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ペ トナム訪間ツアー

昨年8月末にグラット市で子供達と共に過ごすベトナム訪間ツアーを試

験的に行つてみました。参加された皆さんの座談会を2回に分けて報告し

ます。
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ベトナム訪間ツアーに参加して 。・・

―  ッアー参加者座BH会

ッアーの内容
8月

ち:日  雫ヮ安亡省象峯翠晨鼻詣ご市内観光
30日 子供達とグラツトヘ~泊旅行

31日
9月  1日  メコンデルタのミトーで小学校訪問

2日  夜ホーチミン発

3日  関西空港着 (6BOam)

0「子供たちと接 したい 。・・。」

南 i今 日はお忙しいところお集まり戴いてあり

がとぅございます。ベトナムの里子訪問スタデ

ィ・ツアーということで、今年の 8月 28日 か

ら9月 3日 までベトナムに行つてきたわけです

が、今回は本格的に始める前のトライアルとい

うことで、身近にいる方にご参加戴きました。

沖津さん、梅野さん、原さんご夫妻、それに私

の5名 ということになりました。今日は、沖津

さんが用事で来られませんので、梅野さんと原

さんご夫妻においで戴いて、今回行なつたツア

ーの反省といいますか、そこらへんを話してい

ただこうと思います。

まず梅野さんは、以前、「青葉奨学会」の母

体であるホーチミン市のドンズー日本語学校で

日本語の先生をされていまして、また今回この

旅行に参加していただいたわけですけど、まず

梅野さんから、ご感想を伺いたいと思うんです

が ,・ ・。

梅野 :い まご紹介ありましたように、私、3年

前に約 1年間、 ドンズー学校で日本語の教師を

しておりました。またベトナムに行きたいな、

と思つておりましたところ、このような「ベト

ナム子供基金」の会でご一緒できまして、本当

に楽しく有意義な旅行ができました。私自身は

「子供基金」には入つてますけれども、特定の

里子はおりません。従いまして、全般支援とい

ッアーに参DDされた方
梅野 昭一さん (※ )

沖津 美智子さん

原 二郎さん (※ )

原 あや子さん (※ )

南 康雄さん (※ )

(※)は座談会出席者

ホーチミン事務局より

丸山 明美さん

市川 珠美さん

う気持ちで行つたんですけれども、なんか、外

野のような感じで、申し訳なかつたんですけど

も、これからもこういう機会がありましたら、

また参加させていただきたいと思います。

南 :原 さんご夫妻は、ベトナムに里子がいらつ

しゃるんですけれども、原さんは今回ベトナム

ヘは初めてで、いかがでしたか ?

原 :私、タイにも里子が2名 いるんで、タイに

は2回行きましたが、ベトナムは初めてでし

た。ただ観光だけが目的じゃなくて、そういう

子供たちと接して、これからどんなことを援助

してやればいいかということを見て来たいとい

うのが、ひとつの目的だつたんです。里子の家

を訪ねたんですが、なかなか見つからなくて、

最後に5分か10分 ぐらいしか、会えなかつた

ので、もう少しコミュニケーシヨンができたら

なあと思いました。だから、機会があったらも

う一度行つて、会いたいなあと思つていますc

南 :原 さんご夫妻の里子は、ミトという所にい

る子供で、ホーチミン市からは車で2時間ぐら

いの所なんです。地方ですと、子供の住んでい

る所が分かりにくいということがありまして、

小学校の校長先生とか担任の先生なんかにも聞

きまわつて、やつと訪ねあてることができたと

いう状況だつたんです。



―事前に子供さんの方には連絡は行つてなかつ

たんですか。

原 :そ の辺がちよつとわかんないですけどね。か

れこれ2時間くらい、PTAの会長さんや副校長

さんまで回つたんですけど、やつと帰る直前ごろ

になつて見つかつて、ちよつと出てきてもらっ

て、 5分か 10分 ぐらい話して、車のそばで写真

とって、それですぐ帰らなければならなかったん

です。

南 :直接子供の家を訪ねるのはちよつとまずいん

じゃないかという意見があつて、校長先生とか、

担任の先生を通して尋ね歩いたということもあり

ます。

原 :偉い人を通さないで直接行くと、公安上など

の問題が起きるのでということを話してました

ね。そういう意味では、なんとか会えてよかつた

と思いますが、もうちよつと何かしてあげたかつ

たな、という気もしました。学校に来てもらって

とかを決めておけば、できるんじゃないのかな。

遠いからドンズーにはちよつと無理でしようね。

ドンズーじゃなくて、事前に段取りして、小学校

あたりで待ち合わせるとか①

梅野 iド ンズーで教師していた時に、2カ 月

に一回ぐらいですね、お金をお渡 しする日、ホ

ゥエさんが小学校の教室を借 りて、いまならド

ンズー学校でいいんですがね、奨学生みんな集

めて、ひとりひとり確認 しながら渡 してくんで

す。私は今度もそういう時に呼ばれて行 くと

思ったんです。それならば、ミトの方の遠い人

はだめですが、付近の人はみんな来られるんで

すね。小さい子はお母さんとかお笈さんが連れ

てくるし、大きな子はひとりで来ますしね。で

すから。今度やられる時、そういう機会を利用

されたら、少なくともホーチミン市内はもう一

時に済んじゃうわけですね。

原夫人 :学校のスタツフなんかも、お家をさ

がして下さるのに苦労してくだすってね、会え

た時は本当に感動しました。私もうれしかつた

です。本当に、みなさんのご協力で。まあ、い

ろんな意味でホーチミン市の子供たちに会うの

は比較的やさしいみたいですけれども、地方で

すと、いろいろと難しいようですね。ちょうど

休みの時だったからよけいだつたかも知れな

い。しかしああいう機会じゃなければ、ああい

うプランは組めなかつたわけですよね。どこか

へ連れてつてあげるようなことはできなかつた



と思う。折角行つたんだから一度ぐらいどこか

へ連れてつてやりたかつたなあ。

軍j、各r?ヒ拿曇ち号百ζ笠豊

'2与

百写ど二
ことはできますけれど、里子の実家の方には、

そ克ふぢF七 :ぢτ基看卑孝扁葦必ヒ愚釜警i
雪≧泉を諷:あ暑覧宅案を前露与猛と豪盈控2

宅σ∵t導ダ桑藻驀看え箕乞1喬管壕写寄τ讐
わないですけどね。もう少し、話ができたらな

あという気もする。

南 :事前連絡を徹底しておかないともつたいな

ぃですね。今回ちよつと事前の時間がなかつた

というのがあつて、それはこれからやるときの

課題だと思います。

_ミ トの子供さんにはお金はどういうふうに

渡してるんですか。学校の先生を通じてでしよ

うか ?

梅野 :ミ トの場合はですね、スタツフの人たち

が揃つて行くんです、一日がかりで。それで、

一カ月ごとに渡すんじゃなくて3カ 月ぐらいま

とめて渡すんです。奨学金を支給する人を各ク

ラスから集めて、他の生徒たちが見てる前で、

こういう人が、こういう趣旨で日本からお金を

くださるので使って下さい、という授与式みた

いな形でやつています。そうすることで、励み

になるというんでしようかね。奨学金が貰える

ように頑張ろうというふうになる。ですから間

接的に渡さないことで、ご褒美の授与式みたい

マ争。

南 :1中 津さんの子供さんは 5人 ともダラットに

行 く前の日にドンズー日本語学校へ来て、子供

たちの自己紹介とか、われわれの紹介とかして

もらつて、お互いに確認をしました。

―年齢はどのくらいの子供さんだつたんです

か ?

南 :一番上の女の子が高校 2年生で、もうひと

りがの高校 1年生かな。中学の女の子が 2年か

3年 ぐらいか。一番小さい子が中学 1年 ぐら



い。だから、みんな中学生以上ですね。

ですから、そういう意味では沖津さんと英語で

ある程度、話ができたつていうこともあって、意

志疎通は比較的うまく行つたと思うんです。小学

生の里子なんかですと、ベ トナム語の通訳がいな

いとちょつと話 しは、通 じないですね。

―通訳はぜんぜんつかなかったのですか ?

南 :ベ トナム人はホウエさんと、手伝つて戴いて

いるグェットさんという女性が一緒に行ってくれ

ました。ホーチミン市の市内観光には、ある程度

日本語が話せる日本語学校の生徒が 2回 ぐらい一

緒についてきてくれました。

●「楽しかつたダラットー泊旅行」

―最初にドンズーに集つて、その日の夜、ダ

ラットに行かれたんですか ?

原 :い えいえ、その日の夜はホーチミン市です。

最初の2日 間はホーチミン市です。

―行 くとすぐ子供に会うわけですか ?

原 :その日は、年後 5時 45分到着ですので、ホ

テルにチェツクインして、そのあとホウエさんた

ちと食事をしました。ですからドンズーに行った

のはその翌日ですね。そこで、沖津さんの子供た

ちに会つたり、 ドンズーで日本語を学んでいるべ

トナム人の生徒なんかといろいろ雑談したりし

て、その日の午後にホーチミン市の市内観光。

―子供も一緒にですか。

原 :一緒に市内観光もしたんですが、その前に近

くの里子が来てくれまして、その子たちの家を訪

問しました。里子たちがどういう】犬況のところに

いるのかということも知りたくて、子供たちに同

道というようなことになりまして、それで―カ

所、 ドンズーの近 くの子供の家とあと中国人街の

チョロンの方にあるお宅を訪問しました。

_どんな感じでしたか ?

原 :わ れわれが訪問した家は、へんな言い方

ですが、そんなにびつくりするほどの貸しさ

ではなかったですね。

南 :男 の子の家は、豊かとまでは行かなかつ

たですが、普通からちょつと。もうひとり、

女の子の家は大変だろうなって感 じですね⑮

両親がいなくて、叔母さんに育ててもらつて

いる。すごくはつきりした子だつたね。 5人

のなかにひとりだけ日本語をしゃべる子‐がい

るんですよ。 ドンズーがかっこいいって言っ

てましたね。高校生ぐらいじゃないんです

か 。

原 :中学生です。

一中学生で ? 中学校に行 く以外にもドン

ズーにも行つてるんですか ?

原 :奨学会の子供が ドンズーで日本語やつて

るんです。 (写真を指 しながら)こ の子とこ

の子。

‐訪ねる時はご家族がみなさん迎えて下さ

るような感じだったんですか ?

原 :え え、叔母さんといとこでしょうね。い

らっしゃいました。ミシンを踏んで内職 して

ますって。バッグかなんかの内職で。機械を

支給されて手間賃みたいだって言つてまし

た。

その子がやさしくてしっかりしてて、ああい

う境遇だからああいうふうになるのかなあと

思って見てたけど。沖津さんがホテルに行 く

と、すぐその子が気がつくんです。やはり両

親がいない子はしつかりしてるねって,中 津さ

んもおっしゃつてましたけど。私たちと部屋

が違つたもんですから。女の子 3人 と沖津さ

んが同じ部屋でね。

南 :2日 目はホーチミン市内を観光 したんで

すね。昔の南ベ トナム大統領の官邸だとか戦

争博物館。戦争博物館は前はなかつたそうな

んですけども、新 しく展示室ができまして

ね、ベ トナム戦争中、米軍などに反戦の意志

表示をしていた日本の市民団体の運動とか会

料が、が展示してありました。夜はサイゴン



川クルーズで夜食を食べました。船に乗つて頂

きました。

‐3日 日にダラットヘ行かれたのですね。

南 :グラットヘはチャーターしたバスで行きま

した。ダラツトはバスで 5時間ぐらいかかる所

なんですけど、子供たちはあんまり乗物に乗 り

'慣れてないということもあって、その内のふた

りの女の子が車酔いしちゃって、かなり苦しそ

うで、かわいそうでした。

―ダラットではどういうふうな過ごし方をし

たんでしょうか ?

南 :グ ラツトにはお昼ごろ着いて、まず昼食を

とってからホテルにチェックインしました。そ

れから市内観光、名所旧跡めぐりってほどでも

ないですが、まあそういう感じでした。キヤン

プをするという話しだつたので、子供たちと何

か特別な行事をやるのかなということが頭に

あったんですけれども、特にそういうことはあ

りませんでした。子供たちはあんまり旅行の機

会がないみたいで、彼らにとつてはダラットに

行けたというのは、楽しいことだったんじゃな

いかな。

原 :あ んなとこに行ったことも、泊まったこと

もないでしようからね。大喜びだつた。

●「ベ トナムの食事は・・・ 。」

_ベ トナム料理はどうでしたか。

原 :特 に食べづらくはないね。辛くはないです

からね。辛いものは食べてないせいかもしれな

いけど。全般的に言つて、タイに比べるとそん

なに辛くはないね。

作つてるのかなと思って食べてたけど。

原 :食べものはほとんど食べられるんじゃない

ですかね。これは珍 しいってものも食べさせて

いただいたけど。

商 :ラ イス・ペーパー。春巻の揚げてあるや

つ。生春巻も食べたなあ。

原 :カ ツパえびせんみたいなやつに、野菜サラ

ダみたいのを乗つけてパリパリ食べるんだけ

ど、それがいろんな種類あるんだね。

―朝なんかは主にホテルで何食べてました ?

原 :パ ンがたくさんあるスフですね、向こうは。

あとはうどん。だから、外国の味に慣れない人

でもパンがものすごく発達 してるから、平気な

んじゃないですか、パンを食べてれば。まあ、

日本人にとつて、そんなに食べられない、これ

はどうしてもっていうのはそんなにないです

ね。

‐今回、向こうで使ったホテルはどうでした

か ?

再 :いいホテルですね。びつくりしましたね。

原 :あのくらいだつたらいいんじゃないです

か。あのあと私 1カ 月たつて香港へ行つたんで

す。香港もいいホテルでしたけどね、ベ トナム

の方がサービスが良かつたですねえ。

―ツアーに行つて一番楽しかったことは ?

原 :や っばり子供たちの純粋なのが、一番いい

なあ。自分の里子にはほんの 10分 ぐらいしか

会えなかったですけれども、沖津さんの子供さ

んたちとはゆっくり過ごせましたから。

で ?

旅行期間中、日本食はいっさい食べない

原 :特に日本食というのは。ただ、最後にダ  _次 号へ続く―

ラツトに入つて、中華屋さんに行つた時はおい

しかったねすごく。向こうのシェフがいろんな

ものを作ってくれて。日本人の口に合うように



里子への手紙は青葉奨学会へ直接お出しください。

青葉奨学会でベトすム語の翻訳をつけて平供さんに転送致します。

青葉奨学会への宛名の薔き方の例

To:QUY HOC BONG LA XANH
c/o TRUONG NHAT NGU DONG DU:
43D/46 HO VAN HUE,PHU NHUAN,
HO CHI MINH CITY,

ViETNAM
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ベ トすム報告
土井 敏邦 (ジ ヤーナリスト)

運営委員の上井さんが奨学生のチュン君とその家族にインタビューを

行いました。

チュン君の母姉へのインタピユー

マ著;香隼歓覆十ど索生軍管ヲ岳た爵ぢ4しまし
たが、夫が事故で1980年に死亡しました。

り奮ゼ克∫拿晨亮官急し終警写掌豪嬢森蜜!こ亀
強を続けられるようになつたのは、何年も経つ

たあとのことでした。

弟香撃残吏急濡存患i法「 〒簸忌崖登薔晟楽号

して生活をささえました。

月琴奢芳辱ラ颯手ζ栖粽隼化挑通ゼ捧ち抵金ι

ています。長女の収入は45万 ドンから50万

ドンです。不安定で低賃金の裁縫の仕事をして

います。

私は今、もう仕事はせず、家の仕事をしがで

ら長女の仕事も手伝います。ときどき、長女は

索≧毒子詈泳ほと4患 柔褒洛与∫τドと撃3袴

家族の生活がどん底の時、次男チヨンは失望し

て楽を飲んで自殺 しようとしました。私はすご

く叱り、世の中にはもっと貧しい人もいるのだ

から、がんばつて生きてくれと説得したもので

す。

虐、子は自殺を思い止まり、今はドンズー学校

に強い関心を抱いて、よく勉強しています。

姉 :弟 は大学で勉強しながら、仕事をして、家

族の生活費を手助けしたいと思つているようで

す。今、家族は少しずつ貯金をして弟が大学で

勉強できるようにがんばつています。

母親 :チ ユンの弟が学校を辞めたのは、家族の

経済状態のためです。

姉 :今の奨学金の 8万 ドンでは本当は足 りませ

んQ大学に入るためのいろいろな勉強をしなけ

ればなりませんから。塾の費用と本代だけで 1

カ月で 10万 ドンが必要です。今家族は貯金を

して、チュンの勉強のためにすごく頑張つてい

ます。毎日、朝 7時から夜 10時 まで働いてい

ます。毎日の引又入は2万 ドンぐらいです。月曜

日から日曜日まで働き、休みは仕事がないとき

だけです。

母親 :チ ユンが高校を卒業して大学に入るよう

に希望 しています。何でも好きな専門を選んで

勉強してほしいです。自分が好きでなければ成

功しませんから、選ばせます。大学で良く勉強

してから卒業し、まず自分の将来が良くなっ

て、あとは社会に役立つようになってほしいで

す。

姉 :チ ユンは大学を卒業して、自分と社会に役

立つようになってほしいです。いい仕事をして

今の家族の状況よりいい家族をもってほしいで

す。

チ ュン君  イ ンタ ビ ユー

毎日の日課は6時に起きて 6時半まで復習し

て、学校の勉強は 11時半までです。

11時 45分に家に帰つてきて、食事をして

ちょっと勉強します。月曜日には午後 2時から

3時 45分まで塾で化学を勉強します。その

後、すぐ学校へ行つて、体操の授業を受けま

す。 5時から9時まで英語のコースの人達のパ

イクの香人をします。そのとき、自分の教科書

をもっていて、電灯の下で勉強します。そのと

き、自分の教科書をもっていつて、電灯の下で

勉強します。時間が足りなかつたら、次の日の

朝や日曜日にやります。火曜日には午前中はい

つも通りですが、午後 2時から4時 まで物理の

勉強で、 4時から6時 まで数学の勉強をしま

す。 6時から9時 まではやはリバイクの番人を

します。番人をするアルバイトを休むのは日曜

日だけです。

収入は30万から40万 ドンです。でも、休

みが多い月には収入は減ります①

将来、大学で化学か建築を地強したいです。

(大学へ入学するための金は?)

今貯金をして、 100万 ドンから150万 ド



ンを貯めています。今は一緒懸命勉強して、奨

学金をもらえるように努力しています。

(自 分だけが大学へ入ることにどういう気持

ち?)

家族は貧しくても、兄弟はみな大学へ行けな

くても、私が大学にはいるように応援してくれ

ます。それは、お母さんとお姉さん、弟のおか

げです。家族は私の勉強のために、一生懸命働

ぃて、ときどき、それを見ると、とても辛くな

ります。家族は私にとつてすごく大切なものな

ので、将来、どこへ行つても忘れません。今は

頑張つて勉強していますが、家族の状況を考え

ると、集中できないときもあります。

(青葉奨学会の手伝いはなぜ ?)

今、 ドンズーの青業奨学会を手伝つていま

す。本当は家族は私の手伝いがいりますから、

奨学会の手伝いのことは家族に秘密でした。そ

のことは貧 しい子供を手伝うためですから、す

ごく意味のあることだと思います。けれども、

家族に、 ドンズーに勉強しに行 くと嘘を言いま

した。

(ど うして、家族に知られたら困る?)

もし、家族に知らせたら、そのことは勉強と

は関係がないから叱られます。

(ど うして、お姉さんや弟は学校を中退した

の?)

弟は経済的な理由で途中で勉強をやめまし

た。兄弟の中で私が一番翅強ができるので、み

んな私のために犠牲になりました。弟と私と二

人が勉強するための余裕はありません。だか

ら、弟は学校を辞めました。もし、二人が勉強

を続けたら家族の生活は食事さえ事欠きます。

だから、一番勉強のできる私を応援してくれま

す。将来、もし生活が楽になったら、弟も勉強

してもらいたいです。

(家族の状況は?)

お兄さんは結婚してべつの所にすんでいます

から、その収入は判りません。お姉さんの収入

は40万から45万 ドンです。毎日の収入はだ

いたい 1万 5千 ドンです。多 くてもユカ月の収

入は50万 ドンです。お母さんの場合は、政府

から何万 ドンかぐらいもらいます。毎月、政府

からお父さんの恩給が出ます。弟は今働いてい

ますが、そのJ又入は詳しくはわかりません。お

兄さんはぜんぜん援助していません。ときどき

家族の金をもらいにきます。なぜかというと、

兄は公務員で給料が安いし奥さんは仕事をして

いません。それに子供が一人いるから、ときど

き金や米をもらいにきます。

(奨学金をどう使う?)

毎月の奨学金とバイク番のアルバイトの収入

を学費と本代に使います。残 りは貯金をしま

す。大学に入るためです。

(塾 はどんな科目? また費用は?)

月曜日は午後 2時から3時 45分まで化学、火

曜日は2時から4時 まで物理の勉強で、 4時か

ら6時 まで数学の勉強です。日Π翌日の朝、 6時

45分から11時半まで絵を描 く勉強をしま

す。塾の費用は数学が 1カ 月6万 ドン、物理が

3万 ドン、化学は4万 ドンです。絵を描 く勉強

の費用は 1日 2万 ドンです。 10日 分を一度に

払つたら、少し安 くしてもらつて、 18万 ドン

です。学費は奨学金と番人のjIX入 から出しま

す。足りなかつたら、お姉さんからもらいま

す。

(あ とどのくらい奨学金が必要 ?)

毎月 8万 ドンを奨学金としてもらつていま

す。いくらでもありがたいですから、それ以上

は要求しません。

(将来はどういう人に)

建築技師になりたい。建築大学を卒業 してか

ら、仕事を捜して一生懸命にやります。それか

ら家族を手伝います。私が今勉強できるのは精

神的にも物質的にも家族のおかげです。仕事を

して、お金を家族に援助 します。母を大切に思

い、今まで私の勉強を助けてくれたことはとで

も忘れられません。姉の愛情もありがたく、も

しできれば、将来、姉を援助 したいです。弟も

できれば、私が卒業し仕事を得てから勉強させ

たいと思います。毎月、 ドンズー学校から奨学

金をもらつています。それは本当は勉強に十分

ではありませんが、奨学金とは私たちがもつと

勉強するように励ますためのご褒美だと思つて

います。私は心から日本とアメリカから援助 し

てくださつている方々とドンズー学校にお礼を

言いたいです。



事務局からのお知らせ

会黄細付は次のところにお願いいたします。

□座名義はいすれも「ベトナム子供基金」 です。

IBttE弱貢蓬雪 :00140‐ 1‐70399

銀行振込 :富士銀行駒込支店 普通預金1495745

里親基金

年額 l口 20,000円

特定の「里子」に奨学金を支給する「里親」

になっていただきます。「ベトナム青葉奨学

会」から子供と家族の履歴表が届き、子供と手

紙のやり取りができます。

一般基金

年額 1口  12,000円

会員全体が子供たち全体の「里親」という関

係を想定しています。「ベトナム子供基金通

信」によつて、会の運営報告、子供たちの様子

などをお伝えします。

賛助基金
一般基金に準 じます。金額、回数等一切自

由とします。

◆転居等で連絡先が変わつた場合は、ベトナム子供基金事務局宛にご連絡

をお願い致します。

◆事務局への電話でのご連絡は、月～金の年後 2時から9時の間にお願い

いたします

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■★■★★★★★★★★★★士★★★★★★士★★★■★★★★★★★★★大★★★★★★★★★大★★■■

◆ あとがき ◆

・最近のサイゴン川の写真を見る機会がありました。以前に比べ広告看板の数が増えていて電きま

した。

・ヘールボップ彗星をご覧になりましたか ?あんなにはつきり見えるとは・・・、感激しました。
。◆年のインフルエンザは強力でした。池は年明け早々に一週間嘆込んでいました。曽様は大文夫

でしたか ?
・子供基金に対するご意見ご質問等は郵便のほか電子メールでも受け付けます。

(N旧Ⅳ ServelD:BXA01057,Internet経 由IBXA01057@niftyServe,orttp 担当 堀内 淳)
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