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子どもに夢を 設立 10周 年記念事業が始まる

ベ トナム子供基金はお陰様で 2005年 6月 、 10周 年を迎えることにな ります。 これは会

員皆様の絶え間ない温かいご支援の賜物 と心 より感謝 申し上げます。

このたび、ベ トナム子供基金の発展を祈念 し、 2つ の 10周 年記念事業を計画いた しま

した。記念事業の 目的 と事業内容 をここにご説明申し上げ、皆様方の暖かいご支援を賜 り

たくお願い申 し上げます。

1.ベ トナム黄梅基金設立

現在ベ トナムでは都市部 と農漁村や山間部

の経済格差が拡大の傾向にあ ります。ベ トナ

ム青葉奨学金ではできない、農漁村や山間部

の貧 しい子 どもたちを多 く支援することを目

的とし、ベ トナム黄梅基金を設立いた します。

ベ トナム黄梅基金は、ベ トナムの政府系銀

行に預金 し、その利息分で子 どもたちへの支

援を行います。 したがつて、基金の元金があ

る限 り、子 どもたちへの支援は継続 されます。

基金の目標額を 500万円とし、その利息分

から毎年 350人以上の子 どもたちを支援する

ことが目標です。黄梅基金では、個人や団体

が個別に設立する 「個別黄梅基金」や 「学校

建設黄梅基金」もあわせて募集いた します。

(2、 3ページ参照)

2.ベ トナム子どもカレンダーの贈呈

子どもたちには絵を描く楽しみがあります。

青葉奨学会から奨学金を受けている学校を対

象に、子どもたちに絵を描いてもらいます。

きつと楽しく素晴らしい絵がたくさん描ける

ことと想像いた します。 この絵 を使い、
「2005年ベ トナム子どもカレンダー」を制作

いたします。

このカレンダー制作の目的は絵を描いてく

れた子どもたちや青葉奨学会の奨学生にプレ

ゼントすることです。画材の購入やカレンダ

ーの制作費を用意するため、皆様にカレング

ーの予約購入をお願いいたします。

ベ トナムの子どもたち自身が描いた夢のカ

レンダーをプレゼントするため、温かいご支

援をお願いいたします。 (4ページ参照)



特別企画 1

黄梅基金大募集
一 ベ トナ ム 子 供 基 金 10周 年 記 念 事 業 一

1 募集期間 2004年 6月 30日 まで

2 黄梅基金の特長

1)基金はベ トナム政府系銀行に預金 し、利息分で子 どもたちに支援を行います。

(2003年 H月 現在の金利は年 8,04%で す。 )

2)支援対象は農漁村や山岳地域の小学生 。中学生・高校生で、なるべ く多 くの子 ど

もたちを支援 します。

3)支援封象の学校や地域 との継続的な交流を行います。

3 黄梅基金の種類

1)ベ トナム黄梅基金

ベ トナム子供基金の会員で基金を設立 します。

1口  1万 円

目標 500万 円 (毎年 350人の子 どもたちを支援 します。 )

2)個別黄梅基金 (個 人またはグループの名前がつきます。 )

個人またはグループで基金を設立 します。

基金の名前・支援地域・学校等は、ご相談後決めます。

1口  30万円以上

3)学校建設黄梅基金

個人またはグループで学校建設 と黄梅基金を併設 した基金を設立 します。

青葉奨学会 と相談の上、基金を設立 します。

4 黄梅基金に関するご質問、ご相談

ベ トナム子供基金事務局・飯 田までお問い合わせ くだ さい。

〒 113-8642東 京都文京区本駒込 2‐ 12‐ 13ア ジア文化会館 内

Ⅶ L 03‐ 3946‐4121 (十篭)   FAX.03‐ 3946‐7599

E―mail:kodomo.kikin@�好・COm

5 黄梅基金振込先

日座名義はいずれも 「ベ トナム子供基金」 (黄梅基金用)

郵 便 振 替  00190-6-666994

銀行振込 みずほ銀行駒込支店普通預金  8071959

以 上

※過去の事例を次ページに掲載 しています。 ご参照 ください。
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黄梅基金の事例

1.泉 黄 梅 基 金

1)設立   2002年 9月 1日

2)基金額  60万円 (約 7800万 ドン)

3)預金先  ベ トナム農業発展銀行 (2002年 金利 8.4%)

4)支援対象 ロンアン省 トゥトゥア郡ロン トゥアン村

ロン トゥアン中学校とロン トゥアン小学校

5)奨学金運営委員会

ロン トゥアン村長、人民委員会、学校長、青業奨学会

6)支援実績 初年度 元金より200万 ドン

奨学金支給 13人 (1人 15万 ドン)

次年度 預金利息 639万 7700ド ン (金利約 &4%)
42人に支給

2.学 校 建 設

1)1997年  カーマ ウ省 ウー ミン郡カイ ンホア村

カイ ンホア小学校  3教 室 1職員室

建設総額  1億 7300万 ドン (約 135万 円)

2)2000年 ベ ンチェー省 ゾンチ ョム郡ルオンホア村

ルオンホア小学校修理  2教 室修理

修理総額 200万 ドン (約 1万 5000円 )

3)2000年  ビンフオ ック省ブーダン郡ダ ックニャウ村

チューバ ンアン中学校  4教 室

、建設総額  2億 ドン (約 150万 円)

4)2002年  ロンアン省 トゥ トクア郡 ロン トフアン村

ロン トゥアン中学校  4教 室  1校 長室  1職 員室

建設総額  4億 6000万 ドン (約 330万円)

※洪水対策の上盛 りを施 し、避難所兼学校 として建設

以  上
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特別企画 2

2005年 べ トナム子どもカ レンダー予約販売
―ベ トナム子供基金 10周 年記念事業一

「2005年ベ トナム子 どもカ レンダー」は、ベ トナムの子 どもたちが描いた絵か ら作 ら

れます。カ レンダーの予約販売を次の とお り行います。 会員の皆様に予約購入 していた

だ くことにより、ベ トナムの子 どもたちに 2000部 のカ レンダーをプ レゼ ン トできます。

皆様のご協力をお願い します。

1 予約販売受付期間 2004年 6月 30日

2 カ レンダーの特長

1)ベ トナムの子 どもたちが描いた絵のカ レンダーです。

2)ベ トナム青葉奨学生の有志による企画・制作で作 られます。

3)規格はB5ま たはA5サ イズ、28ページ、フルカラー印刷です。

3 販売価格

1)1部 申込の場合  1500円 (送料込み )

2)2部 申込の場合 2500円 (送料込み )

3)3部 以上の場合  1部 1200円 (送料込み )

ただ し、送 り先は会員登録住所 1個所です。

4 販売目標 1000部

5 カレンダーの発送時期 2004年 12月 上旬

6 振込先

口座名義はいずれも「ベ トナム子供基金」

郵便振替  00190-6-666994
銀行振込  みず ほ銀行駒込支店普通預金  8071959

以  上
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■里子か らの手紙

限りなくつながつていく道

レー ロチ ョン ロトゥイ ロダン

あと数 日すると、私は正式にシンガポール

のナンヤン大学の学生にな ります。たくさん

の様々な国か ら来ている仲間たちと勉強 し、

競い合 うのです。それは私にとつて、信 じら

れないまるで夢のようなことです。

今 となつては、母が私を自転車の後ろに乗

せて、背を丸めながら学校まで送つてくれた

日々を思い出 します。その道はまるで母が ど

んなに自転車をこいでも尽きることがなくつ

ながつているかのようで、雨の 日だろうと、

日射 しの強い 日だろうと、これまで何年間も

ずつとそ うして過ごしてきました。

今 となつては、まもなく訪れる将来を考え、

不安になつていた 日々を思い出します。 自分

が大学に進学すれば、母の肩にかかる新たな

負担を増やす ことになると心配 していました。

年取った祖母 と 3人の小 さな子 どもの生計だ

けを考えても、それはすでに十分肩にのしか

かる負担のはずです。大学の教室に座って優

秀な成績を収め、自分の手 と知恵で自分将来

を決定 し祖母 と母を支えること、そ して社会

に役立つ人間になることが私の夢です。その

夢はあま りに現実離れ したものと思われ、ま

してひ と月の学費 と食費だけでも、痩せて病

弱な母の給料何年分にもあたる海外留学なん

てなおさらのことです。

それでも私はひつそ りとおか しなことを夢

見ていました。それはある日私が海外留学の

奨学金を手に入れ、知識 と文化を身につけ、

戻つてか らは才能のある役に立つ人間となつ

ているとい うものです。私は新聞を読み、イ

ンターネ ットを見て情報を探 しました。また

国境を越えポケ ットに入つた数 ドルだけでラ

イ オ ンの国― シ ンガポー ル に渡 つた青年

Phanl Uyen Nguyenの話も読みました。彼は

その奨学金を得て、国に帰つてか らは責任の

ある職務に就き、物質的に貧 しい子 どもたち

を支援 しつづけています。彼の将来に対する

意志 と願いはさらに私に気力を持たせました。

たくさんの奨学金合格通知が私の ところに来

ました。アメリカもあ りました。ニュージー

ラン ドもあ りました。 しか し飛行機のチケッ

ト代を出すことができず、大変惜 しかつたの

ですが、それ らの機会があつとい う間に目の

前を過 ぎていくのを眺め、そ して次回が来る

のをひたす ら待つ しかありませんでした。

私は落ち込むことはありませんで した。な

ぜなら自分の意志 と気力を信 じていたか らで

す。必要なのは努力することです。そ うすれ

ばたとえどんなに夢が大きかつた としても、

最後には自分の手に入れることができるので

す。仲間たちや私 より小さな子たちの環境に

ついて、また勉学 と生活を良くするため、人

生に立ちはだかる困難から奮起す るための彼

らのエネルギーについて、奨学金授与式で聞

いたのを私は覚えています。たくさんの芽が、

暗い影や痩せた土地か ら這い上が り、青葉 と

なつているのです。私 も青葉の 1枚です。で

すので私は暗い影 も痩せた土地 も怖 くあ りま

せん。彼 らのように私にも夢があ り、私 もそ

の夢のためにがんばります。なぜなら彼 らと

同じく、私 もいつ も光を信 じているか らです。

あと数 日すると、何年もの間ずつと慣れ親

しんだ自分の木の家か ら、親 しい人たちから、

そ して友人たちか ら離れ、違 う国で違 う生活

を始めることにな ります。私を自転車に乗せ

て試験に、学校に連れていつてくれた母のよ

く知つた汗を今度感 じられるのは、ずつと先

のことにな ります。長雨の夜に、雨漏 りの水

を受けるた らいに四まれなが ら、家族そろつ

て祖母の炊き立てほかほかのご飯をすする温

かさを今度感 じられるのは、ずつと先のこと

にな ります。今度祖母の傷んだ髪を抜いてあ
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げられるのは、今度母の肩をもんであげられ

るのは、ずっと先のことになります。そして

今度、日曜の朝青葉ファミリーの中でとても

楽しく奨学金を受け取れるのはずつと先のこ

とになります。しかしそれらのいとおしい思

い出を、この先の時間も私はずつといつまで

も心の中に持ちつづけていきます。力を出す

ため、大切なものを想 うため、そしていつか

近い未来それらの思い出に再び出会 うため。

この人生の初めには、ひとつも道はなかつ

たのだ、と言つた人がいるのをふと思い出し

ました。 日が過ぎ月が過ぎ、そして年が過ぎ

ていき、人々が行きつづけることで初めて道

ができるのだと。そして今になつても、まだ

人々は前に進みつづけたいため、道は長く限

りなくつながつていくのです。私はそのこと

を信 じています。なぜなら私も何万人といる

人間の中の一人であり、夢を実現させること

を渇望し、生きることに貪欲で、そして新し

いことを知り、それらを社会に貢献させたい

と願つているからです。私はそうできると信

じています。なぜなら自分が切 り開いた道を、

周囲のたくさんの人々に愛されていることに

よって生まれる自分の力によつて、自分の手

と知識によつて、人生のために注いでいる情

熱によつて、今進んでいるからです。このよ

うに信 じつづけることで、長い道のりが途切

れてしまうような日が来ることはあり得ない

と確信 し、私はその信 じた道を歩みつづける

ことができるのです。 (Le Trong huy Dan)

仲間 と手を取 り合つて

レ・ ミン・ニュッ ト

私 は現在、 フー ミー小学校 5年 1組の生徒

です。今 日は 日曜 日なので私 はこの手紙 を書

いています。まずはじめに里親様や先生方の

ご健康をお うかがい申し上げます。

そ して私のことについてですが、先生方や

里親様 も私の家庭環境について、もうご存知

だと思いますが、私は母を亡くし、家は貧 し

く、父は建設現場で働 く人夫の仕事をしてい

ますが仕事があつた りなかつた りで生活は苦

しく、父が私をロンホア孤児院に入れた とき

から私は学校に行 くことができませんで した。

それなので生活は今でもとても苦 しく、特に

勉強に関 しては、具体的にい うと学用品 。文

房具などや教科書は新学年の最初にはす ぐ買

うことができなくて、ずつと長いこと待つて

ようや く里親様か らのご援助をいただけた 日

に買 うことができました。

奨学金は勉強にとても役立った し、生活に

も大変役立ちま した。私は里親様、先生方の

大きなご恩を感 じています。これか らも決 し

て忘れません。 この大きなご思に何をしたら

応えることができるのか分か りません。_た つ

たひ とつわかることは、両親、ロンホア孤児

院、里親様、先生方が私に与えてくださつた

深いお気持ちに少 しでも応 えるために、まず

は一生懸命勉強 して良い成績をとることです。

里親様、私はロンホア孤児院にいますが、

100人 以上の友達 (みんな孤児です)と 一緒

に元気に暮 らしています。友達はみんな良い

人で、みんなで譲 り合い助 け合つて暮 らして

いるし、私は武術 も習つています。以前、院

は私たちをニャチャンやブンタウヘ海水浴に

連れて行つてくれました。それ以外にも私は

よくサ ッカーやバ ドミン トンをした り昔話を

話 した りしてとても楽 しいです。

手紙の最後に何 よりも一言申し上げたいの

は、里親様がいつもご健康で何事 も思い どお

りにな ります ようお祈 り申し上げている、と

い っことです。

もしできま した ら私にお手紙をくだ さい。

(Le �低nh Nhut)

◇◇◇
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■国際協カフェスティバルで活動をPR
ベ トナム子供基金は 2003年 10月 4、 5日  ました。

の両 日、東京・ 日比谷公園で開催 された 「国

際協カフェスティバル 2003」 (主催 :同 実行

委員会)に参加 しました。同フエスティバル

に出展するのは昨年に引き続き 2度 目。

「里親募集」 と書いたのば りを掲げた子供

基金のテン トでは、パ ッンフレットや本通信

のバ ンクナンバーを配布、約 250名 の来場者

が訪れ、事務局の説明に耳を傾 けま した (写

真)。

近年のベ トナム雑貨ブームを反映してか、

NGOや ボランティア活動に関心のある人々

だけでなく、観光旅行でベ トナムに行つた り、

旅行を計画している人々も現地情報を求めて

やってきました。また、ベ トナムからの留学

生なども集まり、小さな国際交流の輪ができ 来場者 (右 )に活動を説明する事務局長

■「文京区ボランティアまつ り」に初出展

2003年 H月 22日 、文京区民センター (東

京都)で 開催 された 「文京ボランティアまつ

り 2003」 (主催 :同実行委員会)にベ トナム

子供基金は初出展 しました。

文京区におけるボランティア・市民活動ヘ

の理解 と参加を促進することを目的 とした同

イベン トには約 1500人が来場、子供基金のブ

ースには約 80人が訪れました。

子供基金は、活動を紹介する資料を配付す

るとともに、味の素株式会社から提供いただ

いた 「アジア麺フォー」を来場者にプレゼン

トしました。

同時開催 された 「外国人フォーラム」にも

事務局か ら2名 が出席 し、中国人留学生やフ

ィリピン少数民族の教育支援をしているNG
O関係者 らと、アジアか らの留学生の 日本で

の勉強、生活のほか、ベ トナム、フィリピン、

一緒に活動をPRしたアジア学生文化協会日本語

コース生のグエン・チ・ トウ・ハンさん (中 央)

と運営委員の本間さんと小河原さん

中国の教育事情、そして、各団体の活動につ

いて話 し合いました。

,ご`  子

聡
ケ 森で
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■沖縄とベ トナムから学ぶ

村 田 光 司

ホーチ ミン (HCM)市 の中心部を流れる

サイ ゴン川を下ると、やがて周囲はマングロ

ーブの深い森に覆われます。広い湿地帯の中

に、いくつかの村が点在 しています。沖縄委

員会の支援先のひ とつであるカンザーです。

5年前、当時の現地スタンフ・脇平 さんの

はからいで、初めてカンザーを訪ねました。

森の中のでこばこ道 を進み、フエリーや小船

を乗 り継いで、カンザーでも最 も奥地にある

タンアン島に着きま した。そこでは、思いが

けない話を聞かされました。道中私たちが 目

にしたマングローブは、すべて人の手で植林

されたものだ とい うのです。ベ トナム戦争中、

カンザーは米軍の度重なる枯葉剤散布を受け、

4万ヘクタールの森が完全に消滅 して しまい

ました。戦後、住民の手で植林が始ま り、ほ

ば 4分の 3の森が蘇つた とい うことです。 こ

れは、東京 23区の面積の約半分にあた ります。

自然を取 り戻 した住民の地道な営みに圧倒 さ

れるとともに、ある複雑な思いを抱かされま

した。 とい うのは、米軍が使つた枯葉剤の多

くは、沖縄の牧港補給基地か ら運ばれた と聞

いているからです。戦争を通 して、沖縄 とカ

ンザーは深 くつなが り合つていた、とい う事

実を、意識せ ぎるをえませんで した。

それか ら3年後、スタンフの高橋 さんと一

緒に沖縄委員会のスタディーンアーを企画 し、

カンザーを再訪。私たちは森林公園の中のバ

ンガローに泊まり、森の静けさと魅力を満喫

しました。 しか し、道すがら、エビ養殖池の

造成により新たな自然破壊が進んでいる様子

も見ました。養殖池の経営者は主にHCM市
内の金持ちの人たちで、地元の住民は雇われ

て働いているそ うです。そ して、ベ トナムの

エビの最大の輸入国は、もちろん 日本です。

翌日、私たちはフィン・ヴァン・グーイさ

んとい うおじいさんを訪ねました。ダーイさ

んは植林の指導員ですが、エビ養殖のために

森が破壊されていくことに胸を痛め、森を守

り育てながらエビの養殖ができないかと考え

て、実践を始めていました。HCM市 の生活

・産業廃水で川の水が汚染されているため、

台風や高潮などで汚水が養殖池に流れ込むと、

大きな損害が出ます。その中で、試行錯誤を

繰 り返 しながら、瓢々と模索を続けているグ

ーイさんの姿に、強い印象を受けました。

昨年、もう一度カンザーを訪ねてみると、

素朴な干潟の海岸がちょつとしたリゾー ト地

に生まれ変わり、森を伐採 して道路の拡張が

進められていました。タンアン島では、海の

汚染が進んで漁民の生活がますます苦しくな

つている、という話を聞きました。また、前

年には潮位の上昇で多くの家が水浸しになつ

たそうです。しかし、嬉 しい出会いもありま

した。元青葉奨学生の青年が、経済大学を卒

業した後で故郷のカンザーに戻 り、貧困家庭

に少額のお金を貸 し出して自立を支援する団

体で働き始めていたのです。彼は2日 間、仕

事を休んで私たちを案内してくれました。

私が最初にカンザーを訪ねたのは、奨学生

たちに会ってみたい、という単純な動機から

です。 しかし、カンザーを繰 り返し訪ねる中

で、思いがけず多くのことを考えさせられま

した。ベ トナムの農・漁村の環境破壊や貧困

と、私たちの日本での暮らしが、さまざまに

つながりあつていること、そして開発と環境

という、沖縄でも鋭く問われ続けている問題

に、ベ トナムも直面していることを目の当た

りにしました。私たちの活動は、奨学金の支

援という限られたものですが、生徒たちが暮

らしている社会背景にも少しずつ目を向けて、

ベ トナムと関わる意味を考え続けたいと思つ

ています。

(む らた こうじ・ベトナム青薬奨学会沖縄委員会

事務局)
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■ベ トナム との交流紹介

北陸べ トナム友好協会がエルフ金沢で写真展

北陸ベ トナム友好協会の写真展一 日越交流

八年の歩み― 「ベ トナムの子 どもたちと里親

ボランティア」 (北固新聞社など後援)は 23

日、金沢市下本多町のエルフ金沢で始ま り、
ベ トナムの児童生徒 と県内の里親の交流を示

す 60J点 が訪れた人たちの目を引いた。

同協会では 1995(平成 7)年から、就学が

困難な児童生徒を支援する里親ボランティア

活動を続けている。活動を知ってもらい、支

援の輪を広げようと初の写真展を企画 した。

会場には同市内の里親がベ トナムを訪れ、

児童 と対面、交流する様子や児童か ら高校生

へと成長した奨学生の写真、手紙などが並ん

だ。ベ トナムの名所を紹介する写真や、児童

生徒の制服も展示された。28日 までで、25、

26日 にはベ トナム人留学生が学校事情などを

説明する。 【北団新聞 2003年 10月 24日 付朝

刊より転載 (一部算用数字に編集)】

編集部注 :北陸ベ トナム友好協会と8ページ

の村田氏が所属するベ トナム青葉奨学会沖縄

委員会は、ベ トナム子供基金 と同様、青葉奨

学会を支援 している協力団体です。

■み な さまの声 B思 い

ベ トナムが身近になったこの 10年

佐々木 和 子

私が朝 日新聞をみて、ベ トナム子供基金の

ことを知 り参加 させていただいてからもう 10

年たつのですね。きっかけは長女が高校進学

を決めた時期で した。同じ子 どもでありなが

ら、月に直せば千円でベ トナムの子 どもが高

校に行けるな ら、何かの 「縁」ではないか と

思つたからです。ですから長女は今 25歳にな

ります。

それまで、ベ トナムに関しては恥ずか しい

くらい (現在 もですが)知識がなく、 「ベ ト

ナム戦争」で国上が焦土と化 し、大変な時代

を経験 した国とい う知識 しかあ りませんで し

た。子供基金に参力日してからは「ホ タエ さん

を囲む会」に出席 させていただくょぅにな り、

ホゥエさんが 日本の大学で勉強されたことと

か、ベ トナムの子 ども、特に地方の教育の行

き届かない地域の子 どもにも勉学の機会を与

えたい とい う熱意や少ない予算で学校を建て

た りした計画性や実行力にいつも感心 してお

ります。先 日の質問でベ トナムでは女性が社

会的には活躍 しているケースが多いと聞き、

日本のほうが遅れていることも多いのではと

思つた りしました。

これからも同じアジアの一員 としてベ トナ

ムの子 どもたちを応援 していきたいと思いま

す。子供基金のお陰でベ トナムが身近にな り

ました。

10年前、我が家の子どもたちに 「子供基金

に送金 した」 と言つた ら、 「ココにも恵まれ

ない子 どもが 2人いるんだけど……」 と冗談

で話 していたことが昨 日のようです。

いつ も通信を読んでは感想を……と思つて

お りましたが、lo年とい うことで雑感を書い

てみま した。これからも通信、楽 しみにして

お ります。

(さ さき かずこ)
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■ベ トナム中が大騒ぎ

土 肥 明 代

本 日は普段の生活を少 しご紹介 させていた

だきます。私の勤務は月曜か ら土曜の朝 8時

から夕方 5時まで、昼休みが H時半から 1時

半です。昼休みが 2時間と長いのは昼寝のた

めです。私の部屋にはキッチンどころかガス

台 もないため (私 が買つていないだけです

が)すべて外食です。昼は ドンズー 日本語学

校の食堂で食べています。夕飯は 1人だと食

べに行 くのが面倒 くさく感 じて しま うため、

なるべ く人 と約束をするようにしています。

日曜 日は、予定のない 日は洗濯 と掃除ぐら

い しかしません。ごくたまに遠出をすること

もあ りますが、遊びに出るとしてもほとん ど

ホーチ ミン (HCM)市 内の近場のみです。

と言つても、HCM市 にはどこにも遊ぶ場所

はないので、スーパーやデパー ト見物、たま

に映画を観に行きます。ベ トナム人にとつて

もスーパーは遊び場であ り、親子連れがいつ

ぱいで、買い物 目的の人 と見物 目的の人でご

つた返 しています。

しかし近況を申し上げるとすれば、何をお

いても「SEA Games 22」 (第 22回東南アジ

ア競技大会)で しょう。いつの間にや ら国中

がこの SEA Gamesし か話題にしなくなつてい

ました。12月 5日 から 13日 までこのスポー

ツ大会がベ トナムで開催 されているのです。

ベ トナム人にとつては、このような大きなス

ポーツ大会がベ トナムで開催 され、国全体で

大騒ぎとなつたのです。まさに現在その大会

の開催中とい うことで、毎 日その話題ばか り

なのですが、特にす ごいのがサ ッカーです。

サッカーの試合のある日は、ベ トナムが勝つ

と街中が暴走族だらけになるのです。

純粋にベ トナムが勝つたことが嬉 しいのか、

それ ともただ騒 ぐことを楽 しんでいるだけな

のかわか りませんが、老若男女関係なく、友

達同士、恋人同士、親子…みんなそろつて赤

Tシャンにハチマキ、そ して国旗を持つて、

バイクで、あるいは自転車で街に繰 り出し、

その騒ぎが夜中の 1時 2時まで続 くのです。

私の両親 と同じ年 くらい と思われる夫婦も

います。赤ちゃんを間に乗せた若い夫婦 もい

ます。おたまでなべの底を叩いている男の子

もいれば、なべのふた 2枚 をシンバルのよう

に叩いている女の子 もいます。そ して、歩道

には国旗、Tシ ャン、ハチマキなどを売る大

人、子 ども、学生がいつぱい現れます。 これ

らのものを手に入れ さえすれば、誰でも売る

ことができるのです。当青葉奨学会のスタッ

フであるリーも、知 り合いのお兄 さんの手伝

いだとかで売つているそ うです。マラソン選

手の給水かのように、ス トローがすでに刺 さ

つた状態のジュースまで売 られていま した。

ベ トナム人の商魂には頭が下がる思いです。

外国人観光客もた くさんいる街の中心に向か

つて人が集まるため、西洋人旅行者 も、顔に

ペインティングをして国旗 Tシャンを着て、

国旗を振つて一緒になつて楽 しんでいます。

ビデオで録画 している人もいます。このよう

な 日は当然大渋滞が起きるので、どこに行 く

にも大変です。また事故 も多く、人が死ぬこ

ともあ ります。私 もベ トナム人の友人にバイ

クに乗せてもらい、興味本位で見物に行 きま

したが、本当に危険だと思いました。 しか し

いざ輪の中に入つてみると、やは り胸が とて

もワクフクしてきて、知 らないもの同士がひ

とつのことで一体 となつている感 じが、高校

生の時に行つたバ ン ドのコンサー トを思い起

こさせました。サ ンカ~で勝ったとい うだけ

で、こんなに大騒ぎして国全体で一体 となれ

るベ トナム人の国民性が、馬鹿 らしくも感 じ

ますが、しかしとてもかわいらしくも感 じら

れるのです。

(どひ あきよ 。駐ホーチ ミン市スタンフ)
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■事 務 局便 り

2003年は会員皆様のご支援を賜り厚く御礼

申し上げます。本年も会員皆様のご支援を賜

りたくお願い申し上げます。特に 10周年記念

事業には、皆様の温かいご支援を賜 りたく重

ねてお願い申し上げます。

2004年奨学生審査が厳粛に行われました。

ただちに2004年里子決定通知が行われており

ます。継続または新里子をよろしくお願いい

たします。なお、限られた時間内に多くの履

歴票の翻訳ならび発送作業を行いました。ご

質問、ご意見等がございましたら事務局まで

ご連絡ください。

2004年が皆々様によいお年でありますよう

心からお祈 り申し上げます。

第 3回里子訪 問ツアー予告

2003年 SARS流行で延期になりまし

たハノイ里子訪問ツアーを実施。里子お

よび里子家族 との交流、ハノイ市内観

光、ハロン湾ツアーを行います。

渡 航 先 ベ トナム・ハノイ市

期  間 2004年 7月 18日 (日 )か ら

7月 22日  (木 )3イ白5日

旅行代金 1人 H万円

※募集案内は次号ベ トナム子供基金通信

でご案内いたします。

■ ご入 金報 告 (敬称 略 )

2003年 9月

里親基金 (一 般):中台正四、塩谷隆、神谷尚代、小池正臣、小堀敬子、中塚正信、清川

幸、飯塚恵美、湊記代江、水野良治

黄梅基金 :中 台正四、飯田博康

2003年 10月

里親基金 (一 般):中塚正信、持田利子、北條恵以子、

藤田専二郎、玉村章枝、河合孝、福田和子、安部伸之、

東京美装 「従業員ボランティア基金」

賛助基金 :松 田幸子、久保大二郎、近藤吉太郎、 (有 )

田鉄雄、池島智世、佐藤吉信

金井雅子、高橋正利、福留智子、

湊記代江、佐藤春美、木村秀二、

サクセス・ ファーム、山田泉、櫛

2003年 H月
里親基金 (一 般):池 田仁、中台正四、唐沢輝雄、斯波悦久、湊記代江、渡辺丈太

一般基金 :竹本淳子、石岡キセ

賛助基金 :村 田栄司

黄梅基金 :飯 田博康

‐
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■どうしてベ トナムですか ?
会員の皆 さまの本通信への投稿 を歓迎いた します。テーマは 「どうしてベ トナムです

か ?」 。ベ トナム子供基金に参加 したキッカケ、なぜベ トナムにこだわるのか、また、子

供基金の活動お よび本通信へのご意見ご感想 をいただければ幸いです。原稿は、郵便・電

子メールで受 け付 けてお ります。原稿をお送 りくだ さる際は、連絡先 も必ず明記 してくだ

さい。採用原稿は、文意を変えない程度に編集す ることがあ ります。また、原則、ホーム

ページにも掲載いた します。あ らか じめご承知おきください。 (編集部 )

◎領収書の送付停止 について

これまで皆さまからお送 りいただいた支援につきましては、その都度領収書を発行 してまい

りま したが、業務の簡素化、通信費の削減のために2003年 4月 1日 より、郵便振替は郵便局の

受領証、銀行振込は銀行の送金明細票をもちましてベ トナム子供基金の領収書のかわ りとさせ

ていただいてます。また確認のために、年 4回発行する「ベ トナム子供基金通信」紙上で、お

送 りいただいた方のお名前と送金月を掲載 しています (11ペ ージ参照)。 もし、これまでと同

様に領収書を必要 とする場合は、その旨お知 らせいただければお送 りいたします。

ご理解ご協力 くださいますようお願いいたします。

ベ トナム子供基金会員募集

里親基金

午額一 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。

(学生会員は年額一 口10,000円 )

会費納入 は次の ところに

お願 いいた します。

日座名義 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。

黄梅基金 2～ 3ページをご参照 ください。
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