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2006年奨学金授与式を開催

ベ トナム青葉奨学会は 2月 26日 、ホーチミン (HCM)市で奨学金授与式を行い、青葉

奨学生のイェンさんと元奨学生のティンさんらが感謝と決意の言葉を述べるとともに、

HCM市奨学会のハイン会長が青葉の業績を評価するスピーチを行つた。授与式には、日系

企業の笠原氏、在 HCM市日本国総領事館の坪田氏が出席し、子どもたちを励ました。

■青葉奨学生あい さつ

グエン・タック ロハイ ロイェン

私の家庭は貧 しく苦しい状況であつた

ため、小学 4年生に上がったときに、青

葉ファミリーの一員 として迎え入れられ

ました。私が 2年生のときに父ががんに

かか り、会社を退職 させられました。そ

れにより、家族の負担は一気に母の両肩

にのしかかつたのです。

小学校教員のわずかな給料 と、地元行

政からの父への補助金のみで、母は家族

全員を養わなければならなくなりました。

私たち姉妹を学校に通わせるだけでなく、

さらには、父の薬の面倒も見なければな

らなかったのです。つまり、母にのしか

かる負担はさらに大きくなったのです。

母は今年、56歳になります。もう学校と

の契約は継続できません。年齢も高く、

心臓の病も抱えているにもかかわらず、

母は必死に働き、家族を養い、2人の子ど

もを学校に通わせているのです。

この母の苦労に、青葉奨学会は温かい

心で応えてくださり、学校を辞めなけれ

ばならないとまで考えた、私のような貧

しい生徒を助けてくださいました。 さら

に、学問の道を続けられるよう、すべて

の障害を乗 り越えられる翼を私に与えて

くださつた、里親様のことは決 して忘れ

ることはできません。私を一生懸命 ご支

援 くださいました青葉奨学会の先生方に、

深 く感謝申し上げます。何より、この何

年 もの間、子 どものように私をかわいが

ってくださった、私の 2番目の里親様に、

心か らの感謝の言葉を送 ります。私の学

奨学生の胸に花を飾るホウエ氏

会員総会を 5月 20日 (土)に開催いたします。詳細は 4ページをご参照ください。



業、生活環境を気に掛けてくださいまし

た。私は自分が孤独ではなく、里親様、

先生方、そして友人たち、皆に心配され、

応援 されていることを知 り、本当に感動

いたしました。

青葉奨学会の先生方、敬愛する里親様

とご家族の皆さまの、今年 1年のご健康

とご幸福をお祈 り申し上げます。私は、

両親、里親様、そ して青葉ファミリーの

先生方 と仲間たち、全員の愛情に応え、

私 自身が今後、自分 と同じような状況の

子 どもたちを両手で迎え入れる人間にな

れるよう、一生懸命に勉強することをお

約束いたします。

(Nguyen hach Htt Yen)

*    *

■元青葉奨学生あい さつ

グエン ロカイン nティン

私は現在、 ドンズー日本語学校 2006年

度留学生クラスに所属 しており、8年間、

青葉奨学金をいただいていま した。 自分

が青葉ファミリーの一員であることを、

大変誇 りに思つてお ります。小 さな一小

学生でしかなかつたころから、優秀な成

績で学校を卒業するまで、私が一歩一歩

成長 していく姿を、8年間にわたつて青葉

ファミリーは見守ってくれていました。

私に奨学金を支給 してくださつたホ ゥ

エ校長 と里親様に、心より感謝申し上げ

ます①8年もの間、校長先生、先生方、そ

して里親様からのご関心を受けることが

できたおかげで、自分の人生にはまだた

くさんの喜び と自信が待ち受けているこ

とが分かりました。

この奨学金は、私の学業に伴 う私の家

族の不安、苦労を軽 くしてくれました。

青葉ファミリーは、常に私たちのことを

奨学生代表たち。左端は、シラサキベトナムコ

ーポレーション代表取締役社長の笠原重徳氏

しつか りと見守ってくれていま した。本

当に、奨学金支給 日は、毎回が新 しい学

びの 日であ り、新 しい喜びの 日で した。

奨学金をいただける喜びだけでなく、そ

れ以上に、同じ奨学生仲間に会い、共に

レクリエーションを行えるからです。

遅刻 した り間違いを起こした生徒がい

たときには、先生が間違いを正 し、やる

べきこと、や らなければならないこと、

や るべきでないことを、厳 しく私たち全

員に指導してくださいました。これらは、

私たちの今後にとつて大変貴重な、礼儀

についての教訓となつています。

奨学金授与式には、皆 さんとともに 8

回出席することができました。校長先生

からのご指導を受け、皆 さんとともに遊

ぶこともできました。 これ らは決 して忘

れることのできない思い出です。 ドンズ

ープログラムの学生 となった今では、私

の奨学金もおそらく他の仲間に支給 され

ていることでしょう。奨学生の皆さんが、

先生方や里親様のお気持ちにふさわしい

生き方をしてくださることを願います。

私は現在、あらためて、 日本に留学す

るための奨学金を受け取ることができま

した。青葉ファミリーが私の最初の支え

となつてくれた人であるとすれば、 ドン
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ズーファミリーはまさしく、先生方から

の トレーニングを受け、ミーティングの

際には校長先生からのご指導をいただけ

る、自分をさらに成長 させてくれる場所

と、私自身感 じています。

国中の各地から集まった仲間たちとと

もに、 日本語、数学、物理、化学を勉強

する以外にも、体を鍛えて、日本に行つ

てか ら仕事も学業もしつか りと行えるよ

う、男子 も女子も毎朝マラノンと体操を

しなければな りません。仲間たちは誰も

が非常に良い人たちで、北部、中都、南

部わけ隔てなく誠実に付き合い、地域の

違いも、言葉による偏見もありません。

こうやって仲間とともに過 ごすようにな

り、彼 らは家族 と離れて暮 らし、自分の

力で生活 しなければならず、非常に苦労

していることが初めて分か りました。私

は自分がとても恵まれていると思います。

ドンズーファミリーの一員 とな り、私

も仲間たちも、 ドンズーの人間としてふ

さわしい生き方をするべく、3つの誓いを

心に刻んでお ります。それは、常に一生

懸命勉強し、才能と道徳を磨き、そして、
ベ トナムをますます豊かにするべ く、自

分の能力を貢献させることです。

いguytt Khanh Tin)

*    *

■HCM市 奨学会会長祝辞

グエン・ヴァン・ハイン

青葉奨学会は、これまで活動の発展を

続け、その結果、何万もの困難を抱えた

生徒たちが、安心して勉学に励めるよう

になりました。これは、大変喜ばしい成

果であり、同時に、先生方、ご家族、そ

して青葉奨学会代表でおられるグエン・ド

ク・ホゥエ先生の幸福、誇りでもあります。

HCM市奨学会では、青葉奨学会による

奨学金プログラムの結果を尊重 し、高く

評価いたしてお ります。そして、この奨

学金プログラムが今後も発展を続け、さ

らに多くの困難を抱えた子 どもたち、特

にへき地、少数民族地域の子どもたちに

まで、支援が拡大していくことを期待い

たしております。

学生の皆さんは良い勉強方法、学習態

度を身につける必要があるでしょう。そ

れは、自分ひとりで考える力を持ち、探

究心、創造力を高め、自発的に学ぶこと

です。さらに、学問と実行を関連させ、

基礎知識を固め、学業の質を確かなもの

としなければなりません。

日ごろから道徳心、自分 自身の生き方

を磨き、体を鍛えてください。皆さんが、

文化的態度を持つた、親孝行で、先生を

尊敬 し、友人たちに誠実な、社会に役立

つ人間に成長 してくれることを願つてい

ます。麻薬や他の社会弊害に、絶対に手

を出してはいけません。この場をお借 り

して、ご来賓の皆さま、先生方、学生の

皆さん、ホゥエ校長ご家族皆さまの、新

年のご成功とご幸福をお祈 り申し上げま

す。

(Nguyen X/an Hanh)

奨学生に証書を授与する坪田樹理副領事



会 員 各 位

2a16年 4月 15日

ベ トナム子供基金

代表 近藤 昇

のご通知

需  ますます御腱務のことと潮 申し上げま坑

平素はベトナム子供基金の活動イ副謗ヽヽ ご支援を賜りお礼申し上げま坑

さて、下記の通り2006年定期会員総会を開催いたしま坑

ご多に中恐縮ですがご出席いただきたく、ご通知申し上げま坑

扱

記

日時  2006年 5月 20日 仕曜日)年後2時から4時

場所  アジア文化会館教室

蒻臣死寺者臣政□申〔[丞ン棒馬句随12-12-13

電話 03■ 946望121(イ粍⊃

調  1議 2005帥
2号議案 2CIC15年沢算報告及び会訓監査報告

3→弄霧こ 2CX16帥
4f許請発夢ミ 2006企Fゼ砕多袈舅ミ

スピサ

ベ トナム人留学生の課題

、搬ytt KhanhTm(グエン・カン・チ功 (元青葉奨学生 )

会員総会は会員の三分の一以上の出席をもつて成立しますが、全国各地にいらつしゃる会員が総

会にご出席いただくには大変ご無理な状況にあります。この現状から総会当日、ご出席できない方

で委任状晃出のない方は議長―任とさせていただきま坑 ご理解とご協力お願いいたしま坑

なお、総会出欠はがきにご記入のム 5月 16日 ∞ までに切手を貼つてご返信くださヤ比

以 上

■鹿Brl、 58寄鵡齋瑞筆勢 らヽ寄付

茨城県鹿島町立鹿島小学校 (現鹿嶋市立)を 1958年に卒業し

た同窓生24人から、子供基金10周年記念事業「類 に35

万 8000円 の寄付がありました 卵 きつ力斗サイk一昨年の同

窓会の席上。これまでの会費余剰金が約 20万円を超えたことか

ら 剛 を迎える節目の年に、社会に役立ち記念に残るものを』

と話し合っ泡 (1月 13日付毎酵研¶。茨城新聞 (1月 14団0
でも紹介されました。写真 :募金を手渡す同窓会代表の3人 (左から大里ミヨ子さん、塩入清さん、

上久保敏子さん)と子供基金の飯田事務局長、子供基金茨嫉県支部の値田泰史事務局長 醐 。
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ベトtA-2005第 議爛浩

ベ トナム子的 』訪Hデさまで 2005年 6月 3

日、10周年を無事迎えることができました。会員

皆さまのご協力に深く感謝申し上げますと同時に

権 の胸 ヽ ご`支暖を重ねてお願い申し上げま坑

05年はベトナム青葉奨■飼鞠 1048万 6225円

の支援ができました。内訳は青葉奨学生への奨学

金として406名分440万 45円と封礎当溢595万 3680

円です。黄梅基金はロンアン省 ドンタイン小学校

とベンチェ省ホアロイ小学校 2校の建設が実現し

ました 学生たちは 05年の新学期から新しい校舎

で勉強しています。学校建設にご協力いただきま

した皆さまに厚くお礼申し上げま
｀
九 黄梅奨学基

金の預金利息から農村・漁村・山岳地域の恵まれ

ない子どもたち400名に奨学金を支援しまし亀

ベ トナム子供基金通信は 31～33号と 10周年特

集号の発行をいたしました。ベ トナムの子どもた

ちが学業に精進している様子や子どもたちの将来

に対する希望などが会員の皆さまにお伝えできた

ことと緻vヽま坑

今年も青葉奨学会に日本人ボランティアニ藤由

美子さんの協力がありました。青葉奨学会の運営

や里子面会・交流会のお世話をしていただきまし

た。ベ トナム子供基金が安心して活動できたのは

青葉奨学会日本人スタッフのおかイデと心から感謝

申b■げ港寺尾

05年 10月 3日 から12月 25日 まで約3カ月間、

青葉奨学会スタンフのグエン・ティ・ミー・ジエ

ンさんが来日し、日本で研修を行いました。今後

の青葉奨学会の活動に期待いたしま坑

05"は 21名、うち 17名 20口 が里親

基金の会員です。長いお付き合いを心からお願い

申し伽ザま坑

05年収支決算のとおり、錦 下般基金の収

入は大変厳しくなっております。今年も経費を削

減し、青葉奨学会支援総額に対する経費金額を少

なくする努力をVヽたしまし濫

運営委員会は毎月第 3土曜日に運営委員と会員

の出席で開催されました。里子履歴票ならび里子

の手紙翻訳はボランティアの皆さまのご協力で大

変スムーズに行われまし抱 陶 寸申し伽舟
ウ
先

10障 講 る 05年が鮮勢こ黎わりまし亀

鎖 ならびに理 さまに球芽L申 しコ滋 坑

ベトナム子供基金2006年活動計画 ∞

2006年は、子供基金が受け持つ青葉奨学生 (里

子)k10名が夕いして学業に僑進できるよう奨学金

支援を継続いたしますと黄梅奨学基金では農村・漁

村・山岳地域の恵まれない子どもたち 500名以上

の奨学金支援を行いますと学校建設黄梅基金では

新たに6教室と職員室の小学校建設を予定してい

ますD昨年建設しましたベンチェ省ホアロイ小学

校の追加附帯設備 (水道とトイレ)工事を行いホ

アロイ村の希望を実現させ旭v｀ と願つておりま坑

第4回スタディツアーイン ノヽイ市 9ヒ|り 、ダナ

ン市 (中部)、 ホーチミン市 (南部)を訪問し、遠

足に参加した青葉奨学生との交流会を行いま坑

ベ トナム子供基金通信は、青葉奨学生を中心に

ベ トナムの教育事清について会員皆さまにお伝え

できることを目標に発行いたします。インターネ

ットによるホームページは子供基金の実晴が多く

心＼ 翰 できるよう旧鶴続更新しま坑

過去 10年ボランティアで日本人が青葉奨学会事

務所に勤務しましたが、今年から日本語でお世話

くださるのはベトナム人のミー・リエンさんで九

よろしく濶願いいたします。丸山明美さん、脇平

裕美さん、高橋佳代子さん、土肥明代さん、二藤

由美子さんには大変お世話になりました。あらた

めてお礼申b■lチ封九

里親基金、下般基金、賛助基金の収入は大変厳

しくなっております。経費予算を一段と削減し、

青葉支援総額に対する経費害1合を少なくいたしま

した 会員皆さまの物 を潤園′ヽ たヽしま坑

子供基金は、ボランティアの皆さまのご協力で

運営されていますと里子手紙の翻訳、イベントヘ

の効 日、運営委員の皆さまには今後ともご協力お

願いいたしま坑

-5-



2006.1.12

項 目 A2005年予算額 B2005毎三決射「額 B‐A差額

*収入

当期里親基金 (一般) 5,280,000 4,740,371 ▲539,629

当期里親基金 (学生) 20,OOC O ▲20,OOC

当期一般基金 450,00C 366,000 ▲84.000

当期賛助金 250,00C 535,711 285,711

責梅基金 5,500,00C 5,755,000 255,000

利息 その他収入 150,00C 115:505 ▲34,495

当期総収入 11,650,00C 11,512,587 ▲137,413

前期繰越額 1,969,057 1,969,057 0

収入合計額 13,619,057 13,481,644 ▲137,413

*支出

奨学金 4,200,OOO 4=400,045 200,045

ベトナム黄梅基金 5,400,000 5,953,680 553,680

その他支援 100,000 132.SOO 32,500

支援金額合計 9,700,000 10,486,225 786,225

経費

郵送費 227=200 226,96C ▲240

事務所費・会議受 99,384 93,284 ▲6100

印刷費・コピー費 160:000 163,657 3,657

通信費 37,200 29,129 ▲8071

年会費・参加費 0 0 0

備品購入費 40,000 44,748 4,748

スタッフ活動買

ホーチミン事務局 315,000 322,500 7,500

東京事務局 380,000 380,000 0

損害保険 66,000 66,000 0

交通費 (ホーチミン) 70,000 73,320 3,320

交通費 (東京) 78,000 85,060 7,060

雑費・振込み手数料 40,000 36,285 ▲3715

当期経費支出額 1,512,784 1,520,943 8,159

当期収支差額 2,406,273 1,474,476 ▲931,797

*当期繰越金差額 2,406,273 1,474,476 ▲931,797

収支計算書 (案 )

(自 2005有三1月 1日  至2005勾三12月 31日 )

2006年予算 (案 )

2006鋼三予算

5,280,000

20,000

350,000

3501000

5,500,000

O

11,500,000

1,474,476

12,974,476

4,600,00C

5,500,00C

C

10,100,00C

227,20C

99,384

148,500

37,200

0

40,000

120,OOO

360,000

0

50,000

78,OOO

40,000

1,200,234

1,674,192

緊急支援

基金収入

前年繰越金

基金支出

次年繰越金

(円 )

O

66,472

0

66=472

流動資産

普通預金 みずほ銀行駒込支店 (一般回) 694,618

みずほ銀行駒込支店 (黄梅口) 68,295

みずほ銀行駒込支店 (nifty) 27,402

郵便振替口座文京グリーンコー ト (一般口) 606,359

郵便振替口座文京グリーンコー ト (黄梅口) 39,865

郵便貯金   文京グリーンコー ト 37,937

現金 O
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■理解の心と厳しい視線で

工 藤 由美子

この度、2年間の任期を終えて、無事に

帰国することができました。子供基金の皆

さまには、私が青葉奨学会で仕事をするに

あたって、多大なご協力とご理解をいただ

きましたことを、この場をお借 りして、心

よりお礼を申し上げます。また、ベ トナム

で多くの里親様にお会いできたことと青葉

奨学会を通じて多くの貴重な経験ができた

ことは、私の大切な宝物だと思つています。
ベ トナムでの生活は、語学を学んでいた

時期を含めますと、約 4年になります。語

学を学んだ後は、会社というよりは、ベ ト

ナムとより深くかかわることのできる仕事

を強く希望しておりましたので、青葉奨学

会で貴重な体験ができたことを大変うれし

く思います。

仕事だけでなく、ベ トナムという場を通

じて、日本では絶対に会うことができない

方々と知り合うことができ、自分自身の価

値観や日本という国を考え直す機会にも恵

まれたと思つています。
ベ トナムでは、仕事においても日常にお

いても、常に外国人という立場を意識し、

頭の中では葛藤がうずまいていて、感情や

感覚がいつもフル回転だつたような気がし

ます。何より、自分のこと見つめ直すきつ

かけになった4年間でもありました。

私は、大学で社会福祉を専攻していたた

め、国際協力や支援について深く学んだ経

験がなかつたので、ベ トナムにおいては日

本人として理解し難い面も多々ありました。

里親様の中にも、ベ トナムに対して疑問を

お持ちの方は少なくないと思います。ベ ト

ナムと日本は、国の体制や国民性、経済面

においても大きく異なるため、簡単に理解

することはできるはずもないのですが、理

左から:工藤由美子さん、青葉スタッフのミー・

リエンさん

解の心と厳しい視′点を持つて、接していた

だければと思います。

国内外を問わず、支援というものの最終

的な目標は、相手側の自立にあると私は考

えています。現在は、多くの里親様の協力

によつて、ベ トナムの子どもたちが勉学に

励んでいるわけですが、将来的には、ベ ト

ナムの人々が貧しい子どもたちを救える社

会になることを願わずにはいられません。

子どもたちの手紙を翻訳している中で、
「里親様のようにベ トナムの子どもたちを

助けられる人になりたい」という手紙を目

にしたときには、ついついうれしくなった

ものでした。子どもたちの中にこのような

気持ちを育てるきつかけを少しでも与える

ことができたことに大きな成果を感じます。

実際、青葉の子どもたちの生活環境は、

まだまだ厳しい状況にあるわけですが、こ

のような子どもたちにこそ、これからのベ

トナムを担つてほしいものです。私自身も、

自分のできる範囲で協力できればと考えて

いますЭこの2年間、子供基金の皆さまに

は、大変お世話になりました。これからも、

子供基金のますますのご活躍を心よりお祈

り申し上げます。ありがとうございました。

(前駐ホーチミン市スタッフ・くどう ゆみこ)
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■里子からの手紙

師範大学を目指して

ゲエンロティロアインロダオ

里親様のお手紙を受け取つたとき、私は

とてもうれしく幸せに感じました。私は 8

週間の試験期間がちようど終わつたところ

で、学年で 1番になったんですよ !

ベ トナムで教師になるには、大学か短大

に合格しなくてはなりません。今も教師に

なりたいと夢見ていますが、教師として働

けるかは分か りませ ん。 ホーチ ミン

(HCM)市では大学に合格することは大

変難しいのです。各学校では教師がすでに

足りているため、若い教師は学校を卒業し

ても教える場所がありません。そのような

事情もあつて各師範大学の合格基準点は大

変高いのです。私の国では、一番高い基準

点の大学は百科大学で、次いで医薬大学、

第 3位が師範大学です。

大学入試には4つの選択科目群がありま

す。△系は数学、物理、化学、B系は物理、

化学、生物、C系は国語、歴史、地理、D

系は数学、英語、国語です。教師になりた

い場合、4つの系どれを選択しても構いま

せん。私は A系にするつもりですが、あま

り自信がありません。各科目とも 10点満

点で3科目の合計は30点なのですが、HCM
市師範大学の合格点が大変高く、26.5J点

なのです。つまり2科目は 9点で残り1科

目で 8.5点取らなくてはなりません。同大

学の志願者は 1万 2000人ですが、2000人

程度しか合格できません。また、南部の受

験生だけでなく各地の受験生も HCM市の

大学を受験します。

ですが、私の家はまたもや困難に直面し

ています。大学の費用は大変高額な上、4

年間かかるので、家族が私の学費を工面で

きないのではないかと心配しています。も

し短大だつたら学費も少なく在籍期間も 2

年間です。短大の場合、中学校で教えるこ

とができます。中学校時代の先生方はほと

んど全員が短大卒でした。

大学に合格できたら、一生懸命勉強しな

がら働くつもりです。もし放課後アアレバイ

トをしたら毎月平均 2500～3300円の収入

になり、生活費や家賃の一部に充てること

ができます。近所の先輩によると、大学で

イま 1カ月の生活費は 7500円 、ベ トナム通

貨で 90万 ドン相当です。この金額は私の

家族にとつては非常に高額です。毎月の総

収入は 4500円 に届きません。私は自分で

自分の生活を賄えるようお金を稼ぐつもり

です。もしかしたらすぐに大学で勉強せず

1年間休学して働いて学費が貯まつてから

通学することになるかもしれません。

私の母も教師です。働き出したのは 20

年も昔のことで当時は教師が不足していた

ので、母は中学校を卒業しただけにもかか

わらず教師になることができました。でも

幼稚園でしか教えられず、収入も月約 4300

円と非常に低額です。今は新卒の教師の初

任給は月約 5000円 です。

もし里親様がベ トナムにお住まいだった

らどんなにいいでしょう。将来里親様が定

年退職されたら、そのとき私はもう働いて

いるでしょうから、私が里親様を養つて里

親様の面倒を見ます。私は里親様のそばに

いて里規様のためにベ トナム料理を作つた

りして…。私はこれからもずつとお手紙を

差し上げます。里親様のおそばには里親様

に助けられた河ヽさな娘、私がいることをい

つも覚えていてくださいね。

里親様とは未だ一度もお目にかかつたこ

とがありませんが、私はいつも私たち二人

がいつかきつと会えると願つています。も

しできましたら私に里親様のお写真を 1枚
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送つてくださいません力、 私はそれをとて

も大切にして、本物の里親様を見るように

里親様のお写真を眺めることでしょう。べ

トナムでは、遠く離れて暮らしている家族

は日ごろ写真を送りあつているのです。

手紙の最後に里親様の末永いご健康とご

幸運を謹んでお祈り申し上げます。いつか

里親様とおロイこかんヽれますように。

mguyen Thi Anh Dao)

両親の しつけに感謝

ァィンロテイ・テウ

手紙の始めに里親様のご健康とご多幸を

謹んでお祈り申し上げます。特にクリスマ

スと西暦の新年を間近にした今、里親様と

ご家族様に私の心の底からの祝福をお送り

させていただきます。あらゆる人が不安や

心配で心にぽっかり穴を開けてばかりいる

貧しい土地、クリスマスや西洋の新年の日

も他の普通の日と変わらないベ トナムの田

舎の村々から、これらの祝 日に参加 しその

喜びを感じ取ることができたらいいなあと

私は願つています。

現在大学の門が開かれようとしています

が、それはまた新たな厳しい試練が私に訪

れることを意味しています。私はそのとき

に里親様や慈善団体の皆さまの時機に見合

つたご援助を受けられたらと願つています。

家庭や経済的な理由で私の成績が低下し

たら里親様はうれしくないかもしれません。

里親様ごめんなさい。私は生徒として、子

どもとしての責任を全 うしようと努力しま

せんでした。でもこれからも引続き尊いお

心を受け取らせていただき、この困難を分

かち合つていただきたいと望んでいます。

私の大きな夢は、効果のある仕事をする

ために一人の良い国民となり道徳、知識を

備えた人間となれるよう勉強することです。

私の両親は私をとても信じていて、私が少

なくとも委員会や党が証明するような素晴

らしい業績を上げるだろうと信じています。

農民は田んばや豆畑に慣れ親 しんでいる

にもかかわらず、私の両親は二人とも私た

ち子どもの学業のことを心配してくれまし

た。家の経済状態は非常に厳しいですが、

まだ一度も両親は私たちに家の手伝いをす

るために学校を休ませたことはありません。

私は自分の両親が私たちをきちんとした人

間に育てしつけてくれたことに感謝してい

ます。私は里親様と私の心臓に鼓動を与え

てくれた両親に感謝しています。

(Di� h heu)

女優 になって思返 し

グエン ロテイ ロトゥイ ロリエウ

お父様のお手紙を受け取り私は幸せです。

お父様が私のことを「CON(子 ども)」 と

呼んでくださり、ご自分のことを「BA(お
父さん)」 と書いていらしたのでとても感

動しました。

また春がやつてきました。2006年戊年

です。ベ トナムではこの季節、北東の風が

吹き黄梅が満開になります。あつという問

に旧暦 12月 (西洋では 1月 )になつてし

まいました。お父様に再会 したときのこと

も夢のように過ぎ去ってしまいました。

お父様が私にくださつた手紙で、子ども

たちに会 うためにベ トナムにまた来て、ロ

ンアン (LongAn)、 ベンチェー (Ben Tre)、

カーマウ (Ca Mau)に も立ち寄ると書い

てありました。そこまで読んで私は自分の

田舎のことを思い出しました。私はずつと
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帰省せず、祖母に長い間会つていないので

す。祖母はもうすごく歳をとっています。

もし機会がありましたら私の家族と一緒に

祖母に会いに行きましょう。祖母は私が青

葉奨学会や里親様の話をするのを聞きたが

つています。

私はもう 16歳になり、誰かのために何

カトするときイこ自分がうれしく、 さら1こ :幸せ

であることを自分の心の深いところで感 じ

取つたり、自分のしていることを理解した

りするのに十分なくらい成長 しました。

私は青葉奨学会にとても感謝 しています。

生徒としての道徳と自党を積み重ねる場所

なのです。私はいかなるときも奮闘し成長

していかなくてはなりません。私がこんな

ことを言つているので里親様は驚いている

だろうと′ほいます。将来生活が安定したら

他の人々を助けてあげたいと思います。私

は奨学会の先生方が歩んだ道や里親様の進

まれた道を歩んでいきたいのです。まだ若

い間は何でもしなくてはいけません。私は

そのことを理解 し、たくさんの自分がやる

べきことを自分で考えました。

私ももう 10年生になりました。もうみ

んなの間に見え隠れする 7歳の子どもでは

ありません。今は英会話を勉強しています①

毎 日私は午前と午後の両方学校に行きます。

家から学校まで自転車で 25分かかるので、

休む時間が少ししかありません。

お手紙の中でお父様は女性歌手のミー・

タム (My Tam)の歌が好きだとおつしや

っていました。私も彼女の歌はすごく好き

で、ミー・タムの写真も集めています。お

父様がベ トナムにいらしたら、写真をプレ

ゼン トしますね。ベ トナムらしくて若々し

い純粋さが出ていますよ ! 彼女はスター

にふさわしいです。

大きくなって女優や映画監督になれたら

いいなあ。そして、貧しくても勉強好きな

子どもたちや、あらゆる場所にいる貧しい

人々の生活が改善されるための奨学金を作

るための収入を得 られたら、お父様にも利

益の一部をお渡しします。フオ !こ れは何

て素敵なのでしょう。誰かに 「どうしてそ

のような考えを持つたのですか」と質問さ

れたら、私は 「お父様やホゥエ校長、奨学

会の先生や先輩方に学びました」と答える

でしょう。でも夢はまだ夢に過ぎません。

私はそれが現実になるまでずっと夢を育て

ていきます。両親はこのことにあまり満足

していません。彼 らは私がもつと自分に適

した別の職業の勉強をしてほしいと思って

います。将来、私が監督か女優になってい

たにせよ、私は先生方や由美子さんのよう

に日曜日には青葉奨学会に来て、子どもた

ちに奨学金を支給するお手伝いをしたいと

思います。

(Nguycn Thi ttuy Lieu)

■今井記念海外協力基金から助成金交付

ベ トナム子供基金は 2005年、学校建設

黄梅基金 によ リベ ンチェー省 ホアロイ

(Hoa Loi)小 学校に 3教室の立派な校舎

を建設しましたが、予算の関係で水道や ト

イレなどの附帯設備を寄贈できませんでし

た。06年には、ホアロイ村の希望もあり

附帯設備の設置を実現 したいと願つていた

とき、公益信託今井記念海外協力基金の助

成金募集があり申請しました。同基金の諮

問委員会にて審査の結果、40万円の助成

金が交付されました。06年黄梅基金の予

算を加えて附帯設備工事を行います。

■編集後記 :第 4回スタディツアーは 6月

に出発、ハノイ、グナン、HCM市 で奨学

生 との交流会を開催 します。里子を激励 し

つつ、ベ トナム縦断の旅です。帰国後の報

告を乞 うご期待。 (望月)
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■事務局便 り

おかげさまで 2006年の活動は無事スタ

ー トいたしました。2006年青葉奨学生 400

名が確定し、2月 26日 (日 )に第 1回奨

学金授与式が厳粛に行われました。今年

の奨学生は継続 344名 、新規 66名でした。

里親 と里子の組み合わせも無事終わりま

した。里親の皆さまの温かいご支援をあ

らためてお願い申し上げます。毎年里子

の手紙は多いのですが里親からの手紙は

少なく寂しく感 じてお ります。お忙 しい

こととは思いますが、簡単な手紙でも結

構です。是非、里子に手紙を送つてくだ

さい。お願いいたします。里親基金の収

入が激減してお ります。ご友人、お知 り

合いの方でご協力いただける方がいらつ

しゃいましたらご紹介ください。2006年

も皆さまのご協力を心からお願いいたし

ます。 (飯田)

■ご入金報告

ご支援あ りが とうございます (敬称略 )。

2005年 12月

里親基金 :金城清喜、薄田純子、三好重仁、村

田栄司、松石陽子、雨宮徹、渡辺洋子、阪本恵

美子、岡準造、今井幸恵、豊裕晃、木塚晴夫、

久戸瀬由紀子、山形育子、曽田貫一、柴田愛子、

本間きく、小河原理枝、河合孝、窪寺裕子、橋

本誠勇、佐藤春美、斯波悦久

一般基金 :佐々木和子、代田泰彦、小沢玲子

賛助基金 :椙山アヤ子、曽根良枝、岸本康弘

2006年 1月

里親基金 :中台正四、岡村多美子、久保田詔子、

佐藤成子、清水匡、安部伸之、山之内美佐子、

末松幹生、小山明、小谷増璃子、笠原省二、北

條恵以子、中村伸、中林義光、佐藤一也、石田

晴子、高鳴常雄、高橋強、くにたち地域国際交

流、仙波広雄、斉藤淳、北川郁子、関根雅彦、

小松智哉、海老澤純子、中達秀世、米花伸子、

菊池幸子、渡辺員理子、池田仁、横野令延、北

村慶一、グランダーム・印波 。ナカ、金子員子、

松田員、藤田専二郎、國枝武士、金井雅子、光

武まち子、水野良治、竹内祀子、馬場登、尾形

嘉吉子、堺ゆみ、平田宏

一般基金 :鶴尾能子、馬場喜代子、大越貴子、

勝見修子

賛助基金 :松田幸子、阿部潤、ACAアクア、池

島智世、柳澤薫、川上博美、併藤員矢、馬杉栄

黄梅基金 :海老澤純子、芳賀善正、佐藤郁太 33

ひまわり気 福田和子、外略

2006塗F2)可

里親基金 :小山雪子、湊記代江、Maret飛鳥、

高橋笙子、小林正敏、池田篤志、東京美装興業

「従業員ボランティア基金」、小形康善、千田

幸子、塩原理弥子、姜只成、小島綾子、小原洋

二、高階三樹雄、吉松繁利、福留智子、須田美

智子、中塚正信、神徳和郎、井上次郎、桂のぶ

子、東京西北ロータリークラブ、伊藤栄子、中

村一恵、三浦一生、関武雄、荊 II勝、牧恵美子、

中塚正信、長澤俊明・理恵子、原二郎、鈴木信、

正者敬一、門屋千重、村松直子、吉川素子、竹

内聡子、前田徳雪、石翔頂子、樋 |1宏子

一般基金 :官原彬

賛助基金 :井上次郎

0最終入金日のお知 らせ :里親基金 と一

般基金の最終入金 日を封筒の宛名ラベル

に表示 しました。表示は 「会員番号 (KD―

×××)年 /月 /日 」 となっています。

次回ご入金の参考にしてください。
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■2006年 3月 31日 現在の会員と奨学生 (里子):

里親基金 :205名 (252口 )、 一般基金 :44名 (48口 )=青 葉奨学生400名

べ トナム子供基金 10周年記念事業

ベ トナム黄梅基金

1口 l万円
ベ トナム子供基金の会員で基金を設立します。

お申し込みは次の専用口座にお願

いします。

口座名義「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

支店番号 559

普通預金 8071959

個別黄梅基金

1口 30万円以上

個人またはグループで黄梅基金を設立します。基金の

名前、支援地域・学校等は、ご相談の上、決定します。

学校建設黄梅基金
青葉奨学会と相談の上、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。

べ トナム子供基金会員募集

里親基金

年額 1口

2万円

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 トナム青葉奨学金から子どもの履歴票が届き、子どもとの手紙

のやりとりができます。 (学生会員は年額 1口 1万円)

会費納入は次の口座にお願いしま

丸

口座名義 「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 1口

1万 2000円

子どもたち全体の「里規」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、子どもたちの様子をお伝えします。

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。

べ トナム子供基金

東京都文京区本駒込 2-1213

アジア文化会館内 〒113-8642

電話 (代表):03-39464121

ファクス :033946-7599

電子メーール :kodomo kttkittnifty com

ホームページ :http://homepage3 nifty.com/vcf/   ファクス :3488477527

ベ トナム青葉奨学会

QUY HOC BONG LA Xハ さ耐

c/o TRUONG NIIAT NGU DONG DU

43D/46 Ho Van Hue, Q  Phu Nhuan

Ho Chi Minh, Viet Nam

日目言舌:84-8-8477359
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