
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記：妹尾河馬（菱田克己） 

京京京都都都サササイイイクククリリリンンングググ協協協会会会＆＆＆ヒヒヒシシシダダダスススポポポーーーツツツ観観観光光光㈱㈱㈱   



 カンボジアサイクリング 
またまた、日本初の企画「アンコールワット遺跡群巡りサイクリングツアー」が２０１１年

１月７日～１１日の５日間にて催行されました。 
 それまで、個人的には巡られている方はおられたようですが、団体企画としては初めての

事で、企画元の関西からは勿論、ネットで見つけられた東京方面からの参加者も含め総勢１

３名で楽しんできました。 
 １月７日。お屠蘇気分も抜けきらない厳寒の関西空港に午前８時、全員集合。関東方面か

ら参加のＡ部さんにＭ田さんも無事来着。わざわざ、関空に来て頂いたが次回からは「成田

空港」発着も考えた方が良いかもね。他には、２００

８年オランダでご一緒したＴさんとそのお嬢さんＲ子

ちゃん。そして、Ｏ野氏に２００９年オランダの参加

者Ｍ島氏にＩ腰氏・Ｓ川さん・Ｓ木さん。海外企画初

参加のＯ堀さんにＫ原さん。神戸からお越しのＹ山氏

に私河馬の１３名。 
 ベトナム航空のカウンターで無事搭乗手続き（持ち

込みの私の自転車も機内預け）を済ませ、定刻の１０：

３０ＶＮ（ベトナム航空）９４１便は出発。 
 ホーチミン空港に１４：２０に到着し、１５：５５発のシェムリアップ行きＶＮ１８２１

便に乗り継ぐ。次回成田発着を企画するなら、この時点で合流となるんだろう。 
 １６：５５にアンコールワットの玄関口となるシェムリアップに到着。入国に際してはビ

ザ（査証）が必要となるが、入国手続き前に取得する事は出来る。取得料と写真を用意して

おき、取得カウンターに備えられた申請用紙に記入の上、提出すれば簡単に取得できるのだ

が、この時点で入国が拒否されるとどうしようも無いので、今回は出発前に領事館を通して

取得しておいたので、時間も手間も省くことが出来た。 
 無事入国手続きを済ませ、荷物や自転車を受け取り出口に出ると、今回のガイド兼先導者

のロッタナー氏が出迎えてくれた。彼の他にもサブで研修中のダビンさんもここから同行。 
 待ち受けていた送迎のバスに乗り込み、滞在中の説明を受けながらシェムリアップ市内の

宿泊先「サリナホテル」に向かう。 
 空港から市内は非常に近く、３０分程で到着。直ぐに部屋にチェックインと行きたいとこ

ろだが、日が暮れる前にレンタル自転車を選ばねばならない。 
 

 整備状況の良いカンボジアのレンタサイクル 
 ホテル前に２０数台のマウンテンやクロスバイクが並

べられており、その中から自分に合ったのを選ぶ。気に

入ったのがあればスタッフに告げ、サドルなどの調整。 
 自転車は中古でメーカーは様々だが、ビアンキやルイ

ガノ・ジャイアント等有名どころで揃えら

れており、整備状況も私が色んな国で体験

してきた中では一番良かんったんじゃな

いかな？各車に日本の各自治体の「防犯登



録シール」が貼られているのはご愛敬…。 
 自転車が決まると、ホテルの玄関前に並べて駐輪。鍵は必要なく、始終「見張り番」が自

転車を見張ってくれる。私自身は心配（アウトビアン

キの小径車）なので自室に持ち込み。 
 サリナホテルの自室は自転車を持ち込んでも充分に

広い。チェックイン後シャワーで汗を流し、夕食のた

めにロビーへ戻る。 
 送迎車に乗って、市内のレストランへ…。本日のメ

ニューは「クメール料理」だそうだ。 
先ずは、飲み物の注文だがレストランでは地ビール

で２ＵＳ＄程度。この国での通貨は「リエル」なんだ

が、一般的には信用のあるＵＳドル（１＄＝4000 リエ

ル位）が流通している。 
ビールで乾杯頃に料理がどんどん出てきた。比較的日本人の口に合う内容で、どちらかと

いうと中華料理を薄味にしたような感じかな…？肉類は少なく野菜が主体だ。 
移動の疲れもあり、今夜は早々に引き上げて明日に備えよう。 
 

サポートカーはリヤカー 

１月８日。さあ、今日からサイクリングだ。っと、その前に腹ごしらえ。ホテルのレスト

ランは、案外充実しており、中華系が多い。南国らしくマンゴーやパパイヤ・スイカなんか

もたっぷり。隣国の「フォー」に似た「クイテウ」という「汁麺」もあり、目の前で調理し

てくれる。私は毎朝２杯位飽きずに食べたかな？かなり嵌ってしまった。 
朝食後身支度を調え、ロビーに出ると殆どの参加者が揃っていた。 
「アンコールワット遺跡群」は、このシェムリアッ

プの近郊に点在しており、この街を拠点に遺跡群を巡

ることになる。そんな中で、今日は「アンコールトム」

と「アンコールワット」を自転車で巡る。 
サイクリング中は全行程「サポート車」が伴走して

くれる。伴走車と言っても「リヤカー」をバイクで牽

引しているだけだが、それだけでも非常に心強い。 
伴走車には、予備の自転車に大きなクーラーボック

スが積み込まれ、勿論途中でリタイアしたら伴走車に

同乗する事も出来る。クーラーボックスには、氷の間にたっぷりのミネラルウオーターと使

い捨ておしぼりが常備されており、休憩ごとに好きなだけ提供される。 
さて、目指すは「アンコールトム」。でも、先ずは街を抜け出すのが大変！発展途上国にあ

りがちな、車優先の無秩序な交通網の洗礼を受けた。僅か１Ｋｍ程度だが、身の縮まる想い

であった。 
何とか郊外に出ると 初に立ち寄らなければならないのが「観光ゲート（？）」。遺跡群を

巡る際の拝観券を購入するのである。 
料金は大人一日＠２０＄。三日券が＠４０＄となるので、自ずと三日券を購入することと



なる。列に並び、４０＄を支払いその先の備え付けのカ

メラに向かってニッコリ…。すると直ぐに「顔写真」が

転写されたチケットが渡された。 
遺跡群を巡るには、毎回このゲートを通らねばならな

い。毎朝通過時に、各拝観先ではその都度係員が提示を

求めてくる。物入れが少なく、汗みどろになるサイクリ

ングでは結構な厄介ごととなる。次回からは「チケット

ホルダー」を用意しておこう。 
郊外に出ると、車は少なくなるが…、飛ばす！でも、クラクションは鳴らされるが、自転

車を抜く際は距離を取って抜き去っていく。 
 

遺跡群拝観 
先ずはアンコールワットを右手に見ながら通過し「アンコールトム」に到着。およそ１０

ｋｍの距離。「南大門」に

到着し、自転車を置いて

徒歩で付近を観光。かな

り観光客でごった返して

いる。そんな中をまた自

転車を押しながら南大門

を通過。「バイヨン寺院」

や「象のテラス」等を自

転車で巡る。間近まで自

転車で行けるので、非常

に便利。 
見学時間はたっぷり取

られ、ガイドのロッタナ

ー氏は判りにくい日本語

ながら丁寧に解説してく

れる。 
 

ランチはお洒落に… 

間もなく、お昼となり一旦シェムリアップに戻ります。本日

のランチは、こちらでは珍しい「フレンチ」。小洒落た白壁の建

物の２階がレストランとなっていて、そこのバルコニーに我々の

予約されたテーブルが設えてあった。雰囲気は植民地時代の名残

か…？ 
先ずはビールと行きたいところだが、折角なんでここは…「フ

ローズンダイキリ」しかも「マンゴー味」！メインディッシュも、グリルチキンかミートラ

ザニアかを選べるのでここは「チキン」。お味もなかなか洗練されている。 
午後からも、軽くサイクリングで今度は「アンコールワット」へ。 



大リーグボール養成ギプス 

もと来た道を引き返し、お堀脇に自転車を停め置き寺院

内へ徒歩で向かう。入り口でチケットを提示し、場内に入

っていくがこの時点になってロッタナー氏が重大発表。寺

院内での服装はラフな服装で大丈夫だが、この先の「第三

回廊」と呼ばれる高層部分にあがるには、あまり肌を露出

していると、入場を拒否されるとのこと。上着の半袖はま

あ良いとして、下半身が少々厳しい。膝下の七分程度なら

許されるが、膝上は駄目だそう。…メンバーを見回すと…、

大抵は膝下かな…？…一人おられた…。Ａ部さんだ。彼女の下半身の服装は、膝上のサイク

リングパンツ。近くの係員に確認するも「これは駄目！」とのこと。そこでみんなで一計を

案じ、思いついたのが腕にはめていたご自身の「アームウォーマー」なる腕の日除けを足に

履くと言った裏技。いくら 新の生地でかなりの伸縮性があるとは言え、所詮細い腕にする

もの。あまりの「パッツンパッツン」さで、Ａ部さんの

名誉に関わること故写真は控えるが、その窮屈さはさな

がら「大リーグボール養成ギプス」。人間っていざとな

れば色々な裏技が思いつくものである。 
午前中の「アンコールトム」も午後の「アンコールワ

ット」も遺跡としては非常に広大で、特にアンコールワ

ットは自転車も入れないので、徒歩での見学となる。そ

して、歴史的に「見所だらけ」なので、サイクリングと

しては大した距離では無かったが、見学は少々疲れたか

な？本日は早めにホテルに帰ろう。自転車に戻ると「物売り」が集って来る。しかも小学生

位の子供達ばかりで、この状況は日本人の中高年においては非常に辛い雰囲気である。しか

も、片言の日本語で何でもかんでも「イチドル～イチドル～」と呪文の様に唱えている。そ

こで私がいつも購入するのが「缶ビール」。一缶１ＵＳ＄はやっぱり安いよね～。 
明るい内にホテルに帰り着き、シャワーを浴びてサッパリ。夕食は、「アプサラダンス」を

鑑賞して「クメール鍋」を頂くという内容。 
 

移動はツクツク 
当初、自転車があるのでその自転車で夕食会場まで

移動を…と考えていたが、折角着替えてサッパリした

のに又汗をかきたくない。その上、日本人の感覚から

すれば「街灯」が少なく、舗装されているとはいえ荒

れた道は危険だ。そこで、現地のみんなの乗り物「ツ

クツク」を利用する事に。ツクツクと言えばタイのバ

ンコクが有名だが、タイはオート三輪を改造したもの

に対し、カンボジアのものは幌掛けのワゴン車をバイ

クで牽引すると言ったタイプである。料金も我々の感

覚からすれば非常にリーズナブルで、４人乗って片道一人１ＵＳ＄程度。つまり１台＠３０

第三回廊にあがる仮設の急階段 



０円程度で話のネタにもなるので、以降は何処へ行くにもツクツクを利用。 
 

ディナーショー 

さて、夕食会場は２階建ての建物で１階が土産物店になっている。多分、帰りには土産物

を物色できるよう、階段は店内のど真ん中に設置されている。夕食場所の２階にあがってみ

ると…、畳敷きの大広間だった。低い長テーブルが並べられその先が「舞台」となっている。

５０人は入れるかと思われる広間に客は我々だけの僅か１３人。クメール鍋の鍋は金属製だ

が、日本では３～４人で使用する大きさの鍋が１３個…えっ？一人一鍋？しかも既にグツグ

ツ煮立っている。鍋の中身はと言うと…、白菜に魚のつくねや春雨…って、普通の「水炊き」

やないか。味付けは「ポン酢」ではなく、特製のたれらしいが…。少々拍子抜けしてしまっ

た。その上、座椅子も無い広間はサイクリングで疲れた足には苦痛の何物でも無かった。こ

の暑いカンボジアの国で日本の鍋に良く似た熱い鍋を食べているのが残念で仕方ない。でも、

カンボジアの旅行社にすれば、日本人に対しては精一杯の持て成しなんでは無かろうか？ 
やがて、ショウが始まった。先ずは「スバエク（影絵）」。スバエクの演目は大体、昔のカ

ンボジアの農村の生活をコミカルに表現したものが多く気負い無く見られる。続いて「アプ

サラダンス」。アプサラとは、ヒンズー教に出てくる「天女」の事で、天女が舞い踊る様子を

表現したものである。 後に子供達の熱演の「ハヌマン」で、悪い人間の軍団とハヌマンと

呼ばれる猿の軍団との戦いを表現したもので、東南アジア一帯でも伝えられてきた古典の話

である。又、ハヌマンは中国に於いては「孫悟空」の物語に変化していった。 
食事も終わり、ショウも一頻りおわると子供も含めたダンサー達が出口に並んでお見送り。

勿論チップを用意しなければならないが、２０人近く並ばれると誰に渡せば良いの？ 
階下では、案の定土産物店が待ち受けていて、お買い物を促している。 

 
なんでも１ ドル 
ここからは、ホテルに帰らずツクツクを利用し

て、「ナイトマーケット」に繰り出すことに。 
ツクツクに乗って数分で「ナイトマーケット」

界隈に到着。ここでは、屋台で土産物店や工芸品

店が数十店舗建ち並び賑やか。また、ツクツクを

降りた大通りからそこまでの１００ｍの間には、

飲食店やマッサージ店がひしめき合っている。 
目についたのは大きな水槽の際に座席を設えた

店舗。水槽の中には５ｃｍ位の黒い魚が泳いでい

る。そう、「ドクターフィッシュ」だ。水槽に足を浸けて踵などの角質化した皮膚を魚に食べ

させる一種のアトラクション。隣ではマッサージなんか１０分で１ＵＳ＄！交渉すれば１５

分もＯＫだ。これは体験しなきゃ損した気分。と言うことで極楽極楽…。 
ところで、カンボジアでの買い物はと言うと、なんと言っても「１ＵＳ＄」が基準となる。

例えば、今回女性のお土産Ｎｏ１だった綿のストール。これが店側の言い値が１ＵＳ＄で一

枚。それを我々が１ＵＳ＄で２～３枚と交渉していくのである。一事が万事１ＵＳ＄が基本

なのである。 



素朴な子供の笑顔 

１月９日。同室のＩ腰氏と「クイテウ」の朝食を済

ませサイクリングの身支度に部屋へ戻る。ロビーへは

私はｍｙ自転車なので、自室から自転車で廊下を走り

エレベーターでロビー階に降り、ロビーを抜けて玄関

へ。いい加減怒られるんじゃ無かろうか？ 
本日は「バンテアイ・スレイ遺跡」への片道約３３

ｋｍのロングライド。 
ロッタナー氏を先頭に出発。サブガイドのダナンさ

んも同走するそうだが、大丈夫かな？今日のサポート

車はリタイア用の緊急車両として、ワゴン車２台が随行してくれる。全く至れり尽くせりだ。 
この遺跡群のルートは舗装が行き届いている。しかも

殆どが平坦路なんで、時間は読みやすいし、小さな村か

らちょっとした街まで通るので

変化にに富み、本当に楽しいコ

ースだ。しかも、小さな村では小

さな子供達が我々を見かけては

「ハロー！」とにこやかに手を振

ってくれる。我々も大きな声で手

を振って「ハロー！」。確かに車両

での観光なら、お互いに声を掛け合うことも無いだろう。小さな村で

は道路沿いに椰子の葉で葺いた売店が建ち並び、椰子の実から抽出し

たエキスを煮詰めて固めた「椰子砂糖」が、これまた椰子の葉に包ん

で販売されている。椰子の木は、この辺りの村民の現金を得る生活の糧となっている。 
そんな売店にたまに立ち寄り、トイレ休憩。現地式のトイレを借りるんでティッシュは忘

れないように。きれい好きな人にはこんな旅はちょっと無理かな？売り物の「砂糖椰子」を

試食で摘みながら、椰子の木陰で休憩。売店の家族の子供の無邪気さが疲れを癒してくれる。 
そうそう、今朝の出発前にサポート車の運転手に５ＵＳ＄を渡し、クーラーボックスに缶

ビールを買ってきて冷やしてくれるよう頼んでおいたんだが…。あったあった！なんと、１

０本位入っている。我々なら多分５本程度しか買えないが、現地の人の購入価格はもっと安

かったんだ。と言うことは一缶４０円以下って事か。 
お弁当 

途中の道端でスイカを買って食べたり、休憩ばかり

していたせいで目的地の「バンテアイ・スレイ」に到

着したのはお昼前。と言うことで、遺跡の見学前にラ

ンチを摂る事になった。 
このあたりには、広めの駐車場と土産物店並びに食

堂が結構ある。食堂と言っても、メニューはインスタ

ント麺を調理して出す程度で、手の込んだような料理

は提供されない。だから、観光客は「お弁当」の持ち



込みとなる。お弁当は旅行社が用意して、サポート車に積み込んで運んできてくれたもので

ある。飲み物を注文すればそのテーブルが利用できる。お弁当は、バナナの葉を編んで作ら

れた容器に一人分ずつ入っており、中身は「三角おにぎり」二つに「天ぷら」や「卵焼き」

が入った和風な内容。なかなか美味しく頂けました。弁当殻は、みんなホテルに持ち帰りお

土産を詰めたりして有効に活用。 
ところでなぜ、食堂メニューが貧弱なのか？多分、インフラが未整備なんだろう。 
調理の熱源はプロパンガスで間に合うが、あたりに人が住んでいる気配が無く、売店の従

業員達は近くの村や町から通っているため夜の電灯の為の電気は必要ない。水道も引けばそ

の分下水道も整備せねばならない。無理に整備すれば「環境破壊」に繋がるのかな？いずれ

にしても、住人がいないのであれば必要の無いものなんだから…。 
 

バンテアイ・スレイ 
昼食後、いよいよ「バンテアイ・スレイ遺跡」を見学。遺

跡自体はあまり大きくはないが、なんと言ってもここで有名な

のは「東洋のモナリザ」と呼ばれるアプサラのレリーフだ。か

つて、フランスの学者があまりの美しさ

にこの国から持ち出そうとして、取り上

げられた曰く付きのレリーフ。 
こちらのお坊さん達も見学にやって

来ている。レリーフには近づけないが５

ｍ程手前から実物を撮影することは問

題ない。表紙にもあるが、ここはお坊さ

んの似合う遺跡である。 
 

タ・プローム 

バンテアイ・スレイを後にし、もと来た道を引き返していく。アンコールワットに近づい

た頃、針路を右にとる。少し走ったところで、駐車場と売店街が現れた。「タ・プローム」の

入り口だ。観光客はそこからは徒歩で４～５００ｍを進まなければならないが、我々「銀輪

部隊」は際まで進むことが出来る。 
アンコールワット遺跡群には数々の遺跡はあるが、その殆ど

は修復の手が入っている。ただ、このタ・プロームだけは発見

された当時のままの姿で残されている。 
１４～６世紀に掛けてインドシナを納めていたクメール王朝

が１７世紀頃にシャム王国（現在のタイ）に敗れ、アンコール

の王都は遺棄されてしまった。それ以来この遺跡群は見捨てら

れ忘れ去られてしまった。 
やがて、西洋人がジャングルの中からこれらの遺跡群を発見

し、次々と発掘されていった。そして長い年月を掛けて修復さ

れてきた。遺跡は、熱帯の影響で成長の早い樹木が根を伸ばし、

石積みの建物に絡み付き退廃させていったのである。 



そんな中でこのタ・プロームだけが 低限の修復だけ施され、発見された当時の趣を伝え

てくれている。 
ここに立つと、サンクチュアリを感じさせる。パワースポットだ！そこらの石壁からアン

ジェリーナジョリーが飛び出してきそうだ。映画で見たそのままの神秘な世界。 
 

アンコールワットから朝日が昇る 

１１月１０日。今朝は５時半にロビー集合。眠

い目を擦りながらツクツクに乗り込みアンコール

ワットを目指す。３０分程で到着しツクツクを駐

車場で降り、アンコールワットの中庭へ徒歩で向

かう。暗がりの助けはロッタナー氏の懐中電灯の

み。頼りない明かりを頼りに回廊の建物の手前の

池の畔らしき場所に行き着く。 
どこからか「ガムラン」の音楽が流れ出してき

た。音響の演出も相まってテンションが高まって

きた。かつて、古典で習った「ようよう白く成り

行く山際少し明かりて…」と言った一説が思い浮かぶ。ようよう白く成っていき目が慣れて

くると、池の畔には沢山の見物客が日の出を待ち構えているのが目に入ってきた。 
やがて、建物の上部の隙間から「曙光」が差し出してきた。建物と椰子の木がシルエット

となって浮かび上がってきた。 
 

トンレサップ湖 
ツクツクでホテルに戻り朝食。サイクリング 終日だ。今日は東南アジア 大の湖「トン

レサップ湖」の観光。シェムリアップを南の方向におよそ１４ｋｍ。現在は乾期なんで船着

き場迄はこの距離となる。雨量の も多い時期は湖の大きさは３倍にもなる。 
道路は、平坦路だが所々改修工事のため舗装が剥がされており車が通るとかなりの埃。 
やがて、道路は土手道となるが、横は川では無い。左手は湖の一部で、右手は低地の畑が

広がっている。その位置に学校の建物が現れた。雨期にはこの建物自体が水位に合わせて上

昇するようになっているようだ。 
距離はしれているので、船着き場には１時間程で到着。船着き場周辺には５０隻以上と思

われる数の観光船が待機している。 
そんな中で、乗船口でビールを買い込み２５人

乗り程度の大きさの貸切観光船に乗り込む。 
観光船は川の様に見える水路をおよそ３０ｋｍ

位の速度で水上生活者のいる沖合沿いに向かう。

途中小さな小舟が我々の船を見つけ、近づいてく

る。小舟には小学生くらいの子供と操船する親ら

しき大人が乗っている。そして、その子供の首に

は…蛇が巻かれている。観光客の首に蛇を巻かせ

料金を取ると言う東南アジアによくあるアトラク



ションだ。全く興味の湧かないアトラクションだけに、徹底的に無視する我々だが…、早く

諦めて去ってくれないかなあ。 
 

フローティングハウス 
水路が開け沖合が見えてきた。対岸が見えない。琵琶湖よりはるかに大きいのが解る。そ

の手前の岸辺の一部分に水上生活者の家「フローティングハウス」が密集している。フロー

ティングハウスは、基本的に竹の束を繋ぎ合わせ、その上に家屋を載せている仕様である。

でも、比較的新しい家（？）は船の上に載っているようだ。 下層の住人は古い廃船そのも

のに簡単な屋根を設え暮らしている。こんな所にも格差が見られる。密集した中程には

20mX30m 程のかなり大きなものがあった。よく見ると屋根迄は 10m 位と非常に高く壁は金

網。金網越しに見えるのは…、バスケットのゴールポスト？…体育館だ。他にも「ＫＯＢＡ

Ｎ（交番）」と掲げられたものもあれば、雑貨店を営むものまであった。ここまでくるとこれ

は一つの街だ！確かに、一年のうちで水位が２～３倍にも変わりそれに合わせて岸辺も一定

しない湖での生活者にとっては非常に合理的な生活形態と成ったのであろう。 
そんな中に比較的大きめのフローティングハウス。観光船はそれに横付けされ上陸（？）。

そこには、土産物店を兼ねたレストランが併設されている。２～３階は展望台となっており

周囲のフローティングハウス集落が見渡せる。１階の端には金網越しにワニが１０匹位飼わ

れておる。アトラクション用の様だが我々には見ることは無かった。 
再び観光船に乗り出発地点に戻り、自転車にまた

がりシェムリアップを目指す。 
しないのレストランでカンボジア料理の昼食を

摂るがロッタナー氏のお薦めは「カボチャプリン」

でこの街の名物らしい。 
食後、外に出てみると日本人の団体が待ち構えて

いた。我々が出ていくと興味津々で声を掛けてこら

れたんだが、昨日一昨日と、遺跡や色んな場所で楽

しげに自転車でサイクリングを楽しみながら元気

に観光する我々を見かけられ、結構気になっておら

れたそうだ。、今日はそんな我々を間近に見て、自分たちと年代の変わらない中高年の一行と

知ると非常に興味が湧いたそうだ。このような方達からは、方々の観光地で出会い同じよう

な質問をされ、一様に言われる言葉は「うらやましい！」。多分、この言葉の奥には「そんな

行動力が羨ましい」という風に聞き取れるのである。 
 

オールドマーケット 

ここから市場があるオールドマーケットは近い

ので、買い物に立ち寄る。ここには、様々な生鮮

食品から土産物に工芸品店が立ち並び、我々をわ

くわくさせてくれる程の大きなマーケットだ。地

元民も多く活気良く賑わっている。勿論市場内で

食事も出来る。次回の 後のランチはこんな所で

サポート車にお試しライドのＲ 子ちゃん 



「自由食」にトライしてもらうのも良いかも知れないなあ。 
ホテルには、１５時頃に帰宿。２１：３５のフライトなんで、夕食に立ち寄る時間も含め

てホテル出発まで３時間程ある。 
通常部屋は１２：００チェックアウトだが、出発が遅めなんで「ホスピタルルーム」とし

て部屋を延長確保しておいて良かった。 
シャワーを浴びるつもりだったが、プールでひと泳ぎしてシャワーを浴びれば一石二鳥。

Ｍ島氏とのんびり遊泳し、プールサイドで休む。リゾートやねえ～！ 
部屋に戻って荷物をまとめるもゆっくり焦らずに出来る。 
１８：００頃、ホテルを出発。途上の和食レストランで、幕の内弁当の夕食。５日間くら

いの日程なら、そんなに日本食に焦がれる事はないので、別に中華料理でも良かったかな？ 
１９：３０頃に空港チェックイン。ここから先はロッタナー氏や現地の人は入れないので

ここで見送られる。来年もきっと来るからね。その時も宜しく！ 
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（クメール語で「ありがとう」） 

カンボジアの復興と自立 

カンボジアは親日派が多い。というのも、内戦後に早くから日本人の援助団体が入り復興

を促してきた経緯があるからだ。しかも、ＯＤＡ（政府開発援助）の様な押しつけがましい

ものではなく、先ずは地道な活動ではあるが無償の日本語学校を建設。観光客を呼び込める

よう、「日本語ガイド」を育て「遺跡」を資源として観光客を呼び込み、「観光立国」として

遣っていけるよう復興の一つの道筋が作られたのである。後には、別の日本人が特産品とな

るようクッキーの焼き方を一から教え、それを販売し今では「アンコールクッキー」の名称

で観光客に販売され、カンボジアの人たちの自立と雇用の世界を広げたのである。因みに、

ガイドのロッタナー氏も前述の日本語学校の出身者でもあり、日本には感謝の念が絶えない

そうだ。 
観光地やナイトマーケットを歩いていると、若い

学生から「日本の方ですか？」なんて片言の日本語

で声を掛けられる事があった。彼ら曰く「私達は山

本日本語学校で、日本語を勉強しています。どうか

勉強の為にも何か困りごとや質問がありましたら

私達にお手伝いさせて下さい。」と屈託のない明る

い笑顔で話しかけてくる。 
きらきら輝く瞳からは彼らの未来や希望が見え

るようだ…。 
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