
2019 年カンボジア訪問感想文 

所属部署・氏名： 企画室 沈思妤 

日程・訪問先：  2019 年 11月 1日（金）～11 月 4日（月） 

同行者：     大江社長、阿南宏司、小山田峻、勝又久美子、鈴木美保、境野舞子 

受入窓口：    Sumita Scholarship Foundation, Cambodia（SSFA） 

                 住田代表、小林監事、ボリナ事務所長、ソジェットさん、カンさん 

 

スケジュール： 

■ 11月 1日（金）日本 → シェムリアップ  

– アンコールトム・アンコールワット遺跡群見学 

– 伝統舞踊アプサラダンス見学／踊り子と記念撮影 

 

初日、カンボジアのシェムリアップ空港に到着したのは私が最初のメンバーでした。う

ゎー快適な天気だなと思いながら、到着ロビーには住田先生、監事の小林さん、事務所長の

ボリナさん、通訳のソジェットさん、ガイドのカンさんが笑顔で明るく迎えてくださったの

で、緊張感が吹き飛びました。社長と他のメンバーを待つおかげで、SSFCの皆さんとお互

い自己紹介をしながら、カンボジア支援活動の経緯から学校の現状まで知ることができま

した。 

 

SSFC は 16 年間カンボジアで教育支援をしてきました。最初は、村の子供たちに教育

を受けさせたかったので、たくさんの校舎を建て続けてきました。建設した校舎は増えつつ、

教育方法や授業内容等まだ整備されてなかった為、講義せず子供たちに自習ばかりにして

しまい、校舎内の整理整頓もなかったそうです。現在 SSFC は、カンボジアの学校現場に入

り、校長先生や先生たちと一緒になって、授業内容、先生たちの教育・意識改善を中心に取

り組んでいると聞きました。校舎やハードウェアが完備されても、「教育の普及促進」「優秀

な先生を育てる」「教育の質」を向上させ、継続させることが一番難しいと感じました。 

 

  皆さんと合流した後に、最初の訪問地はアンコールトム・アンコールワット遺跡見学で

した。目的地へ向かう途中、バスの窓から目に映ったのは清潔感のある街でした。インドの

ホコリ、ゴミと雑草だらけの街との違い、そのキレイさにびっくりしました。今までカンボ

ジアに悪い先入観を持てしまったことをお詫びいたします。 

 

  アンコールワット遺跡は石造りで、１２世紀中頃の王朝時代に建造されました。一度は

ジャングルに覆われ、人々の記憶から忘れてしまいましたが、フランス人学者のおかげで再

現することが出来ました。存在感ある坐像がずらりと並ぶアンコールトムの南大門から、ア

ンコールワット正面の４つの伽藍を壕の水に映っていた美しい景色、壁の素晴らしい彫刻



と壮大な仏像・建物を見て、さすが人生で一度は行ってみたい世界遺産だと思います。ガイ

ドのカンさんのおかげで、遺跡を回りながらから歴史や彫刻の意味を理解することができ、

人気の写真スポットで全員揃っておもしろい写真をいっぱい撮ることができ、カメラマン

として最高の幸せでした。 

 

  １日目最後のご褒美はカンボジア伝統舞踊のアブサラダンスの見学でした。ゆっくり

とした優雅な動きで登場人物の感情やストーリーを表現するのが特徴だそうです。ダンサ

ーの手や指の動きには意味があり、生命の一生、花の芽生えから実が落ちるまで例えて表し

ているそうです。ダンサーの服装や動きの特徴は、アンコール遺跡の壁や石柱にたくさん浮

き彫られています。その浮き彫られた女性たちは、「アブサラス（Apsaras）」と呼ばれ、「ア

ブサラダンス」の語源になっています。 

 

■ 11月 2日（土）シェムリアップ  

– スレイビボケイ中学校贈呈式／317 高校分校開校式／成績優秀者等表彰 

– 昼食：ビボケイ中学校校長・先生たちと食事 

– 奨学金給付生徒の家訪問（２軒） 

– 学習研究協力校 ウェス・サボーン小学校訪問／先生たちと交流 

– 夕食：リムさんのお母さん経営のレストラン 

– ナイトマーケット見学・買い物 

 

  ２日目はスレイビボケイ中学校の贈呈式に参加いたしました。入社してから毎年カン

ボジア訪問の写真を整理・保管していましたが、写真だけでは伝えきれない部分もあると実

感しました。学校の開放感、贈呈式の堂々たる盛大感、子供たちの親近感、SSFC のスタッ

フや先生たちの使命感等々、現地で生々しく体感することができ、このような支援活動の意

義も理解することができました。通訳の方から「モエ・ビ・バイ」はカンボジア語の「1・

2・3」のことを勉強しました。「モエ・ビ・バイ、YEAH！」ってカンボジアの子供たちに

伝えば、笑顔でポースをしてくれるので、写真撮影の時に大変役に立ちました。 

 個人的に印象的だったのは、先生たちと昼食をした際に副校長先生ともう一人の女先

生のお話でした。「高校分校を家の近くに開校することができ、親たちはとても感謝してい

ます。往復で何時間を掛かって、子供たちが一人で通学する時の安全性を一番心配している

のは両親ですから。」副校長先生が語りました。「今日の式典は事務局の準備だけではなく、

熱心に協力してくれた子供のおかげです。言葉の代わりに気持ちを伝えたいので、子供たち

は自分がやれる範囲で頑張ってお手伝いしました。」女先生が語りました。その貴重な気持

ちは１日中のセレモニーを参加した私にとってすごく伝わってきました。 

 

  昼食後、奨学金給付生徒の家に訪問しました。１軒目はひとり親家庭に訪問し、２階建

ての茅屋を見て、決して豊かな生活環境ではないと感じました。急で険しい階段を登ると普

段の生活環境、寝る場所、服装等目に入り、シングルマザーと５人の子供たちとこちらで生



活しているだそうです。奨学金給付生徒の女の子は笑顔できちんと対応してくれました。２

軒目は小さい渓流を渡して、貧困そうな茅屋が目の前に現れました。カンボジアの子供たち

が楽しく軽々しくジャンプして簡単に渡すことが出来た橋ですが、裕福な環境で育てられ

た私たちはスタッフの手を握りながら、不安でゆっくりで渡すことができました。貧しい児

童の生活環境を見て、今の自分はどれほど恵まれているかに気付くことができました。 

 

  最後、現地で評価が高い学習研究協力校に見学し、校長と先生たちと面談することが出

来ました。学校の敷地が広くて、きちんとした庭と植、教室・図書館・おやつの売店・子供

が遊べる遊具・自転車の駐車場等すべて完備されており、さすが模範学校だと感じました。

こちらの校長先生は 26年間カンボジアの教育事業に注力してきて、とても陽気な女性です。

学習意識が増えてきたので、足りなくなってきた校舎が課題だそうです。「日本はどのよう

にキレイな環境を保つことができましたか？」「日本の学校では、学生たちの学習科目はど

のように設計されましたか？」先生たちの情熱と教育に対する使命感は面談に参加した私

たちの心を魅了しました。 

 

■ 11月 3日（日）シェムリップ →（6.5hr）→ クロコー →（3.5hr）→プノンペン 

– クロコー：夢追う子どもたちの家 訪問 2.時間  

 

  3 日目の朝 7 時頃、皆さんが期待しているクロコー郡にあり、NPO 法人 SAJ が建

設・運営する孤児院に移動しました。国道の拡張工事により大渋滞が発生してしまい、7時

間近くをかかってやっと孤児院に辿り着きました。長い旅でしたが、バス内で住田先生から

孤児院の話について聞くことができました。住田先生は SAJ の学校建設支援の調査中に孤

児に出会いました。その子たちのために孤児院を建設し運営することを決意しました。2007

年に 5000 万円の資金として建設し始め、2008 年に「夢追う子どもたちの家」が開業するこ

とができました。近くの良い小学校の校長先生をスカウトし、カンボジア人を雇用しました。

最初は 38 人の子供がいて、すべて小学生でした。現在、約 80 人前後男女 40 人ずつの子供

たちが住んでいます。 

 

孤児院で子供たちの笑顔に癒されました。孤児院で子供たちと触れ合い時間を作って

もらいました。一緒にチェッチェコリのダンスをしたり、大縄跳びを遊んだり、ボールを蹴

ったり走ったり、会話したりすることはとても楽しかったです。言葉を通じなくても、お互

いに理解し合おうとする姿勢の大切さを感じることができました。別れる時、「365 日の紙

飛行機」を歌ってくれた子供たちの声を聴いて、涙が溢れました。「人生は紙飛行機 願い

乗せて飛んで行くよ 風の中を力の限り ただ進むだけ」子供たちの純粋な歌声と、素直な

気持ちが伝わってきました。 

 

 



■ 11月 4日（一）プノンペン → 日本 

 

4 日間という短い間でしたが、毎日が濃く、とても貴重な時間を過ごすことができたと

思います。特に参加メンバーのおかげで本当にいい刺激を受けたし、最高に充実した楽しい

時間を過ごせました。微力ではございますが、少しでも人々の役に立てるような活動をし、

会社に貢献して業績を上げ、子供たちの支援を広げたいと思います。4日間お世話になった

SSFC スタッフの方々、社長、阿南さん、勝又さん、小島さん、境野さん、小山田さん、す

べての人に感謝いたします。ありがとうございました！ 
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カンボジア視察感想文           小山田俊 

最初は機会があるならば行ってみたい。せっかく大学時代に教育について学んで 

いたのでいい機械ではないか。あまり深く考えずに立候補したカンボジア出で 

した。 

しかし空港に着いた瞬間からジメッとした熱気と町の雰囲気から、全く日

本とは違うものがあるなと感じました。アンコールワットなどの遺跡探訪、

ナイトマーケットでのお土産探しなど普段経験できないことにたくさん

触れることが出来ました。中でもやはり一番の思い出は式典と孤児院の訪

問です。現地での活動をしている住田さんによれば今までは建てるだけで

終わってしまい、健全な状態で教育が出来る環境に無いことが多かったそ

うです。その為建てて終わりではなく、継続的な支援や教育指導が必要で

す。大江電機としても継続的な支援が続いており、式典の際に見た贈呈し

た学校の壁の大江電機一同の文字と子供たちの笑顔はとても感動しまし

た。また孤児院の訪問では前日に仕込んだチェッチェコリが好評で、恥を

捨てて全力でやった甲斐が大いにありました。 

私は今回の経験を生かし、より大江電機の一員として貢献できるよう取り

組んで参りたいと思います。最後になりますがこのような体験をさせてい

ただきありがとうございました 

 提出日：2019 年 11 月 11日 



カンボジア視察報告書 

 

所属部署・氏名：湘南営業所 小島 美保 

日 程：2019年 11月 1 日～11月 4 日 

同行者：大江社長・阿南さん・小山田さん・勝又さん・境野さん・沈さん 

ＳＳＦＣ側 代表の住田さん、理事の小林さん、学校建設担当したボイナさん（元大成建設）、

通訳：ソジェットさん、カンさん 

詳細報告 

11月 1 日 シェムリアップ入国後ＳＳＦＣ住田先生方と合流、 

アンコールワット、アンコールトム遺跡見学 

11月 2 日 スレイビボケイ中学校新校舎贈贈呈式・地区の高校分校開所式 

     ビボケイ中学校成績優秀者等表彰・奨学金給付生徒家庭訪問 

      学習研究協力校 ウェス・サボーン小学校訪問（環境優秀校） 

11月 3 日 SAJ孤児院訪問 昼食と子供達との交流等          

 

 

11 月 2 日のスレイビボケイ中学校新校舎贈呈式・地区の高校分校開所式では新しい

校舎はどんな感じなのか、どのように贈呈式が執り行われるかと期待と緊張で当日

を迎えました。 

バスを降りると、子供達が校門の前で待機しており、花道を作って民族音楽と踊りで歓迎を

してくれました。子供達と先生の手作りで準備をしてくれたそうです。それだけで感動で胸

がいっぱいでしたが、州の市議会員も来ており、カンボジアのＴＶカメラまでが撮影にきて

おり（カンボジアのテレビで放映されました！）自分が想像した以上に素晴らしい贈呈式で

驚いていると、SSFC の方が、「この町の人達にとって大江電機さんは神様みたいな存在な

んですよ！」と一言。今回の中学校新設の支援はそれだけ意義のあるものと感じました。特

に中学校の教室の一室に高校の分校。この地区から高校まで自転車で 2 時間、この地区に

分校が出来たことで沢山の子供達が高校に通えるようになり、自分達の支援で子供達の未

来に手助けが出来た事を嬉しく思います。 

 

11 月 3 日の孤児院訪問は一日バス移動でした。話に聞いていた通り、道は舗装されている

とはいえ所々乗り心地が悪い箇所もあり、信号も車線もなくバイクも二人乗り三人乗りは



当たり前、日本の道路事情とは大きく違うものでした。立派な家も一部見受けられましたが、

牛は痩せており、ゴミも多く、街並みからは貧しさを感じさせられました。 

途中で寄ったガソリスタンドのトイレ事情もあまりよくなく、戸惑いも感じました。 

交通事情で大幅に遅れて孤児院に着くと無邪気な笑顔で子供達が迎えてくれました。孤児

院は思ったより立派な建物で施設も整っているように思いました。日本人の先生もいて、日

本語で話せたので、安心しました。施設内にところどころに日本語で文字が書いてあり、日

本語も勉強しているそうです。英語が単語しか出てこなく、子供達とコミュケーションがう

まく出来なかった事は悔やまれますが、遊びやスポーツは世界共通、皆優しく声をかけてく

れて子供達と楽しく過ごせました。 

お別れの最後に子供達に向けた住田先生の言葉が忘れられません。「あなた達は親戚も身寄

りも居ない。一人で生きていかなければならないからしっかり勉強をしなさい。そして自分

の未来は自分で掴み取りなさい」と。子供達がどのような事情でここの孤児院にたどり着い

たかわかりませんが、衣食住が整い満たされると、更なる問題も出てくるのも事実。自分の

道をしっかり歩んで行って欲しいです。その為にも子供達に考えさせる授業をして、子供達

の未来を導てくれる先生が多く必要です。今回の視察で SSFC の教育支援活動は重要なも

のと改めて感じました。 

 

今回のカンボジア訪問はいつもより人数も多い視察でしたが、新入社員からベテラン社員

まで、色んな方と交流がもてた事（孤児院でのチェッチェッコリ大会、練習も含め楽しかっ

たですね！小山田君ありがとう！）そして SSFC方々と一緒に行動を共にして、住田先生を

はじめ、みなさんがとても志も高く、教育支援を通じてカンボジアの先生方や子供達と本気

で信頼関係を築いている姿。元大成建設のボイラさん、わかりやすく通訳していただいた弁

護士のソジェットさん、アンコールワットではクメール文明を分かりやすくガイトしてく

れた、23歳で日本留学経験のあるガイドのカンさん。カンボジアで一番の学校にしたいと、

教育熱心なウエス・サボーン小学校の若き先生方。夢に向かって一生懸命勉強している子供

達。そして無邪気な笑顔の子供達。 

自分達が寄付したお金がどのように使われ、どのような支援に繋がっているのか、大江電機

を違った角度から見ることがでました。そして色々な方から刺激をもらいとても貴重な視

察となりました。 

学校が沢山建っても生徒に教える先生は少なく、貧しくて学校に通えない子供もまだ沢山

います。カンボジアのすべての人が裕福になるのにはまだまだ時間がかかると思いますが、

このような支援を微力ながらでも続けて、変わり行くカンボジアの国や子供達の未来を見

守って行きたいと思います。 

大江社長、このような貴重な機会を頂きありがとうございました。 

阿南さん、小山田さん、勝又さん、沈さん、境野さん、現地では大変お世話になりました！ 

  



 カンボジア訪問（2019 年 11月 1日～4 日）感想文 

境野舞子 

この度は参加させて頂きありがとうございました。 

 

私は自身の興味の範囲が狭いと感じており、多様な価値観や環境で暮らす人々に触れ色

んなことを考えさせられるきっかけとなりました。 

 

アンコールワットからの帰り道とスレイビボケイ中学校の贈呈式へ向かう途中、バスの

窓から人々の暮らしを伺うことができましたが、出店では食べたらお腹をこわしてしまい

そうな焼き鳥が何店舗も並んで売っていたり（お客さんは誰もいませんでした。）男の人た

ちが昼間から集まって酒盛りをしていたりして、ツクツクで寝ていたり、なんとなく時間を

もてあましている印象を受けました。学校に近づいていくと、景色はどんどん緑になり、人

の姿も見えなくなりましたが、中学校に着くとこども達が演奏で出迎えてくれ、異国の地に

自分の会社の名前が書かれている学校を見て初めてカンボジア視察研修の意味が分かりま

した。 

 

中学校の新校舎贈呈式ではビデオを撮るお手伝いをしました。そのため、来賓席に着席せ

ず現地の TV 局のカメラマンとポジションを取り合いながら、周囲の人々の様子や表情を

じっくり見て回ることができました。こども、親だけでなく、おばあちゃんらしき高齢の方

も来ていました。彼らの表情には、熱さにも関わらず最前列では何が起こっているか見よう

と必死で首を伸ばしている人達がいました。親の上の代では教育を受けた人が少ないと思

われ、もしかしたら学校がどういうところか分かっていないのかもしれません。 

 

贈呈式が終わった後、女の子が話しかけてきてくれました。お父さんと二人暮らしだそ

うです。「仕事は何？」と聞かれましたので「OFFICE WOKER」と答えたところ、ポカン

とされてしまいした。その後、社長にそのことを話したら、「カンボジアの子は仕事を知

らない。」と言われ、バスでの景色、人々の様子を思い出してみて納得がいきました。確

かに来るまでに会社のようなものは見かけませんでした。 

 

翌日の孤児院では１8歳の女の子に「ここの子供たちは好きか？」と聞かれて「好き」と

答えたところ、院内を案内してあげるといってくれました。拙い英会話の中でどんな暮らし

をしているかを聞くことができました。（お互い英語力が足りなかったので多少言い間違い

聞き違いがあります。） 

 

女子寮は３～４部屋、６畳くらいの部屋にベッドが６つあり一人マミー（恐らく寮母さん）

がいます。外は暑いけれど中は風通しがよく涼しいようです。部屋にはだれかが書いた桜の



絵が貼ってあり、日本に行くのが夢だと言ってくれました。 

案内された最後の部屋では皆の夢、年、学年、里親、里親の写真がある表を見ました。そ

こには日本の著名人に混じって大江社長の写真が掲げられていました。夢は「POLICE」が

多く、夢の偏りから仕事の選択肢の狭さが伺えました。SSFCの住田さんからは、警察もお

金欲しさに違法に取り締まっているケースがあると教えてくれました。世の中を知れば職

種が沢山あることに気づくので、貧しい国ではやはり教育が重要だと思いました。 

 

夢の表を見ていたらずっと案内してくれた女の子が「私は日本に２～３年行って、帰って

きてソージャーになる」と言ってきました。ソージャーの意味が分からず、繰り返し聞いて

しまい、最後は「SOLD」の意味で「売る人」という仕事だと思い会話を終わらしてしまい

ましたが、帰ってきて撮ったビデオを沈さんと確認したら、その子はソルジャーと言ってお

り、よく表を見たら名前の横に「SOLDER（軍隊）」と書かれていました。「兵士」という単

語は知っていたのですが、18 歳の可愛い女の子がなりたい夢だとは思わず、山崎さんから

借りた本の中にカンボジアはすこし前に内戦があったこと、その子にはなぜ両親がいない

のか、夢だった日本になぜ３年間だけ行くのか、そのあとカンボジアに帰ってきて兵士にな

るのか、肝心なことを全く聞けなかったと思い、夜ホテルに帰ってもそのことが頭から離れ

ずなかなか寝付くことが出来ませんでした。 

 

孤児院の帰り際には、その子から「私が孤児院を出る前に会いにきてよ」と言って小指を

差し出されました。指切りの文化は日本人の先生が教えたのでしょうか。それともカンボジ

アにもあるのでしょうか。とても嬉しかったのですが、毎年は行くことが出来ないと伝えま

した。孤児院は２１歳までしかいられないそうです。その子の寂しさと不安を感じ、卒業前

にもう一度会いたいなと思いました。 

 

今回の視察で感じたカンボジアの住環境については、私は幼少期にアラブに住んでおり、

小学校の遠足では砂漠で穴を掘ってトイレをしたり、水道水を飲まない生活をしていたの

で、カンボジアでもトイレや水に関して抵抗感は思ったほどありませんでした。それでも帰

国した時は、日本の道が整備されているという普通のことがありがたく感じました。 

他方、両親がいて義務教育を受けて大学迄いけるということはシュリムアップの人々に

とったら夢のようなことなのだと思います。例えば、通訳をして頂いたソジェットさんはと

ても日本語が上手で気が利く人でした。しかし話を聞いたら貧困地域で育ったそうです。な

ので考えられないくらいの努力されてきた方なんだろうと思います。 

 

貧困から抜け出すには教育が重要なのは周知のことですが、その際、学校を建てて外から

サポートするだけでなく住んでいる当事者の人たちの意識改革と夢に向けた努力が大切だ

と痛感しました。 

 



それは今の自分自身にも言えることで、今の環境に慢心せず、現状が良くなるためにはと

常に考えて行動していきたいと思います。 

今回の視察訪問はギリギリまで悩んでしまい、締め切り最終日に滑り込みで応募させて

頂きました。 

行く前から、ビザやパスポートの管理をして頂いた津島さん、カンボジアのホテルの一角で

チェッチェコリの夜練に励んだメンバーの方々（ホテルの宿泊客に何あれ？て言われてま

したよ笑）、行きの飛行機でスマホを落として乗り換えの時間を使って英語で航空会社に掛

け合ってくれた沈さん、カンボジアへ連れていって頂いた社長、ありがとうございました。

お腹はもう大丈夫です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



カンボジア訪問感想文                   勝又久美子 

日程：2019 年 11 月１日～11 月 4日 

〔大江電機  同行者〕 

大江社長・阿南さん・小山田さん・小島さん・沈さん・境野さん・勝又 

 

私がカンボジア教育支援活動に参加を希望いたしました動機として、現地へ行きＳＡＪの

方々や現地の子供たちとのかかわる事により現実を自分で知ることから、自身の意識改善

と視野を広げるための機会とさせていただきたく参加させていただきました。 

訪問が近づくにつれ、参加メンバーと孤児院の子供達へのお土産を考え、現地での交流の時

間に何ができたら楽しくすごせるのか？ロケーションがわからな中、皆で意見をだしあい、

これで喜んでもらえるだろうか？楽しんでもらえるだろうか？不安と創造を膨らませなが

ら準備をしました。 

 

（１日目：アンコールワット観光） 

アンコールワット入り口で、係りの人に「こんにちは、味の素！」と声をかけられ何の事だ

と思い訪ねると、カンボジアでは日本人＝味の素だそうです。 

人にとって食は、一番わかりやすく印象づけるもの、味の素ものすごい影響力です。 

規模は違いますが、カンボジア＝アンコールワットみたいな感じでようか？ 

これまでに見たことの無い、細部に及ぶ数々壁画や石造を見学いたしまいた。 

ただ営利目的に人々を呼び込むために作られた観光地ではなく、クメール文化の作り出し

た歴史的遺跡であること、その偉大さを感じ、当日も各国からの訪問者も多数で「アンコー

ルワットは、世界一有名な世界遺産です！」何度も繰り返された言葉と一致しました。帰り

際は、何度も何度も振り返り寂しい気持ちになりました。 

 

（２日目：スレイビボケイ中学校贈呈式） 

バスを降りると、リズミカルな音楽に合わせ子供たちの踊りと手拍子。教員、生徒、関係者

の皆さんが列になって出迎えてくださいました。こんな出迎えをうける事今までに無い経

験でしたので気恥ずかしくもなりながら、とてもありがたく思う気持ちでいっぱいでした。

これまでに寄贈されてきた校舎前を通過し、新校舎に「大江電機㈱社員一同様」の文字があ

りました。他の文字は、解読できませんが「大江電機」これを見たときには、参加して良か

った！と実感できる瞬間でした。贈呈式の会場も皆さんの心使いが感じ取られ、式典の進行

もスムーズに進み内心恐縮するほどでした。生徒さんが手作りで下さった、ジャスミンのブ

レスレットの匂いが今でも忘れられません。高校の分校が新たにでき、今までよりも更に教

育範囲が広がることにより、地域の皆様の暮らしがより豊かになるきっかけにもなるに間

違いない！と思いました。お役に立つことができている実感ができ、私が大江電機で働かせ

ていただいている事のありがたさを再認識させていただきました。 

 



（３日目 ＳＡＪ孤児院訪門） 

現地に到着するまでのバスの車窓からみていたものは、広大な田畑、やせ細った複数の牛、 

庭先でなんとなく経営しているような店、裸足、裸でいる人々、電気もなさそうな風景を目

の当たりにし、向かっているのは孤児院。住田さんが、私たちに車中でこれまでにあったい

ろんな出来事を教えてくださいました。事情があって子供たちは孤児院にいるわけですか

ら、どんな表情や思いをもっているのだろうか？と考えていました。 

しかし到着直後から、長時間のバス移動の疲れを忘れさせてくれるほどの、子供たちのパワ

ーと笑顔に一瞬にして包まれました。孤児院の子供たちは学校へも行き、食事も取ることが

でき友達もいます、今を楽しんで、一生懸命いきているのだと。 

先のことばかり心配していても今を楽しめない、だからといって楽しんでばかりいるわけ

にはいかない。いつか自立をしなければいけないときがくる、自分に置き換えると環境の 

整った生活を送ることができていることのありがたさを改めて実感する機会でした。 

日本語で歌ってくれたＡＫＢの歌に自然に涙が溢れました。 

感謝することを表現し、素直に相手に伝えることの大切さ改めて感じました。 

 

最後に、今回のカンボジア訪問にあたり、ご協力いただいいた大江電機の皆様、現地で同行

いただいた関係者の皆様に感謝致します。 

 

貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 年 11月 1 日～11 月 4 日 大江電機カンボジア訪問 感想文 

阿南 宏司 

初めてのカンボジア訪問へ向け、事前にカンボジアの歴史と現状について改めて勉強して

おきました。アンコール王朝の繁栄やクメールルージュの暴挙、フン・セン首相の長期政

権～独裁化と中国の思惑等。現地へ入り、見るモノ・聞くことから自分自身が感じる得る

事が多かったように思います。ただ、知れば知るほどカンボジアの現状はまだ多くの問題

が山積しているとの認識に至ります。当社を含め、ＳＡＪ、ＳＳＦＣのようなＮＰＯによ

る支援活動の大切さを感じると共に、政治の責任、意義の大きさを感じずにはいられませ

ん。今回ツアーで大変お世話になったＳＳＦＣ住田さんから、道中や食事をしながら色々

な事を教えて頂きました。“この国の国民は政治に対する意見をあまり言わない傾向があ

る” “なぜですか？” “過去のトラウマから・・・”  

ポル・ポトがこの世を去っても恐怖政治に支配されている実態が重く感じられます。 

住田さん率いるＳＳＦＣの取組み（現地の教育者を育成する）を具体的に知った時、 

日本を発つ直前の新聞で偶然見かけた言葉を思い出しました。『教育は国力の源泉』･･･ 

掲載記事はカンボジアとは無関係でしたが、現地ではこの言葉が違った響きを持って心に

届きます。国の未来を変える主役は、次世代を担う子供達ですが、満足に教育を受けられ

る環境が不足しています。支援者により校舎が立てられても教師の能力や質感が充実しな

いとの問題を抱えています。ＳＳＦＣと住田さんの活動は本質に迫る課題に真っ向勝負を

挑んでいます。時間は掛かりますが、現地で熱心な先生方とお会いする事も出来ました。

そしてなにより未来を見据え希望を追いかける子供達に会う事が出来ました。ＳＳＦＣの

活動と住田さんはじめスタッフの皆さんへ敬意を表しつつ、微力ながらも自分に出来る事

をしていきたいと決意しました。 

スレイビボケイ中学校での新校舎贈呈式では感動的な体験をさせて頂きました。現地では

これ以上ないほどのビックイベントとなっており、訪れた当社メンバーへの歓迎ぶりも大

変なものでした。想像以上の展開に驚きを隠せませんでしたが、当社の取組みを誇りに思

える有意義な時間となりました。自分達の仕事の結果がこんなところで貢献出来るのか!? 

現地を訪れると業績魂にまた火が点きます。なんだか数字が上がらない･･･そんな営業マ

ンはカンボジアへ行くといいかもしれません。贈呈式の後、成績優秀者のお宅へ訪問させ

て頂く機会を頂きました。目の当たりにした生活環境は底辺を感じる貧困そのものでし

た。しかしながら、迎えてくれたご家族の笑顔が印象的な温かいご家庭でした。未来を担

う子供達の努力が報われる事を願って已みません。 

就職先が無い現地の社会事情を前に、住田さんが大きな声で孤児院の子供達に訴えます。 

『将来大人になって仕事に就けるたったひとつの方法は、一生懸命勉強する事ダヨ！！』 

教育のプロが魂を込めて訴える前で、真剣に聞き入る大勢の子供達。住田さんへの敬意と

憧れを持って見ていました。“こんな男になりたい！”そう思いました。 

今回のカンボジア訪問で、自分自身の変化をはっきり感じています。支援活動の実態や成

果、意義、課題・・・これらを話しで聞くだけでは真に理解は出来ません。やはり現地へ



行って体感する事で正しく理解する事が出来ます。その結果、自分の仕事にもうひとつ意

義が出来るでしょう。当社の社員が一人でも多く現地へ訪問出来るといいと思います。 

 

また、単なるついでの話ですが、今まで苦手だったアジアンフードも、現地ではなぜかお

いしく感じました。パクチーやトムヤンクンは基本ＮＧだったはずですが、味を解ってし

まいました。ＦＴＣ勤務だったリムさんのお母さんが経営するレストランで頂いたトムヤ

ンクンや蛙の唐揚げは最高でした。これから専門店へ行ってみようかな！と思ってるほど

です。最後の夜にはサルーアン、そしてリムさんご夫妻ともお会いできました。 

リムさんとは久しぶりの再会でしたが、元気で幸せそうな様子に安心しました。 

生きる場所は違っても、リムさんがテクノエナジーで活躍した日々を想いながら、 

お互いに頑張っていきたいナ！と思いました。 

 

最後に、このような思いがたくさん詰まったカンボジア訪問となりました。 

機会を頂きました大江社長に改めて感謝申し上げます。ご指名頂いての参画となりました

が、ご指名頂けなければそのままの自分でした。昨年の北京・上海視察を経て、“一歩踏み

出せ”と皆に訴えたはずの自分としては、自覚が足りない！と反省しきりです。今後に活か

して参ります。また一緒に同行してくれたメンバーの皆さん、共に楽しみながら学ぶ事が

出来ましたね。 

勝又さん、小島さん、境野さん、沈さん、小山田さん ありがとうございました！ 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１９年カンボジア訪問（スレイビボケイ中学校贈呈式）感想文 

                                大江光正 

 

２０１２年にスレイビボケイ小学校・中学校の校舎建設に始まり、すでにカンボジアに６校

舎の寄贈を行ってきました。（従来はＳＡＪが窓口）毎回のように贈呈式に出席してきまし

たが、贈呈式が終わるとその学校との接点が無くなり、どこかで義務的になっている感じが

強くなっていました。 

２０１２年のスレイビボケイで贈呈式に臨んだ時に、何か継続してこの地域を支援したい

と住田さんには話をしていました。その後、住田さんが現在のＮＰＯを立ち上げ、教員の指

導をされるようになり、スレイビボケイ中学校に関与されるようになりました。昨年１２月

に住田さんの指導現場を視察した際に、校長先生から「教室が足りない」「満足な授業がで

きない」「高校の分校を作りたい」ので新しい校舎が欲しいと要請されました。先生が熱心

だから歩いて２時間もかかるスレイビボケイに移ってきた生徒もいました。（今は支給した

自転車で通学しています）当社グループで、この貧しい地域を重点的に支援しようと決心し 

１月に校舎贈呈する旨を回答しました。 

今回の費用は ５教室建設費７万９７８０ドル（大江電機寄付） 校庭のタイル敷設１万５

４００ドル（大江寄付） トイレ建設費４５００ドル（大江社員寄付から）総額で約１１０

０万円となります。社員の皆さんの日々の努力のお蔭様です。 

今回の贈呈式の光景を一生忘れることはありません。前日まで周到に準備された先生方・校

庭のタイル施工に汗を流した子供たち、中学に泊まり込んで徹夜で警備された校長先生、

我々を踊りと歌で歓迎してくれた生徒たち、感謝に包まれた暖かなひと時でした。 

引き続き、この地域を応援しますと宣言してしまいましたから、次回は高校校舎建設に踏み

込むことになりそうです。 

今回は、阿南さん・勝又さん・小島さん・沈さん・境野さん・小山田さんの６名にも参加し

てもらいました。初めてのカンボジアで戸惑いもあったと思いますが、当社がカンボジアの

教育支援を続けている意味を理解してくれたはずです。また、ＳＳＦＣの住田さん・小林さ

ん・ボイナさんと大江電機での行動でしたから、直接学べるところも多かったとおもいます。 

今後は、大江電機単独ツアーを中心に企画して行きますが、現在の道路事情ではスレイビボ

ケイと孤児院を一緒に組み入れることは避けるようにします。 

来年には、ＳＡＪへの寄付金で新たな学校贈呈が実現します。通算８校目。 

参加希望のある社員は手を挙げてください。年末の寄付への協力もお願いします。 

 

 

 


