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～タイからの手紙～

日本語教諭としてタイに赴任している元旭小校長､八坂眞司さんからの手紙です

　木曜日に学校に入ると、軍服の学生が目立ちます。
タイでは５年生（高校２年）になると軍事訓練があり
ます。実は、成人になってから行う軍事訓練を高校生
の時に前倒しで受けるのが一般的なのです。この学校
の学生は毎週木曜日の午後、軍の基地に行って訓練を
受けることになっています。ですから５年生は年間を
通して木曜日の午後は授業がありません。中には朝か
ら登校しない学生も多くいます。年に数回学校で訓練
を兼ねたイベントが行われ、その一端を見る事ができ
ます。銃を持って、指揮者の指示で移動や整列を繰り
返します。学生たちの様子はと言うと、普段よりは私
語は少なく、動きも少しはきびきびしています。いつ
もは女性っぽい行動をとる学生もその中にいます。日
本の学校に勤めていた私達にとってはとても異様な光
景にうつります。
　タイでは公務員とりわけ軍人や警察官は社会的に高
い地位を持っています。日本では公務員は「公僕」の
意識が定着し、不祥事を起こすと社会的に厳しく非難
されるようになって来ましたが、タイではまさに「役人」

です。役人は権限を持っていて、庶民はその指示に従
わなくてはなりません。私には「武士階級」を連想さ
せます。役人（武士）に反抗することは、国家 ( 将軍 )
に反抗することとなります｡日本と同じ感覚で警察官
に歯向かったりしたらとんでもないことになると、先
輩の長期在留者から聞かされています。大学が実施す
る世論調査よると、警察官を含む公務員から「（違反の）
見逃し料」や「便宜図り料」を求められたことのある
人が回答者の半数以上を占めているといいます。国は
公務員の倫理意識の高揚を図っていますが、国民の見
方はまだまだ厳しいものがあるようです。議会（国会）
はあっても、権力をめぐる構造は江戸時代末期と類似
しているように思います。経済発展を目指せば先進国
との関係強化を図らなければならないし、そうすると
先進国の思想が庶民の政治意識を変えてしまうという
ジレンマです。タイでは過去数回、選挙で選ばれた内
閣が発足しましたが、いずれも軍事クーデターで倒さ
れています。現内閣は昨年 12 月､民政移管後最初の
総選挙で選出されましたが、議会では首相はじめ閣僚

の不信任案が出され騒然としています。大規模なデモ
や集会も開かれ、警官隊とにらみ合いが続いています。
バンコクの中心部にある私たちの学校も午後の授業を
中止して学生を急いで下校させることもあります。再
びクーデターかと言う話も聞こえてきますが、他の国
のこととは言え、私たちの教えた学生が命令でクーデ
ターの一翼を担うことがないことを願うばかりです。
軍事訓練で少々きびきびした動きをしていた学生です
が、まあ当たり前のことですが、授業となるとサボり
や遅刻・おしゃべりは相変わらずですね。
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初心者女性フットサル教室　　参加者募集 ! ！
フットサルやサッカーに興味がある方、楽しくボールを
蹴ってみませんか？初めての方でも安心のコースです。
・日　時      9 月 11 日･18 日･25 日
　　　　　10 月 2日･9 日･16 日
　　　　　（全 6回・いずれも木曜日）
　　　　　AM10：00 ～正午
・場　所     寒川総合体育館　1階メインアリーナ
・対　象     フットサル・サッカーの未経験者、
　　　　　または初心者の 18 歳以上の女性
・定　員　 25 名（申込多数の場合は抽選）
・費　用　 3,000 円（全 6回分）
・講　師　 山上耕太郎さん（湘南フットサルクラブ）
・持　物　 動きやすい服装・体育館用シューズ
・募集期間　8月 1日（金）～ 8月 23 日（土）
・申込方法　寒川総合体育館へ直接来館
・問 合 せ　  TEL75-1005（寒川総合体育館） 講師の山上耕太郎さん

恒例になった湘南国際マラソンを支えてみませんか？
・応募資格　□ 高校生以上。（高校生は保護者の許可を得てください）
　　　　　   □ 事前説明会のうち 1回必ず参加可能な方
　　　            □ 活動日に指定された場所・時間に集合できる方
・活  動  日　大会当日　11 月 16 日（日）
　　　　　   事前準備　11 月 13 日（木）14 日（金）15 日（土）
　　　　　   ※上記４日間の内、可能日だけの参加でも大丈夫です。
・事前説明会　 10 月 10 日（金）19:00 ～ 21:00 　茅ヶ崎市民文化会館 
　　　　　　　10 月 18 日（土）14:00 ～ 16:00 　大磯小学校 
　　　　　　　10 月 19 日（日）10:00 ～ 12:00 　藤沢市労働会館 
　　　　　　　10 月 19 日（日）14:00 ～ 16:00 　藤沢市労働会館 
　　　　　　　10 月 24 日（金）18:30 ～ 20:30 　平塚市中央公民館 
・募集定員　3,000 名
・募集期間　8月 29 日（金）まで（定員に達し次第、募集終了）
・申込方法　大会HPをご覧ください  http://www.shonan-kokusai.jp/
・問  合  せ　湘南国際マラソンボランティアセンター  TEL 0463-70-6668

第３回 湘南国際マラソンボランティア募集

※お得な前売りチケットはコンビニ、チケットぴあなどで好評発売中！

●チケット料金
　 席　種　　    会員前売　会員当日　一般前売　一般当日
自由席(大人) 　　　　　1,500円　　2,000円　　 2,000円　　2,500円
自由席(小中高･シニア)　 　 500円　   　  700円　　 　700円　　   800円
指定席　　　　　3,000円　　 3,500円　　  3,500円　　4,000円
特別席　　　　　5,000円　　 5,500円　　  5,500円　　6,000円

 ●ホームゲーム試合日程　※会場はすべて平塚競技場

※

節　　開催日　　　　キックオフ　　対戦相手
28   ７月 27 日 ( 日 )       19:00　　ロアッソ熊本
30　8月 09 日 ( 土 )　  19:00　　セレッソ大阪
33　8月 30 日 ( 土 )　   19:00　　ザスパ草津

※寒川ホームタウンデー：寒川町在住・在学・在勤の方を対象に
　当日券を特別価格で販売。証明書を提示し、当日券売り場で。
　　　自由席 /大人　　　　　   2,500 円　　　1,000 円
　　　自由席 /小中高･シニア　　800 円　　　   300 円

　豪快なヘッドで先制点をたたき
出した阿部吉朗選手 ( 写真左 ) に
は「キリンビバレッジ湘南工場長
賞」として｢キリン ソニック｣１年
分が桜井邦夫工場長 ( 写真中央 )
より贈られました。

７月 13 日､Ｊ２リーグ第 26 節､愛媛ＦＣを迎えてのゲームは
【４－１】で湘南ベルマーレの勝利。この試合でＪリーグ通算
300 試合出場を達成した坂本紘司選手は 1ゴール 1アシストの
活躍。阿部､アジエル､石原の３選手の得点とあわせて大量４得
点、チーム全体で記念試合を盛り上げました。

お茶の間の人気者、生茶パンダ
が｢勝利への花道｣でサポーター
とともに選手をお出迎え。

　「キリンビバレッジ湘南工場スペシャルデー」として開催された
この試合では、来場者先着 555 名に新製品スポーツサプリ「キリン 
ソニック (555ml)」がプレゼントされ、暑さのなか応援するサポー
ターの喉を潤しました。

観戦チケット
プレゼント
　　　　　　　　８月９日 ( 土 )
湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪
(19:00開始)の自由席観戦チケッ
トをペアで 10 組にプレゼント。
お申込みは、住所、氏名、電話番
号を明記の上、ハガキか FAX で。
〒253-0111
寒川町一之宮 9-3-10-204
マイタウン寒川編集室チケット係
FAX の方は　75-0848まで
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