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Stef 2022, Stephane Delaprée

住まい/事務所/店舗探しと、入居後のサポートで、ご好評を頂いております。
ご存知

ですか？

物件
探し

契
約

不動産は、気に入った
物件を見つけてからが
引き渡し
ご入居

重要!

入居中の
トラブル
対処

退去

人材
紹介も

（デポジット
返還）

10 年以上自社の採用で築いた

経験を人材紹介業に活かします。
ご要望の人材とのマッチングの確率
採用までのプロセスの効率重視。

スターツは日本の不動産サービスを
カンボジアで展開。
不動産は物件を決めるまでで終わりではありません。
引き渡し時 のあれこれ や、ご 入 居 中 のトラブルも、
一緒になって最後まで解決をサポートしていきます。

スターツグループは日本では“ピタットハウス”という不動産店舗網を展開する公開企業です（東証プライム）。

Tel : +855-12-803-111 or

+855-12-687-111

Mail: pp@startscambodia.com

Office #104, Lobby Level of Hotel Cambodiana, 313 Sisowath Quay, Phnom Penh, Cambodia
メコン川フロントの“ホテルカンボジアーナ”のロビー階、
プールサイドのオフィスです。

Starts (Cambodia) Corporation
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お 問 い 合 わ せ は日 本 語でどうぞ！

スターツ カンボジア

検索
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SOKEN GROUP

カンボジアで唯一の日系総合ビルメンテナンス企業

WEBサイト
オープン！

エアゾール感染対策に最適な空気清浄機の期間限定販売
製品の特徴

光触媒+UV＆HEPAフィルターつき
空気清浄機

アルキュ
ア

微粒子を99.97％除去

バクテリア

ウイルス

ＰＭ2.5

４ 層オールインワンフィルター

高性能集塵フィルターで
0.03μmの粒子も余さずキャッチ

ウイルス感染対策・空気浄化

３種の集塵フィルターで微粒子を除去
光触媒フィルターでウイルス除菌

バクテリア・ウイルス
ニオイを99.9％以上除去

消 臭

クリーンな除菌方式

オゾンや次亜塩素酸を使う
除菌方式と違い、無害な水と
二酸化炭素に分解される安心技術

光触媒効果によりウイルスや
ニオイの原因となる菌､
化学物質を分解除去

ご家庭や事務所などに

１００％酸化チタン
光触媒球採用

低消費電力で経済的

最大風力で毎日８時間運転しても
電気代は月間約406円の低コスト

光触媒フィルターには塗装剥がれによる
経年劣化や接着剤の混入のない
100％酸化チタン採用

奈良県立医科大学、光触媒により

｢COVID-19」 不活化立証

食堂やレストランなどに

北里研究所、抗コロナウイルス効果
ノロウイルス・
インフルエンザ菌 99％不活化立証

お問い合わせは、佐藤まで: Sato Buichi

工場内や病院などの
人が多く集まるところに

Email: sato@soken-group.net

+855 (0) 23 900 737

お気軽に
お問い合わせください！

カンボジア での 建築設計・施工 は、
OMURA IUDUSTRIES にお任せください !
ジャパンハート小児病院 給食施設

住友電装第２工場（PPSEZ）

FIDRクラチェ州病院新病棟

TOKYO HOTEL

住友電装第̀３工場（PPSEZ 6月完成予定）
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PPSEZ内 TOKYO HOTEL
APARTMENTS & SPA

日本人が対応致します︕

Omura Industries はカンボジアにて、工場､
倉庫、医療施設、ホテル、店舗、事務所など
様々な建物を設計・施工してまいりました。

大嶋 信
Director

カンボジアでの建設は不安なことも多いかも
しれませんが、経験豊富な日本人エンジニア
が誠心誠意ご対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

2011年、日系ゼネコンのプロジェ
クトマネージャーとしてミネベア
・カンボジア工場の建設に従事。

info@omura-cambodia.com

2015年、Omura Groupの設立に
参加。
一級建築士、一級建築施工管理技
士、一級土木施工管理技士

The Rise Cammercial,
#5 St.282 BKK1
Phnom Penh

東 京大学工学部建 築学科卒業､
大学院修士修了、硬式野球部

023-964-250

カンボジア国内QR決済 を 一元化

PPCBank KHQR
キャッシュレスでのお支払いも、
そのお受け取りも、手数料無料の
PPCBank KHQR ひとつで一挙解決。

国内20以上 の QR決済サービス との 相互決済 に 対応
QRコード読み取りによる店頭でのKHQR決済だけでなく、KHQR決済お受け取りのための
あなただけのKHQR生成もPPCBankモバイル上の直感的な操作でご利用いただけます。
お客様からのKHQR決済に便利な店舗用KHQRスタンドやKHQRステッカー等の補助用品を
ご希望の事業主様は、PPCBankジャパンデスクまでお気軽にお問い合わせください。

PPCBank
モバイル 2.5
ご利用のスマホの
生体認証
（顔・指紋）
で
ますます便利に!

生体認証
ログイン

国内送金
国際送金

口座開設
口座解約

携帯電話
Top-Up

KHQR決済
支払・受取

預金担保
ローン

PPCBankモバイルバンキングは
日本語を含む5言語でご利用いただけます

新機能が続々！ はじめてのお客様の新規口座開設※1や
モバイルバンキング新規登録※2もアプリ操作でサポート。
銀行取引時のご本人様確認は生体認証にも対応しています。
※1 オンライン新規口座開設はカンボジア国籍の方のみご利用いただけます。
※2 モバイルバンキング登録にはカンボジア国内電話番号でのSMS認証が必要です。

カンボジアでのビジネス管理をスマートに

PPCBank smartBiz

いまなら無料でご利用をお試しいただけます
新規申込後12ヶ月間の基本利用料無料 | 無料期間満了後も免除適用条件あり

シンプルな画面構成ながら多彩な出入金管理機能を備え、
さらに複数の経理担当者様による同時利用にも対応した
コーポレートインターネットバンキングシステムです。
クメール語、英語、中国語の3言語での表示をサポート。
PCやタブレット端末等のインターネットブラウザおよび
スマートフォンアプリとの併用にてご活用いただけます。
毎月のNSSF保険料納付にも対応し、さらに便利になりました。
個人・法人を問わず、PPCBank口座をお持ちのお客様は
どなたでもsmartBizご利用をお申し込みいただけます。

日本語でお気軽にお問い合わせください
オルセー支店2階（モニボン通りとSt.214との交差点角）

カードの紛失、盗難などの緊急連絡先

061-444-608

【月～金】8:00～16:00

【 土 】8:00～12:00

定休日：日曜・祝祭日

PPCBank ジャパンデスク
小菅義之
池田晴香

y.kosuge@ppcb.com.kh
i.haruka@ppcb.com.kh

24時間365日受付
（英語対応）

ウェブサイト www.ppcbank.com.kh/japan-desk/
PPCBankジャパンデスクでは、カード決済端末も日本語でご案内します。
店舗へのカード決済導入希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
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Cambodia

八木 加奈恵 医師
（小児科専門医）

診療

ラッフルズメディカル

火・木 勤務

012-816-911

カンボジアクリニックでのサービス

A
M 7: 0 0 ～1 9: 0 0 診 療 予 約
総合診療科 / 専門医診療 / 救急診療
医療搬送 / 旅行医学 / 予防接種
日本人
健康診断 / VISA取得のための検診
常駐
通常診療時間のみ受付
デジタルレントゲン / 院内研究室 / 超音波検査
日本のすべての海外旅行保険キャッシュレス対応可 ※ 救急診療は時間外、祝日も7:00～19:00 受付可

012-838-283
228
51

om
Norod

Monivong

Cambodia

#161 Street 51 (Pasteur), Phnom Penh
Clinic Hours Mon - Fri: 8:00am- 5:30pm,
Sat : 8:00am-12:00pm

Independence
Monument
Sihanouok

最高級品質胡椒
O��� D����: 8�� - 5��
T�� : 012 842 970（本店）

081 737 737 （2号店）
kuratapepper
プノンペン市内無料配達致します
本店: #35B S�.606 Tu�� K���

2号店（ロシアンマーケット近郊）の地図はこちら！

12月1日より2号店を再開いたしました。午前9時から午後5時まで。

日本語-クメール語の通訳・翻訳
ビジネス、
メディア等のアレンジ・コーディネート
その他、
カンボジアのことならなんでもお問い合わせを。
きめ細やかで確かなサービスを提供いたします。
カンボジア生活情報誌「ニョニュム」発行
偶数月10日発行の日本語のフリーペーパー
https://nyonyum.net/
クメール語情報誌「ニョニュムクメール」発行
奇数月10日発行のクメール語のフリーペーパー

# 76Eo, St.454, Toul Tompong 1, Phnom Penh
Tel:

+855-12-500-052, +855-16-657-290

E-mail: cjs@cisinc.co.jp
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カンボジア人女性の社会進出に関する
データを調べてみると、女性の約80%が
仕事をしながら家庭を支えているという
報告があり驚きました。現代のカンボジ
ア人女性は結婚して専業主婦になるのは

11 Special

わずか約20%ということになります。女性

変わりゆくクメール女性たち

えが根強いにもかかわらず、社会に出て

ー 古来から現代につづくカンボジア女性の姿 ー
12

     母系社会文化

     
14

   

は家庭を切り盛りするという古くからの考
働く女性はどんどん増えているのだと実
感します。

男は女性の後ろを歩くもの !?

そんな現代のカンボジアで活躍してい

カンボジアの最初の王は女帝

る女性たちを知りたいと思い、会社員な

カンボジア人女性の伝統風習いろいろ

ど一般的な職業よりも、男性社会でチャレ

クメール子女教育の元祖「チュバップ・スレイ」（女性の行動規範）

ンジする女性を対象にインタビューを行

チョール・モロップ（女性の通過儀礼）

いました。女性だから甘えられる部分もあ

15

親世代のカンボジア人に聞いてみました !

るのかな?なんて思っていましたが、男女

16

データで読むカンボジア人女性 ～社会進出の現状を探れ～

平等の考えが強くなっているようで、むし

女性公務員の割合

ろ女性も地位獲得・維持のためには、相

女性の教育状況

当頑張らないといけないことが多くある

経済活動における女性

ように思いました。

女性に対する暴力
18

社会に進出したカンボジア女性の職場・役職等の環境は ?
困難な道でも一途に取り組めば想いは叶う
駆け出し女性建築家

そして前述の内容とは真逆のようです
が、カンボジアにおける女性への伝統的
価値観についてもご紹介したいと思い、
「チュバップ・スレイ」
と
「チョール・モロッ

“好きなことは難しく考えるな。簡単なことは誰かがすでにやっている”

プ」
という文化・風習について触れること

警察官として市民生活に貢献

にしました。伝統文化から見るカンボジア
人女性はどのようなものなのか、ひと昔
前の女性の在り方を垣間見られると思い

Column
10

医療コラム「どうしましたか」／奥澤 健

10

カンボジアで Happy 子育て ! ／八木 加奈恵

27

ボンユキ・エッセイ／山崎 幸恵

27

シェムリァップ Moi Moi ライフ／小出 陽子

32

アンコール見聞録／三輪 悟

33

マオマオ・カンボジア／オークンツアー

34

旅育 !! ノマド家族。／ 中村英誉

35

Para-Sports in Cambodia ／米山 遥香

ます。過去からつながる現代のカンボジ
アの女性たちをめぐる特集です。
（ノップ・ヴィサール）

ご意見、情報、お問い合わせはこちらへ。

We want to hear from you…
nyonyum@cisinc.co.jp

“ニョニュム”とはクメール語で「笑顔」の意味です。カンボジアにあ
るいろんな笑顔を伝えたい。そんな想いで編集をしています。
NyoNyum means “smile” in Khmer. We would like to make
many people in this country smile through our magazine.
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29
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カンボジアの
干支占い！
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◆全体運：6月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
引き続き大きく前進します。強力
なライバルが現れたとしても、常に勝ち続け
るので心配はいりません。会社員の人は、絶
好のチャンス到来です。時は金なり。手足を休
めることなく仕事に打ち込めば、やればやる
だけの成果を出すことができます。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られま
す。商売の増資をするのも問題ありません。
◆健康運：暴飲暴食を控えて胃腸を壊さな
いようにしましょう。
◆恋愛運：カップルの人は甘い関係を維持で
きます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆全体運：6月の運勢は下がります。
◆仕事運：商売をしている人は、
甘い言葉を掛けてくる人と一緒に
投資をしてはなりません。遠方で商売をして
も何も得られず戻ってくることになります。会
社員の人は、自慢ばかりする人と一緒に仕事
をしないように。自分の財産を失ったり、犯罪
に巻き込まれる可能性があります。
◆金運：収入が少なく、汗水流してようやく手
に入れられる状態です。支出は極力控えまし
ょう。
◆健康運：時間を見つけて休養をとり、体力
以上の仕事はしないように。
◆恋愛運：カップルの間にさまざまなトラブ
ルが発生します。
◆安全運：うっかりミスで運転の際に事故に
遭う可能性があるので気をつけてください。

◆全体運：6月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
遠方でも近場でも、大小さまざま
な規模の商売に投資ができます。会社員の人
は、親戚や友人が仕事を持ち掛けてきたら迷
わず受けましょう。彼らは誠実なパートナーに
なります。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られま
すが、悪質な財産には手を出さないように。
◆健康運：健康上の心配はありません。
◆恋愛運：カップルの人は甘い関係を維持で
きます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆全体運：6月の運勢は下がり
ます。
◆仕事運：商売をしている人
は、強力なライバルが現れます。事前に対策
を講じておけば負けることはありません。会
社員の人は、誰かと一緒に仕事をする前にそ
の人が良い人か悪い人かを見極めましょう。
そうすれば苦労することはありません。

◆全体運：6月の運勢はまあま
あです。
◆仕事運：商売をしている人は、
遠方よりも近場での商売が良いです。遠方に
出ても悪いことはありませんが、何も得られ
ず戻ってくることになります。会社員の人は、
どのような仕事であっても常に慎重に。特に誰
かに仕事を任せるのは禁物です。

◆全体運：6月の運勢は高まり
ます。
◆仕事運：商売をしている人
は、親戚や友人が仕事を持ち掛けてきたら迷
わず受けましょう。彼らは誠実なパートナーに
なります。会社員の人は、どのような仕事でも
思い通りの成果を出すことができます。ただ
し、成功をしても過信をしてはなりません。

◆金運：収入が少ないので、支出を抑えて不
足しないようにしてください。
◆健康運：体調が良くないので時間を見つけ
て十分に休養をとりましょう。
◆恋愛運：カップルの人は、第三者が介入し
てきます。
◆安全運：高いところから転落する可能性が
あるので気をつけてください。

◆金運：まずまずの収入は得られますが、支
出のほうが多いので無駄遣いはしないように。
◆健康運：暴飲暴食を避けて胃腸を壊さない
ようにしましょう。
◆恋愛運：カップルの人は、お互いを許し合う
気持ちを持っていれば平穏に過ごせます。
◆安全運：水でおぼれる事故に遭う可能性が
あります。

◆金運：あらゆる方面からの収入が得られま
すが、財産が多いと泥棒や強盗の危険がある
ので気をつけましょう。
◆健康運：歯の病気に悩まされます。
◆恋愛運：カップルの人は甘い関係を維持で
きます。
◆安全運：ナイフや鋭いものでけがをする可
能性があるので気をつけましょう。

◆全体運：6月の運勢は下がります。
◆仕事運：商売をしている人は、
低迷状態が続きます。大規模な投
資や賭け事は禁物です。会社員の人は、さま
ざまなトラブルに直面します。歯を食いしばっ
て精神を落ち着けて対応すれば、大きな問題
にはなりません。
◆金運：収入が少ないだけでなく、だまされ
て財産を失う可能性があります。
◆健康運：食べ物の衛生状態に気をつけまし
ょう。
◆恋愛運：カップルの間にさまざまなトラブ
ルが発生します。
◆安全運：夜間の運転や飲酒後に事故に遭う
可能性があるので気をつけてください。

◆全体運：6月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
商品の販売、仕入れが停滞するこ
となく、買掛をする客がいても一銭も失うこと
はないので心配はありません。会社員で新た
に仕事を探している人は、思い通りの就職先
が見つかるでしょう。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られま
すが、賭け事は絶対に禁止です。
◆健康運：大きな問題はありませんが、月末
になると病気がちになります。
◆恋愛運：独身の男女は、何の障害もなく愛
の芽を育むことができます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆全体運：6月の運勢はまあま
あです。
◆仕事運：商売をしている人は、
多少低迷しますが客が常にやってくるので大
きな問題にはなりません。会社員の人は、サイ
ンや捺印をする前にしっかりと内容を確認し、
うっかりミスをしないように。
◆金運：多くの収入が得られますが、支出が
多いのでお金は残りません。
◆健康運：食べ物の衛生状態に気をつけてく
ださい。
◆恋愛運：カップルの人は平穏な関係を維持
できます。
◆安全運：熱湯でやけどをする可能性がある
ので気をつけましょう。

◆全体運：6月の運勢は下がります。
◆仕事運：商売をしている人は、
だまされて資金回収が遅れたり、
トラブルに遭遇します。会社員の人は、上司や
オーナーとの争いが生じるでしょう。
◆金運：収入より支出が多いので経済的な困
難に直面します。
◆健康運：時間を見つけて十分に休養をと
り、食事も定時にとるよう心がけてください。
◆恋愛運：カップルの人は、さまざまなトラブ
ルを持ち込んでくる人には気をつけましょう。
◆安全運：階段の上り下りの際にけがをする
可能性があるので気をつけてください。

◆全体運：6月の運勢はまあまあ
です。
◆仕事運：商売をしている人は、
強力なライバルが現れます。努力を続ければ
負けることはありません。会社員の人は、重要
な仕事を他人に任せてはなりません。利益を
すべて持っていかれます。
◆金運：前半は多くの収入が得られますが、
後半になると少なくなります。
◆健康運：体調管理を心がけて病気は早く治
すように。
◆恋愛運：カップルの人は、トラブルを持ち込
む第三者に気をつけましょう。
◆安全運：感電事故に遭う可能性があるので
気をつけてください。

◆全体運：6月の運勢はまあまあ
です。
◆仕事運：商売をしている人は、
少しずつ前に進みます。少しスピードアップを
しないと他の人にチャンスをとられてしまい
ます。会社員の人は、少しずつ良い状態になり
ますので、仕事に打ち込みましょう。ただし、
自分のキャパシティーを超えないように、欲張
りは控えましょう。
◆金運：まずまずの収入が得られますが、支
出が多いのでお金は残りません。
◆健康運：定時に食事をするよう心がけてく
ださい。
◆恋愛運：カップルの人は平穏な関係を維持
できます。
◆安全運：道路横断の際に事故に遭う可能性
があるので気をつけましょう。
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◆全体運：7月の運勢は下がります。
◆仕事運：商売をしている人
は、大規模な投資をしないよう
に。また賭け事も禁物です。財産を失うこと
になります。会社員の人は、上司やオーナー
との争いを避ければ今の役職や職場を維持
できます。
◆金運：収入が少ないだけでなくだまされて
財産を失う可能性があります。
◆健康運：時間を見つけて休養をとり、食べ
物も定時にとるようにしましょう。
◆恋愛運：カップルの人は、嫉妬をしなけれ
ば争いはありません。
◆安全運：交通事故に遭う可能性があるので
気をつけましょう。

◆全体運：7月の運勢はまあまあ
です。
◆仕事運：商売をしている人は、
少し上向きになりますがまだ本調子ではあり
ません。大規模な投資はしないように。会社員
の人は、ストレスは少しなくなりますが、どの
ような仕事であっても常に慎重に行いましょ
う。
◆金運：まずまずの収入が得られますが、支
出が多いのでお金はあまり残りません。
◆健康運：暴飲暴食を避けて胃腸を壊さない
ようにしましょう。
◆恋愛運：カップルの人は、外からトラブルを
持ち込んでくる人に気をつけてください。
◆安全運：水に溺れる可能性があるので気を
つけましょう。

◆全体運：7月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
大規模な投資をしても何の障害も
ありません。ライバルにも常に勝つことができ
ます。会社員の人は、絶好のチャンス到来で
す。時は金なり。手足を休めず仕事に打ち込め
ば、やればやるだけの成果を出すことができ
ます。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られま
すが、財産が多ければ泥棒や強盗の心配がつ
きまといます。
◆健康運：健康ではありますが、月末になる
と病気がちになります。
◆恋愛運：カップルの人は平穏な関係を維持
できます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆全体運：7月の運勢は下がり
ます。
◆仕事運：商売をしている人
は、簡単に利益を出せると思っていたことが
損をする事態になります。幸運が他人の手に
渡ってしまいます。会社員の人は、自分にふさ
わしくない仕事には手を出さないように。トラ
ブルになっても誰も助けてくれません。

◆全体運：7月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
商品の仕入れ・販売が停滞するこ
となく、ライバルが現れたとしても勝ち続ける
ので心配はいりません。会社員の人は、すべ
ての障害がきれいになくなります。手足を休
めることなく仕事に打ち込めば、やればやる
だけの成果を出すことができます。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られます。
他人と一緒に出資をする際はきちんと帳簿をつ
けて、あとでトラブルにならないようにしましょう。
◆健康運：月末になると、歯の病気で時々悩
まされます。
◆恋愛運：カップルの人は平穏な関係を維持
できます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆全体運：7月の運勢はまあまあ
です。
◆仕事運：商売をしている人は、
多少低迷しますが多くのお客様がやってくる
ので心配はいりません。会社員の人は、どのよ
うな仕事であっても事前に計画を立てて取り
組めば問題はありません。
◆金運：まずまずの収入が得られますが、考

◆全体運：7月の運勢はまあまあ
です。
◆仕事運：商売をしている人は、
少しずつ良い状態になりますが、大規模な投
資はやめましょう。チャンスを見計らってくだ
さい。会社員の人は、商品の受け渡しの際は
品質と数量をきちんと確かめ、後にトラブルに
ならないように気をつけましょう。
◆金運：まずまずの収入が得られますが、支
出が多いので手元には残りません。
◆健康運：体調管理に気を使い、運動をたく
さんしてください。
◆恋愛運：カップルの人は、トラブルを持ち込
んでくる人に気をつけましょう。
◆安全運：感電事故に遭う可能性があるので
気をつけてください。

◆全体運：7月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
親戚や友達からの投資話は拒否
しないように。彼らは誠実なパートナーとなり
ます。会社員の人は、上司やオーナーから褒
められるでしょう。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られる
ので、投資や新たな商売が可能です。
◆健康運：月末になると病気に悩まされます。
◆恋愛運：独身の人は、愛の芽を育むことが
できます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆全体運：7月の運勢は下がり
ます。
◆仕事運：商売をしている人は、
知らない人がお金を借りに来たり物を売りに
来たりしても、災いを避けるために絶対に手
を出さないように。会社員の人は、どのような
仕事であっても甘い言葉や自慢話をする人と
は一緒にしないように。さもないとだまされ
ます。
◆金運：収入が少ないので支出をしっかり抑
えないと家計が厳しい状態になります。
◆健康運：時間を見つけて十分に休養をと
り、体力以上の仕事はしないように。
◆恋愛運：カップルの間にさまざまなトラブ
ルが発生します。
◆安全運：高いところから転落する可能性が
あるので気をつけてください。

◆全体運：7月の運勢はまあまあ
です。
◆仕事運：商売をしている人は、
多少のトラブルはありますが、すべてきれいに
解決するので心配することはありません。会
社員の人は、甘い言葉で仕事を持ち掛けてく
る人がいても、だまされて災いを被る可能性
があるので慎重に。
◆金運：まずまずの収入が得られますが、支
出が多いのでお金は手元に残りません。
◆健康運：食べ物の衛生状態に気をつけてく
ださい。
◆恋愛運：カップルの人は、お互いを許し合う
心を持てば平穏に過ごせます。
◆安全運：ナイフや鋭い刃物でけがをする可
能性があるので気をつけましょう。

◆全体運：7月の運勢は下がります。
◆仕事運：商売をしている人は、
さまざまなトラブルが発生しま
す。歯を食いしばり心を落ち着けて取り組め
ば、良い状態に戻ります。会社員の人は、他人
の保証をしないように。良かれと思ったことが
仇になることがあります。
◆金運：前半は収入が少ないですが、後半に
なると多くの収入が得られます。
◆健康運：定時に食事をするよう心がけまし
ょう。
◆恋愛運：カップルの人は、第三者がトラブル
を持ち込んできます。
◆安全運：運転の際に事故に遭う可能性があ
るので気をつけてください。

◆全体運：7月の運勢は高まります。
◆仕事運：商売をしている人は、
チャンスがやってきますので、こ
れまで以上に手足を休めず働きましょう。会
社員の人は、どのような仕事であってもすべ
て思い通りに成果を出せます。人に頼らなけ
ればならない重要な仕事も、思い通りの結果
になります。
◆金運：あらゆる方面からの収入が得られま
すが、悪質な財産に手を出すとさまざまなト
ラブルが生じる可能性があります。
◆健康運：健康上の問題はありません。
◆恋愛運：カップルの人は平穏な関係を維持
できます。
◆安全運：特に大きな事件・事故の可能性は
ありません。

◆金運：収入が少なく、汗水流してようやく
得られる状態です。支出は抑えましょう。
◆健康運：時間を見つけて十分に休養をと
り、たくさん運動をしましょう。
◆恋愛運：カップルの人はさまざまなトラブ
ルが発生します。
◆安全運：運転の際に事故に遭う可能性があ
るので気をつけてください。

えなしに使っていたらこれまでの時間や努力
が無駄になります。
◆健康運：食べ物の衛生状態に気をつけてく
ださい。
◆恋愛運：カップルの人は平穏な関係を維持
できます。
◆安全運：熱湯でやけどをする可能性があり
ます。
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医療コラム

ど う し ま し た か

カンボジアで Happy 子育て !

日本の水際対策とは何だったのか ?

ゲームや YouTube との付き合い方

4 月のクメール正月に、1 週間だけ帰国した。コロナ騒動でず
っとカンボジアの外に出られなかったので、実に 2 年半ぶりの
日本であった。つかの間の滞在であったが、それなりに楽しめ
た。しかし日本の水際対策には辟易した。私はワクチンを合計
4 回接種しているが、そのうち 2 回は中国製のシノバックである。
WHO が認めているのに日本政府が中国製ワクチンを認めない
ので、2 回としか数えてもらえない。3 回接種していないと「接
種済み」とはならないため、0 回と同等の扱いで「7 日間の自
宅等待機」とされた。それから 1 日に数回 MySOS というアプリ
を通して AI から電話がかかってきて、現在地を知らせろという。
食料調達のための外出は認められているが距離の指定はなかっ
た。登録した地点から 500 ｍ位離れたところで買い物をしてい
るときに連絡があって応答したら、「離れすぎているのですぐに
戻ってください」という画面が出た。でもそれだけで終わった。
無視し続けていたら氏名を公表する罰則があるようだが、それも
1 月以降行われていないらしい。
待機期間途中解除のため 3 日目に PCR 検査を受けた。この
外出も認められている。陰性結果を登録したら数分後に通知が
来た。「解除は明日からです」って、今この瞬間からでいいじゃ
ないか ! と思わず毒づいた。
世界各国で制限が撤廃されつつある中、日本はまだこの滑稽
な水際対策を続けている。しかし、6 月からは大幅に緩和すると
の発表があった。この号が出ている頃には自由に往き来ができ
ていることを切望する。

子供がゲームや YouTube ばかり見ていると不安になる親は少なくな
いと思います。どのように制限すれば良いかを考える前に、ゲーム
や YouTube のメリットとデメリットについて知る必要があるでしょう。
まずデメリットは視力の低下、睡眠の質の低下、眼球運動が
制限されることによる学習への影響、一人で没頭することによる
コミュニケーション能力の低下、依存などがあります。次に、メ
リットは友達との話題作り、ゲームに勝つことで得られる達成感、
興味のあることを追求出来るなどがあります。
ゲームや YouTube に依存傾向にある子は、自分の好きなこと
を見つけられなかったり、何か悩み事があったりした結果依存し
てしまうことがほとんどです。単純に取り上げたり、時間を制限
するだけでは、親への怒りが増すだけで事態を改善することは
出来ません。そもそも、その方法では子供を信頼していないと
いうことを示していることになります。
好きなゲームや YouTube について話を聞いてあげる、ゲーム
を一緒にしてあげる、YouTube を一緒に見てあげるなどして親
子のコミュニケーションをとることも大事です。それから、ゲーム
や YouTube 以外に楽しめる活動を提案するのもいいでしょう。
スポーツやボードゲームなど、親も一緒にしてあげると子供は尚、
喜ぶと思います。また、親がスマホを触る時間を減らす努力も
必要だと思います。その上で、ゲームや YouTube のデメリット
を伝えつつ家庭内でのルールを子供と話し合って決め、守れな
かった場合には再度話し合うようにすると良いと思います。
依存しないためには、子供を信頼することが第一だと思います。

奥澤健 2010 年 2 月よりプノンペンにケン・
クリニックを開業。1963 年生まれ。東京医大
卒。医学博士。キズを早くきれいに治す「湿潤
療法」と医学的に正しい「低糖質ダイエット・
健康法」を指南中。
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八木加奈恵
ラッフルズメディカルカンボジア小児科専門医、
総合診療医、タッチセラピスト。乳児検診、発
達障害児診療、成人の心療内科等臨床経験多数。
平日毎日出勤。2 児の母（子育て中）。

変わりゆくクメール
女性たち

KHMER
WOMEN
ー 古来から現代につづくカンボジア女性の姿 ー

経済発展が進むカンボジアでは、省庁や民間企業での
女性の活躍が目立つようになっています。
カンボジアの伝統風習では、女性は結婚して妻となり、
主婦として料理・洗濯・夫や子供、親の世話をして
家を切り盛りするものとされてきました。
しかし現代では、家事に加えて仕事をして収入を得る
女性が増えています。主婦の 80% が家計に収入を
もたらす仕事をしているとする調査結果も。

Yes, I’m a
khmer woman!

一方で、古来カンボジアでは社会における
女性の地位は高く、それを示す文化・思想も
多く残っています。そして今もカンボジア人女性の
心の中にしっかり根付いています。
では、カンボジア社会における女性の
伝統風習とはどんなものなのでしょう ?
そして現代において働くカンボジア人女性の
環境はどのように進化しているのでしょう ?
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母系社会文化

カンボジアは母系社会であることをご存じですか ? 実は、古くから末
の娘が財産や家督を相続することになっているほか、結婚式も「婿入
り婚」で、花婿行列が新婦の家に向かって行くのを見たことがあると
思います。この母系社会の文化は、カンボジアの歴史や神話からも見
てとれます。ここでは、その歴史を探ってみます。

男は女性の後ろを歩くもの !?
プ レァタオン ・ ニ ァ ン ニ ァ ッ ク
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昔々、今のカンボジアの地形ができる前、ト
ロークの木が 1 本生える島がありました。そ
の付近の海底には竜王の国があり、そこに美
しいニァックという娘がおり、その島に上がっ ▲ 花婿が花嫁の肩掛けを持つ「プレァタオン・タオンス
てきては海岸で遊ぶことを楽しみにしていま バイ・ニァンニァック」というクメールの伝統的な結婚の
儀式の一つになっている
した。
「結婚の許しを得るために、今から私と一緒
ある日、ニァックが女官を連れて海岸で遊ん
でいると、インドから流されてきたタォン王 に竜宮城にいる父に会ってください」
人間であるタォン王子は、海の中で息をする
子が島にたどり着き、2 人は一目で恋に落ちま
ことができません。でも、ニァック姫はこう
した。結婚をすることを誓った 2 人。でも、
言うのです。
ニァック姫がこう言います。
「海に入って竜宮城に着くま
で、私のこの肩掛けにつかまっ
ていてください」
タォン王子が姫の肩掛けにつ
かまると、ニァック姫は海の中
に入っていきました。不思議な
ことに、タォン王子は海の中で
も息をすることができ、無事に
竜宮城にたどり着きました。
娘から結婚の許しを請われた
竜王はこれを受け入れ、2 人を
祝福するために持っていた杖を
海底に突き刺しました。すると、
トロークの島の周りの海水がみ
るみる引いていき、現在のカン
ボジアの国土となる「コークト
ロークの国」が生まれたのだと
されています。
これは、カンボジアの建国神
話「プレァタオン・ニァンニァッ
ク」。現在の結婚式でも新郎が
新婦の肩掛けにつかまって歩く
儀式が行われている。この神話
から、カンボジアの文化が「婿
入り婚」であること、竜王が娘
に授けた土地に後のカンボジア
王国の前進の王朝が発生したこ
とからも、女系文化であるのだ
▲ 2022 年 4 月16 日にシアヌーク州のプレイヌップ郡ベットラムコミューンのコキー
村に建立された高さ 21 メートルの巨大なプレァタオン・ニァンニァックの銅像
と言える。

カンボジアの最初の王は女帝
1 世紀頃になると、「扶南王朝」が発生する。こ
の扶南王朝こそが、前述の建国神話に出てくる
ニァック姫が統治していたコークトロークの国

であろうか ?

いや、そうではない。男性が求婚

するルールはこんな民話になって描かれている。
これは、コンポンチャム州にある 2 つの小高い

だ。この王朝を統治していたのがリゥイー女王で、

丘にまつわる逸話である。国道 6 号線を走ってい

神話のニァック姫であるとされている。この時代

ると、高い山と低い山が遠くに見える。この民話

はなんと、女性が男性に求婚をしていたという。

を取り上げると、カンボジアの人たちは「女性の

そのもととなったとされる一説には、リゥイーは

ほうが賢いのね」とクスクス笑うのだ。社会構造

インドから進軍してきたフン・ティェンを打ち負

としては男性が中心とはなったものの、心のどこ

かしたが、海岸で次の戦闘の準備をしていたフン・

かで女性のほうが優位、といった意識があるのか

ティェンの勇敢さに惚れたリゥイーが結婚を申し

もしれない。

入れ、それが受け入れられたことにあるとされる。
その後の時代において即位する王は男性であっ
ても、その王位継承者が母方の血筋であるなど、
母系社会は続いていたようだ。だが、石碑などの
文献によると、中世以降はこの母系の血筋による

その人々の深層心理の一つとして、「言葉」

がある。たとえば、បងប�ូ នជី ដូ នមួ យ 「いとこ」
に使われる「ជី ដូ ន 」は祖母という意味もあり、

すなわち女系を意味する言葉である。またេមផ�ះ

｢主婦」、េមទ័ព 「隊長」、េម្រក� ម 「グループリー

王位継承は薄れていき、王位は父親から息子へ、

ダー」に使われる「េម」は、本来は動物の「メ

息子から男児の孫へ、父系の血筋が受け継ぐよう

ス」を指すが、人間社会の中では「長」「リー

になっていく。

ダー」という意味を持たせる。また、結 婚 式でも

先ほどの求婚の話に戻ると、現在のカンボジア

男 性 側 を「下」、女 性 側 を「上 」と言うなど、カ

では求婚は男性がするのが一般的。これはカンボ

ンボジアでは古くから社会の中での女性の地位が

ジアの母系社会が崩壊したことを意味しているの

確立されていたのではないだろうか。

男山・女山
昔々、カンボジアでは女性が王として統治
をしていた。女帝が美しい男性に求婚して結
婚したことから、女性が男性に求婚をするの
が習わしとなっていた。だが、容姿が端麗で
ない女性が求婚をしても、男性は嫌がって応
じてくれない。ある日、女性たちが集まって
この風習をなくして男性が求婚をするように
しようと策を練った。男性たちを誘って土を
盛り山を作る競争をしようと持ち掛け、夜が
明けて日が昇るまでに山を作り、低い山のほ
うが今後求婚するという約束をした。
競争が始まると、男性たちはどんどん土を
積み上げていく。日が暮れて夜になり、この

ままでは負けてしまうと思った女性たちは、
知恵を絞って空に提灯を掲げることにした。
女性たちの山が自分たちの山よりはるかに低
かったので、勝利を確信していた男性たちは、
提灯の光を見てそろそろ日の出が近いのだと
思い、休むことにした。男性たちが寝入った
後も女性たちはコツコツと土を積み上げ、そ
して本当の日の出の時刻がやってきた。
男性たちは、まぶしい朝日の光を浴びて目
覚めた。すると、女性たちの山が自分たちの
山より高く積み上げられているではないか。
こうして競争に負けた男性たちはそれ以来、
女性に求婚をするようになったのだという。

▲ Google Maps で確認できるコンポンチャム州にある高さ 30ｍの男山（プノンプロス）と、300m 離れたところにある
高さ 114ｍの女山（プノンスレイ）
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カンボジア人女性の
伝統風習いろいろ

どこの国の人でも、自分の子供たちに伝統風習や社会に沿ったしつけ
をし、将来国を背負って立つ人として育つことを願うもの。カンボジ
アにも、古くから子供のしつけにおける習わしや行動規範があります。
現代のカンボジアでもこの考え方は心の奥底に息づいており、何かの
折に「女性としてあるべき姿」として取り上げられているんです。

クメール子女教育の元祖「チュバップ・スレイ」（女性の行動規範）
フランスがカンボジアを植民地とする以前、カンボジアでの教育は寺で行われていた。僧侶が
教師として子供たちを教育する。カンボジアの仏教（小乗仏教）では僧侶が女性と触れること
はご法度とされていたため、女の子は寺子屋に行くのが難しかった。そのため、女の子は家で
時間を過ごし、家事手伝いをしながら成長していく。
その成長過程で、女の子が家庭内で受ける教育に「チュバップ・スレイ」というものがある。
1837 年にオン・ドゥーン王が詩の形式で執筆したのが元となっているが、1957 年に文学作家
ムン・マイによって新たに執筆された。この詩は嫁ぐ前の娘に母親が家庭内の平穏を維持し、
穏やかに歩き、話し、夫に従い、敬い、
「良き妻」「良き母」となるよう助言するものとなっている。

ムン・マイ作「チュバップ・スレイ」
（1957 年）一部抜粋と対決

▶1957 年に出
版された文学
作家ムーン・マ
イの「チュバッ
プ・スレイ」
の表紙

េទះនង
ឹ នយា
ិ យ្រសដី

ករេករជា្រស
�ិ៍
ី

កុំសី �េឡះេឡាះ។

េសើចេ្រព�ងកេ�� �ងមន
ិ គត
ិ
េហ្រសីអ្របិយឥតករ

្រប�សេ្រពល
ើ បានចត
ិ �

ឥតមានឥរយា
ិ

វហ៊នេដយសរ។

話しをするときは

女性の名誉のため

ふざけた話をしてはいけない。

子供のような話し方は

男性がそれを見て

近づいてくる。

思慮のない笑い方は

悪い男に

隙を与える。

できの悪い女

品のない女

マナーのない女だと言われる。

ថាេលងដូចេក�ងេញ៉ ះេញា៉ះ

េឃើញ្រប�សកេមា�ះ

សេសៀរចូលជិត។

មារយាទក�ុងខ�ួន។

チョール・モロップ（女性の通過儀礼）
女性の行動規範を学んだ女の子が初潮を迎
えるときに行うのが「チョール・モロップ」
という儀式である。フランス植民地時代より
以前は全国各地でこの儀式が行われていたが、
フランスの統治により近代的な教育が広がっ
たため、今では実施している地域は少ないが、
現代カンボジア人の中ではこの儀式は記憶の
中に存在する。
その家の経済的な余裕の度合いにより、3
～ 6 カ月間にわたり、娘を家の中（一部地域
では儀式のための小屋を建てることもある）
に籠らせ、そこで料理や裁縫、前述の「チュバッ
プ・スレイ」などの教育を行い、結婚や出産、
その後の家庭での仕事の心構えを身に付けさ
せる。このチョール・モロップの期間中は、
食事は 1 日に一度もしくは僧侶と同様に 1 日
14

2 回、主に精進料理を食す。また、男性と
関わることや、日中の外出も禁じられている。
外に出られるのは夜間に水浴びをするときな
ど、行動範囲も狭い。
一定期間が過ぎると、チェン・モロップという
盛大な儀式が行われる。この儀式を行うことで、
この家に結婚適齢期の娘がいるということを世
間に知らせる意味合いもあるようだ。そして、3
～ 6 カ月間家に籠っているため、チョール・モロッ
プを経て外に
出てきた娘は、
色 白 で 美しく
なっている。
▶チョール・
モロップ儀 式
の様子

Photo by Mr. Chy Ratha (RUFA)

婿入り婚、相続は末娘に、といった母系文化に生きるカンボ
ジアの人たち。現代の親世代はどのくらいその意識が強いの
でしょうか ? プノンペンおよびシェムリァップなどの地方都
市で、79 人の親世代の方々にアンケートを行いました。

親世代のカンボジア人に
聞いてみました !
質問

子供を持つなら男の子、女の子どちらがいいですか ?

娘に対してあなとはどのよ

A. 男の子 17.4%

うな考えを持っていますか ?

B. 女の子 35.6%

C. 男女同様 47%

男の子と同じように女の子が親元から離れて高い教育を
受けることについてどう思いますか ?
A. 賛成 71.3%

B. 多少賛成 27.6%

C. 反対 1.1%

（自由回答）
・男女関係なく、人として自分の人
生は自分で決めるべき。

女の子が親元を離れることで最も心配なことは何ですか ?

・男の子より女の子のほうが親と仲

A. 安全面 71%

が良く、話もよく聞いてくれる。

B. 非行に走る 14%

C. いじめられる 15%

女の子が男の子と同じように何でもできる、
とどのくらい思いますか ?

故 な ど に 巻 き 込 ま れ や す い の で、
男の子より厳しく育てるべき。

A. 男の子よりも多くできる 18.5%

・男女問わず、大事なことは教育だ。

B. 男の子と同程度にできる 72.5%

・女の子のほうが辛抱強く、学業も

C. 男の子よりもできることは少ない 9%

仕事も男の子と同等にできると思
う。今では女性警官もいる。良い

女の子は家事をすべきだと思いますか ?
A. すべきだ 1.1%

・女の子のほうがハラスメントや事

教育を受けていたら男性より良い

B. 男女平等にやるべき 98.9%

C. すべきではない 0%

就職先に就きやすいと思う。
・女の子だって、男の子よりよくで

女の子が夜遅くに帰宅することについてどう思いますか ?

きることも多いはず。

A. 望ましくない 11.8%

・女の子も男の子と同じように仕事

B. 理由による 86%

C. まったく問題ない 2.2%

ができると思う。特に親の面倒を

女の子が夜遅くに帰宅することで心配な理由は何ですか ?

見るのは向いているのでそうして

A. 何らかの危険に遭遇する 67.5%

ほしい。

B. 性的な被害 17.6%

・今の社会は女の子より男の子を大

C. 近所の人から悪口を言われる 14.9%

女の子が短いボトムスを履くのをどう思いますか ?
A. 履くべきではない 26% B. ある程度はよい 61%

C. まったく問題ない 13%

事にしていると思う。
・男の子より女の子のほうが育てる
のに手がかかるし、大抵の女性は

学生の間に娘がボーイフレンドを作るのを許可しますか ?

体力的に男性にかなわない。

A. 許可しない：51% ( 理由 )

・男女関係なく今の社会では能力で

a)

勉学に影響する 49%

b)

不純行為をして将来に傷がつく 38.7%

c)

世間から批判されるのが怖い 12.3%

B. 許可する：49% ( 理由 )
a)

子供が決めたことを尊重する 49%

b)

子供を信じている 51%

人を見ている。
・適切な教育をすれば、男の子より
女の子のほうがよくできると思う。
女の子を家に縛り付けてはいけな
いと思う。
・今の女の子は男の子並みに社会を
よく知り、能力的にできることも
多い。

結婚相手については、娘が自分で決めるのを許しますか ?

・女の子は親の世話がよくできるう

A. 許す 94.7%

えに、男の子と同様レベルの進学

B. 許さない 5.3%

もできる。
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現在のカンボジアの人口統計によると、女性の人口が男性よりも多い（女
性 51.3%、男 性 48.7%：2019 年 国 勢 調 査）。今 年 女 性 省 が 発 表 し た
2021 年 10 月時点までのジェンダー調査結果で、現代カンボジア人女性
の動向が見られました。少しのぞいてみましょう !

データで読む
カンボジア人女性
～社会進出の現状を探れ～

女性公務員の割合

女性の教育状況
都市部と地方での女性識字率

政府における女性の割合（2019 年時点）
副首相 10.0

90.0

上級大臣

100.0

大臣 10.3

89.7

長官 17.0

83.0

副長官 17.2

82.8
女

男

80.2%

都市部

地方

文字の読み書きができる女性

参考：2019 年 9 月 12 日の王政令と 2020 年 8 月 6 日の
ジェンダー促進ワーキンググループ及び他の政府
機関の報告より

一方、日本の人事院にあたる「公務員省」によ
ると、2007 年以降 2020 年 12 月末時点での国家
公務員の女性の割合は大きく増加傾向にある。
32.4 33.6 33.5 33.9 33.2

91.4%

37.5 38.0 39.1 40.4 40.5 40.8 41.0 41.0

文字の読み書きができない女性

参考：2019 年の国勢調査

2018-2019 年度の公共教育機関で学ぶ男女の割合
幼稚園

49.7

50.3

小学校

48.1

51.9

中学校

52.5

47.5

高校

54.5

45.5
女

07 008 009 011 012 013 0
2
2 2 /2 2 2
10
0
2

14

20

15 016 017 018 019 0
2
2 2 2 2

20

20

参考：2020 年 12 月公務員省より

国家公務員における役職を持つ女性の割合
総局長 10.0

90.0

副総局長 14.0

86.0

局長（部長） 13.0

87.0

副局長（部長）

21.0

79.0

課長又は同等役職

24.0

76.0

副課長又は同等役職

32.0

68.0

女

男

地方公務員における役職を持つ女性の割合
知事 8.0

市・郡・区知事
市・郡・区副知事

92.0

17.3
3.0

82.7
97.0

25.2

74.8

女
参考：2020 年 12 月公務員省より
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参考：教育・青年・スポーツ省教育の情報システム
管理局 2018 年ー 2019 年より

公共教育機関で学ぶ男女の割合は幼稚園から小学
校までは男子の方がやや多いが、中学校と高校は
女子の方がやや多くなる。男子学生が民間学校へ
転学することが要因として考えられる。
公共教育機関での男女の退学割合
14.2
3.7

17.6

15.7

18.2

5.0

小学校

中学校
女

高校
男

参考：教育・青年・スポーツ省教育の情報システム
管理局 2018 年ー 2019 年より

参考：2020 年 12 月公務員省より

副知事

男

男

公共教育機関で学校を途中で辞めるのは男性より
も女性が少ない。
大学入学時の女性の割合（2019-2020 年度）
60

49.7 50.7

40

23.4 24.4

20

5.9 7.3

0
学士

修士
2019

博士
2020

参考：教育・青年・スポーツ省教育の情報システム
管理局 2019 年ー 2020 年より

経済活動における女性

女性に対する暴力

15 歳～ 64 歳の女性の就業率
100
90

87.9

88.5

89.4

88.8

77.5

77.2

78.9

80.1

2014

2015

2016

2017

15 ～ 64 歳の就労年齢の女性のうち、5 人

91.0

70

に 1 人の女性が生涯のうちに一度、身体的・

21%

80

性的な暴力をパートナーから受けている。

84.1

60
50

女

15 ～ 64 歳の就労年齢の女性のうち、3 人

2019/20

32%

男

に 1 人の女性が心理的な暴力をパートナー
から受けている。

参考：経済・社会調査 2019-2020

2019-2020 年度の経済・社会調査によると、就
労年齢（15 ～ 64 歳）の女性の就業率は 84.1%、
男性は 91.0% である。この調査ではまた 2016 年
以降、女性の就業率が増加傾向にあるとしている。

参考：2015 年女性の健康と人生経験に関する国家統計より

15 ～ 49 歳の既婚女性が受ける暴力の割合

セクター別の賃金労働者における女性の割合
全国 ( 合計）
プノンペン

1.1

都市部

38.0

24.2

27.1

地方

32.4
54.6

農業

経済的暴力

5.8
16.2

心理的暴力

20.1

24.8

身体的と性的暴力

48.3

工業

5.5

身体的暴力

37.8
71.8

19.3

性的暴力

25.3

サービス業

18.2

身体的と性的と心
理的暴力
身体的と性的と心
理的と経済的暴力

28.7
30.8

参考：経済・社会調査 2019-2020

参考：2014 年の統計調査と保健より

上記のグラフを見ると、都市部とプノンペンの女
性の多くはサービス業に、地方の女性は農業に
50% 以上が従事していることが分かる。

この統計調査ではまた、15 ～ 49 歳の女性の 30%
が、身体的・性的・心理的または経済的な暴力を
夫またはパートナーから受けているとしている。

専業主婦の割合

15 ～ 49 歳の暴力被害者が助けを求める割合

30

21.8

21.6

22.3

23.5

22.2

22.1

身体的

21.5

20

性的

10

身体と性的両方

40.6
33.5

19.8
4.7

55.1

39.0
61.9
22.0

22.9

暴力を止めるために助けを求める

0
2004

2009

2014

2015

2016

2004

助けを求めたことはないが、誰かに伝えたことがある

2019/20

参考：経済・社会調査 2019-2020

全国の就業年齢の女性のうち「主婦」は 21.5% で、
5 世帯に 1 世帯が専業主婦世帯ということになる。

助けを求めず、誰にも伝えずにいる

参考：2014 年の国民保健調査より

また、半分以上の女性が身体的な暴力被害を訴え
て助けを求めているが、性的暴力を受けた女性の
60% は助けを求められずにいるという。女性が
社会で主張したり訴えたりすることがタブーとさ
れてきた社会背景が原因なのかもしれない。

上記の全てのデータは女性省の下記のサイトを元にしたものである。
https://www.mowa.gov.kh/detail/7448
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社会に進出した
カンボジア女性
の職場・役職等
の環境は ?

INTERVIEWS
男女平等の環境の中で、職場で活躍する女性が多くいる今のカンボジア。ひと
昔前（～ 2005 年あたりまで）は、一般家庭では娘には門限を課したり、女性
は男性のように夜遅い時間まではもちろんのこと、実家から遠いところへ出勤
や出張をしたりすることは滅多に許されていませんでした。しかし現在では
ジェンダー平等が重視され、男女問わず大学に進学して高学歴を目指したり、
各界でさまざまな職種に就いて働く若い女性が目立つようになっています。彼
女たちはどんな思いを持っているのでしょうか。各分野で活躍する女性たちの
思いを聞いてみました。

vol.1

困難な道でも一途に取り組めば想いは叶う
リー・チャンソチェッターさん（25）
カンボジア史上初めて、日本の防衛大学校に留学した女性がいま
す。2022 年 3 月に晴れて卒業し、帰国したばかりのリー・チャン
ソチェッターさん。一体なぜ、軍の世界に入ったのでしょうか。そ
して日本への留学でどのような経験をし、これからカンボジアでど
のような人生を描いているのでしょう。美しい容姿の裏に、強い
意志と情熱を秘めたチャンソチェッターさんに話を聞きました。

母は娘が軍に入ることに抵抗がありました。女の子
なんだから他の勉強をしてほしいと言われ続けまし
た。日本に出発するときも泣いていました。親戚か
父が軍医で、大阪に 2 年間滞在していたことがあり、 らもそういう声はありました。友達は、私が自ら決
父を通じて日本という国を知ったのが一つ。母も一緒 めたことはやる性格だと知っていたからか、あまり
に滞在していたので、日本の文化が家庭にありました。 批判的な声はなかったです。そもそも父と兄が軍に
また、日本人が運営する「オリガミ」幼稚園に通って 所属しているので、制服姿や国家のために働く姿を
いたり、学校の机の上に「From People of Japan」と 見てずっとあこがれていたので、私にとっては自然
書いてあるのを見つけたり、日本の文化に触れていまし な流れだったんです。
た。2015 年に軍に入り、日本への奨学金があることを
防衛大学校への留学期間中に困ったこと
知り受験をしたところ受かったので、2017 年に念願の
はありましたか ? また、女性の留学生
日本に行き 2022 年 3 月に卒業したんです。

日本の防衛大学校への進学を選択した
きっかけについて聞かせてください。

日本留学の前はどのような勉強を
されていましたか ?

だからといって差別的なことはありま
せんでしたか ?

男性とは体力の差があるので、やはり訓練はきつかっ
高校を 2014 年に卒業して、プノンペン王立大学の
たです。でも、同期のいろんな人に助けてもらえました。
英語学部に所属しながら 2015 年に軍に入りました。
もう一つ困ったのは日本語の問題です。1 年間日本語を
日本の防衛省の奨学金に受かって 2017 年に防衛大学
勉強してから大学校に入るんですが、軍事に関する特殊
校に入学しました。
な言葉もありますし、教官から指示をされてもわからず
全然違うことをしていたり…。それが大きな壁でした。
軍隊の職に就いておられますが、
コミュニケーション面は、日本人は恥ずかしがり屋なの
今の職を選択したとき、周りから
でこちらが何かお願いすれば優しく助けてくれるんです
批判的な言葉が出ませんでしたか ?
が、最初はそういうこともわからず困りました。そういっ
2015 年に軍に入ったときは訓練をするのが仕事でし たカルチャーショックはありました。
た。基礎体力を作り、規律を学び、6 カ月間の訓練を
受けてから、しばらくは英語を使う仕事をしていました。 ▼留学 1 年目、教室で同級生と（2017 年）
▼2019 年の冬、日本人の友達と浅草へ観光に行った
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女性だからということで困ったことはなかったですが、
日本でパワハラ、セクハラということを学びました。カ
ンボジアではあまり浸透してしない言葉だったので日本
に行った当初はよくわかっていなかったんです。防衛大
学校ではこの点にとても厳しかったです。防衛大学校
にはタイ、ベトナム、インドネシアなど東南アジアを中
心に 13 カ国からの留学生がいて、異文化交流はとても
楽しかったです。彼らとも日本語で会話をしていました。

自分と同じように日本の防衛大学校へ
留学したいと思う他のカンボジア人の
女性は多くいると思いますか ?
どうでしょうね。軍の中に女性は増えていますが、
行きたいか、5 年間をかけたいと思うかはわかりませ
ん。5 歳年を重ねてしまいますからね。そういう抵抗
はあるかもしれません。でも、自分のキャリアを高め
たいと思う人はこれから出てくるかもしれませんね。

今、カンボジア防衛省で専念している
のはどのような仕事でしょうか ?
正式な配属はまだなのですが、国際関係の部署に行
きたいです。特に日本との関係、防衛省との関係を
つなげるような仕事をしたいです。先日は岸田総理
や統合幕僚長もいらっしゃって、これから関係が深
まるのではないかと期待しています。名誉なことに
統合幕僚長にお会いすることができて、日本では絶
対に会えない階級の人だったので、防衛大学校の友
達からうらやましがられました。日本との懸け橋に
なりたいという思いがますます強まりました。

▲防衛大学校の 13 ヵ国からの同期留学生と、卒業式にて
（2022 年）

が母なんです。でもあこがれる一方で、難しい面も
あることはわかっています。男性と同じように働い
て帰ってくるのに、家のことは女性がするという昔
の概念がまだ根深いので、女性の負担という意味で
は難しさはあると思います。

昔と比べて、カンボジアの女性の置かれて
いる環境は変わっていると思いますか ?
国の発展の過程で女性の社会進出は確実に進むと思
います。教育も重要ですね。軍でも女性は確実に増え
ています。でもどの部署でもどんな役職でも働けるの
かはまだ難しいですね。女性が最前線で戦えるのか。
女性が男性と同じ時間で同じ仕事をどこまでできるの
か、それはまだ組織としてもわからないと思います。
それをどう改善するのか。組織としての改善も必要だし、
女性の意識の改善も必要だと思います。

最後に次世代の女性に何か一言いただけ
ますか。今後の抱負も聞かせてください。
贈りたい言葉があります。「2 つの道があったら難
しいほうを選んでください」ということをみなさん
に伝えたいです。これは防衛大学校で訓練指導教官
に言われた言葉なんですが、2 つの道がある場合、簡
単な道を選んだら自分が成長しないということです。
難しい道を選んだら、挑戦することになり自分自身
が成長する。自分も実際に難しいほうを選びました。
5 年間かけて、体力的にもきつい環境の中でやり抜い
てきた。それが成長につながりました。もちろんま
だまだ成長途中なので、これからも努力し続けたい
と思います。努力している人には助けてくれる人が
必ず現れます。日本人は恥ずかしがり屋ですけど、
きちんとこちらが意思表示をしたら必ず助けてくれ
ます。私も多くの日本人に助けられました。特に日
本語で困っているときに助けられました。そのため
にもコミュニケーションが大切だと思います。
抱負としては、私は人生の 5 分の 1 を日本で過ごし、
しかも一番思い出が多い 5 年間です。日本はきれいで、
本当に楽しかったです。卒業の日は同期の友達との
別れが本当につらかったですが、やはりカンボジア
にいったん戻り、国のために働こうと思って帰って
きました。また次のチャンスがあれば、日本でのさ
らに高学位の留学にも挑戦したいです。

将来の夢は ?
国のために活躍したいです。どの分野でも国のため
であればいいと思います。それが自分の専門であれ
ばさらにいいと思います。日本で国を守るというこ
とを身をもって知ったので、それを生かして活躍し
たいです。

現在、カンボジア人女性がどんどん
社会に進出していろいろな職種で
活躍するようになっていますが、
それについてどう思いますか ?
母が公務員（公共事業運輸省）で、仕事をしながら
家事もやる母を見てきたので、働く女性のすごさ、
▲防衛大学校学校長から学位証明書を授与される
強さ、美しさを感じて育ってきました。私の女性像
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vol.2

駆け出し女性建築家

モン・フイリンさん (26)
“夢を諦めず、プラス思考で挑戦しよう !” がスローガンのモン・
フイリンさん（26）は、幼い頃から絵を描くのとクリエイティ
ブな作業が大好きな女性。建築家である父親のすすめで高校
卒業後の 2015 年にノートン大学建築専攻に入学。大学で建
築を学びながらプノンペン王立大学で日本語学科に所属して
いたフイリンさんですが、約 1 年前から念願の建築関係の仕
事を始めたそう。男性中心の職業を選択したときの思い、そ
して現場で働いてみた感想を聞いてみました。

建築の世界に足を踏み入れたときのことを尋
ねると、フイリンさんは「男のような仕事をし
たいの !?」と批判された思い出を語ってくれた。
「大学でこの分野を専攻したことに、近所の人や
親戚が反対してきました。この仕事は疲れるし、
早く老ける。女が建設現場にいたって誰も指示
を聞いてくれるわけがない、なんて言われまし
た」。だが父親の後押しもあり、卒業まで建築の
勉強自体は問題なく行うことができた。とはい
え、他の専攻と異なり、建築を学ぶ女子学生の
数はとても少ない。なぜなら、座学よりも実技
が多く、現場で実際に力を使うので怪我をした
り、時には入院なんてこともあるからだ。また、
コンピュータを自由に使いこなす必要もある。
修学中に、フイリンさんは 1 年間にわたり論
文を書くためにある教授のもとで学んだ。そこ
では、歩道橋の設置など、行政の建築プロジェ
クトにもかかわることができたという。さまざ
まな経験を積んで、卒業後は父親の会社に入り、
家屋や工場建屋などの入札部門で働きながら、
同期の友人 4 人で小さな「A.S Architect」とい
う会社を発足した。家屋のデザイン・コンサル
ティング業務を行うそうだ。「最初の仕事はキエ
ンスヴァイのリゾートの建築設計、次に子供や
貧困者、地方から出てきた学生が住む施設の建
築デザインの仕事をいただきました。これらの
実務を通じて、社会発展に貢献する建築の価値
というものを実感しました」とフイリンさん。

一方、「やはり現場に出るといろんな困難に直
面します。特に女性に対する差別が多いです。
仕事の打ち合わせでは、若い娘に何ができる、
男のような良い仕事ができるわけがないと決め
つけて、私と直接会いたがらないお客様もいま
す。現場でも、女性はすぐに疲れるからと、高
いところに上らせてくれないこともありました」
と苦い経験を語る。でも、フイリンさんは差別
的な言動にも負けず、これまで現場での仕事を
こなしてきた。

▲A.S Architect チームが 2021 年にデザインした学生ハウス

▲ノートン大学での卒業論文発表の様子（2019 年）
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2017 年、フイリンさんはある交換留学のプロ
グラムで、日本で 1 年間日本語教育の大学に通
うチャンスを得た。東京の先進的な建築デザイ
ンを目の当たりにしたフイリンさんは、特に日
本庭園のデザインに興味を持ったという。現在

▲日本留学中、東京ディズニーシーを訪れたフイリンさん
（左、2017 年）

は父親の会社や A.S Architect のマネジメントの
仕事で多忙となってしまっているが、将来は再
び日本で建築の勉強をしたいという思いを抱い
ている。「建築は、カンボジア社会を開発するの
にとても役立つ仕事だと思います。特に日本の
都市部の公園づくりに興味があります。日本の
都市開発は、歩道があり、公園があり、快適な
空間が広がっています。私は将来、カンボジア

▲2019 年から 2020 年にかけて作ったネァックルーン市の西
部経済開発衛星都市の作品の展示

A.S Architect について
フイリンさんと 4 人の友人が作った建
築家グループ。お客様に快適で近代的
な家屋デザインを提供する。

の公園づくりを日本のそれと同じように、近代
的でありながらカンボジア国民の心のよりどこ
ろとなるようなデザインで作り上げたいんです」
フイリンさんが建築を通じて国家・社会の開
発に貢献したいという思いを強めたもう一つの
エピソードがある。ノートン大学の 4 年生の時、
フイリンさんと同級生で観光省が主催するケッ
プ州での「海岸沿いの屋台デザインコンテスト」
に応募して優勝をした経験がある。カンボジア
の海岸地域での観光客を魅了するデザインが認
められたのだ。この経験から、さらに建築の価
値を深く理解したというフイリンさん。さらに
今後後輩の建築家の卵たちも、カンボジアの建
築分野に近代化をもたらすと期待している。「学
生たちの中には、私たち A.S Architect などの小
規模な建築会社と協力して、ブラウンカフェや
プノンペンの飲食店などのデザインを行ってい
る子もいます」
女性の社会進出についてフイリンさんは、ど
のような状況であっても自分の夢を持ち続ける
こと、これが女性がプロとして仕事をするうえ
で重要なことだと思っている。「現代のカンボジ
ア社会は、女性がさまざまな仕事に就くことに
大きく門を開いています。だからどうか、夢を
捨てないでほしいです。都市部の親世代や社会
全体の女性に対する理解は高まっていると思い
ます」。カンボジア人女性の一人として、全女性
のモチベーションを高めたい。女性たちが差別
されたり低い地位に置かれていたとしても、自
分の夢を捨てずにポジティブ思考でその夢を追
いかけ、自身の作品や成功をした姿で女性も男
性と同じようにできるんだということを世の中
に示せればいい。そう熱く語った。

▲ケップ州の海岸沿い屋台デザインコンテストで作品説明をする
フイリンさん（2019 年末）

A.S Architect
069-633-376

#11, St.008, Chakongrekrom,

Mean Chey District, Phnom Penh
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vol.3

“好きなことは難しく考えるな。

簡単なことは誰かがすでにやっている”

リム・フーンさん (33)

民間セクターで女性リーダーが増えています。リム・フーン（通
称サクラ）さん（33）は、国内外に多くの顧客を持つビジネ
スコンサルティング会社「First Solutions」の経営者。女性経
営者としての人生について、じっくり話を聞かせていただき
ました。

“好きなことは難しく考えるな。簡単なことは
誰かがすでにやっている”。これは、サクラさん
の座右の銘だ。カンボジア社会において女性が
自分の思いを叶えるためには、努力に打ち勝つ
精神が必要だと語る。
サクラさんは 2009 年から日本の経済産業省の
プロジェクトを受ける民間病院のビジネス調査
部門で働いていた。その経験を生かして 2015
年に First Solution という自分の会社を立ち上
げ、ASEAN 各国のパートナー企業の依頼を受け、
モデル事業のコンサルティング、人事サポート
などの業務を開始した。起業して以来、その実
直な仕事ぶりに評価が集まり、事業は順調に伸
びているという。「2015 年に創業してから現在
まで、事業は順調です。コロナのリスクがあっ
たこの数年も、事前に内部留保を確保し、国内
の顧客開拓をしていたため、大きな影響は受け
ませんでした」。事業の安定化のためには国内の
マーケット開拓が重要と、2018 年頃から国内向
けサービスを広げていたのだ。海外パートナー
との業務から得た経験と、同じカンボジア人と
いう文化的理解もあって、国内企業にも国際ス
タンダードのコンサルティングを行い、実績を

上げた。「創業当初は海外パートナー向けのサー
ビスに特化していました。でも、カンボジアの市
場が少しずつ熟してきたこともあり、国内向け
サービスも重要なカギとなると思ったんです。
サービス、人事のマネジメントも含め、スタンダー
ドな事業提案を行っていると自負しています」
サクラさんの会社の従業員は自分よりも年齢が
若い女性が多く、男性は 10% ほどだという。「女
性を多く採用している理由は、自国の女性に就業
の機会を与え、能力を強化したいと思っているか
らです。男性の労働市場はすでにありますからね」

多忙を極める会社経営の傍ら、サ
クラさんにはもう一つ重要な社会
貢献という仕事がある。世界 100
カ国以上のメンバー国を有する国
際青年会議所（JCI）のメンバーで、
ボランティアで「美しいカンポッ
ト」というプロジェクトの責任者
を担っている。現地に赴き、地元
の若者や住民に対し、観光地にお
ける衛生面や環境保護に関する情
報発信や人材育成を行っている。
観光地である街をさらに美しく魅
力 的 な も の に す る た め だ。「カ ン
ポットは自然豊かな美しい街です。

▲週に一回行われる国際ビジネスネットワークキング会議（BNI）
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▲JCI のカンボジア代表に選出された時のサクラさん（2020 年）

でも、自然の美しさだけでなく、地元の若者か
ら大人までの衛生・環境意識を高め、観光客を
巻き込んで美観を維持していくことも重要です」

に結びつけることができ、それによって新しい
能力を高めることにつながります」

事業で成功をする秘訣についてサクラさんは、
自分の中に自立意識を持つことが重要だと語る。
そして多くのカンボジア人女性が自分と同じよ
うに自立してほしいと願っている。「私が今こう
していられるのは、幼い頃から勉強や生活の中
で、自分に対する責任を持つことを意識してい
たからです。自分の行いに対する責任を持つと
いう意識は、一つの物事を深く考え、問題解決

通じて自分や家族の生活を安定させることがで
きたので、これからは自分の経験を社会に共有
し、自分にできる形で社会に寄与したいと思っ
ているそう。カンボジアの女性に対してサクラ
さんは、自分の夢を叶えるために、難しい状況
であっても後退することなく、あえて立ち向かっ
ていく気持ちを持ってほしい、とメッセージを
送ってくれた。

▲「美しいカンポット」のプロジェクトで JCI のメンバーと
現地を訪れる（2022 年）

さらに 20 代から今の年齢になるまで、会社を

▲女性の働き場を増やすべきと考え、サクラさんは 5 月末に
「SAKURA CAFE」をオープン
#48Eo St.144, Sangkat Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh
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チァ・ヴォッティニーさん (35)
チァ・ヴォッティニーさんはシェムリァップ在住で、同州警
察 入 国 部 の 外 国 人 管 理 課・調 査 部 門 に 所 属 し て い ま す。
2011 年にプノンペンの国立経営大学を卒業し、家族の仕事
の手伝いをするためにシェムリァップに帰郷。2014 年に州
警察が人員募集をしていると聞き、街の安全保持に貢献した
いという気持ちと、警察で働く女性がまだ少なく、組織も女
性を重視していないと考え自ら応募を決めたそう。その具体
的な思いをお聞きしました。

現在の仕事は、シェムリァップで働く外国人
経営者や外国人従業員のいる会社組織の管理を
し、労働法や入国管理に関する法律と提出書類
の照合を行うもの。調査の際は、内務省入国管
理総局および労働省からの協力を得て、州の入
国管理事務所、労働局の職員からなるグループ
で実施する。法律に抵触する何らかの事実があっ
た場合、その会社組織に指導をし、改善を求める。
だが、法律に反する行為に対してはその場でペ
ナルティーを課したり、本国に送還するために
パスポートを押収したり身柄を拘束して、送検
書類を作成することもあるという。
「警 察 官 は 忍 耐 が 必 要 な 仕 事 で す」と 語 る
ヴォッティニーさん。入職当初は未経験の仕事
に戸惑うことばかりだったという。特に上司か
ら叱責されることが多かった。だがヴォッティ
ニーさんはそれらの叱責に怯むことはなかった。
仕事に従事するための訓練を受けるなかで、自
分の精神を高めるために叱られているだけのこ
と、そう思ってきたという。
在職 8 年のヴォッティニーさん。時に困難な
事案に直面することもある。カンボジアには、
他の貧困国から移り住んでくる外国人も多く、
法律が求める要件を満たしていないケースが
多々ある。そこで、法に基づき生活するための
指導を行うが、時に外国人が逃げ出そうとする

▲現場に出る前のミーティング
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vol.4

警察官として市民生活に貢献

▲ソーニクム郡にある会社で労働法と入国管理に関
する説明をしている様子

▲地方にあるレストランで関係書面をチェック

こともあり、職権でその対象者に力を使って抑
え込む必要もある。また、薬物を使用する外国
人のケースもあり、職務質問中に逃亡しようと
した外国人を取り押さえることもある。地元警
察として市民を守るためには、威厳をもって法
を執行しなければならない。現場に赴いたり、
捜査をしたり、職務質問をしたりする地道な仕
事を日々遂行している。
困難な仕事ではあるものの、ヴォッティニーさ
んは警察官という仕事における女性の意義を感
じている。力では男性に劣るのは当然だが、男
性警察官に解決できないソフト面を、女性警察
官が担えるのだという。「どの組織でも女性が従
事することのメリットはあります。女性は男性
よりも思慮深く、困難に直面したときに知恵を
働かせます。男性は力が先に出ることが多く、
また法の執行のために態度が硬くなります。時
にそれが事態を悪化させてしまうこともあるん
です。対して女性は穏やかに物事を解決するた
めに、柔らかい言葉遣いや態度で臨みます。こ
れで仲裁がスムーズに進むことも多く、暴力を
ふるうような事態も避けられます」

現在所属している職場は女性に対する理解も
あり、モチベーションが高く保たれているとい
う。「上司の配慮もあり、女性に対して以前のよ
うな差別はないと思います。逆に、法事のため
の休暇や、現場での検挙があった後などは、女
性職員は男性よりも優先的に休ませてもらえま
す。また、力を使わない仕事を与えるなどといっ
た配慮があります。昇進・昇格は能力次第です
から、男性も女性も平等です」
カンボジアのジェンダーについてヴォッティ
ニーさんは、まだ十分に平等とは言えないと思っ
ている。なぜなら、社会国家における女性リー
ダーの存在はそれほど目立たないからだ。あら
ゆるセクターで、男性の比率のほうが高いと感
じられる。だが、男性の成功の陰には女性の支
えがある。「カンボジアの女性に、これまで以上
に勇気を持ってもらいたいです。私も含め、す
べての女性が社会で活躍できるように変われる
はずです。そして『女性は世界の母』『女性は国
会経済の骨格』という格言にあるように、男性

▲シェムリアップ市内にあるクリニックで労働法と入国管理
などに関する説明を同僚と行う

▲レポートを書いているヴォッティニーさん

と同等に女性リーダーとして社会に貢献できる
はずです」
女性がほぼいなかった警察の世界にあえて足
を踏み入れたヴォッティニーさんは、現在の仕
事に満足している。カンボジア国民、そしてカ
ンボジアに住む外国人の安全を保障し、また、
カンボジア人、外国人を問わず労働面で搾取を
受ける弱者を守るという深い意義があるからだ。
そんなヴォッティニーさんが将来の夢を熱く
語ってくれた。「私は州警察署長になりたいと
思っています。シェムリァップ州の歴史の中で、
女性の州警察署長はまだいません」。州のジェン
ダーを推進するためにも、自らが身をもって女
性リーダーとなりたいというヴォッティニーさ
んの努力はまだ続く。

1990 年代の女性警察官の状況
キム・スレイティウさん（44）は、1993
年から 2004 年まで警察官として働いてい
た。当時の女性の仕事環境について尋ねた
ところ、女性が社会で重要な仕事を持つこ
とへの評価が低く、家事以外に仕事なんて
できないという考えが強かったという。
「私が現職だったときは、掃き掃除や机を
拭いたり、敷地内の留守番といった仕事し
かさせてもらえませんでした。在職中一度
も現場へ赴いたり出張に行ったりしたこと
はなかったんです」。当時はスレイティウさ
んのほかにもう 1 人女性警察官がいたが、
仕事の配置以外で差別を受けたことはない

という。「当時は、女性は弱いもの、男性と
同じ仕事はできない、という認識が今より
も根深かったと思います。今は以前と変わっ
てきたように感じ
ます。女性も社会
的 な 地 位 を 持 ち、
重要な仕事も任せ
てもらえるように
なりました。男性
に負けず、頑張っ
てほしいです」
▶キム・スレイティウさ
んの警察在職時の写真

25

求人、売ります・買います、譲ります、プロモーションやイベントの案内、
メンバー募集 ... etc. 読者みんなの掲示板です♪
お気軽にお問い合わせくださいませ！
▼ 掲載のご希望・お問い合わせ

Facebook からの問い合わせもOK

「ニョニュム」編集部
mail : nyonyum@cisinc.co.jp
phone : 012-500-052 / 016-657-290

<<<

お知らせ

NyoNyum(ニョニュム)

>>>

期間限定50%オフプロモーション
【ラッフルズメディカルカンボジア】
ラッフルズメディカルカンボジアでは、参照コードの使用
で高基準ケア、医療アドバイス、治療が、通常診療費用の
50%オフで受けられるプロモーションを実施中です。
ご予約時に【参照コード：50RND】をお伝えください。
詳しくは奥野までお問合せください。
メール： okuno_rumiko@raﬄesmedical.com
電話（Telegram可）012 - 838 283
※期間限定のサービスのため、事前予告なしに期限を終了することがあ
ります。※他のプロモーションとの併用は不可、また保険適用外です。
※このサービスは通常診療で、予約調整可能な時間に受診が前提です。
※レントゲン他検査費用、薬剤費はディスカウントの対象外となります。

Add : No.161, St.51 (Pasteur), Phnom Penh
Open : 8:00-17:30 (Mon-Fri), 8:00-12:00 (Sat)
救急診療： 午前7時から～19時まで（当面）
Tel

: 012-816-911 午前7時から～19時まで（当面）
012-838-283（日本語・通常診療時間のみ）

本店MA P（St.454

@TTP）

St.432
St.123

St.135

St.155
TTP
market

ココ
Deja Cafe

St.454
Angkor Market
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〈 ボ ン ユ キ・ プ ロ フ ィ ー ル 〉
在 カ ン ボ ジ ア 歴、 足 掛 け
年。 翻 訳、 通 訳 の ほ か カ
ンボジア関連のアレンジや
コーディネートを手がける
こ と も。 仕 事 に 追 わ れ つ つ
も、 大 好 き な ビ ー ル は 絶 対
に欠かさない。
28

日本へ行ってきた !
カンボジアに長年住むと街の移り変わりが見えてくる。
おもしろくもあり、どこかもどかしくもある。
通訳、翻訳、会社経営に奮闘中のボンユキこと
山崎幸恵がおくるカンボジアあれこれ。

オーダーをするシステムは前からあ
から話を聞くと、知らない世界も感
ったが、今回は「QR コード」を携 じられる。さらに今回は、わが地
帯で読み込み、そこからオーダーを
元の税務署で担当をしてくれた職
するというシステムに驚いた。
員さんに、本当にいろいろとお世
話になった。やっぱり専門的なこと
以前はコーヒー専門店に入っても
はその道のプロに聞くべし !
Wi-Fi は一度ネットでユーザー登録を
しないと使えなかった。携帯のキャ
カンボジアへの入国は、コロナ
リアもない人がどうやってユーザー登
前の手続きにすっかり戻っていた。
録すればいいのよ ! と憤慨したもの
そしてこの 6 月から、日本はカンボ
だ。空港の Wi-Fi も全然つながらな
ジアを含むコロナ感染リスクの低い
い、街の中でもネットが使えるところ
国を「青」に指定し、日本入国時
が少なく、これじゃあ外国人観光客
の PCR 検査なし、ワクチン接種の
も困るよなぁと、国会で提案したい
有無を問わず隔離なし、という水
突っ込みどころ満載の日本だったが、 際対策緩和を決定した。やった !
今では地下鉄でも Wi-Fi サービスが
これなら以前と同じように往来でき
あるし、街の中にも Wi-Fi スポットの
る♪と思っていたら…。なんと、日
ようなものがあった。これってデジタ
本入国前 72 時間以内の PCR 検査
ル庁のおかげなんだろうか ? ? ?
陰性証明書は必要だという。むむ
む、次はこの障壁が取っ払われる
一方で、アナログの良さも体感し
のを願うしかない。ともあれ、大き
た。百貨店や専門店に入っていろい
ろ説明を受ける。ネットで知れる情 く前進したことには間違いない。次
の日本帰国日程を考えよう !
報もあるが、やはりそこの店員さん

先日、日本へ行ってきた。コロナ
禍ではちょうど 1 年前にも日本渡航
を果たしたが、今回の日本渡航は
雲泥の差で楽だった ! 去年は日本
で 2 週間隔離、カンボジアに戻って
2 週間隔離、という不毛な時間を
過ごすことに耐え抜いたのだが、今
回はファストトラックで各種書類を
事前登録、成田で検査を我慢して
陰性により自由に移動ができる身と
なった。とはいえ、MySOS なるア
プリはオンにしておくように、一応、
念のため最初の 3 日間くらいは人と
接触しないように（ただし、公共交
通機関での移動は可）
、というちょ
っと不思議な指導を受けたが…。
ともあれ、3 週間の日本で各種
行政手続きやらお買い物やらを楽
しんだ（前者は楽しいものではな
いけど）のだが、日本の各種オン
ライン化もようやく進み始めたなと
いう印象。居酒屋ではタブレットで

「Moi Moi」とはクメール語で「ひとつずつ、
ゆっくりと」の意味。恵み豊かなカンボジア
でのスローライフをお届けします。

教師の頑張りに感謝！

いと さ れている そ う です。 例 えば、 バイ

ヨン高校・附属中学校では英語の教師が

13

名 で、

一人 し かいないた め、 英 語 の 授 業 が 半 分

生 徒 数 約 １ ０ ０ ０ 名、 教 師 数

どのように授業運営が行われているので

時間

しょう か？ 現 在、 バイヨ ン高 校・ 附 属

結果、 英語の授業は学校全体で週
43

中学校で調査を進めているところですが、 に減らされている学年もあります。 その

厳しい現状が見えてきました。

と なっていま す が、 と て も一人 の 教 師 で

モニ

教えられる時間ではありません。 そこで、

唯一の 英 語 教 師・ソリ ヤ 先 生 は、

ターを駆使し て、 ２～３クラス同時進行

時間まで

TV

60

人クラスとな

3

は

人掛けの机に 人

2 1/3

まず、クラス数は極力減らさざるを得

ません。その結果、

り、 生徒たちは通常

で授業を行うなど工夫し、 週

さらに、

34

座って授業を受けています。

次に、都市部の学校には余剰教員が多

倍

!

6
減らし ています。 が、 それでも国が規定

す る 授 業 担 当 上 限 時 間の
2

数在籍しているので、 そちらから常時

よくよく聞いてみると、 他に歴史の授業

人ほどの教師に来てもらい、 授業をお願

5

時間教え、 事務的業務も山積み状

態…ということで、これはもう完全にキャ

いしています。 また、 教師の授業担当時

時 間）、 ど う

も週

時 間、 高 校 で週

なぜそんなに頑張れるのか…と聞いて

パシティオーバーではないでしょうか
!

16

間の上限は国で定められているため（中

ラーニン

モニターに流して正式授業

＂

e

学 で週

グ用授業を

“

しても教師がいない科目は、

みると、 生徒たちの 学 びたい！ とい

と、そんな現場の声を聞くと、支援者側

う気持ちがひしひしと伝わってくるから。

の立場とし て、 私自身もっと何かできる

としています。

教師が足りない場合、 科目省略をしたり

コマ数はあるのですが、カンボジアでは、

ことはないかと強く思うのです。

また、 各学年、 国が定めた必修科目と

コマ数を減らし たりするのもやむを得な

TV

18

小出 陽子（Yoko KOIDE）
1992 年早稲田大学大学院卒。一級建築士。
2000 年、UNESCO/JSA 遺跡修復オフィス
建設のため、カンボジアに赴任。2005 年
～ 2020 年、シェムリアップにてレストラン
Cafe Moi Moi を経営。2005 年 JST（NGO：
アンコール人材養成支援機構）を設立し、
農村地域の支援活動を始める。2013 年“ア
ンコールの都の西北” に公立のバイヨン中
学校を創設。2019 年には高校も併設され、
現在、全校生徒 1,000 人の学校運営を行っ
ている。
● JST ホームページ

http://www.jst-cambodia.net

TVモニター越しに授業を受ける生徒たち

27

月間 ドムライ

一年中同じ食材が並ぶマーケットでも、季節によって値段は微妙
に変わります。旬をねらえばぐっとおトク。チェックしてから出
かけましょう。
為替レート(Exchange Rate) US$ 1 = R 4,054

市場market セントラル チュバーオンパウ ダゥムコー
アイテムitem
Central Chbar Ampau Domkor
米 ( プカークニェイ ) 1キロ
Rice（ニァンマン ) (1kg)

ピーナッツ
Peanut
白ゴマ
White Sesame
コショウ
Pepper
牛肉
Beef
豚肉
Pork

鶏肉
Chicken

トマト
Tomato
キャベツ
Cabbage
キュウリ
Cucumber
バナナ
Banana
オレンジ
Orange
卵
Chicken Egg
ガソリン
Gasoline
ディーゼル
Diesel

1キロ
(1kg)
1キロ
(1kg)

3000
2840

+200 3200
-160 2840

9000

0 7800

オルセイ
カンダール
Orrussei
Kandal
0 4000
0 3500
0
0 2500
0 3000
0

0 3700
+40 2900

+200 8000 +1000 8000

0

15000

0 10000 -1000 10000

0 15000 +1400 14000

0

40700

0 20000 +3400 35000

0 45000 +15000 30000

0

1キロ
(1kg)

40000

0 40000

0 40000

0 41000

0 40000

-200

1キロ
(1kg)

30000

0 28000

0 20000

0 25000

0 25000

0

1キロ
(1kg)

28000

0 28800

+800 28000

0 28000

0 28000

0

1キロ
(1kg)

5000

1キロ
(1kg)

1キロ
(1kg)

-800 5000

5000

0 5000

6000

1房
9000
(bunch)

1キロ
(1kg)

1ダース
14800
(bunch)
10個
5000
(10pcs)
1リットル
(1 liter)
1リットル
(1 liter)

+600 7000 +1000 4600

-2800

+400 4100

-1100

+600 5000

+1000 5000 +1000 3700

+700 3200

-1600

+3000 5200

+2200 8000 +4500 5000

+1300 4500

+500

0 13400

0 5000

-1600 4000

+500 5000

+100 4900

-400 13600

-800 10000

+400 5500 +1000 5500

0 12000
+1300 5000

001 または 007- 国番号 - 電話番号
001 or 007 - Country Code - Phone Number

【インターネット】
  

Internet Access

インターネットショップ、ホテル、ゲストハウ
スなどにサービスあり。最近は無料 Wi-Fi が
使えるコーヒーショップがほとんど。日本語
のフォントを持つショップも多い。
Internet access can be available at internet
shops, hotels or guest houses. WiFi service is
also available.

【ビザ取得料金】
シングル入国ビザ

Visa
Single Entry Visa $28.75

マルチ入国ビザ

Multiple Entry Visa  $57.5

トランジットビザ

Transit Visa

【空港タクシー】

Airport Taxi

プノンペン

Phnom Penh  

シェムリァップ

Siem Reap  
Phnom Penh

0

Siem Reap

5660 +1010

$6.25
$7-$18
$10-$ 12

【空港トゥクトゥク】 Airport Roeu Mok
シェムリァップ

※ 2022 年 4 月 27 日～ 2022 年 5 月16 日の調 査 期 間中
の 5 日ごとの調査結果の平均値を表しています。

在カンボジア日本国大使館（Embassy of Japan）
月～金 023-217-161（開館時間 8:00 ～ 12:00,
14:00 ～ 16:30 ただし電話受付は 17:45 まで）
平日昼休み時間 061-799-883
平日夜間および休館日 023-217-161
在シェムリァップ日本国領事事務所  063-963-801~3
入国管理事務所（Immigration Office）   023-890-380
《警察》
（Police）
117 or 012-999-999
プノンペン市警察外国人課（Phnom Penh Police）
097-778-0002 英語可（English）
《ツーリストポリス》
（Tourist Police）
プノンペン
（Phnom Penh）012-980-088, 012-942-484
シェムリァップ （Siem Reap） 012-402-424, 023-726-158,
012-838-7768, 063-760-215
バッタンバン （Battambang） 077-671-980, 092-999-995
シアヌークビル（Sihanoukville）034- 657-9888, 097-725-5543
《消防》
（Fire Station）
プノンペン
（Phnom Penh）666, 118, 011-997-296,
023-723-555
シェムリァップ（Siem Reap） 012-784-464, 012-872-549
バッタンバン （Battambang） 053-953-222
シアヌークビル（Sihanoukville）016-857-476, 016-207-790
《救急》（Emergency Medical Service）
プノンペン
（Phnom Penh）119 or 023-724-891
シェムリァップ（Siem Reap） 012-235-888, 012-630-399
バッタンバン （Battambang） 053-952-822, 090-444-777
シアヌークビル（Sihanoukville）081-886-666
《病院》（Hospitals）
▼プノンペン（Phnom Penh）
サンライズジャパン病院（Sunrise Japan Hospital）
      (023/078)-260-152 ( 一般）, 023-260-163,023-260-153（救急）
ロイヤルプノンペン病院（Royal Phnom Penh Hospital）
023-991-222, 023-991-000
ラッフルズメディカル（Raffles Medical）012-816-911, 012-838-283
ケンクリニック（Ken Clinic）
   023-223-843, 023-216-911
サンインターナショナルクリニック（Sun International Clinic）
069-268-060 (JP), 023-956-777 (EN, KH, CH)
▼シェムリァップ（Siem Reap）
ロイヤルアンコール病院（Royal Angkor International Hospital）
063-761-888, 012-235-888

Oversea Calls

プノンペン

通貨単位：R( リエル )         - は前月より安値、+ は高値

Emergency

【国際電話】

0

5350 +470

緊急連絡先

28

-600 9000

ニョニュム便利帳
Guide

【両替・換金率】 $1 ＝約 4,000 リエル
                       E xchange Rate  $1=4,000 Riel

【電圧】

220V (Voltage = 220V)

$5-$10
$4-$5

ニョニュムタイムズ

June - July 2022
CAMBODIA BUSINESS NEWS
※ NyoNyum Web でもカンボジアのニュース配信中 !

最近のカンボジア関連ニュースのなかから、気になるビジネストピックをピックアップ。
カンボジア在住歴 14 年の日本人エコノミスト・鈴木博氏による解説付きでお届けします。

AMRO、地域経済見通し 2022 発表
カンボジア経済も回復傾向に
4 月 12 日、ASEAN+3 マクロ経済調査
事務局（AMRO）は、ASEAN+3 地域経
済見通し 2022 年版を発表した。AMRO

比 34.6% と問題ないレベルに留まっている。
カンボジア経済のリスクとしては、新型コロナ

提案できる強みを持っており、現地では高品質

拡大による財政出動余力の低下等を挙げた。

で知られる「ジャパンブランド」への信頼もあ

AMRO と CMIM は、アジア通貨危機の際の
ったために、日本が主導して設立したアジア版
IMF。2016 年の設立協定発効以降、活動を本

カ国と日本、中国、韓国）による外貨融

格化しており、アジアの視点に立った経済分析・

通の取り決め「チェンマイ・イニシアテ

監視を実施している。

国の経済が回復傾向にあると見て、GDP

ホームセンターのコーナン
プノンペンのイオンセンソックシティに
進出へ

成 長 率 見 込 み を 2021 年 5.9%（ 前 回

コーナン商事は 2 月 16 日にカンボジ

5.0%）、2023 年 4.6% と 予 測 し た。
ASEAN10 カ国で は、2021 年 2.9%（同
2.7%）、2022 年 5.1%（同 6.6%）、2023
年 5.2% と見ている。AMRO では、ワク
チン接種がこの地域では進展しているた
め、国境のさらなる開放と強い経済回復
が期待されるとしている。また、ロシア
のウクライナ侵攻はリスクとはなってい
るが、ASEAN との関係は深くないため、
資源価格上昇による影響等に限定される
と見ている。米国の金融緩和の終了は、
金利上昇や資本流出、金融市場の動揺
等を招く懸念があると指摘した。

アにおいて、全額出資子会社「KOHNAN
(CAMBODIA) CO., LTD.」 を 設 立し たと
発表した。2016 年 2 月にベトナムに設
立した「KOHNAN VIETNAM COMPANY
LIMITED」（2022 年 2 月現在、8 店舗を
運営）に続き、2 カ国目の海外進出とな
る。今夏には、カンボジア初出店となる
「コーナン（カンボジア）センソックシ
ティ店」を「イオンモール センソックシテ
ィ」にオープンする予定としている。さ
らに秋にはプノンペンの別の商業施設に
も出店する見込みである。店舗での品ぞ
ろえは、日本に比べて木材など建築資材

高いためベビー用品も強化する計画。

カンボジアについては、成長率を 2021 年
解説

な輸出や高いワクチン接種率に支えられて経

日経 新 聞 によると、 ホ ームセンター 大 手

済は回復に向かうとしているが、新型コロナの

のコーナン商事は東南アジアでの出店を拡

影響を厳しく受けている観光セクターの回復に

大する方針で、2025 年 2 月期までに東南ア

は時間がかかると見ている。物価上昇につい

ジアの店舗数を現在の約 4 倍の 30 店に増や

ては、2021 年 2.9%、2022 年 5.0%、2023 年

し、2025 年 2 月期の東南アジアでの売上高を

3.7% と国際的資源価格の上昇等の影響を受け

2022 年 2 月期の約 7 倍の 100 億円に引き上

ると予測している。対外収支については、経

げる計画である。

常収支の赤字（対 GDP 比）は、2021 年には

首相は、新空港によって大型機・長距離
便の受け入れが可能となるため、新型コロ
ナの影響で厳しい状況にある観光セクタ
ーの回復に大きな役割を果たすと期待を
示した。
シェムリアップ新空港は、シェムリアッ
プ市街の東約 60 キロに位置し、敷地面積
約 750 ヘクタール、滑走路延長 3,600 メ
ートル、ターミナル面積 8 万平方メートル
で、旅客処理能力年間 700 万人、貨物取
扱能力年間 1 万トンの計画。総工費は約 8
億 8,000 万ドル（約 1,090 億円）で、契約
期間 55 年間の BOT 方式で建設されてい
る。中国の雲南省投資控股集団（雲投集
団）傘下のアンコール・インターナショナ
ル・エアポート・インベストメントが工事を
請け負っている。

解説
新型コロナの影響で工事は遅れている模様
である。建設会社によれば、予定通り 2023 年

2.9%（ 同 2.8%）、2022 年 5.2%（ 同 6.6%）、
2023 年 6.1% と予測している。製造業の堅調

4 月 3 日、フン・セン首相はシェムリア

を減らし、家具やインテリアなどの品数
を 1 割ほど増やすとしている。出生率が

解説

シェムリアップ新空港
フン・セン首相が工事現場視察
ップ新空港の建設工事現場を視察した。

ィブ（CMIM）」の実施を支援するために

10 月 予 測 6.1%）、2022 年 4.7%（ 同

るため、勝算があると見られている。

国際通貨基金（IMF）の対応が失敗続きであ

析を行うとともに、ASEAN+3（ASEAN10

AMRO は、今回の見通しで加盟 13 カ

い商品展開で DIY やインテリアなど総合的に

変異株の流行、不良債権比率の悪化、財政赤字

は、この地域の経済・金融の監視・分

設立された国際機関。

始まっているが、日本のホームセンターは幅広

日本では、ホームセンターは飽和状態の上、

3 月末までに工事を完了させ、同 10 月に試験
運用を行う予定としているが、現在の工事進捗
率は約 25% であるとしており、2023 年夏に予
定される総選挙前までの完工はかなり厳しくな
りつつあるものと見られる。
なお、この空港にも中国軍進出疑惑が取り
ざたされている模様で、フン・セン首相はカ
ンボジアの憲法は外国軍の駐留を許していな
いと火消しに努めていた。

約 40% にまで悪化したが、外貨準備は 2021

市場も縮小傾向となると見られるのに対し、カ

解説者： 鈴木 博（カンボジア総合研究所

年末には 203 億ドル（輸入の 7.9 カ月分）と

ンボジアを含む東南アジア諸国でのホームセ

CEO /  チーフエコノミスト）

非常に安定的なレベルにある。政府部門は、

ンター市場は、2026 年に約 461 億ドル（約 5

新型コロナ対策で巨額の財政支出を行ったた

兆 9,000 億円）と 2019 年比で 2 割近く増える

め、2021 年の赤字は GDP 比 9.2% に達した。

見通しもあり、拡大が期待されている。プノン

しかし、日本等の支援により公的債務は GDP

ペンでも、タイ系のホームセンターの進出が

カン ボ ジ ア 関 連 の ニ ュース
やイベント、グルメなど情 報
満 載 の NyoNyum WEB は
こちらから →
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Special Thanks
今号のありがとう 広告主さま一覧表
アート / Art
Happy Cambodia Gallery

Ad（広告）

P: 35

販売 / Sale

Ad（広告）

P : 33

J Trust Royal Bank

Kurata Pepper

P: 6

Phnom Penh Commercial Bank P: 5
SATHAPANA Bank

P: 2

P: 3

P: 30

建設・建築 / Construction
Omura Group

清掃・建物メンテナンス /
Building Maintenance
Soken (Cambodia) Co.,Ltd.

Ad（広告）


Angkor Cookies

学校 / School
J gakushu-juku

金融・保険 /
Finance, Insurance

P: 4

通訳翻訳サービス /
Interpretation & Translation
Service
Cambodia Joho Service inc.
(CJS inc.)

P: 6 / Back Cover

P: 4

運輸サービス /
Logistics Service
R.L CO., LTD. IMPORT EXPORT
& RELOCATION SERVICES
P: 6

医療サービス /
Medical Service

不動産 / Real Estate
Cam Realty Service

P: 2

Ken Clinic

P: 6

Starts (Cambodia) Corporation

P: 2

Raffles Medical

P: 6

＜カンボジアで頑張っている皆さんへ＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、カンボジア国内で生きる多くの人々、事業者、行政の皆さん、それぞ
れの立場で頑張っていらっしゃることと思います。どうか、みんなでこの未曾有の事態を乗り越え、笑顔で頑張っていきましょう！
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Back Number
!!

現地の人に聞く

新・リゾート徹底研究

ke

自己の記録を塗り替えろ!
～東京2020オリンピック・パラリンピックからのレポート～

114

ODA

				
87 号 カンボジアの昔にタイムスリップ !
		
86 号 あなたはどっち派 ?

111

人々の営みに寄り添う

カンボジアロボコン２０１７
88 号 プノンペン市場案内

プロジェクト訪問～

89 号 がんばれ、未来の技術者たち

112

カンボジアのデジタル教育

を埋めるカギとなるのか～

キャッシュレス

90 号    飛翔せよ、
カンボジアのアスリートたち！

113

号 味の決め手はプラホック

!!

Stef 2021, Stephane Delaprée

号 ～カンボジアの日本

Fr
ee

th

号 徹底研究！ ～教育格差の溝

ke

号 電子決済の世界

Ta

Aug / Sep 2021

https://nyonyum.net

!!

https://nyonyum.net

Stef 2021, Stephane Delaprée

114

115

Fr
ee

th

Oct / Nov 2021

自己の記録を塗り替えろ！
オリンピック・パ
2020
ラリンピックからのレポート～

カンボジ
アの
休日を楽
しもう！

Ta

115

号 ～東京

116

Fr
ee

th

Dec 2021 / Jan 2022

https://nyonyum.net

カンボジアの休日を楽し

プノンペンの生活環境改
善を目指して！

「ご希望の号、ご住所、氏名、電話番号、メール
アドレス」をご明記の上、弊社 Cambodia Joho
Service inc. ま で ご 連 絡 く だ さ い（nyonyum@
cisinc.co.jp / cjs@cisinc.co.jp）
。1 部 600 円（ 送
料込み）
。年間 3,600 円（送料込み）で定期購読
も承っております。
また、旅の本屋のまど（東京都杉並区西荻北 3-1210 司ビル 1 階）や 内山書店（東京都千代田区神
田神保町 1-5）でも紙版を、富士山マガジンサー
ビスではデジタル版をお買い上げいただけます。

ke

号

日 本

Ta

116

新・リゾート徹底研究

117

Pet Culture in Cambodia

カンボジア
1 部 $2 で販売しています。
ニョニュム編集部までお問い合わせください。
（Tel: 012-500-052  Phnom Penh, CAMBODIA）

号 もう！現地の人に聞く

118
号

■ バックナンバーは以下の場所で販売しています。

カンボジア最新ペット事情

バックナンバーのお知らせ

Stef 2021, Stephane Delaprée

Ta

79 号    ＂美しい” ってなんだろう ?

Stef 2020, Stephane Delaprée

Stef 2020, Stephane Delaprée

補い合うことの尊さ

80 号    魅惑の養殖場で、飼う ! 買う !

カンボジアの社会保障制度
～国家社会保障基金（NSSF）について～

107

108

会を目指して～

81 号    パートナーは外国人

!!

th

号 ～みんなの笑顔が溢れる社

82 号 小学校とぼくらの毎日。

109

Fr
ee

https://nyonyum.net

トゥールトンポンエリア街歩
き！～頑張る商店街応援企画～

83 号    働く女たち

ke

Oct / Nov 2020

カンボジアの社会保障制度

84 号 知ろう ! 歌おう ! クメールソング♪

Ta

109

について～

85 号    エビ、食べ行こう ! タケオの旅

110
通うたびに深まる魅力、
シェムリァップ

https://nyonyum.net

号

!!

th

Dec 2020 / Jan 2021

）
号 ～国家社会保障基金（ NSSF

Fr
ee

110

号

ke

セレブな夜 or ローカルな夜

78 号    今をときめく有名人 2015
付

71 号 じっくりたっぷり、

105

Stef 2020, Happy Painting

Map Take
&

Co

Fr
ee

up

104

on

th

!!
付

Dec 2019 /Jan 2020
https://nyonyum.net

104

Map Take
&

Co

Fr
ee

up

103

on

rd

!!
付

103
号 フルーツ天国

!!

on

th

水とともに生きる

72 号 僕たちは、屋台がないとダメなんだ！

Fr
ee

up

の実現のために～

73 号 どんなデートしてますか？

Co

号 ～「みんなのための水」

74 号 今年のあなたの運勢は？占いのススメ

&

Feb / Mar 2020
https://nyonyum.net

クメールの魂を踊りに込めて
～舞踊家たちのあれこれ～

見に行きたくなる、あの景色

Map Take

105

起こせ！カンボジア農業革命

見に行きたくなる、あの景色
75 号 プノンペンから日帰りで。

能性～

https://nyonyum.net

号 ～カンボジア農業の秘めた可

106

76 号    プノンペンから日帰りで。

号

77 号    今日もきちんと朝ごはん。

Oct / Nov 2019
https://nyonyum.net

Fruits Paradise ♥
Cambodia

Stef 2019, Happy Painting

Stef 2019, Happy Painting

お寺で過ごしてみませんか？
Fr
ee

up

on

!!
付

気になるあそこに再訪問！

66 号 世にも奇妙な !? カンボジアの
都市伝説・迷信
65 号 カンボジア 暮らしの道具たち
64 号

最新!

&

Co

Fr
ee

up

on

st

!!
付

June / July 2019
https://nyonyum.net

101

Find another
Siem Reap

99
100

th

th
Feb / Mar 2019
Apr / May 2019

100

99

th

Feb / Mar 2019

Oh, My Cambodia!

67 号

Map Take

101

ガイドブックには載っていない

68 号 カンボジアの子育て事情

102

どうでしょう？

nd

99

号 草木のちから

Co

号

&

Aug / Sep 2019
https://nyonyum.net

号 シェムリアップ

Map Take

102

69 号 あした、島へ行こう。

号 カンボジアアプリ図鑑

70 号 今、C リーグが熱い！

カンボジア 流行りもの案内
Stef 2019, Happy Painting

Stef 2019, Happy Painting

Stef 2019, Happy Painting

Stef 2019, Happy Painting

63 号 いまから、バッタンバン
62 号

はじめてのニッポン

クメールの誇り
～ものづくりストーリー～

Pride of Khmer
Craftwork Stories

カンボジア・スープ図鑑
56 号 クールで不思議！
カンボジア人の暮らし知恵袋

Stef 2018, Happy Painting

94

Stef 2018, Happy Painting

96

th

Aug / Sep 2018

96

95

th

June / July 2018

95

乗ってみよう！
新・プノンペン交通

Cambodian people are
flying toJapan !

th

Apr / May 2018

号

57 号 これがなくっちゃ始まらない！

日本に羽ばたく
カンボジア人

94

クメールの誇り
～ものづくりストーリー～

59 号 不思議、すてき、ラタナキリ！
58 号 "Boku Seka" in Cambodia!

98

号 味わうカフェ空間

th

Dec 2018 / Jan 2019

日本に羽ばたく
カンボジア人

98

号

カンボジア×ファッション

60 号 カンボジアで、スポーツを。

号

61 号 2012

う!
乗ってみよ
go for a ride!
Let’s

新・プノンペン交通
Phnom Penh’s
New Modes of Transport
Stef 2018, Happy Painting

Stef 2018, Happy Painting

55 号 ぼくたちの
「ニュー・シネマ・パラダイス」

51 号 コーヒーを、もう一杯
50 号 大好きな人と。デートスポット

rd

Feb / Mar 2018

Cambodian Folklore

93

92

nd

Dec / Jan 2017-18

！
いま、「ポイペト」が熱t!い
Hot Spot, Poipe
カンボジア経済の新たなる牽引拠点となるか
Will This Be Cambodia’s Next Economic Power Spot?

Stef 2018, Happy Painting

Stef 2018, Happy Painting

Stef 2017, Happy Painting

91

st

Oct / Nov 2017

91

Stef 2017, Happy Painting

2003-2017

これ以前のバックナンバーは、ニョニュム
WEB でご覧いただけます。

92

ニョニュム的
カンボジア時事録

52 号 「にほんご」大好き !

93

号

53 号 カンボジアで「ケイコとマナブ」

97

号 いま、「ポイペト」が熱い！

th

Oct / Nov 2018

号
カンボジア昔ばなし

97

号 住まいのカタチ

54 号 カンボジアン・ビールで乾杯 !

31

アンコール見聞録
遺跡を空から見てみると
古代の技術者が高所からアンコールワットを見ようと思っ
たら、バケン山に登ってみる以外に方法はなかった。現代
では、様々な手段が確保されている。以下紹介したい。
1

2

気球
2003 年アンコールワットから西へ 1km のところで営業を始め
た。機体は仏エアロフィル社製であり、ヘリウムガスを使用し騒
音も出ないことから環境配慮型の観光というのが売りだった。し
かし当時のカンボジアではまだその考え方に関心は示されなか
った。機体の直径は 22m で定員は 30 名。当初高度 200m ま
で上がっていたが現在では最高高度を 120m と規定している。
かつて日本の長崎ハウステンボスでも同機種が運航されてい
た。現在パリのディズニーランドにもあるという。

3

1. 標高約 80m のバケン山から見るアンコールワ
ット（2014 年）
2. ヘリから見るアンコールワット（2000 年）
3. ヘリから見るアンコールワット（2010 年）
4. 高度 120m の気球から見るアンコールワット
（中央塔までの距離約 1.8km）（2015 年）

4

ヘリコプター
アンコールワット周辺のヘリ観光は 2000 年から営業を始
めた。高度やルートに制限があり、アンコールワット敷地の
上空を飛ぶことは許されていない。不測の事態においても
文化遺産を傷つける可能性を排除するため。高額ながら最
もエキサイティングに全容を見ることができる。

▲離陸準備中の熱気球（2012 年）

一方で熱気球観光も遺跡地域から離れた場所で一時期行わ
れていた。筆者が乗った際は 60m 道路沿いより飛びたちロリュ
オス方面へ向かい畑地に着地した。

ウルトラライトプレーン
2010 年頃パイロットと乗客の計 2 名のみが搭乗できる超軽量
動力機があった。ヘリと同様の複数の既定ルートがあり特注ル
ートも可能だった。市
内近郊の国道 6 号線の
南に小さな滑走路があ
り、そこから飛び立っ

▶ハノイ発
VN837 機
内から見るア
ンコールワッ
トと市街地
（2017 年）
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▲仏製気球の直径は 22m（2022 年）

た。 時 速 100km ほど
で巡行し高度は 500m
前後であった。
▶ウルトラライトプレーン
（2010 年 )

マオマオ・カンボジア
地元の身近な夕陽スポットを訪ねよう!

ジップライン（フライトオブザギボン）
遺跡地域内の森の中、タネイ遺跡の近くにてジップライ

シェムリアップの町の中心から

ンの営業が始まったのは 2013 年頃のことである。国際会

車で約 30 分。アンコール三聖山

議（ICC）の専門家委員から「遺跡地域にはふさわしくない」

のひとつプノンクロムの頂には寺

趣旨の発言があり疑問が呈された経緯がある。最高地点は
地上 35m。ただし森に隠れるため遺跡を見ることはできない。

ドローン

院や遺跡があります。ふもとには
田んぼと大湖トンレサップが広が
る風光明媚なエリアで、夕暮れ
時にはピクニックを楽しむ人たち

ドローンによる遺跡の撮影が散見され始めたのは 2012

で賑わいます。私たちオークンツ

年頃からだろうか。地上からの手持ちやヘリ空撮では得難

アーのスタッフみんなで出かけた

い構図が魅力。遺跡での撮影はアプサラ機構の事前許可が

思い出の場所でもあります。トン

必要なので要注意。

レサップクルーズ観光の後、山

▲田んぼと大湖トンレサップが広
がる光景

に登り、地元の人たちに混じって

観覧車（アンコールアイ）
2020 年より国道 6 号線沿いにて営業を開始。高さ 85m
からの景色を堪能できる。観覧車は北九州のスペースワ

沈みゆく太陽を眺める贅沢なひと
ときを過ごしてみませんか。水上
集落村を見学したり、ホテイアオ

ールド（2018 年閉園） から運ばれたもの。1 周 18 分が

イでかごを編むお宅を訪ねたり、

短く感じられる。 最 新 の 運 航 情 報 は FB（https://www.

日本では滅多にできない貴重な

facebook.com/angkoreye）を参照ください。

体験もできますよ。コロナ禍の夜

注：上記のうち熱気球とウルトラライトプレーンは現在営
業しておりません。

明けまであともう少し !

カンボ

ジアで皆さまのお越しをお待ちし
ております。

▲カンボジアの豊かな大地に沈
みゆく太陽

▲スタッフみんなで語らった思
い出の場所

コラム「マオマオ・カンボジア」では、シェムリアップ発のおス
スメ観光スポットやガイドたちの奮闘記を連載していきます！
オークンツアー

▲ ジップライン（2021 年）

Add: SlorKram Village, Sangkat SlorKram,
SiemReap Province, Cambodia
E-Mail: orkun.tour@gmail.com
Web: https://www.orkuntour.com
Facebook: @orkuntour
日本語ガイド Mr.Doung Powkhy
Blog:「マオマオ・カンボジア」
（通称：ポッキー）
https://orkuntour.exblog.jp/

▲ アンコールアイ（高さ 85m）
（2021 年）

筆者：三輪 悟  MIWA Satoru
東京生まれ。日本大学大学院卒。上智大
学アジア人材養成研究センター（シェム
リァップ本部）助教。

オークンツアーには個性あふれる日本語ガイドがいます。国内在住
者向けの個別ツアー、承ります ! お気軽にお問い合わせください。

人気商品カシューナッツ

“

“

カンボジア産大粒カシューナッツを２種類の味で

アンコールクッキーではクッキーだけではなく、カシューナッツの
ペッパー味とココナッツ味も人気です。カンボジアの人からも
美味しいと高い評価をいただいています。ペッパー味は、炒めた
カシューナッツに、挽きたてのコンポンチャム産胡椒と塩を
絡めています。ココナッツ味は、自社で実を剥いて作って
いるカンボジア産ココナッツパウダーと、パームシュガー
を絡めた、手間のかかったこだわり商品です。
どちらもおやつにだけでなく、お酒のお供としても
おすすめ！ 酸化を防ぎ、美味しさを長く保つために
包装は窒素充填をしております。是非お試し下さい！
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心配ごとは、カンボジアより日本が好き
になってしまいそうなこと。
心配なことがある。3 歳の息子・日

ついたらカンボジア。物心がついたとき

になってしまうかもしれない」というこ

して、日本よりもカンボジアでの生活の

一時帰国した。おいしい食事に、LEGO

たときから飛行機に乗って、様々な国々

奈太が、「カンボジアよりも日本を好き

とだ。1 ヶ月間の長きに渡り、日本へ

ランドやアンパンマンミュージアム。そ

して、優しいおじいちゃんやおばあちゃ
んは、たくさんのおもちゃを買ってくれ

る。まるで楽園に違いない。経済発展

も著しく、日に日に便利になっていく

には、海外生活が当たり前なのだ。そ
方が、圧倒的に長くなっている。生まれ

た。日本からカンボジアへ戻るときに

は、もっと駄々をこねるかと思ってい

た。しかし、意外にもカンボジアにい

る友だちやベビーシッターに早く会いた

がる。カンボジアも、まだ好きでいてく
れるようだ。日奈太に「日本へまた行

きたい ?」と聞いてみる。すると「カン
ボジア、日本、カンボジア、日本、カ

を旅している 3 歳児。私たちにとっては、 ンボジア、日本 !!」と大声で連呼する。
ちょっと羨ましくなる体験も、本人にと どうやら、日本とカンボジアを行ったり

ってはどうなのだろうか ?

日奈太も、充実の日本滞在を過ごし

来たりする気満々らしい。まさに、目指

すのはノマドライフのようだ。

カンボジア。とはいえ、なんだかんだ

と、やっぱり日本の方が過ごしやすいだ

ろう。息子が、カンボジアより、日本を

好きになる要素はてんこ盛りだ。私も、
妻も、海外が好きで日本から飛び出し

た。好き好んで、海外に住んでいる。し
かし息子は、違う。親の都合で、気が

▲カンボジアの遊園地も負けていない !?

▲カンボジアではなかなか体験できない、美術館
も日本で体験 !

筆者：中村英誉
『社会貢献×デザイン・アート』を目指す一般社団法人 Social Compass（ソーシャ
ルコンパス）代表。カンボジアで出会った元青年海外協力隊員の妻と結婚し、息子
のぼっこも誕生。
「旅育ノマド家族を目指します !!」
◆ Social Compass：https://socialcompass.jp
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note も毎日更新中！

第 4 回カンボジアパラ陸上競技
会を開催 !
フンセン首相が、公共の場において

メイン会場として建設された新しいス

ップにつながります。また、スタッフの

マスクの着用義務を撤廃すると発表しま

タ ジ ア ム（Morodok Techo National

大会運営ノウハウの蓄積の場となりま

した。ここのところ新規感染者数はゼロ

Stadium）を使用しました。これまでコ

す。また、前回の記事でも紹介した選

（5 月中旬時点）ということもあり徐々に

ロナの影響で、道路で練習していまし

手発掘事業で、新しい障害者の方々も

日常を取り戻しつつあると感じています。

たが、久しぶりに競技場で走ることがで

招待することができ、障害者がスポー

新型コロナウィルス感染拡大の影響

きて選手たちは本当に喜んでいました。 ツを始めるきっかけにもなっています。

もあり、1 年延期となっていましたが、

合計 32 名（立位 27 名、車いす 5 名、

今回の大会開催にあたり実施した、

カンボジアパラリンピック委員会と共催

男性 25 名、女性 7 名）のパラ陸上選

クラウドファンディングを支援してくださ

で、ようやく 3 月 25、26 日に 第 4 回

手 が 参 加 し、100m、200m、400m、 った皆様、協賛企業としてご支援くだ

カンボジアパラ陸上競技会を無事に開

走り幅跳び、砲丸投げの種目を実施し

催することができました。今回は、譲

ました。カンボジア国内での大会が少

Institution Plc. 様のお陰で、今回大会

渡 式を行った ば かりの、2023 年カン

ない中で、この大会を継続的に開催す

を開催することができました。本当にあ

ボジアが初の開催国となる東南アジア

ることにより、選手のトレーニング成果

りがとうございました。

競技大会・東南アジアパラ競技大会の

を発揮する場となり、モチベーションア

▲ 100m

▲ 砲丸投げ

女子
筆者：米山 遥香

男子

さ っ た Active People’ s Microfinance

▲ 100m 車いす 男子

よねやま はるか

カンボジア在住 8 年目。大学時代、健康スポーツについて学ぶ傍ら、カンボジアを支援する学生団体でボランティア活
動を行い「将来カンボジアでスポーツ開発に関わる仕事がしたい」と思っていたところ、NPO ハート・オブ・ゴールドに出
会う。卒業後にカンボジアへ渡り、同団体で 2 年間インターンとして活動し、3 年目から職員に。

画家ステフにおまかせください、あなただけのオリジナル画を描き上げます！
Order your painting directly from the artist Stef, you deserve it!

\ Original Paintings, Prints on Canvas, and Serigraphies /

www.stefhappygallery.com
ONLINE SECURE GALLERY

Stéphane Delaprée
Stéphane delapree
sdelapree56@gmail.com
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