
私が最初にベ トナムを訪れたの

は、25年ほど前と記憶しておりま

す。

ベ トナムヘの関心は青年期のこ

ろに持ち始めました。それは第2

次ベ トナム戦争のニュース、特に

世界最強といわれる米軍と呆敢に

戦い、勝利を目指している姿に間

接的ではあれ、接してきたからだ

と思います。それはもう、ベ トナ

ムとベ トナム人に対しての「あこ

がれ」でした。その後何度ベ トナ

ムを訪問しても、己の思いが裏切

られたことはありませんでした。

そんな折に、朝日新聞でホウエ

先生がベ トナムの子どもたちに学

習支援をしてほしいと訴えている

2009年 8月 17日 (月 )ペ トナム子供基金通信第48号

発行所 :ベ トナム子供基金
〒113-8642 東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館内

電話 (代表):03-3646-4121 ファクス :03-3946-7599

電子メール :kodomo kikin@nifty com  ホームページ :http:〃 homepage3 nrty cOm/vcf/

記事を読みました。これなら自分

にもできるのではと、ベ トナム子

供基金に入会し、今日まで里子里

親の仲を続けています。その間里

子全員と面会をしてきました。ど

の子も素晴らしく、私にとってか

けがえのないJま子・娘となりまし

た。

先日も娘の一人が「無事大学 (ハ

ノイ国家大学)を卒業し社会人に

なります」との手紙をくれました。

手紙にはこれまでの支援へのお礼

と私に対しての気遣いが書かれて

いました。私は娘の前途が明るく

あってほしいと祈ってお ります。

また、もう一人の娘はこの4月

に来日し、日本の大学に入学すべ

く勉学にいそしんでいます。彼女

が目的を呆たし、祖国に帰り活躍

するのを願うばかりです。

私も70歳になりました。これか

らどれだけ里親を続けられるかわ

かりませんが、多少なりとも大好

きなベ トナム人の役に立てたのを

喜びとして、支援を続けていきた

いと思っております。

最後にうれしいニュースを一つ
!

桜井由男雄氏がベ トナムの財団

より「第 1回ベ トナム学賞」を授

与されました。氏は授賞式で「べ

トナムを最も敬愛する外国人」と

評されたそうです (2009年 5月 31

日付朝日新聞より)。

(高橋 強)

ベ トナム子供基金

ハノイ サダンろう学校の元気な生徒たち

-1-



2009年ベ トナム子供基金総会開催さる

本年の定期会員総会は 5月 16日

(土)に アジア文化会館にて、出

席者27名 で開催されました。活動

報告、活動計画、会計監査報告と

予算案 という通常の議題に加え、

NPO法 人への移行 という大 きな

テーマについて、金沢市から出席

された高橋強さんを議長として活

発な議論が行われ、いずれも承認

されました。本号には2009年活動

計画の概要と、ベ トナム人留学生

ら3人のスピーチのうち、子供基

金の里子だったチャン・ゴック・

リンさんのスピーチの要旨を掲載

しました。

グエン・タイン・フク (子供基金一般会員。

ABK寮生 。東大大学院修± 1年生 )

サポー トする青葉奨学生は411名

今年度に子供基金が受け持つこ

とになった青葉奨学生 (里子)は

411名。ベ トナム青葉奨学会の統

一基準 として、毎月小学生 4ド

ル、中学生 6ド ル、高校生 8ド ル

相当のベ トナム ドンによる奨学金

が支給されます。里親基金 2万円

の場合、里子にこの金額が渡され、

日本 とベ トナムでの運営経費 (各

10%前後)を差し引いた残 りの金

額は、一般基金及び賛助基金と合

わせて里親が決まっていない奨学
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生への奨学金に充当します。子供

基金としては責任ある奨学金支援

を行うとともに、最も大切な里親

と里子のコミュニケーションの改

善に努めます①連絡に「青葉奨学

会→各地方の奨学会・学校の先生

→里子」という長い経由を要する

ことや、里子が見知らぬ外国の人

へ慣れない手紙を書 くことの大変

さなど、難題もいっぱいあります

が、翻訳ボランティアに加わるべ

トナム人留学生が増えているなど

明るい話もあります。

また、山間農村地域の恵まれな

い子どもたちへの支援をもっと広

げていくために、個別責梅基金の

数や全体の金額を増やすことにも

努めていきます (昨年の合計金額

は120万 円、今年は130万 円を目標)。

春の木運動の継続

昨年末に呼びかけた春の木運

動は、今年のテ ト(旧 正月)ま で

に736,000円 の寄付金が集約され、

経済的に恵まれない子どもたちに

新 しい制服や防寒着を届けました

(通信47号で報告 )。 今年はスター

トを早め運動を広げていきます。

ベ トナムの子どもの実情を理解 し

交流を深める

会員の皆さまに子供基金の支援

の様子 と青葉奨学生 (里子
｀

の気

持ちを伝える「通信」は腕年遅 i｀

年 4回発行と
=■

 デ ー_‐

どもの事情をより理解できるよう

な紙面の充実に努めていきます。

また、里子訪問スタデイーツアー

を今年 も開催 します (10月 実施予

定 )。 多 くの方の参加をお願いし

ます。

ホームページの更新・充実

昨年より検討してきた課題です

が、子供基金の活動をより広 く多

くの人に知らせるためには欠かせ

ないことですので、NPO法人化

することでもあり、今年こそ実現

させたいと考えています。

NPO法人への移行について

現在の子供基金は任意団体であ

るため、組織を持続させるために

は、社会的にもきちっとした組織

形態をとる必要があり、今年秋に

NPO法人に移行する手続 きを進

めています (6月 15日 に申請が受

理、東京都公報で公告され、認証

待ちの状態です )。 NPO法人化す

ることで社会的意義のある組織 と

して認められ、さまざまな助成や

寄付金控除の可能性 も出てきます。

(橋本進司 )



奨学生のスピーチ チャン・ ゴック・ リン

皆さん、こんにちは。ベ トナム

北部のナムディンか ら来ました

チャン・ゴック・リンと申します①

中学 2年生か ら高校 3年生まで、

青葉奨学会の奨学金を頂きました。

今日はベ トナムでの学校時代、日

本語学校時代、現在の生活、奨学

生としての自分の思いについてお

話ししたいと思います。

私は化学が好きで、高校に入っ

てから、化学を専門として勉強し

ました。理科系の大学を受験する

希望がありましたから、学校で数

学、物理と化学はほかの科 目より

ちょっと長 く学びました。学校は

朝 7時に始まりますが、母の仕事

を手伝 うため、少し早 く起きまし

た。それから学校に行って、11時

30分 まで授業があります。午後の

クラスもありますから、 1回家に

帰って昼ご飯を食べて、再び学校

に行きます。学生時代は結構忙 し

かったですが、友達と一緒に楽し

く過ごしました。大学を受験する

ときは、化学の分野の工学科を選

びました。試験の結果を待ってい

る間に ドンズー日本語学校の、日
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本留学のための試験を

受験 して合格 しました。

ベ トナムの大学に入る

のか、日本に留学する

のかを選ぶときに、何

か新 しいことをチャレ

ンジしたい、広い世界

を見たいと思って、日

本留学を決めました。

それからドンズー日本

語学校で 8か月日本語を勉強して

日本に来ました。日本に来て、静

岡日本語教育センターで日本語の

勉強を続けました。日本語を勉強

しながら、人百屋さんでアルバイ

トをしました。アルバイ トでは、

野菜を切ったり、お米をといだり、

レジを打ったり、掃除をしたりし

ました。また、日本の大学を受験

するために数学、物理、化学も自

習しました。 2年間静岡にいたの

はいい経験だったと思います。そ

して、今年の 4月 、東京工業大学

の国際開発工学科に入学しました。

今の目標は大学の勉強を頑張 りた

いということです。

次は奨学生として自分の思いを

お話ししたいと思います。私は中

学 2年生から青葉奨学金をもらう

ことになりました。当時は、私に

とって初めての大きな奨学金でし

た。もらった奨学金は全部母に預

かってもらいました。そのお金

で、母を手伝って自分の学費が一

部分払えることはうれしかったで

す。感謝の気持ちを手紙に書いて、

里親さまから返事の手紙をもらっ

たときは、とてもうれしかったで

す①里親さまは、桜の花、ひな祭り、

里親さまと愛犬の写真を送ってく

れました。その後里親さまに会っ

ていろいろ話をする機会に恵まれ

ました。とても楽しかったです。

私は皆さまがどのようなきっか

けで、どのような思いを込めて、

ベ トナムの子どものため、奨学金

を送ってくださるのか知りたいと

思います。そして、私の高校時代

の友達は外国に行く機会がほとん

どないですから、奨学金をきっか

けにもっと日本の文化を紹介して

いただければうれしいと思います。

最後に奨学金を頂いて、本当に

感謝しています。

春の木運動での子どもたち (本文とは関係ありません)
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* 里親のない子どもの奨学金について

子供基金の奨学生の中には里親を持たない子どもや、里親が途中で支援できなく

なってしまった子どももおります。その子どもたちは「子供基金全体の里子」と

して奨学金を支給しております。ご理解をよろしくお願いいたします。

×・X・X・X・X・ X・X・X・X・×・X・×・X・X・X・X・X・X・×・×・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X・X,X・×・X,X・ X・ X・X・X・X・※

里 子
小学生 4ドル /月
中学生 6ドル /月
高校生 8ドル /月

里 親 基 金
20,000「]/年

(学生 10,000円 )

1.里親のない子どもの奨学金

2.教育環境整備費

3.事務局運営費(奮柔
ナム

I髭罫獲)

一 般 基 金

12,000円 /年

青葉奨学会 (ベ トナム)

その他の

団体・個人

ベ トナム

子供基金

ベ トナム青葉

奨学会

沖縄委員会

Jヒアメリカ
北陸ベ トナム

友好協会

里子総数

1008名

158▼呂 134名



トナムからの

手紙

里親さま

初めに、里親さま、青葉奨学会

とドンズー日本語学校の皆さまと

ご家族の健康 と幸福をお祈 り申し

上げます。

青菜奨学金を受けさせていただ

いてから4年がたちました。青葉

奨学金は私にもほかの人にも困難

を乗 り越える大きな力を与えてく

れた貴重なギフトです。頂いた奨

学金は経済的な援助だけではなく、

何よりもそれは里親さまと青菜奨

学会の皆さまから私たちへの愛情

と思いや りだと存 じてお ります。

心から感謝しています。今、この

手紙を通してそのあふれる感謝の

気持ちを心の奥から皆さまに伝え

たいのです。それでも、手紙だけ
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ではとても十分ではなくて伝えら

れないことがあるので、いつか皆

さまにお会いして直接お伝えした

いのです。

私は貧 しい家庭に生まれました。

父は軍隊から帰ってきて体にたく

さんの傷を負っていました。厳し

い季節になるたびにその傷に父が

苦 しめられて、だんだん体が衰え

ていきました。そして、2000年 に

父が他界してしまいました。それ

から、家族を支えるのはほとんど

母一人でした。 しかし、 2人の子

どもを育てている母は安定的な仕

事がな くて、生活はとて も苦 し

かったです。母の背中を見てもっ

と努力しなければならないという

強い気持ちを抱きました。里親さ

まと青葉奨学会の皆さまの愛情と

思いやりはそのような私の気持ち

を応援する大きな力になりました。

日々苦労している母を幸せにした

いのです。今まで頂いた奨学金を

学費と教科書代に充ててとても助

か りました。

子どものころから桜の美しい日

本に留学する夢を心に抱いていま

す。憧れている日本に行って自分

の知識を広げて専門知識も能力も

伸ばしたいのです。最終的にベ ト

ナムの経済発展に貢献 したいので

す。

現在、高校 2年生になった私は

夢がかなう日はもうすぐ目の前だ

と信じています。だからこそ、家

族と里親さまの愛情を頂いて自分

も全力を尽くして夢をかなえるま

で頑張りたいと思います。もっと

よい成績を出せるように勉強しま

す。

ずっと応援していただいて誠に

ありがとうございます。

里子

グエン・フイ・ホアン

里親さま

初めに里親さま、ご家族、お友

達のご健康、お幸せをお祈 り申し

上げます。

以前は学費を支払うときになる

と、母親が締め切 りに間に合うよ

うに近所の人からお金を借 りて学

費を支払っていました。そしてそ

の後、農作物を売ったり、アルバ

イトをしたりしてその借金を返し

ていました。こういうことを繰 り

返していたので、学費を支払う時

期には私はとても不安でした。近

年、里親さまのご支援のおかげで、

経済的にだけではなく精神的にも

心が軽 くなりました。

毎日生活していく中で、何かに

困ったり悩んだりしない人はまず

いないと思います。そういう困っ

たとき、つまずいたときこそ、そ

れを乗り越えることができたら人

生の勉強になるのでしょう。

同世代の友達と比べて私は随分

運がよくないのです。父親はほか

の女性と結婚し、残された弱い妻

と幼い子どもが母親と私です。そ

んなときに祖父、祖母が助けてく

れました。しかし今、祖父も祖母

も80歳 を超え体力も衰えてきて、

家計が苦 しくなりました。時々、

そのことを考えると泣き出したく

なります。しかし、「しっかりし

て困難を乗 り越えなさい。そうす

れば貧乏から抜け出せます。裕福

な家庭ではお金があるのに対し、

貧乏な家庭だと字しかありません。

お金は限界があるけど、字は一生

使えるものなのです」という先生

の励ましの言葉を頂いて、もっと

強くなって、先生、家族そして里

親さまの期待に応えられるよう努

力しようと心を決めました。この

8年間、いつも市、または学校の

優秀な学生でしたが、今年は恥ず

かしヤヽことに良しか取ることがで

きませんでした。でも、次の高校

入学試験にはAlク ラスを目指し

て、高得点を出せるように頑張 り

たいと思います。

中学校を卒業して、先生や友達

と別れる日が近づいてきます。青

葉奨学会に関わってくださったた

くさんの方々の恩は決して忘れら

れません。社会に貢献できるよう

に努力 していきたいと思います。

それができれば、何よりも意味が

あるのでしょうね。

私も先輩たちのように日本に留

学するという夢を持っています。

そして、そのときに里親さまに

会って、感謝の言葉を伝えたいの

です。でもその前にもっと一生懸

命勉強して、社会に役立つ人にな

るように頑張っていきたいのです。

里子

ブイ・ トゥ・ハ
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●事務局から

◆ ご 入 金 報 告  ご支援ありがとうございました。 (敬称略)(「新」は新会員)

2009年 4月  里親基金 芳賀善正 野村利実 竹内泄子 千賀恒雄 吉原とも子 小林初江 近藤玲子 丼上富雄

石森順子 橋本進司 小岩井陽子 東京小金井ロータリークラブ 門屋和雄・千重 鈴木信

一般基金 飯晃知 (新) 黄梅基金 芳賀善正 橋本進司

2009年 5月  里親基金 曽我敏子 塩野俊恭 中台正四 渡辺マリ 山田桂子 (新)保 柳晴子 柴田秀作 (新 )

原二郎 野村利実  学生里親基金 NPO法人コラボレーション(新) 一般基金 所やよい

黄梅基金 野村利実 植田泰史

2009年 6月  里親基金 山本岡I彦 打田咲 京谷あゆみ 河野順子 (新)刈 山ヽ雪子 関沢紀 (新 )

一般基金 大島光恵 原孝雄 (新)中根美智代 賛助基金 池島智世 中根美智代

・ベ トナム子供基金へのご寄付は、下記の回座にお願いいたします。

里親基金関係 (一般、賛助基金を含む)  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 普通預金 1495745

黄梅基金関係 (個別、学校建設を含む)   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 普通預金 8071959

◆事務局だより

暑い日が続きますが、皆さまお元気でしょうか ? 前回の総会では、ベ トナム子供基金元奨学生のリンちゃんから、

無事に大学に入学できたとの報告をいただきまして、とてもうれしく思いました。皆さまも同じ気持ちと思います。

表紙の写真は、昨年のスタディーツアーで訪問したときの、ハノイのサダンろう学校での写真です。訪問後、この

学校へ、ベ トナム子供基金による5名 の奨学生が決まりました①今年も10月 に、ベ トナムヘのスタデイーツアーを

行う予定になっております。今回は責梅基金の予定地を訪れようと計画をしてお ります。ぜひ、ご一緒に楽しい旅

をいたしましょっ !

ただ今、事務局では運営委員の奥山氏を中心にNPO法人化作業をしております。また、事務局長には元事務局長の

南康雄氏に再度就任 していだきました。 9月 には、ホゥエ先生来日に際して会員の皆さまとの交流会を行いたいと

考えてお ります。具体的に決まり次第ご案内いたしますので、ご参加をお願いします。それでは、皆さまの夏休み

を楽しくお過ごしください。 (樋川)

ベ トナム青葉奨学会 QUY HOC BONG LA XANH 電話 :84-8-8477359 フアクス :848-8477527

c/o TRUONG NHAT NGU DONG DU 43D/46 Ho Van Hue, Q.Phu Nhuan,Ho Chi Minh, Viet Nam

日本の「ベ トナム子供基金」は、ベ トナムの 「青葉奨学会」を通し、ベ トナムの子どもに贈られます。

発行人 :近藤昇  17u集 人 :樋 川好美  印刷所 :伽 さとう印刷社

◆ベトナム子供基金会員募集 ! 破人・知人をお誘いください。ご協力お願いします1)

里親基金 :年額 1日 2万円

学生会員 :年額 1日 1万円

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

里子の履歴票が届き、里子と手紙のやりとりができます。

一般基金 :年額 1日 1万 2000円
子どもたち全体の「里親」というFEl係 を想定しています①子供基金通信によって、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、いっさい自由です。

学校建設黄梅基金
青莱奨学会と相談の上、ベ トナムの辺地に学校を建設します。該当学校に青葉奨学金を

併設することも可能です。

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 し預金利子を奨学金とします。基金の名前、支援

地域・学校等は、ご相談の上、決定します。

ベ トナム黄梅基金  1日 1万円 複数のベ トナム子供基金会員で基金を設立し、預金利子を奨学金とします。
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