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キャンヘルプタイランド 
ネットワーク通信 

2015年 11月 25日発行 第 71号 

 

 

愛知県在住の坂から 

 連日のように日本を訪れる外国人旅行客の話題がニュースになりますが、数年前から日本への

観光ビザの発行が免除になったタイ人も、気楽に日本に遊びに来られるようになりました。タイ

で旅行会社を経営している友人は、40名以上の団体旅行を年に何十本と主催し、タイの旧正月

などには日本へのチャーター機を飛ばすくらいです。昔はビザの関係で富裕層がターゲットでし

たが、現在は公務員など安定した収入のある中間層の人たちが気楽にツアーに参加しているよう

です。リピーターも多くなり、若干ですが、若者の個人旅行も増加傾向にあります。少し前まで

の定番コースは、東京に到着し、渋谷・浅草・ディズニーランドを観光した後、箱根、御殿場ア

ウトレット、京都、大阪、USJ を周って関西国際空港からタイへ帰国するルートでした。料金

によって、途中、新幹線での移動がセットになったりします。大阪から入って東京から出る逆の

ルートもありますが、いずれにしても名古屋はただの通過点でした。 

しかし、最近になってようやく岐阜の白川郷や高山がタイ人旅行客の注目を集め、中部国際空

港から中部地方を南北に縦断するコースが認知され始めています。石川県の小松空港などは、定

期運行便の数の少なさを生かして海外からのチャーター機を多く受入れているようです。東京や

大阪など、メジャーな場所は避け、魅力的な観光地に直接アクセスするというのは滞在日数やお

金の節約になるのでしょう。中部地方には、伊勢神宮や上高地や立山黒部アルペンルートなど、

魅力的な観光地がまだまだたくさんあります。ただ、10月のニューズウイークの記事ですが、

海外からの観光客は、有名な観光地ではなく、ほかの人たちが知らないようなディープな日本を

見たいようで、これからのニーズはどんどん細分化していくそうです。友人が驚くような旅行情

報をソーシャルネットワークにアップすることが、これからの旅行者の目的になるでしょう。 

魅力的な観光地が近くにない地域でも、外国人にとって魅力的なもの（日本人には普通でも）が

あれば、それはそれで外国人観光客誘致の目玉になるのかもしれません。 

僕がタイを旅行するときは基本的に友人宅にホームステ

イしますので、そのお返しで、タイの友人が日本に来たとき

は気楽に家に泊めてあげるようにしています。畳の部屋や障

子・襖がとても興味深いようで、多少寒くても、和室に布団

で寝るようにしてあげます。11月にもタイの友人がお坊さ

ん二人を連れてやってきました。総勢 6 名のグループでし

たが、お坊さんだけ特別に一部屋必要でしたので、あとの 4

人は隣の部屋で雑魚寝にしました。お坊さんを家に泊めると

いうのは初めての経験でしたが、とても貴重な体験でした。 

来年１月には、希望の家を運営しているラフー財団のタッサ

ニ―さんの娘さんが、大学の同僚と二人で名古屋に来るそうです。雪の白川郷と高山を案内して

あげようと思っています。                        坂 茂樹 

事務局便り 
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～特定非営利活動法人キャンヘルプタイランド発足～ 

上記の「タイ便り」の通り、キャンヘルプタイランドは 2015 年 11 月より特定非営利活動法人

キャンヘルプタイランドとなりました。会の名称は代わりましたが、活動は今まで通りですので、

これからも皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

今まで、皆様からのご寄付の入金先だった郵便振替口座の名義が「キャンヘルプタイランド」から 

「NPOキャンヘルプタイランド」と変更になりますのでご注意ください。 

寄付金・会費のお振込みは… 

＜郵便振替口座＞ 

口座名：NPOキャンヘルプタイランド   

番 号：00280‐2-43793 
 

～すみれ基金奨学生のその後～ 

 

Chutima  Saisud 

マハサラカーム県出身 

2011 年支援開始 

2014 年 3 月に大学を卒業しました。

しばらく民間企業で働きましたが、出

身県のRajabhat Mahasarakam大学

で製図工者の試験を合格して、9 月か

ら勤務。 
 

Janetramat  Pimnoi 

ナコンパノム県出身 

2012 年支援開始 

2014 年 6 月に大学を卒業しまし

た。しばらく大学の事務員をしました

が、2015 年 5 月からバンコク近郊

の大手インターネット・プロバイダー

会社に就職。 

 

Waipoj  Siriwong 

メーホンソン県出身 

2011 年支援開始 

2015年 3月に大学を 卒業しました。

卒業後、大学の近くのファームで勤務。 

 

Apassara  Kaeokesorn 

チェンマイ県出身 

2013 年支援開始 

2015 年３月に短大を卒業した。チ

ェンマイの小さなホテルで勤務しな

がら、通信大学を受けている。 

 

Rapeeporn  Praechompuu   メーホンソン県出身  2013 年支援開始 

2015 年 3 月に大学を卒業しました。その後出身県の Maesamlab 町の山の学校で就職。

まだ公務員になっていませんが、自分と同じ民族の子供にタイ語を一所懸命教えている。 

 

Samita  Tathakat  チェンマイ県出身  2014 年支援開始 

2014 年 11 月、肺炎で入院。3 週間で退院。しばらく保養期間を置いて勉強に復活。1 月に

祖父が死亡。葬式後はまた 2 週間入院。その後 facebook で勉強を続けていることを確認で

きたが、4 か月間まったく連絡なし。こちらから連絡しても返事なし。2015 年 5 月末、FREE

理事会で支援停止決定。その後も facebook で勉強をつづけたことを確認できたが、8 月中旬

から体調を崩し、2015 年 8 月 23 日に死亡。 

 

Nattapan  Pakpoom  カンチャナブリ県出身  2012 年支援開始 

2015 年 5 月から 5 年生。教育実習に。6 月に警察音楽団の試験を受け、7 月末に合格。8

月 1 日付けですぐに公務員になれるため、教員勉強をやめて警察になった。担当楽器はアルト

サクソフォーン（高校時代で勉強した）。大学で勉強してきた 4 年間の単位を使って、さらに

いくつか単位を取ったら、数学（科学）専門で大学卒業できると大学の先生が言っていたので、

仕事の合間をぬって学位も取りたいと考えています。（2015 年 7 月まで支援しました。） 

 

奨学金 

お知らせ 
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～すみれ基金奨学生からの手紙～ 

 

北部メーホンソン県に住むラピポーン プレチョンプーさんから手紙が届きました。カレン族出身

ですが、タイ語をうまく話すので大学に進学できました。2015 年 3 月に大学を卒業しました。

その後出身県の Maesamlab 町の山の学校で就職し、まだ公務員になっていませんが、自分と同

じ民族の子供にタイ語を一所懸命教えています。 
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～奨学金資料翻訳会～                 報告：坂 茂樹 

7月の奨学金授与式で持ち帰った奨学金資料の翻訳作業を、8、９、１０月の 3 回行いました。名

古屋周辺にお住いのタイ人女性のグループ「タイ女性の会」にご協力いただき、日本人翻訳ボラン

ティアとタイ人のペアになり、ドナーの皆様へお送りする奨学生の資料を翻訳しました。奨学生の

資料には子どもたちからの手紙も添えられていて、翻訳作業はとても大変ですが、差し入れのお菓

子などをつまみながら和気あいあいと作業をしました。タイ女性の会の皆様、日本人ボランティア

の皆様、ご協力ありがとうございました。 

  

 

～ワールドコラボフェス参加～             報告：坂 茂樹 

10 月 24、25 日の 2 日間、名古屋栄オアシス広場にて

ワールドコラボフェスが行われ、主に愛知県内にある国際交

流団体が集まり、各団体のブースにて PR 活動をしました。 

キャンヘルプタイランドもワークキャンプの写真や絵本コ

ンクールに応募したタイの子どもたちの創作絵本を展示し、

多くの来場者に PRができました。 

また、今年の夏のワークキャンプに参加された方がボラン

ティアでブース当番を手伝ってくださり、大変感謝しており

ます。 

このイベントは毎年秋に行われますので、また来年もブー

スを出したいと思っています。 

 

  

イベント 

翻訳会 
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～奨学金授与式とワークキャンプのおまけ～     報告：坂 茂樹 

○ 奨学金授与式のついでにラオスを覗いてきました。 

 ナコンパノムでの奨学金授与式の翌日、夕方のバンコクへ帰る飛行機まで少し時間があったので、

ラオスへ行ってみることにしました。タイ人はメコン川の渡し船で国境を越えられるようですが、

その他の外国人はバスでの越境となります。宿泊したホテルから２キロほどのところにあるナコン

パノムバスターミナルからタイーラオス国際友好橋を越える国際バスが運行されています。朝８時

半のバスに乗り、１時間後にはラオスのターケークバスターミナルに到着します。途中にパスポー

トコントロールがありますが、日本人はビザなしでラオスへ入国できるようになったので、ほぼフ

リーパスです。タイ人のムさんはラオスの入管で日本人より少し多めの手数料を支払わないといけ

ないようでした。 

ターケークバスターミナルに到着したら、あらか

じめタイのナコンパノムへ戻る国際バスの席を確保

しておきます。時間までにタイへ帰れないと飛行機

でバンコクへ戻れなくなります。国境の街だけあっ

てチケット売り場などではタイ語がちゃんと通じま

す。帰りのバスのチケットを確保後、ワゴン車をチ

ャーターして近くの洞窟と寺院、市場などを観光し

ました。洞窟はタイなどでもよく見られる石灰岩の

山の洞窟で、ちゃんとガイドもしてくれます。ただ、

タイ語のガイドなので、ムさんがいなかったら僕にはチンプンカンプンでした。ほんの少しの時間、

街を見ただけですが、街の雰囲気やお寺の様、生活スタイル、食材、普段の衣服など、ほとんどタ

イと同じで、国境を越えた感じは全くしません。大きな違いは、車が右側通行なだけです。ハンド

ルの位置が違うので日本の中古車ではなく韓国から輸入した中古車が多く走っていました。物価も

タイとほとんど変わりません。食事の料金は若干高いような気がしましたが、お皿に盛ってある量

がタイの 1.5倍くらいあるので、値段だけのことはあると思います。もう少し田舎のほうにも行っ

てみたかったのですが、滞在時間が短かったので、さすがに無理でした。次の機会があれば村の学

校の様子などを視察してみたいと思います。 

バスターミナルへ戻り帰りのバスを待っていると、ベトナム人が大勢同じバスを待っていました。

ついさっきベトナムからのバスが到着したようです。ここでタイ行きのバスに乗り換え、商品の仕

入れや出稼ぎに行ったりするのでしょう。日本人の僕にとっては陸続きの国境というものがとても

面白く感じます。事前に帰りのバスのチケットを確保してお

いたので無事にバスに乗れましたが、危ないところでした。

チケット売り場のお姉さんの情報がなければバスに乗れない

ところでした。ぎゅうぎゅう詰めのバスになんとか乗り込み、

午後４時前には無事にナコンパノムへ戻って来られました。 

 その後、ナコンパノムの空港へ向かい、バンコクまで戻っ

てきました。明日からはサッケーオ県で久しぶりのワークキ

ャンプが始まります。 

おまけ 
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○カンボジア訪問 

サッケーオ県でのワークキャンプの休日、校長先生に無理を言ってカンボジア観光へ連れて行っ

てもらいました。 

午前１０時頃、学校にタイの軍隊の方がお迎えに来てくれました。数台の車に分乗し、タイ軍の

先導で国境へ向かいました。タイ側の国境ゲートで人数の確認を行い、そのままパスポートの提出

もなしにタイを出国します。国境には小さな川が

ありそこに架かる橋が国と国の境目でした。車列

はゆっくりと橋を渡りカンボジアへ入ります。カ

ンボジア側ではカンボジア軍が待機していてくれ、

そのまま、カンボジア軍の先導で国境近くの村を

目指します。国境から１キロほど東に進むと街が

現れ、まず始めに市場を見学することにしました。

カンボジアの市場はタイの田舎の市場に似ていま

すが、地面が土のままで埃っぽく、とても清潔と

はいいがたい感じです。それ以外、売っているものなどはタイとほとんど変わりませ。国境に近い

のでタイのお金も使えますしタイ語も通じます。 

市場観光をそうそうに切り上げ、今度はカンボジアの小学校を訪問してみました。市場から国境

方面へ少し戻ったところにその学校はありました。生徒数１５００名の大きな学校ですが、敷地面

積は１００メートル四方くらいでしょうか。校庭を囲むように 3 つの 1階建て校舎と 1 つの壁な

し教室の建物がありました。校庭といっても地面は平らではなく凸凹で運動などをできるグランド

にはなっていません。この教室数で 1500 人の子どもたちが勉強できるのかと疑問に思っていた

ら、午前と午後の 2部制で、午前は１から 3年生、午後は 4から 6年生が勉強しているそうです。

雰囲気は20年前のタイの田舎の小学校と

そっくりで、裸足の子どもも多くいて、校

庭にはごみが散乱していました。ほんの数

キロ西にあるタイのバンカオディン学校

とは雲泥の差です。いくら陸続きの場所で

も国境ってすごいなぁと感じました。校長

先生や村の警察の方と話をしましたが、僕

たちが日本から来たボランティアだと言

うと、先方もいろいろ支援を希望している

様子で、熱心に現状を話してくださいまし

た。こちらとしても支援の必要性とひしひ

しと感じました。 

学校の視察を終え、街に戻り昼食を食べました。カンボジアでの初めての食事です。といっても、

タイと同じ東南アジアの国なので、そんなに変わった料理が出てくるわけではありません。市場も

タイと同じものを売っているので、材料が同じなら出来上がる料理も同じようなもので、辛くない

料理を選べば日本人の口にも合います。 

食事のあと、国境方面へ少し戻りタイでは合法でないカジノへ行ってみました。タイ人ギャンブ

ル好きの人がわざわざ国境を越えて遊びに来るそうです。お店に入ったのが昼間だったので他のお
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客はいませんでしたが、一応営業時間です。中には日本製のスロットマシーンやルーレットの機械

が置いてあり、現金を入れて自由に遊べるようになっていました。さすがにカードゲームはまだ時

間的に営業していなかったので、100 バーツ札をルーレットの機械に入れてみましたが、画面に

現れる所持金の表示が 300 バーツを越えてから徐々に減り始め、20 分後には 0 になりました。

タイの軍隊の人も、日本人参加者もそれぞれ挑戦していましたが、最終的に勝ったのは植田さんと

ユット先生だけでした。勝ったといっても 200から 300バーツくらいですが・・・。 

カジノのあと、カンボジアのお店でビールを 2 ケース買い込みました。タイの税金がないので、

かなり安くタイ製のビールが買えます。もちろん、制限を超える量のお酒をもってタイに入国した

場合、それなりの関税がかかるのでしょうが、ビール 2ケースぐらいは問題ないでしょう。しかも、

運んだのはタイ軍の車です。 

夕方には学校へ戻り、留守番をしていた先生方へいろいろ報告です。中でも、ユット先生がカジ

ノで勝ったことが一番の話題でしたが、実は校長先生がユット先生にお金を渡してルーレットをや

らせていたらしく、ユット先生は儲けたお金を校長先生へ返していました。ほんの少しだけお小遣

いをもらったようですが・・・。校長先生はお酒もギャンブルもやらない真面目な方のようです。 

 

○まとめ 

2015年 3月にミャンマーのタチレク、そして、この夏

にラオスのターケークとカンボジアのSampov Lun村（発

音が不明）の 3 か所のタイ周辺の国境の街を訪れてみまし

たが、どの街も活気があり東南アジアのエネルギーを感じ

ることができました。 

ミャンマーのタチレクには 18 年ほど前にも足を踏み入

れたことがあるのですが、街も大きくなり 20 年間で順調

に発展しているようです。軍事政権のときには日本へ入っ

てくる情報が少なかったのですが、徐々に民主化が進み、

人・モノ・金・情報の動きが徐々に加速し、これからの発

展がとても楽しみな国の一つです。 

ラオスは、タイよりももっとのんびりした国のようで、

国民のおおらかさは東南アジアで 1 番ではないでしょうか。

タイでは見かけることが少なくなったのですが、ラオスでは市場で

の物乞いをする子どもも多少いるので、経済的にはかなり遅れてい

るかもしれませんが、経済発展のスピードは弊害が出るほど早くは

ないようです。今回は小さな国境の街を見ただけですが、首都のル

アンパバンなどもぜひ見ていたいと思います。 

実は、カンボジアの Sampov Lun村には 7年前にも入ったこと

があります。その時はまだ国境には何もなく、タイ側には小さな軍

隊の事務所があり、カンボジア側には国境の橋から 1 本だけ未舗装

の赤土の道路がまっすぐ東へ走っているだけでした。国境でバイク

タクシーを拾い、周りに何もない地道を 2 キロほど東へ走るとよう

やく小さな村が現れる状態でした。しかし、今夏の訪問では、村は

タチレク● 

●ターケーク 

●Sampov Lun 

 

タイ 

ミャンマー 

ラオス 

カンボジア 
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街に大きく変わり、国境から街の中心部までぎっ

しりと家が立ち並び、道路も舗装され、大きな銀

行までもが建っていました。カンボジアの辺境の

小さな村が、たった 7 年で見違える街に発展して

いたのですが、一番衝撃的だったのが、その街に

ある小学校の訪問でした。内戦の影響により東南

アジア諸国でこの国だけが取り残された感覚です。

1996 年にタイのブリラム県の小学校へワ初めて

ークキャンプで訪問したとき以来のインパクトで

した。学校は狭く、校庭にはゴミが散乱し、子ど

もたちの服装もまちまちで、裸足の子も多く、ちょうど今のカンボジアと 20年前のタイのイサー

ン地方の学校がリンクした感じです。タイーカンボジア国境の市場では、荷役の仕事をしているカ

ンボジアの子どもが沢山いるので、就学率はかなり低いのかもしれません。ポルポト政権時代に知

識人の大量虐殺が行われ、学校の先生も足りないようです。カンボジアで学校建設をしているNGO

は沢山ありますが、ハードを造ってもソフトが追いついていない状態です。まずは、子どもたちの

労働力に頼っている親たちの意識改革が必要でしょう。20 数年前にハリー・レイ先生がタイのス

リン県でキャンヘルプタイランドを始められた時のように、まずは、奨学金制度からスタートして

徐々に教育環境を良くしていく必要があるでしょう。 

 

（2015 年９月～11 月） 

活動 月日 場所 内容 

運営委員会 9 月 事務局 NPO 設立準備、翻訳会 

運営委員会 10 月 事務局 NPO 設立申請準備、翻訳会 

運営委員会 11 月 事務所 奨学金資料発送準備 

運営委員募集中！ 

 一緒にキャンヘルプタイランドの運営に参加してみませんか？  

通常は毎月第 4土曜日に事務所に集まり、会の運営について話し合っています。見学でも結構ですので

是非事務所へ遊びに来てください。 

次回の運営員会は 開催日未定のため参加希望の方は事務局までメールでお問い合わせください。 
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編集後記 

キャンヘルプタイランドもついに特定非営利活動法人

の法人格を取得しました。数年前にも NPO 法人化が議

題になりましたが、その時はスタッフの意思が揃わす

に立ち消えになってしまいました。今回、ようやく理

事の意見がまとまり、NPO 法人格取得となったのです

が、活動自体も今まで以上に頑張って行きたいと思い

ますのでご協力をお願いいたします。 
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