歩譲って行動していることに気づ
き、大変感心した。
11月10日、この旅の主目的である落
慶法要及び合同慰霊法要に出発した。
そこでは、想像を絶する数多くの遺骨
を目の当たりにし、彼らがいかに凄惨
な処刑を受けたのかを聞き、 思わず絶
句した。どれほど苦しかったであろう
か、悔しかったであろうか・・・。武
力では平和を築くことができないと痛
感し、私は涙をこらえるのがやっとで
あった。
11月11日、アンコールワット、アン
コールトムを見学した。スケールの大
きな巨大な石造伽藍、観世音菩薩の巨
顔にただただ驚くと共に「菊作り　菊
見る時は　影の人」の句を思い出し、
70キロ離れた山の石でどれほど多くの
民が苦しんだであろうと思いを馳せた。

また、小学校の授業を参観した。そ
の後、先生方とも話し合ったが、物が
そろっていなくても、どの児童も澄ん
だ瞳で生き生きしている。恵まれてい
るはずの我が国の児童生徒はなぜいじ
めや登校拒否をするのか。
帰り際、手をつないで門送をしてく
れた児童の小さくて暖かい手、そのぬ
くもりは今もなおはっきりと私の手に
残っている。元気に良い大人に成長し
て欲しいと願うばかりだ。
11月12日、いよいよシェムリアップ
最終日となった。ホテルを出発し、 一
路田舎の村へ。そこでは、ココナッツ
ジュースや 2人だけだが楽団が精いっ
ぱいに心温まる演奏で歓迎してくれ
た。そして私の人生最初で最後の体験
になるだろう、牛車に乗車しての村の
散策。昼食にはその方のお宅の手料
理。この上なく心のこもったおもてな
しは有り難く、忘れられない。
最後に、個人では到底経験の出来な
い貴重な機会を与えて下さった老師
様、この旅を企画実施してくださった
ピースインツアー、鈴木様、蟹江様、
その他の方々に感謝いたします。本当
に有り難うございました。 合　掌
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カンボジア　
スタディツアーに参加して
 高橋洋之

RACKのスタディツアーに参加する
のは初めてでしたが、まさに「百聞は
一見に如かず」の旅でした。この感想
をいくつか綴ってみます。
その 1　プノムサンパウ洞窟の受難
者慰霊碑の落慶法要

プノンサンパウの頂上にある祠には、
メディアでよく見るガラスの納骨堂が
ありました。その中に洞窟の底で亡く
なられた方々の骨が無造作に積まれて
いるのは、ショッキングでした。それ
でも、じっと目を凝らすと、一人ひと
りの悲しみ、苦しみ、怒り、無念さが
訴えかけてくるように思えました。会
長老師は、今回の法要は、1980年のカ
オイダン難民キャンプ訪問から1985年
のRACK設立以来続いた30有余年のア
ジアの友を支援する事業の集大成であ
るとご挨拶されました。RACKの活動
を「祈りの行脚」と言われた、会長老
師のお言葉の意味を実感しました。
今、この国では、30年前の出来事を
教えないようです。対照的に、ちょう
ど11月11日のテレビでは、フランスの
パリで、第一次世界大戦終結100年の
式典が行われ、戦火を交えたフランス
とドイツの首相が和解を確認し、ナ
ショナリズムの兆候に懸念を示したと
伝えていました。歴史から学ぶことが
必要ではないでしょうか。
それにしても、上座部仏教を信仰す

る人が90％を占める仏教国で、なぜこ
のような残虐な行為が行われたのか、
疑問は残りました。
法要の司会をされた手束耕治さんは、
現在カンボジア宗教省仏教研究所顧問
をされていますが、慰霊碑の建立に当
たって、行政や地元の寺院・住民との
調整にお骨折りをいただいたそうです。
それだけでなく、手束さんは、会長老
師がはじめてカオイダン難民キャンプ
を訪問された時、支援活動の手引をさ
れたとのことで、難民支援の区切りに
ふさわしい再会となりました。
その 2　サンラン小学校の校舎建て
替え
サンラン小学校ではたくさんの小学
生が歓迎してくれました。その輪の中
の、会長老師の慈愛に満ちたお姿に、
ふと「二十四の瞳」の一場面を連想し
ました。新しい校舎は11月から使われ
るようになったばかりですが、生徒た
ちは楽しく授業を受けられるように
なったそうで、その瞳は輝いていまし
た。
私は、校舎の建設などは国がやるべ
き事業であると考えてきましたが、子
供たちのこの姿を見たとき、この瞳を
汚すまいと、理屈抜きの感動を覚えま
した。今までは、寄付や募金の応募と
いう形でしか支援できませんでした
が、苦しんでいる人を見たとき、何と
かしてあげることができないかと思う
RACKの活動に納得しました。今年の
6年生の中学校への進学は、60名中52
名だったそうです。この子たちは無事
に中学校を卒業できるだろうか？次の
課題と思いました。
その 3　サムロム村にて
サムロム村は、シェムリアップ市街
から車で 1時間ちょっとの木造高床式
の住宅が点在する、のどかな農村です。
ここはガイドのサロンさんが住み始め
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てから、今では親戚が300人いるそう
です。牛車に乗って村を回ると、村人
が笑顔で手を振ってくれましたが、歓
迎してくれているそうで、なんとなく
ウキウキしました。いたる所にバナナ
やココナツが生い茂り、自然の恵みを
満喫しました。
サロンさんの家でココナッツの
ジュースとカンボジアの家庭料理をご
馳走になりました。食事中は、カンボ
ジアの伝統楽器の演奏がありましたが、
会長老師のお話ですと、これはフラン
ス流の歓待だそうです。炊事場ではカ
マドで魚を焼き、井戸から水を汲み、
風呂の代わりに水浴び、などと見聞き
すると、はるか昔にタイムスリップし
たような、懐かしい気持ちになりまし
た。
日本の高度成長期を生きてきた私に
とっては、いわゆる三種の神器を揃え
ることが豊かさの象徴と考えてきまし
た。そこでついつい、村人達が文化的
な生活をするにはどうしたらよいか→
それには所得をあげればよい→それに
は農産物の収量をあげればよい→それ
には化学肥料やコンバインを使えばよ
いのではないか、などと政策を巡らせ
てしまいます。しかし、その前に豊か
さとは何か、幸せとは何か、と改めて
考えさせられてしまいました。
最後になりましたが、このような機
会を得させていただきましたことに、
会長老師はじめ皆様に感謝申し上げま
す。

スタディーツアー「プノムサンパ
ウ洞窟落慶法要」に参加して
 田中金作

現在は南国の楽園で、緑の大地は稲
刈の最中かと思うと、田植も有り、年
中作物が出来る豊かな農業国と感じま
した。日本では稲刈が済むと玄米で備
蓄していますが、この国では次々と出
来るのでその必要がない様です。食品
は地産地消で、野菜、川魚、地鶏など
が食卓を賑わし、素朴な料理が多く、
子供の頃に引き戻された様でした。
ただ、1975年頃から1979年までは地
獄の様な所で、今回の洞窟も虐殺の現
場です。崖から突落とし、約 2万人が
殺されました。
今回洞窟内の階段が整備され、洞窟
内の底まで行けるようになり、中心に
は釈迦如来像が安置され、台座には日
本語・クメール語・英語でこの仏像の
説明が記されています。これからは、
この地に多くの人々がお参りになるこ
とを祈念致します。

カンボジアをたずねて
 黒木雅子

2018年、11月 8 日から13日、RACK
カンボジア、スタディツアーで、北西
部のシェムリアップとバッタンバンを
訪ねた。今回の旅の目的の一つが、ポ
ル・ポト政権下で虐殺が行われたバッ
タンバンのプノムサンパウ洞窟での落
慶法要である。その洞窟に投げ込まれ
た犠牲者を慰霊する碑と洞窟底への階
段が整備され、カンボジアの僧侶と合
同で法要が行われた。外は30度まで上
がるものの、今も人骨が残るかもしれ
ない洞窟内の土の上に敷かれた毛布は
冷たかった。サンラン小学校の生徒に話をされる会長老師
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ちょうど、この原稿を書いていると
きに、「クメール・ルージュ政権の高
官 2人に11月16日、大量虐殺の罪で
有罪判決（終身刑）が初めて下された」、
というBBCニュースを知った。クメー
ル・ルージュとは、1975年から1979年
にかけてカンボジアを支配した急進的
な毛沢東主義勢力で、指導者ポル・ポ
トは有名である。同政権下、最大で
200万人の死者を出したと言われてお
り、多くは飢餓や過度の労働に倒れた
り、国家の敵として処刑された。今回
のこのカンボジア特別法廷は、2006年、
残虐行為について指導者や責任者を裁
くために設置されたが、現在までに有
罪判決が出たのは 3人だけだ。そして、
この法廷での結論は、最終的判決とな
る可能性があると報じている。しかし、
今のカンボジア人の多くはこのような
法廷にほとんど注意を払わず、特に若
者層は、「処刑場」としてよりも別の
何かとして自国が知られたいと望んで
いるようだ。
ところで、今回の旅でも訪問した国
が鏡となって、日本文化を映し出し、
色々なことに気づかせてくれた。信号
のない四差路交差点で待つ多くの車と
バイクが、ぶつからずにタイミングを
みて走リ出すのには驚いた。また、片
道一車線道路を後続車が追い越すとき
に、対向車と衝突しないかと気をもむ
場面があった。対向車が来る前に、な
んとか間に入れてくれる。何度もほっ
とした。日本のように、スピードをあ
げたり、あおり運転などはないだろう。
そして目にする牛や犬もやせている。
役割が違うのだから、日本と比べられ
ない。牛は主に農作業に使われるよう
だ。牛車に乗って村中を散策したとき、
その筋力に感心した。またムチ一つで
牛を扱うおじさんも頼もしい。おしゃ
れなハットをかぶり、笑うと歯がな

かったりする。村の人はみんな顔見知
りのようだ。それもそのはず、カンボ
ジアの家庭料理で接待してくれた家の
人によると、親戚が300人ほどいると
いう。コミュニティー健在である。
旅のハイライトである、アンコール
ワット遺跡群を訪ねた。ヒンドゥー教
寺院として建てられのちに仏教寺院と
なったアンコールワット、また仏教寺
院として建てられヒンドゥー教に改修
されたタ・プロームなどを見学した。
宗教は越境によって土着化するときに
相互に習合するのだろう。充実した 6
日間だったので短く感じたが、日本食
が恋しくなるころに関空到着となった。

千羽鶴に祈りをこめて
 サポート・プラス会員　高見啓子

この度カンボジア・プノムサンパウ
洞窟へ慰霊と世界平和を願って、千羽
鶴を持って行きたいとの
お話をサポート・プラス代表の鈴木
晧弌さんから頂いたのは 9月16日でし
た。
11月 8 日に出発すると聞き、会員の
皆さんや友人に発信しましたところ早
速反応があり、数名の方から折紙のサ
イズ等の問い合わせがありました。私
もすぐに折り始めましたが思うほど数
がこなせず、 1ヵ月半でどのくらい折
ることができるのか心配していまし
た。ところが、10月初旬には広島の友
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人からきれいに箱詰めされた1500羽ほ
どの鶴が届きビックリ！！さすが広島
と・・・（下写真）

千羽鶴作りは初めての私、ネットで
検索、丈夫な糸、長い針、一番下に鶴
が抜けないよう結ぶビーズが必要など、
折紙以外に準備しなくてはいけないこ
と、また 1本には40羽くらいが適当で、
繋いだ25本の連のまとめ方など動画を
見ながら一羽一羽繋いでいきまた。（下
写真）

10月下旬には広島から 2便目、周り
の友人、サポート・プラスの会員の方
からも届き4000羽ほどにもなりました。
その後も続々と集まり、完成した1000
羽鶴が 4束（1000× 4 ）と繋いだ20連
（40×20）が届き、全部で千羽鶴が 9束
（1000× 9 ）と驚きの数になりました。
サイズに合わせダンボール箱作りに
取り掛かり、何とか手荷物で運べるサ
イズに収め、無事に飛び立っていきま
した。
先日カンボジア、プノムサンパウ洞
窟に掛けて頂いた千羽鶴の写真見せて
いただき、協力頂いた皆さんの鶴に込
めた気持ち、思いが無事届いたことに

安心しました。皆さん本当にありがと
うございました。またこのような機会
を作って下さった鈴木さんに感謝です。
カンボジアの平和を祈って、地球上に
戦争が無くなることを祈って・・・・

≪広島から届いた千羽鶴≫　
 友人為岡和子さんからのメッセージ
「この度はカンボジア慰霊の千羽鶴
のご縁をいただきまして、ありがとう
ございました。家族や友人に輪を広げ、
一羽一羽に願いを込められた折り鶴が
たくさん集まりました。その中の一人
が『今年、もう 3回も折ったんよ』と
言うのです。 1つは幼くして白血病に
なった子（姪の子供）の為、 1つはガン
になった友人の為。そして何よりも彼
女自身が19年前、留学先の米国で18歳
だった大切な愛娘を事故でなくしてい
ました。深い悲しみの中、母として娘
にしてやれることは、千羽鶴を折る事
しかないと・・・毎年、毎年その地に持っ
て行っています。今回千羽鶴を折る機
会を得て彼女は『うれしいねぇ、カン
ボジアに届けられるなんて』二人で折
りながら色々なことを話し、ゆったり
と幸せな時間を過ごすことができまし
た。
広島には日本中、
世界中から千羽鶴
が届けられていま
す。今回の折り鶴
も行ったこともな
いカンボジアに羽
ばたき、お役に立
てたことに心より
感謝申し上げます。
色々な活動をさ
れておられますこ
の会が、益々発展
されることを願っ
ております。
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RACK様に心から感謝申上げます！
RACK様に於かれましては、私たち
NPO法人「アジアの障害者活動を支
援する会」に長きに亘り、暖かいご支
援を賜り会員の皆々様に心から感謝申
し上げます。
インドシナ半島の途上国、ラオス国
の障害者支援を始めて19年、障害者自
立のために多くの皆様からご支援を
頂いておりますが特にRACK様からは、
数回に亘って多額のドネーションを賜
りまた、2016年には、河野太通老師様
を始めご一行様がラオスの辺境の地、
北部フアバン県にまでお出ましを頂き
障害者を激励してくださいました。
その地で、日本の桜の花を咲かせる
運動を通してRACK様から特別に、沢
山の苗木を賜り、その桜を障害者が桜
守りをしつつ育て上げ、今、花を咲か
せる直前にまで成長しております。
この桜を中心に「カイソン公園」が
整備され今や北部ラオスの観光地とし
て大きく羽ばたこうとしております。
来年には、この公園に、障害者が運
営する自立ホームを設立し桜クッキー

をメインに「クッキーカフェ」を始める
計画となっております。そのクッキー
を焼き上げる機材もRACK様からご提
供頂きました。
京都庭師「植音」奥田龍司様の陣頭
指揮で、障害者の庭師も教育され、 2
ヘクタールの広大な「カイソン公園」
として、新たな始まりを迎えます。
本日、RACK様の大会に際し、謹ん
で感謝のご報告を申上げ、今後とも、
引き続き暖かいご支援を心からお願い
申し上げます。
「アジアの友を支援するRACK様」
と私たちNPO団体「アジアの障害者
活動を支援する会」は名称的にも相通
ずる親近感を覚えつつ、幾久しく、貧
しき国々に友好と支援の輪を広げるべ
く頑張りたいと思っております。
誠に、誠にありがとうございました。

平成30年12月13日
　 NPO法人「アジアの障害者活動を
支援する会」
　代　　表　前島富子
　特別顧問　八代英太

ADDPクッキー製造用大型オーブン RACK様からの桜の苗木

サムヌア寺院に桜が…
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 佐　野　泰　典

アジア南太平洋友好協会（旧南太平
洋友好協会）の設立の大きな目的の一
つが太平洋戦争戦没者の追悼慰霊、遺
骨収拾でありました。遺族や戦友の
方々と南海やアジアの戦跡に慰霊団を
派遣して巡拝を続けてまいりました。
近年は、ご遺族の高齢化も進み、慰霊
団を組織することも難しくなりました
が、せめて有志だけでも参拝は続けよ
うと、戦跡より帰還されたご遺骨の鎮
もる東京千鳥ヶ淵の戦没者墓苑へ、昨
年は、青木・鈴木・佐野各理事が代表
でお盆明けに参拝、今年は会長老師を
お導師に10名が、秋風さわやかな好天

に恵まれ10月24日に慰霊参拝を実施い
たしました。近接する靖国神社にても
手を合わせ、会長老師は、当時を述懐
され「慰霊行が羽田空港から出発の時
には、皆で参拝、宿舎は決まって九段
会館であった。ニューギニアへ最初に
いった時には、無文老師が石段の上か
ら遺児たちに語り掛けて、皆神妙で
あった」と。これからは、春は協会の
定期総会の際に、法輪寺で法要を、秋
には東京にて参拝をしてまいります。
戦没者に追悼の誠を捧げ、不戦・非戦
の誓いをあらたにいたしております。

東京　千鳥ヶ淵戦没者墓苑　慰霊参拝　

日 本
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技術は必須です。しかしながら、子供
たちを育てる環境は万全ではありませ
ん。何より今、ワジーラ師が懸念して
いることは、食生活の問題です。これ
は以前から心配されていることでし
た。慢性的な栄養不足の食事とその量
の少なさです。80人の子供を養ってい
くための食費を確保することは困難で
あると考えられます。また、現在、不
足している物は、常備薬などの薬類と
返答がありました。病気になる子供が
多いのだろうと予想されます。そして、
ベッドのシーツや枕カバーも現在必要
な物です。衛生的な生活のためにも
シーツや枕カバーは交換していくだけ
の数がなければならないということで
す。RACKは国際ソロプチミスト神戸
と協力し毎年、支援金をワジーラ・ス
リ・チルドレンホームに送っています。
支援金は食費などに使われていますが、
80人の子供たちを育てるには充分なも
のではありません。継続的な支援が現
地では望まれています。

 野　田　峰　照

スリランカ

ワジーラ・スリ・チルドレンホーム
の現状を報告いたします。チルドレン
ホームに預けられている子どもたちは
元気に生活しているようです。現在の
人数は80人、年齢層は 6歳から20歳ま
でいます。以前のように内戦で親を亡
くした孤児は減り、その一方、行政機
関からの要請により受け入れている子
供たちが多いようです。理由は様々で
両親の病死などによる身よりのない子
供、虐待や育児放棄により養護しなけ
ればならない子供、そのような子供た
ちを内戦終結後からチルドレンホーム
ではお世話をしています。
子供たちも社会に出て自立していく
ことができるよう日々、勉学に励んで
いるようです。
孤児院併設の学校では、パソコンを
使った勉強に力を入れており、子供た
ちも意欲的に学んでいます。スリラン
カでもコンピューターを扱う仕事は子
供たちにも人気な職種のようで、現代
でいい仕事に就くにはパソコン操作の
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ボディー・ダンマ

イ ン ド

インド山曹源寺

ラックハウスの骨格が出来て来まし
た。外壁や内装はまだまだこれからで
す。インドでは一気に仕上げることが
難しい場合、そのままにしていること
がありますが、そうすると雨が染み込
んで、鉄筋が錆びて行きます。なるべ
く一気に外壁を仕上げられるよう努力
しているところです。今年もご本山か

らのご協力で、長野県から山梨県東京
方面、大分県で托鉢をさせていただき
ました。来年にはラックハウスの落慶
法要が出来るよう、頑張ってまいりま
す。
今後ともよろしくお願い申し上げま
す。
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日　　本

カンボジアスタディツアーに出発す
る前日の11月 7 日夕刻にマロウドイン
ターナショナルホテル成田にて第29回
ＷＦＢ世界仏教徒会議の開会式典が行
われ、会長老大師がＷＦＢ表彰されま
した。おめでとうございます！
受賞理由は全日本仏教会長の折り、
第25回世界仏教徒会議スリランカ大会
（2010年コロンボ）、開会式にて日本
仏教徒を代表されて、参加者一堂に感
銘を与えるスピーチをされ世界にＷＦ
Ｂの存在意義を示された。また、日本
仏教が世界各地で布教並びに社会貢献
活動をされていることを紹介され、日
本仏教の存在意義を世界に示された。
このことによります。
次に、当日の受賞表彰での会長老大
師のお礼のご挨拶です。要約しました。
「私は2010年に行われましたスリラ
ンカ国における25回ＷＦＢ大会で世界
の皆様に法句経・『うらみはうらみに

て、息むべきようなし。怨みなき心に
て息む、この法かわることなし』とい
う釋尊のおしえにしたがい世界平和の
道が開かれることを念願いたしました
が、10年後の今日、世界の状況はさら
に憂えるべき状況を呈しているといわ
ざるをえません。
私は明朝、カンボジアのキリング
フィールドという場所の一つのプノン
サンパウ洞窟の犠牲慰霊の碑を立てま
したので、その供養に出かけるところ
であります。
この度のWFBの活動が世界仏教徒
の連帯となり、仏教の縁起観にもとづ
き共生和合の世界実現にさらなる連携
を念願いたしまして、今日の表彰の御
礼とさせていただきます。有難うござ
いました。」
翌日、 8日 8時30分関西国際空港に
集合しカンボジアスタディツアーに出
発しました。

 事務局　小　川　太　喜

事 務 局 ＷＦＢ表彰おめでとうございます！　
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ラックの時間

平成30年度のラックの時間は以下の
とおり計画しました。

日時 テーマ 講師
第
8
回

4 月 7 日
こどものしつけ、善と
悪

座談会方式

第
9
回

7 月17日
二百名山登頂男が語る信
仰の山、修験の山

瀬川 滋氏

第
10
回

11月20日
東日本大震災ボランティ
ア活動報告と課題

瀬川 滋氏

瀬川滋氏経歴
1967年NEC 入社、2001年NEC 関連会
社社長、2007-16年太成学院大学教授
1997年日本百名山登頂、2007年都道府
県最高峰登頂、2010年二百名山登頂

第 8回は、参加申し込みがなく、ま
た、事務局側の体制が整わず、流会し
ました。
第 9回は、趣向を変えて、登山愛好
家の瀬川滋氏に講師をお願いし信仰の
山、修験の山についての考察を紹介し
ていただきました。古来、山は、神聖
にして侵さざるべき地域限定の信仰の
山として崇め恐れられていました。こ
の山々に挑んだのが、厳しい修行を行
うことで悟りを求める修験者でした。
代表的な山が、富士山、立山、白山（日
本の三霊山）ですがこれらの山は多く
の修験者により全国的な参拝講が作ら
れました。講の発行する講札により関
所の通過が容易になり、登山は、信仰
をベースに観光も兼ねるようになりま
した。
三霊山に続く、信仰の山四名山（富
士山、立山、御嶽山、大山）、七霊山（富
士山、立山、白山、大峰山、釈迦ヶ岳、
大山、石鎚山）、三大霊場（恐山、比
叡山、高野山）、これらがまさに近代

 岡　本　正　敏

ラックの時間報告 以前の名山でした。信仰中心から、観
光、スポーツ感覚が加わり、現在の登
山ブームにつながっていった経緯をわ
かりやすく説明していただきました。
第10回は、 9回同様、瀬川滋氏に山
仲間とともに参加された東日本大震災
でのボランティア活動について報告し
ていただきました。2011年から2014年
のゴールデンウィークを利用して宮城
県亘理地区を中心に活動されました。
この間の苦労話を中心にを聞かせてい
ただきました。公的機関の受け入れが
整わず、民間のテラセン（お寺災害ボ
ランティアセンター）を探し当て、ボ
ランティア先を見つけたこと、ヘドロ
の除去ではその重さと悪臭に辟易とし
たこと、風呂に入れず困ったこと等々
です。心温まる話もあります。ボラン
ティア休暇がもらえないので会社を辞
めて参加し、黙々とヘドロを除いてい
た青年の話、自衛隊のお風呂支援隊の
「六甲の湯」に入れてもらったこと、
88ヶ寺を目標に千年先までこの震災を
伝えようという東北お遍路プロジェク
ト（現在瑞巌寺など63寺が参加）が動
き出したことなどです。
2014年には、八戸から亘理、いわき
までの様子を見、救援モード、復旧モー
ドから復興モードに切り替わっている
ことを確認できたそうです。現場を経
験して感じたことは、受け入れ窓口を
一本化することにより、また官民が一
体となることにより、全体が見える効
率的なボランティア活動を目指すべき
だとのことでした。
来年度も、今年と同様、 4月、 7月、
11月の 3回開催を予定しています。
法話に加えて、第 9回、10回のよう
な興味ある話題をプラスして内容を充
実させたいと思いますので、会員の皆
様には、特に集客面でのPR、アナウ
ンスの協力をお願いいたします。
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