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ラムドン省ラムハー郡、タイタィン２小学校の第４分校

入会にあたり最近の「通信」を
読ませていただき、子どもたちの

人学生が半年ごとに派遣されまし
た（中畠、岩井、家田）。

ホゥエさんから留学生の日本語
学習のお手伝いや、日越辞書作成

笑顔には心なごみ、元気をもらい

私はホゥエさん、留学生のフォ

の提案を頂きましたが、自分の生

ました。永年、この貴重な活動を

アンさん、ビンさん、柴田さん（東

活に忙しくて協力できませんでし

運営・参加されている皆さまには

京教育大学大学院生）と共同生活

た。アジア学生文化協会理事長の

心より敬意を表します。

をスタートしました。ベトナムの

穂積先生は「日本はアジアに迷惑

私は50年ほど前の学生時代に、

音楽に目覚め、食卓にはヌクマム

をかけた」
「お互い自主・平等の

切磋琢磨の理念に憧れて新星学寮

の匂いが漂い、また時にはベトナ

精神で尊ぶ」とおっしゃっていま

に入寮させていただきましたが、

ム語が飛び交い、一瞬ここはどこ

したが、当時これらに目覚めてい

そこにはアジアからの留学生が

だろう？と思ったこともありまし

たらと悔やまれます。

いました。月例の寮会には留学

た。一緒に食事を作り、掃除をし、

現在の日本は近隣諸国とも問題

生の先輩も参加され、初めてホゥ

銭湯にも行きました。ホゥエさん

を抱えていますが、市民、若者、

エさんと出会いました。

はいつも後輩の世話や活動で忙し

子ども同士の交流、特に青春時代

ホゥエさんは「留学生には日本

く、２段ベッドに上がる音でその

の友情こそ、これらの問題を乗り

人学生との共同生活の場が必要」

帰宅を知るときもありました。当

越える力を秘めているのではない

と考えられ、北区西ヶ原に「東

時はベトナム戦争の最中で、ホゥ

でしょうか。

遊学舎」を創立されました。ホゥ

エさんの祖国、若者を思う気持ち

子どもは「希望」です。これか

エさんを心から応援し、多大な貢

には感動させられ、その姿には国

ら会員として仲間に入れていただ

献をされた清水さんに続き、日本

士の趣を重ねました。

く喜びを感じつつ。 （岩井秀明）

せっ さ たく ま
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里子を訪ねて

ロンスェンへ の訪 問

７月10日にロンスェンの里子を訪問しました。ロンスェン
はメコンデルタの街で、ホーチミン市からバスで５時間の距
離にあります。朝７時にこの訪問に同行して通訳してくれる
ティンさんと待ち合わせ、バスターミナルに向かいます。平
日の朝にもかかわらず、たくさんの人たちがバスに乗り込ん
できます。バスは定刻に出発しました。
しばらく走って市街から離れると車も人も少なくなってい
きます。道は平坦で遠くまで延びていました。空は青く、両
側は熱帯の林が生い茂っています。ときどき家のレンガを工
事している人、ジャックフルーツを売っている店が見えます。
同じ風景が延々と続いていきます。この道の先に初めて会う
人が住んでいるのだなあと思いました。オレンジ色のバスは
緑深い中クラクションを鳴らしながら走り抜けていきます。

（写真左から筆者、里子のチンさん、
妹さん、お姉さん、お母さん）

バスは予定時刻より早くロンスェンに到着しました。ロンスェンのホテルに到着すると里子のチンさんが
地域の奨学会の人と一緒に迎えに来てくれました。チンさんは思ったよりも背が高いなあという印象でした。
家まで行くとお母さん、お姉さん、妹、弟が迎えてくれました。
チンさんはいろいろな話をしてくれました。最近、高校卒業試験を受けて、今はその結果を待っていること。
日本のアニメ、漫画が好きで「こんにちは」や「ありがとう」などの言葉を覚えたこと。小さい妹、弟がい
るので、働いている両親の代わりに面倒を見ていること。将来は旅行ガイドになりたいので、その勉強をし
たいと言っていました。このように実際に会いに行ったことが何かの思い出になったり、励みになったりし
てくれたらうれしく思います。
今回訪問したいという私の思いつきとわがままに際して、事前に準備、調整してくださった子ども基金、
現地奨学会の方、同行し通訳してくれたティンさん、笑顔で迎えてくれた里子のチンさんとご家族の方、皆
さまにお礼を申し上げます。

（坂巻兵衛）

通訳として里子訪問に同行して
私は、何度も青葉奨学会の奨学生の手紙を翻訳しました。困難を乗り越えようとしている奨学生から里親
の方への感情のこもった手紙を何度も読みました。そして今日、坂巻兵衛さんがフーン・チンさん――アン
ザン省ロンスェン市に住み、６年間青葉奨学金を支給されている学生――を訪ねるのに同行する機会を得ま
した。
この行程を通じて、人生の意味、そして青葉奨学会はベトナムのあらゆる地方で困難を乗り越えようとし
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ている学生たちが夢に向かって羽ばたくエネルギーやチャンスを増やしてくれる場だということが分かりま
した。
200キロ余りを行きロンスェンに到着。ロンスェン奨学会副主席のビェンさんに案内され、にぎやかで発
展したロンスェン市の町中の古びた家に行きました。21㎡に７人で住んでいます。外は大雨で、ホゥ河から
の風が吹き抜け、私たちは肌寒かったです。けれども、里親である坂巻さんも私もフーン・チンさん家族の
温かいもてなしに、胸が熱くなりました。
コップ１杯の氷水と簡単なお菓子だけでしたが、素朴で誠実なメコンデルタ地方の人々のお客様を大切に
する心を感じることができました。６年間支援を続けた里親さまと、貧しくても勉強好きで高校卒業試験を
終えたばかりの学生との感動に満ちた初めての面談は２時間近く続きました。
私は、そばに座ってチンさんとチンさんのお母さんの話を全て聞きました。お母さんは、５人の子ども
を育てるためにフーティウという麺料理の行商をしています。チンさんは、高校卒業試験を終えたばかりで、
もし大学に合格できればホーチミン市へ行きトン・ドゥック・タン大学で勉強するつもりだそうです。大学
で勉強するということは、チンさんの家族にとって容易なことではありません。それでもなお、苦労が刻ま
れたお母さんの顔は、２番目の娘に対する期待と幸せがあふれていました。
「私はどうしても娘を大学へ行かせたいのです。夢を実現してもらいたいのです。娘には、将来私のよう
な苦労をさせたくないのです。ただ、それだけです。自分はどんなに苦労しても、子どもに勉強させるため
にもっと頑張って働きます」とお母さんは言いました。お母さんは、本当にとても善良で、自分の子どもた
ちが他の子どものように学校へ行けるよう、献身的に苦労を担っています。
そして、別れのあいさつをしたとき、雨はまだ降り続いていました。チンさんの家族は、家から路地の
先まで同行し、タクシーを待つ間私たちのために古くなった傘を差しかけていてくれました。別れのときは、
少し切なくじんとしました。坂巻さんは、チンさん家族全員とハグして声をかけました。チンさんにはやが
て来る大学の４年間、今まで以上に頑張るようにと話しました。チンさんはお礼を言って、あらかじめ書い
ていた手紙を坂巻さんに手渡しました。
この訪問では、私は当事者ではなく一人の同行者にすぎません。けれども、日本人のベトナムの貧しい学
生に対する気持ちをはっきりと感じることができました。人と人との愛情で、空間的、時間的距離はなくな
りました。
私は、心の中でチンさんにありがとうと言いました。チンさんは、私自身も
もっと頑張って勉強しなければならないと思わせてくれたのです。私は、世の
中の意義、「ヒョウタンとカボチャは種類は違う
が同じ棚で育つ」（差別することなく仲良くしま
しょう）ということわざの意味、
「互いに親しみ

むつみ合う、丈夫な葉が傷ついた葉をいたわる」
（余裕がある人が経済的に困難な人を助ける）と

いうベトナム人の精神がより理解できました。
坂巻さん、ドンズー日本語学校校長、青葉奨学会
に感謝しました。
 （クー・ブー・ティン ドンズー日本語学校職員）
ティンさん
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奨 学 金 支 給 式
各地の奨学金支給式の様子です。子どもたちは直接奨学金を受け取ります。
皆さまの応援が子どもたちの勉学の励みになり、将来の扉を開きます。ありがとうございます‼ （事務局）
チャビン省（５月13日）

奨学金を受け取ってうれしそう

おばあちゃんと一緒に奨学金を受け取りに来ました

ホーチミン市（５月14日）

サインをして奨学金を受け取る里子

奨学金をもらう意義について先生のお話を聞く

ラムドン省ラムハー郡、タンタィン２小学校第４分校（５月15日）

奨学金を受け取ったらサインします

みんなの前で褒められました

ロンアン省（９月１日）

アオザイの制服、素敵ですね

将来が楽しみですね！
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里 子 からの 贈り物
ベトナム子ども基金20周年を記念して、元里子のゴー・ニュー・
ヒエンさんが事務所に飾ってほしいと、お花の額をプレゼントし
てくださいました。ベトナム人らしく、細かい手作業が施してある
心のこもった贈り物です。ヒエンさんは現在ホーチミンの会社で仕
事をしています。時間を見つけては、ベトナムの事務所で子どもた
ちに奨学金を渡すボランティアをしてくださっています。ベトナム
子ども基金の奨学生の時代に里親の藤田さんとの交流がとても楽し

里親の藤田さんが持つヒエンさんからの贈り物

く、心の支えだったそうです。その感謝
の思いが今でもヒエンさんが活動を手伝
ってくださる理由だそうです。

里親

藤田政弘さんのコメント

ここ数年１月１日の０時に「日本のお父さん、明けましておめでとう
ございます。幸運がもたらされますように!」とヒエンがメールをくれます。
東日本大震災のときは３月12日朝一番に電話をくれました。
「お父さん
大丈夫ですか ?

困ってることがあったら言ってください」と。奨学生

のときの思い出がたくさんあるそうで、今でも時間を作って奨学金支給
や春の木運動を手伝っているそうです（通信 No.62より）
。
自慢の娘です。あなたがこの記事を見て、
「こいつ（藤田）まだやっ
てんのか」と思ったら、あなたも「んじゃもいっちょやってみっか !」で
お願いします。まだまだ終わりません !（参加して21年になります）
ホーチミンの事務所にてスタッフと一番左がヒエンさん

青 葉 奨 学 会 ス タ ッフ 訪 問
ベトナムの事務所のスタッフ

レーさんが、ベトナム

子ども基金の事務所を訪問してくださいました。
レーさんより
「子ども基金の皆さまこんにちは！

初めて日本に来ま

した。いつもベトナムの貧しい子どもたちのことを気にか
けてくださり、ありがとうございます。ベトナムの都市部
は発展していますが、経済的な格差が広がり、勉強をした
くてもできない家庭の子どもたちがたくさんいます。
日本の皆さまのおかげで多くの子どもたちが勉強でき
ます。これからも、応援よろしくお願いします！
ぜひ、ベトナムに来てください。一緒に子どもたちの
ところへ行きましょう！」

左から

5

近藤理事長

レーさん

友人のチャンさん
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第８回 通 常 総 会 の 報 告
６月24日に無事に第８回通常総会が開催され、
2016年度の事業報告、決算、役員改選が承認され、
2017年度の事業計画、予算が報告された。ベト
ナムは経済発展著しい中で、ますます経済格差
が広がっている。当基金は教育を受けることが
困難な家庭の子どもたちをこれからも支え、応
援していくことを会員の皆さまと話し合い、無
事に総会は終了した。総会終了後、ベトナム人
フックさん

元留学生ディン・ヴァン・フックさんから日本
での苦労話や留学生たちに期待することなど経
験豊なお話を、レ・タイ・ホアン・ハイさんか
らは自分の体験をつづった本の出版について話
を聞くことができ、とても有意義で楽しい時間
を過ごせた。

ハイさん

書

籍

の 紹 介

元 ベ ト ナ ム 人 留 学 生 ハ イ さ ん が 書 か れ た 本 を ご 紹 介 い た し ま す。
本の売り上げの一部をベトナムの貧しい子どものために寄付してください
ました。
れん げ

題

名：「ロンアンの蓮華」～日本人になったベトナム青年の物語

作

者：三城久男（ベトナム名：レ・タイ・ホアン・ハイ）

出版社：七草書房
定

価：本体1,350円

東西冷戦の運命に立ち向かい、日本人となって留学生仲間や難民・流民に
友情の手を差し伸べながら、どこまでも自己の信念に生き抜いたベトナム人
青年がいた！
戦争とは？

祖国を失うとは？

生命の尊厳とは？

そして、人間らしく生きることとは？
この物語を読んで、その意味を考えてみませんか？
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（事務局）
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ベ

トナムからの
手紙

仁愛の心に感謝を
グエン・ティ・ミー・トー

化学がダメだったからです。このこ

ああ、そうです。姉が子どもを産

とが両親をがっかりさせ、里親さま

みました。お祝いに行きました。赤

もがっかりさせるということは分かっ

ちゃんは男の子です。私たちには両

ています。だから、次は必ず表彰状

親がいませんから出産の後、姉は夫

をもらうと決意しました。

の実家へ行きました。私は祖母の所

私のクラスはみんな楽しくて優し
いです。特に担任の先生はとてもき

に移りました。ですから、学校まで
少し遠くなりました。

れいで、優秀な先生です。私は先生

里親さま、私は非常に優秀な学

里親さま、お元気ですか。ごはん

やクラスメートにイベント係に選ば

生の称号をもらったんですよ。あと

はおいしいですか。よく寝られまし

れました。学校の活動で行うゲーム

数日で終業式です。本当に早いで

たか。里親さまの夢は何ですか。映

などを調べて集める係です。

す。つまり、私はもうすぐ学 校や

画を見るのが好きですか。里親さま

家では叔母の家事を手伝って勉強

は今何歳ですか。お仕事は何ですか。 して、それから学校へ行きます。
私の家族はとても経済的に困難で

先生、友達と別れることになります。
終業式の後は、成人式です。式はう

私は叔母がかわいそうです。叔母

れしいですが、その後は厳しい勉強
です。あと１カ月だけです。私は全

す。私が生まれたときから父と母はと

は、私の母のようです。叔母には子

ても困難で貧しいです。父は昼も夜

どもが３人いて、２人は働いています。 国統一高校卒業試験に向き合わなけ

も湖で魚を捕っています。母は目が

男の子は、今６年生です。

ればなりません。今年、ルールは例

悪いので、家で私の世話をするだけ

私の将来の夢は、歌手か俳優かダ

年とは異なります。国語以外、試験

です。けれど、里親さまからの奨学

ンサーになることです。私は小さい

は全て以前と違います。１科目50問

金で私は本を買えました。ノートを買

ときから歌が好きです。頑張って誰

で、試験時間は90分です。前の数年

えました。カバンや文房具を買えまし

にでも認められる歌手、才能あるダ

間は、大学入試と同じ３科目と選択

た。それに、家族で一食ごはんを食

ンサーになります。

科目だけでした。選択科目は物理・

べました。母の薬を買いました。学

私に下さった奨学金にお礼を申

校へ行くシャツとズボンを買いました。 し上げます。私はこのお金を勉強に
この仁愛の心に感謝するために、

化 学・ 生 物、あ る い は、 歴 史・ 地
理・公民でした。６科目が終わったら、

使います。まず、授業料を納めます。 続けて３科目試験を受けなければな

私は一生懸命勉強して、素直で、み

終わりに、私が学校を続けられるよ

りません。選択科目３科目です。数

んなの言うことをよく聞きます。両

うにしてくださった里親さまに、も

学、国語、英語が必須科目です。今

親や、私を支援してくださる里親さ

う一度お礼を申し上げます。

年は、一人の学生が数校に合格する

まをがっかりさせません。
里親さま、どうぞお元気で。

夢は歌手かダンサーに

私の手紙は長くなりました。ここ

ということもないそうです。第１希

でペンを止めます。ありがとうござ

望は、合格できそうな好きな専攻で

います。

す。もし、点数が足りなかったら大

里親さま、お元気で、ご家族とお
幸せに。ではこれで失礼します。

お伺いするためにこの手紙を書きます。
里親さまお元気ですか。お仕事は
相変わらず順調ですか。ご家族もお

望以降は、合格点がより高いし、希
望者もとても多いのです。第１希望

ダン・ティ・チュック・ガン
今日、里親さまとご家族のご健康を

学に落ちます。というのは、第２希

厳しい勉強と向き合います
レ・ティ・イェン・ミン
お元気ですか！ お仕事は順調で

が合格できるチャンスが大きいのです。
姉は、自分の温かい家庭を持ちま
した。祖母は高齢です。多分、私は
大学には行けません。とても寂しい
です。けれど、私の境遇はこうなの

元気ですよね。全部お変わりなく順

すか。私はとても元気です。今、こ

です。これまで私に奨学金を下さって、

調だと信じています。

ちらは雨季なので、私はいつも体調

本当にありがとうございます。今回

が悪いです。胃も痛くて、何も食べ

は1,050,000ドン頂きました。１年に

られません。今週は、全国統一高校

２回頂きます。

良い人は、いつでも良いことに巡
り合います。
私のことですが、私も相変わらず

卒業試験の模擬試験です。悪いこと

終わりに、里親さまがずっとお元

元気です。今年のお正月は、デング

に、私は咽頭炎です。ですから何も

気で、いつも生活がうまくいきます

熱で入院していました。１学期、表

勉強できません。けれど、できるだ

ように。ずっと、困難な境遇の子ど

彰状をもらえませんでした。数学と

けのことはします。

もたちを支援してくださいますように。
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2017年11月15日
（水） ベトナム子ども基金通信第 72号

事務局から




◆ベトナム子ども基金会員募集！
種別

名

運

営

称

会

会

費

内

年額１口 20,000円
（学生：10,000円）

員

（友人・知人をお誘いください。ご協力お願いします！）
総会議
決権

容

主に会の運営に関わり、事務局作業などをしながら子どもたちを支援
する（学生は年会費半額）
。

あ
り

基

年額１口

20,000円

特定の子どもに「里子」として奨学金を支給する。ベトナム青葉奨学
会から、子どもの家庭状況を説明する履歴票が届き、里子との手紙の
やりとりができる。

な
し

里親学生基金

年額１口

10,000円

同上（学生対象）

な
し

一般基金

年額１口

12,000円

子どもたち全体の「里親」という関係を想定している。通信を通じ
て子どもたちの様子を報告する。

な
し

法人基金

年額１口

50,000円

一般基金に準じる（株式会社等の法人対象）。
お名前を通信・ウェブ等でご紹介。

な
し

賛助基金

自由

一般基金に準じる。金額、回数などいっさい自由。

な
し

学校建設黄梅基金

応相談

青葉奨学会と相談の上、ベトナムの辺地に学校を建設する。該当学校
に黄梅奨学金を併設することも可能。

な
し

個別黄梅基金

300,000円以上

年に１度、預金利子を奨学金とし、支給する。
基金の名前、支援地域等、相談の上決定する。

な
し

ベトナム黄梅基金

10,000円以上

複数のベトナム子ども基金会員で基金を設立、年に１度、預金利子
を奨学金とし、支給する。

な
し

金

里親基金

支
援
会
員

◆ベトナム子ども基金へのご寄付は、下記の口座にお願いいたします。
口座名（共通） 特定非営利活動法人ベトナム子ども基金 （カナ）：トクヒ）ベトナムコドモキキン
基金支援会員（里親基金・里親学生基金・一般基金・法人基金・賛助基金）
郵便振替 00100−6−546799
みずほ銀行駒込支店 普通：1121865
基金支援会員（学校建設黄梅基金・個別黄梅基金・ベトナム黄梅基金）
郵便振替 00130−4−552361
みずほ銀行駒込支店 普通：1121873
運営会員
郵便振替 00100−6−546799
みずほ銀行駒込支店 普通：1121865

フェイスブック見てください！

事務局の様子、
ベトナムでの子どもの様子など掲載しております。一度のぞいてみてください！

https://www.facebook.com/vnkodomokikin

発行人：近藤昇

編集人：事務局

印刷所：㈱さとう印刷社
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