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ホー チ ミン市 へ里子訪 問 ツアー 説 明会 開催

ベ トナム子供基金 は 3月 16日 、ホーチ ミン (HCM)市 里子訪問ツアー参加者 への

事前説明会 をアジア文化会館 で開催 しま した。 5年 ぶ りとな るツアーの募集人員 は 15

名で したが、全国か ら20名 の参加 が決定、説明会 には 12名 が出席 しま した。

説明会では、南康雄事務局長が子供基金の現況のほか訪越時の注意点な どを説明、旅行

代理店 ピースインツアーの鈴木努添乗員が詳 しい旅程 を紹介 しま した (2ページ参照 )。

また、簡単なベ トナム語会話の練習を行 つたほか、出席者か らの質問に答 えま した。

子供基金の現況

今回の里子訪問ツアーについて、近藤昇代表

イま「里子たちとのいい出会いを実現したい」と

趣旨を語りました。子供基金の現況については、

南事務局長から、会員総数は448名 、里子総数

は468名 などの概要のほか、里子と里親の手紙

の翻訳態勢について説明しました。

現地での受入に関連して、ツアー訪越時は、

駐HCM市 スタンフの交代・引継時期にあたり、

青葉奨学会には 2名 の日本人がおります。2000

年 7月 から赴任している高橋佳代子さんは今年

5月 上旬に帰国します。後任の上月巴明代さんは、

ハノイで 1年間ス トリー トチル ドレンの研究を

していた方です。 3月 25日 に現地入 り、駐在は

2年間の予定です。

旅程等の補足説明

到着日の4月 5日 夜には、青葉奨学会主催の

夕食会が ドンズー 日本語学校で行われます。 6

日に予定されていたロンアン省の避難所兼学校

の開校式への出席は、工事の遅れにより、残念

ながら無理であることが判明 しましたが、希望

者には建設現場の見学が手配されます。 7日 夜

には、駐HCM市 スタンフらとの夕食会が、元

ス トリー トチル ドレンだった子 どもたちが働 く
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レス トランで用意されています。また、宿泊先

は、マジェスティック・ホテルに決まりました。

資疑応答

Q:お生産は、何がいいのですか。

A:子 どもの金銭感覚を狂わす高額なものはご

遠慮ください。現地の文房具店にある、青ボー

ルペンやノートが適当ではないでしょうか。

Q:服装はどうしたらいいですか。

A:最も暑い時期で、日差しも強く、日中の気

温は35℃ くらい。肌の弱い方は、長袖の着用を

おすすめします。帽子も必須ですし、サングラ

スがあるといいでしょう。避難所兼学校の見学

に行かれる方は、ボー トでの移動で水しぶきを

かぶつたりしますから、汚れてもいい格好でお

願いします。また、今回のツアーでは、特にあ

らたまつた服装は必要ありません。

Q:両誉はどこでできますか。

A:ホテルでできます。市内では米 ドルの小額

紙幣があると便利です。クレジットカー ドもホ

テルやレストランで使えます。大金は持ち歩か

ず、その日に使 う分だけを用意してください。

里子訪間ツアーの概要
。日  程 :4月 5日 (金)～ 9日 (火 )

・参加費用 :9万円 (お一人様 )

。募集人員 :15名 (最小 10名 )

・申込締切 :2月 15日

・参加費に含まれるもの (抜粋):航空券代、

ホテル代、団体行動時の車代、食事代 (一

部 )

。参加費に含まれないもの (抜粋):渡航手

続き費用 (パスポー ト・ ビザなど)、 海外旅

行傷害保険料、その他

・企画お問い合わせ 。お申し込み :ベ トナム

子供基金 (〒 H3-8642東京都文京区本駒込2

-12-13アジア文化会館内,電話 :03-3946-4

121, ファクス:03-3946-7599, E― lヽAIL:kodomo.

kikinOnifty.com(受 付時間 :毎週月・水・

金曜 日の午後 1時～ 5時 )

・旅行手配会社 :株式会社 ピースインツア

ー・ベ トナム子供基金係 担当・鈴木 (〒 169

-0075東京都新宿区高田馬場1-25-32108ビ

ル 4階,電話 :03-320作 3690,アァクス:03-320

7-6343, E MAIL:suzukiOpitt.co.jp)

訪間日程の詳細
1日 目 :4月 5日 (金 )

東京または各地から関西国際空港に集合、

ベ トナム南部のHCM市 へ。ホテルにチェッ

クインの後、 ドンズー日本語学校にて青葉奨

学会主催夕食会 (お一人様10ドル)。

2日 目 :4月 6日 (上 )

終 日、市内観光 (統一会堂、戦争証跡博物

館ほか)。 または、ベ トナム子供基金支援に

よる、隣省ロンアン省の避難所兼学校の建設

現場の見学。夕食はHCM市 内レス トラン。

3日 目 :4月 7日 (日 )

午前、青葉奨学会のグエン・ ドク・ホゥエ

代表 との怒親会。年後、里子の家庭訪問 (日

本語ガイ ド同行)。 夜、駐HCM市 スタッフ

との夕食会。

4日 目 :4月 8日 (月 )

終日、出発まで自由行動。オプシヨナルツ

アーも設定 (ミ トー・メコン川遊覧終 日観光

:6000円 /お一人様、 2名以上にて催行。ク

チ トンネル半日観光 :3800円 /お一人様、 2

名以上にて催行)。

夜、空港へお見送 り。 (機 中泊)

5日 目 :4月 9日 (火 )

早朝、関西国際空港に到着、解散。乗 り継

ぎの方は各地へ。

※今回の訪問には、関西国際空港発着のベ ト

ナム航空便を利用予定です。東京からは羽田

空港発の国内線の無料接続が可能です。他都

市からご参加の方にも、割引運賃の設定があ

ります。※日本から添乗員が同行いたします。
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● 6月 から駐ホーチ ミン市スタンフに正式赴任す

る、土肥明代 さんに自己紹介を兼ねてベ トナムヘ

の想いをお寄せいただきました。 (編集部 )

ベ トナムと私
土 肥 明 代

はじめてベ トナムを訪れたのは 5年前、大

学 2年の春休み。明確な理由もなく、 日覚め

た らベ トナムに行きた くなつていたようなも

のでした。旅行中、私の今後を決める二つの

出会いがありました。ひとつはフエの大教会

を案内してくれた幼い少年。物静かな雰囲気

をもつ瞳の美 しい彼になかれ、彼に会 うため

に絶対ベ トナムに戻つてこようと思いました。

もうひとつは、ホーチ ミン市の物売 り少年・

少女たち。彼 らにしつこく追いまわされまし

たが、一 日中商売をしているのを見て、学校

に行 くことが当た り前の日本で育つた私は、

「この子たちは学校行つてないの ?」 とい う

疑問を抱きました。 この二つの出会いが、私

を 1年間のハノイ留学に導いてくれました。

ハノイでは 3か月の語学勉強の後、 4か所

のス トリー トチル ドレン保護施設に通い、子

どもたちから多 くのことを教わ りました。ず

るがしこさ、冷たさ、憎た らしさと同時に、

「本当の強さや弱さ、優 しさ、寂しさつてこ

うい うものなんじゃないかな」 と感 じられ る

ものを教えてもらつた気がします。また、も

らうばかりでなく、私が彼 らに残せたものも

きつと何かあつたはずだと私は信じています。

大学院では、子どもがス トリー トチル ドレ

ンになる家庭とならない家庭の違いをテーマ

とし、親の考え方に起因する部分があるので

はないかという仮説のもと研究を進めました。

昨年 3月 、調査でベ トナムを訪れた際に青葉

奨学会を訪問、高橋さんから後任のお誘いを

いただきました。帰国して両親に相談すると、

「このチャンスをつかまなかつた ら、いつ次

がくるかはわか らない。もし行かなかつた ら

後で後悔するだろう」とい う言葉が返つてき

ました。私は両親の言葉に背中を押 され、後

任のお話を引き受けることに決めました。

3月 末にベ トナムに渡 り、 2か月の引継期

間の後、 6月 か ら正式に青葉での仕事が始ま

ります。まだ社会に出たことのない私が働 く

とい うこと、しかも異国であることなど不安

に感 じる部分はもちろんたくさんあ ります。

しか し、 「自分が本当に望むことなら、努力

してできないことは何もない」とい う信念の

もとがんばつていきたいと思います。

私はベ トナム人に 「ベ トナムの何が一番好

き ?」 と聞かれると、必ず 「ベ トナム人」と

答えます。ベ トナム人の、超がつ くくらいの

お節介、いい加減 さ、嫌いな部分ももちろん

たくさんあります。でもやつぱり、ベ トナム

人の温かさ、明るさ、豪快 さが大好きです。

私はベ トナムと関わるようにな り、出会いも

増え、世界がとても広が りました。私のベ ト

ナムとの関係は、誰もがそれぞれ持つている

ベ トナムとの関わ りの中の一例に過ぎません。

でも私は 「私 とベ トナムとの関係」を大切に

し、これか らもずつと育てていきたいと思つ

ています。そしてこの関係 を、もつともつと

広げていきたいと願つています。

(どひ あきよ・次期駐ホーチ ミン市スタッフ)
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0本通信19号 の 「事務局 よ り」でふれた、 ドンズー 日本語学校 からの留学生の詩 を紹介 します。

ベ トナム語の原文をご覧にな りたい会員の方は、事務局までご連絡 くだ さい (締 切 4月 30日 )。

送料 は事務局負担でお届 けいた します。 (編集部 )

後か らきた男

ドン ロゴック Hチ エン作 (早サII明 子訳)

簡単なことさ 僕 は後か らきた男だか ら

秋 の葉が散 つた頃に咲 く火炎樹 の花の よ うに

君 が無情な訳 じやない でも何故 にこんな遠 く離れて

だか ら僕 は降 り続 く雨の中 今 も一人立ってい る

2人 の道が分かれ道 に来 るのはなんて早いのだろ う

たった一度過 ぎただけで も う過去の道 になるなんて

引き止 めるもの もないかのよ うに 君 は別れていつた

それ もそ うさ 僕 は何 も言わなかつたのだか ら

簡単なことさ 僕 は後か らきた男だか ら

僕 の後に来 た何人 もの彼 らと同 じよ うに

だか ら君 は忘れただけ さ 覚 える価値のない事の よ うに

昔 も今 もそ うい うもの さ 何 で もない

簡単な ことさ 僕 は後か らきた男 だか ら

校 門が閉 ざされてか ら 机 の引き出 しにバ ラの花束 を置いた

次 の 日は とて も美 しい秋 の始ま り

で も君 は行 つて しまった 君 の最後の夏

いつか記憶 は突然忘れ去 る

僕 の側 にも う一人の誰かが

で も僕の心は決 して感 じは しないだろ う

簡単なことさ 彼女 は君 の後 に来たひ とだか ら

作者からひとこと :「 この詩は高校を卒業するときに、みんなとの別れに臨み、空想

しながら作 りました。私は小心な性格なので、実体験からの詩作ではありません」。

作者略歴 :1982年 、北部ナムディン省生まれ。2001年 4月 来 日、現在 日本語を勉強中。

2003年 4月 には大学に入学 し、機械制御を勉強したいと希望している。
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Gap Lai Nheまた会いましょう

高 橋 佳 代 子

今回は 「私の引越 し&サイゴン住宅事情」

をお話 しします。サイゴンに住んでか ら、は

や 1年 3か月が過ぎました。 この間、私は実

に 3回 も引越をしています。 この家は 4軒 目

ですが、なかなか快道。来年、完全帰国する

までは落ち着 こうと決めてはいますが、いつ

たい どうなることや ら…。

外国人が 「家を借 りたい !」 と思つても、

どんな家を借 りるかでかな り勝手が違つてく

る。その人が某商社の駐在員だつた り、来国

大使館の人であつた り、はたまた余生をベ ト

ナムで過 ごそ うと思つている人だつた り。家

もピンか らキリまでいろいろである。今回は、

私のようなフリーランスでやってきた人間が

部屋を借 りる場合に焦点をあてよう。

まずは安宿街 として知 られているファング

ーラオ通 りに仮の宿をとりなが ら、レンタル

ルームを探す。安宿街には長期でレンタルを

行つている場合も多 く、安い ところは 1か月

100ドル以下で借 りることができる。同時に

ロコミで 「実は部屋 を探 してい るのだけど

…」 と触れまわ り情報収集を行 う。もしくは

外国人に部屋を貸 し出している通 リヘ直接行

つて、飛び込みで探す とい う手もある。ただ

し、安 くてよい物件を探す となると、やは り

ロコミが一番効果的だ。

そんなこんなで、いくつか気に入つた物件

を見つけたとしよう。そこか らが腕の見せ所。

ベ トナムは交渉の国。不動産 とて例外ではな

い。まずはファシリティをどれだけ充実でき

るか、すべて交渉で決まる。基本的にはベ ン

ド、机、ワー ドローブ、本棚は自動的につい

てくる。でも、冷蔵庫、テ レビ、電話などは、

普通プラス10～ 20ドル。私が譲れないものは

インターネ ッ トを使 うための電話で、この個

人用の電話も含めて家賃を抑え、オプシ ョン

に組み込むとい う算段があつた。 しかし、こ

のことに固執 したため失敗 したことがある。

2回 目の引越の とき、家賃が100ド ル以下、

中心区か ら離れてはいたがよい物件を見つけ

た。電話の交渉もばつちりで引つ越 した。に

もかかわらずある。引つ越 して 1か月たつて

も電話がつかないのだ。だんだん不安になり、

大家に聞いてみると、 「実はこの地域は電話

線の供給が終わつていて、これ以上増や さな

いらしい。 どうしてもほしかつた ら賄賂を払

つて くれ」とぬけぬけと言 うではないか。腹

が立つや ら、悲 しいや ら。結局このような事

態を予測できなかつた自分がすかつたとい う

結論に達した。 (こ の家には 6か月いた)

い ぎ引つ越 して住んでみるとおやつと思 う

こともある。 この 2度 目の物件がそ うだつた。

3階にバルコニー、 8畳のフロー リングにバ

スタブ とトイ レ付きで、 2階には台所があつ

た。その台所の換気扇が問題である。当時、

私はよく自炊をした。そ うすると今までたま

っていた換気扇の汚れ (汚水)が吹き出てく

る。 しょうがないか ら3日 間換気扇を回 しつ

ぱなしにして、汚水をすべて吐き出させた。

こんなことは住んでみないとわからない。

また、ベ トナム人は一般的に花など植物を

育てるのが好きである。花があると気持ちが

やす らぐのはいいのだが、花に寄つてくる芋

虫やア リは、まつたく心がやす らがない。特

に芋虫が苦手。バルコニーの窓を開けつ放 し

にしておいて、巨大な物体が部屋をゆうゆう

と横切つてい く姿をみて凍つてしまつたこと

もある。

(た かはし かよこ・駐ホーチミン市スタンフ)

0本稿は、2001年 7月 8日 に執筆 されたもの

です。 (編集部 )
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人情の街サイゴン その7

脇 平 裕 美

夜中なのにえらく盛 り上がつている。おつ

ちゃんたちは、すでにお酒で顔が赤い。もち

ろんみんな、私たちを部屋へは帰 して くれな

い。そして働められたお茶碗にてんこ盛 りな

のは、油でぎとぎとのチキンくん、肉や ら豆

の詰まつた重―いお こわだつた。 「あつさり

した年越 しそば」では、ベ トナム人は年を越

せないのだ。

それにしても驚 くのは、 この、騒々 しいお

正月の迎え方だ。 「元旦は家族で静かに迎え

るもの」と考える私たちや、 「クリスマスは

家族だけで静かに…」と考えるヨーロッパの

人たちとは逆に、ベ トナムでは元旦のその日

か ら親戚や友人たちはもちろん、私たちのよ

うな飛び入 り参加まで、入れ代わ り立ち代 り

訪れ る。 こうい う光景を見ると、 日本では家

族の絆の弱 さを元旦一 日で埋め合わせ しよう

としているように感 じられ、また少 しうらや

ましい気持ちになる。

こうして三 日後、友人は 「食べ させ られ過

ぎ」の胃痛を訴え、涙のお別れもないまま空

港の トイ レヘ とまつす ぐ消えていつた。

さて、一人になつてしまつた。空港で前の

め りになつた友人の後姿を見送 りなが らふ と

思つた。

「そ うだ、田舎へ行つてみ よう。そ うそ う、

学生たちがよく言つていた、ベ トナム南部の

街ハーティンとや らに行つてみよう」

授業中、 日本語のお勉強にかこつけて、私

はベ トナム制覇を目論んで学生たちに色々質

問をしていた。

「ベ トナ ムの人 は休み に どこへ行 きます

か ?」

「ベ トナムできれいな街はどこですか ?」

すると、たいてい学生たちは、こう一生懸命

に教えてくれるのだ。

「せんせい、ハーティンが一番きれいです」

「はい、 りょうりがとてもおいしいです」

「ハーティンは海がとてもきれいです」

「ハーティンは旅行の街です」

私は今後の参考にもつと聞きたいと思つた。

「へ ぇ―、そ うですかあ。みなさんはハーテ

ィンヘ行つたことがありますか ?」

みんなは声をそろえて、嬉 しそ うに首を振 る。

「いいえ、行つたことがありません」

なんでそんなに堂々と説明するね―ん !!

かくして、私は彼 らの臨場感あふれる説明 と

その表情に 「だまされて」ハーティンを目指

すことにした。

思い立ったが吉 口。帰宅せずに空港か ら直

接長距離バスのター ミナルヘ向かつた。行き

先は、やはリカタカナの 「ハーティン」。バ

イ クタクシーのおつちゃんをつかまえて、

「ハーティン、バス、バス。ハーティン」 と

繰 り返す。以前 「固有名詞は何度も発音を変

えて叫べばいつかは通 じる」と学習 した私は、

強気でいろんな発音を試 した。すると、ほ う

ら通 じた。おつちやんは 「あ―、ハーティン

ね。 じゃ、東のター ミナルだよ」 と、エンジ

ンをかける。得意げに後ろにまたがる私。

20分ほど走 り、大きなターミナルに着いた。

おっちゃんはわざわざハーティン経由のバス

を探 してくれ、 1台のバスの前で私を降ろし

て くれた。私はにこやかに 「ありがとう」 と

言い、ふと行き先を見ると、はるか遠 くの北

部にある首都 「ハノイ」 と書かれているでは

ないか。ハーティンは南の果てのはず。正反

対ではないか。

「お、おつちやん。 これ、ハノイ。私、ハー

ティン、行きたい」

あ りつたけのベ トナム語を駆使 して私が叫ぶ

と、おつちゃんは胸を張つて言 う。
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「だ―いじょうぶ、大丈夫。 これ、ハーティ

ン行つてからハノイに行 くねん」

そんなばかな。それではまるで、北海道に

沖縄経由で行 くようなモンではないか。私は

ベ トナムの地図を出し (最初か ら出せばよか

ったのだ)、 南の端を指差 した。このころに

はすでに運転手や乗客も参加。みんな眉をひ

そめてこのすれ違いのなぞを解いているその

瞬間、一人のおっちゃんの豆電球が光つた。

「ああ～～ 1 分かった I それは、Ha Tien

(は あ―・てぃぃ―ん)や ! ちゃ うちゃ う、

このノミスが行 くのは、Ha Tinh(は あ―・て

ぃイーン)やで」

またまたヤって しまつた、 とい うか、ヤ ら

れてしまつた、ベ トナム語に。そして 自分 自

身の強気の自信に。

なんといっても一番悲 しそ うな顔をしてい

るのは、バイクタクシーのおっちゃんである。

なんせ、私の行きたいハーティンのター ミナ

ルは、この東ター ミナルではなく、街の正反

対にある西ター ミナルだからだ。

「おつちゃん、お願いぃ～～」

私は拝み倒 し、もと来た道を戻 り、そこか

らさらに20分先の西ター ミナルまで走つても

らつた。その40分間の道中、おつちゃんは親

切心か らか、それ とも三度 とこんな目に遭い

たくなかつたのか、ひたす ら私に発音 させた。

「さっきのは、Ha■ nh。 あんたが行 くのは、

Ha Tien。 わかったか ? もつかい発音 して

みろ」

この 2語 も決 して忘れない。おつちゃん、

ありがとう。

正午ちょうどにターミナル到着。何度も何

度も頭を下げておつちゃん と別れる。順調に

チケッ トも買つた。片道 8時間 らしいか ら、

夜には現地に着 くだろう。ほつとして売 り子

のパンを買つてバスに乗 り込む。間に合つた。

気が抜けたのか、そのまま眠つてしまつた。

……はつと気付いた。 1時間経つている。

今 どこだろう? そして目を疑 う。まだ景色

は変わっていない、流れていない。ター ミナ

ルの中で静上 している。売 り子もあいかわ ら

ず うろ うろしている。 これを繰 り返すこと4

回。夕方 4時にようや くバスは出発 した。

ベ トナムの長距離バスは、よく韓国や 日本

の古いバスが使用 されている。 日本 と車線が

反対なので、左ハン ドルに改造 されているの

は許そ う。 しか し、二人がけの椅子までもが

二人がけへ と作 りかえられているのだ。そこ

へ恰幅のいいおばちゃんが子供 (=チケッ ト

なし)を抱えてやってきた日には、今 日は仏

滅だ と信 じて諦めよう。 日ごろからダイエ ン

トを心がけていなかつた自分が悪いのだ。

別に大勢の知 り合い同士が乗つているわけ

でもないのに、車内はなぜか騒がしい。隣 り

合わせになつた らたいてい どちらかが話 し掛

けているか、一方の独 り言に他方が答えてい

るかしているのだ。 しかぁし、そんなに話 し

掛けられても私には返事ができない。 ところ

が、私がニホンジンだとわかると、次は質問

攻め。

「どこに住 ん どん ?」 「職 業 は ?」 「何

歳 ?」 「結婚 しとん ?」 「彼氏は ?」 「給料

いくら ?」 「家賃いくら?」

来た来た。 どれをとつても、 日本ではタブー

の質問ばか り。 しかも初対面。 しかもバスを

降 りればまた他人だ。聞いてどないすんねん。

当初は私もこの 「7大ぶ しつけ」質問にい

ちいち腹を立て、憮然 として答えず、ベ トナ

ム人の友人にそのココロを問いただしていた。

要は、 これ らの質問は、 「私はアナタのこと

を気にかけていますよ。何か困つていた ら助

けてあげますよ」 とい う親切心からくるのだ

そ うだ。決 して 「ただの知 りたが り」ではな

い らしい。

(わ きひら ひろみ・前駐ホーチミン市スタッフ)
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事務局 よ り

今回のツアーは、主にホーチミン市の里子

を訪問するだけとなりました。旅行代理店に

確認したところ、他地域の里子を 1人で訪問

することも、以前に比べ容易なことがわかり

ました。 6月 には成田一ハノイ直行便も就航

します。里子訪問をご希望の方には、青葉奨

学会、旅行代理店と相談の上、里子との会見

をアレンジ致します。

ロンアン省に建設中の避難所兼学校の開校

は、里子訪問ツアーが訪越する4月 上旬には

間に合いませんでしたが、まもなく完成予定

です。予算は当初285万 円でしたが、設計変

更のため370万 円に増額、緊急支援予算の不

足分は子供基金の方から、教育環境整備費と

して支出させていただきます。

駐ホーチミン市スタンフの高橋佳代子さん

は 5月 上旬に任期を終え帰国、大学院で民際

学を研究する予定です。後任 として土肥明代

さんが 3月 下旬、 2年間の予定で訪越 しまし

た。

前号でみなさまにご提供をお願いしました、

書き損じハガキと記念切手は、 3月 15日 現在、

切手で 2万2807円 の寄付がありました。あり

がとうございます。随時募集 していますので、

引き続きお送 りいただければ幸いです。

銀行 日座が富士銀行から「みずほ銀行」に

変わりました。支店番号は234か ら559になり

ました (口 座番号は変更ありません)。 銀行

振込をご利用の方は、ご注意ください。

ホームページア ドレスが変わりました。 1ペ
ージ題宇欄をご参照ください。

ベ トナム子供基金会員募集

里親基金

年額一 口

20,000円

特定の 「里子」に奨学金を支給す

る里親になつていただきます。

ベ トナム青葉奨学会から子供の履

歴票が届き、子供 と手紙のや り取

りができます。

会費納入は次の ところに

お願いいた します。

口座名義はいずれ も

「ベ トナム子供基金」

郵便振替

00140-1-70399

銀行振込

みずほ銀行駒込支店

支店番号 559

普通預金 1495745

一般基金

年額 一 口

12,000円

子供たち全体の 「里親」 とい う関

係を想定 しています。子供基金通

信によつて、会の運営、子供たち

の様子等 をお伝 えします。

賛助基金 一般基金に準 じます。

金額、回数等、いつさい 自由です。

「緊急支援」にご協力 くださる方は次のところにご送金ください。

日座名義 :ベ トナム子供基金 。緊急支援

郵便振誉 :00170-5-18054

銀行振込 :みずほ銀行駒込支店 支店番号 559 普通預金 1602525
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