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私が初めてベ トナムを訪れた

のは、今か ら15年前の学生の と

きで した。大学で受講 した講義

の関係で研修旅行 として、ハ ノ

イか らホーチ ミンまでをバスで

縦断する少 し過酷なもので した

が、車窓か らの眺めや、そこで

出会った人々、おい しかつた食

事のことな ど今でもはつき り覚

えています。特 に川 を渡 る と

き、橋がなく大きな台船のよう

なものでバスごと渡つたことが

強 く印象に残つています。

その後、ベ トナムを訪れる機

会はあ りませんが、数年前、べ

トナム子 ども基金に入会 し、こ

の春 より事務局のお手伝いをさ

せていただ くこ とにな りま し

た。

勉強会に参加 して一番の楽 し

みは留学生、元留学生の方たち

の話を聞くことです。ベ トナム

高速鉄道の計画をめぐっての白

熱 した議論を聞 くと、賛否両論

あ りなが らも、若い人たちがこ

れか ら国を背負っていこうとす

る意志を感 じま した。一方、今

号掲載のチャンさんの話は、国

が発展 していく中で、本当に支

援を必要 としている人たちがい

ることを教えてくれます。

今年 より、我が家の子 どもと

同 じ小学生の子 どもの里親にな

りま した。成長 を見守 りなが

ら、未来に希望を持って勉強で

きるようお手伝い していきたい

と思います。

さんヽもと りょうこ

(坂本亮子 )

春の木運動でもらつたノー トを大事そうに抱える小学生たち(20103フ ー・イェン省)
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理想や夢を追求し、実現できる仕事がしたい
～グエン。チャン。フォンさんインダビュー～

グエン・チヤン・フオン(Nguyen

Tran Phuong)さ んは、 ドンズー日

本語学校から千葉大大学院 (建築

専攻)に留学 し、卒業後、帰国し

てハノイで建築設計会社を設立し

ました。会社経営の忙 しい身であ

りながら、青葉奨学生の選定や面

接に関わつています。昨年のスタ

ディーツアーで会社訪問させてい

ただき、その夢と希望あら、れる様

子に感激しました。その活躍する

様子を里親の皆さまや後輩の留学

生に紹介したく、今号でぜひ原稿

執筆を、とお願いしたのですが、

多忙のため、インタビュー形式と

なりました。

ホ ゥエ さん と出会 い、

日本留学 を決意

ベ トナム子ども基金・黒羽宏

(以 下 K):こ んにちは。お忙 し

い ところお時間をいただきあ り

が とうございます。 さて、この

インタビューでは、フオンさん

の これ までの経歴 、現在 の仕

事 、今後 の展望 、 とい うよ う

に、3つ のステージについてフ

ォンさん自身のことか ら、ベ ト

ナム全体に広げてお話をお聞き

します。まず、 日本留学に至る

経緯 につ いてお 聞かせ くだ さ

い 。

グエン・チヤン・フオン(以下P):

私は、ハノイ建築大学 (英語名

:HanOi Architectural Univer―

sityを 卒業 してか ら、欧米に留

学す るチ ャンスがあ りま した

が、 ドンズー 日本語学校の校長

先生のグエン・ ドク・ホ ゥエ さ

ん と出会い、 ドンズーの理念を

聞いてか ら来 日の決心を一夜で

決めました。東京の 日本語学校

で1年 間勉強 してか ら、千葉大

学に入学 しま した。 日本で建築

を学びたい と思つたのは、建築

家の安藤忠雄 さんに1瞳れていた

か らです。そこで安藤先生に手

紙を書いたのですが、先生は東

京大学を退官す ることになつて

いて、退官後は大学で教えるこ

とはない との返事で した。がつ

か りしま したが、 日本で学びた

い とい う気持 ちは変 わ らず 、

2003年 より千葉大学大学院で栗

生明先生に師事 し、修士号を取

得 してか ら博士課程 中途まで研

究活動を続けました。

K:留 学生活で、苦 しかった こ

とや楽 しかつたことなど、思い

出に残 つてい るこ とは何 です

力斉?

P:日 本 留 学 の 動 機 の ひ とつ

に、早 く親 か ら独立 したい とい

う気持ちがあつたのですが、来

日したときの所持金は5万 円し

かなく、4万 円のアパー トを借

りると生活費がなくなってしま

い、苦 しい思いをしました。来

日当初は、日本語もできず、東

京の 日本語学校で勉強 しなが

ら、浅草で 日本語の必要のない

荷下ろしのアルバイ トをしまし

た。栗生先生の奥様のおかげ

で、週 1回お茶のけいこをしま

した。動作を全部は覚えていな

いですが、感覚が覚 えていま

す。いつかハノイで小さいお茶

室 を作 りたい。来 日5年 目に

は、アジア文化会館の学寮 。新

星学寮で寮生活を送 りました。

そこでは3つ の哲学、 「生活主

義、歴史主義、いのち主義」

(注)と い うものがあつて、こ

れ らの教えは私の心に残つてい

ます。

や りたいことが

た くさんあ り、起業

K:日 本留学を終えて祖国に戻

り、起業することになつた経緯

は?

P:研究者を志 したこともあつ

たのですが、私にはテーマがた

くさんあつて、研究活動 として

絞 り込んでいくよりも、もつと

広いテーマで仕事をしていきた

いと思い、起業しました。

K:現在のお仕事の内容 と今後

実現 していきたいことをお聞か

せくださヤヽ。

P:私 の会社では、大規模な、

例えば公共事業的な建築ではな

く、主に一般家屋を扱っていま

す。ベ トナムにおける建築は、

やることカミヤヽつぱいあります。

仕事はたくさんある、や りたい

こともいつぱいある、しかし、

その中で私の理想や夢を追求、

実現できる仕事をしていきたい

と思つています。

K:その夢、理想 とは?

P:テ ーマ として表せば、 「環

境 と建築」 ということでしよう

か。環境、特に植物ですねcそ
れは、単に建築に使 う材料 とし

グエン・チヤン・フオンさん
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ての植物ではなく、環境 と建築

の調和、共存 とい うことです。

乗境問題は、世界的に重要な問

題です し、こうした乗境 と人間

との関わ りを、大きなシステム

として捉え、それ らが共存・共

生できるようなシステムを作っ

ていきたいと思つています。私

は植物が好きです し、スタンフ

にも植物好きが多いので、こう

したコンセプ トは共有されてい

ます。

K:仕事 を してい く中での喜

び、苦 しいことはどんなことで

しょうか?

P:起 業 して、資金 を集 めた

り、 「家族」 としての社員へ給

料を払つた り、それは大変なこ

とではありますが、や りがいで

もあります。また、私たちの仕

事がベ トナムの発展、さらに広

げて世界の発展につながること

ができれば、大変 うれ しいです

ね。

環境、建築、植物で

世界 を目指す

K:今 後、会社はどのようにな

っていきますか ?

P:日 本の工務店などとも連携

して、コス トが安 く、エコな住

宅を提供 していきたいと思つて

います。環境、建築と植物、こ

れはベ トナムだけでなく、 日本

やアメリカなどにも共通するテ

ーマだと思いますので、その分

野から世界へ進出していきたい

とも思つています。幸い、スタ

ンフには日本留学生の後輩や、

ドインで勉強 してきた者 もお

り、優秀な人材に恵まれていま

す。そのスタンフの教育には、

例えば1日 の うち2割 は、それぞ

れのテーマを持 つて 自由に勉
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強、研究する時間を与えていま

す。また、 日本や各国へ留学 し

た先輩たちとの交流も深めてお

り、今度、彼 らと共同で、さま

ざまなテーマによる本の出版を

計画 しています。それはベ トナ

ム語 と英語での出版 にな りま

す。

K:それは大変楽 しみですね。

さて、 日本 との関係はどうなっ

ていくでしょうか?

P:ベ トナムは、 日本からODAに

よ り多 くの支援 を受 けていま

す。私はこれだけでなく、民間

レベルでも透明性の高い交流、

援助を求めていきたいと思いま

す。

K:後輩たちへ何か言いたいこ

とはありますか?

P:後輩たちには、若いころか

ら自立、独立精神を持って、自

分の夢や希望を持つて、それを

実現するための努力をしていつ

てもらいたいと思います。失敗

してもや り直 しはきくのですか

らね。でも、私は、ハノイの建

築大学の後輩 との交流などで、

む しろ後輩たちから希望をもら

っています。

K:最後にベ トナムの将来につ

いては、どのようにお考えでし

ょうか?

P:ベ トナムでは、教育や道徳

の問題があります。教育や道徳

は、将来のよりよい発展のため

に欠かせないものであり、特に

教育は、学校教育だけでなく、

生涯教育も充実させていかなく

てはな りません。また、私は、
「旅行」とい うことに関心があ

ります。これは、旅行そのもの

とdestination、  目的l也へたど

り着 くことによつて、いろいろ

な文化 と交流できるとい うこと

です。 しかし、そのためにはそ

れぞれのdestinationに 独 自の

文化がなければなりません。

K:本 国はお忙 しい ところ、貴

重なお時間をいただき、ありが

とうございました。 とても希望

があ り、元気 の出るお話で し

た。今後のご活躍をお祈 りしま
―
)~。

P:こ ちらこそあ りが とうござ

いました。私も青葉奨学会のた

めにできることは精一杯協力 し

ますのでよろ しくお願 い しま

す。

(2010年 7月 17日 ハノイ Waviet

Corporationに て 文責・黒羽)

(注)新星学寮の3つの哲学
「いのち主義」とは、生きとし生

けるものの命はすべて平等である

ということ。「歴史主義」とは、
いのちは平等であるのに、自然界
には食物連鎖があり、人間の世界

には例えば民族の支配・被支配と

いうような関係もある。つまり、

そのように生きてきた私たち人間
の「歴史的反省主義」といつても
いい。そのようなことを理解 し

て、自分の生活に反映させてゆく

のが「生活主義」であり、どのよ

うな高い理想を持つていても、自

らの生活に反映できないなら意味
がない。

ヽ

‐
ハノイ建築大学の学生を指導
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ベトナム子ども基金通信50号に寄せて
ベ トナ ム子 ども基金通信 が

2010年 6月 5日 発行分で創刊50号

とな りま した。関係者の労をね

ざらい、お祝い申し上げます。

私はベ トナム子 ども基金発足時

か らの会員ではあ りませんが、

「通信」のバ ンクナンバーを送

つて もらい、第 1号か ら持 って

いま した。将来貴重な資料にな

ると思い、B5判 の第40号 までを

東京・清瀬市にある日本社会事

業大学の社会事業図書館に寄贈

し、保存・活用 してもらつてい

ます。第41号以降の分について

も一定の量に達 し次第、同 じよ

うに寄贈 しよ うと思っていま

す。

私 と子 ども基金 との関わ り

は、1995年からです。 12月 21日

付の近藤代表名の文書がありま

す。私の問い合わせに対 して送

ってくださった資料の表書きで

す。そ して、翌 1月 19日 付の文

書には、私の最初の入金があっ

たこと、現在254名 の参加があ

ることな どがつづ られていま

す。私が子 ども基金を知ったの

は、たぶん、朝 日新聞の記事だ

と思います。

私の里親歴は14年で、里子は

3人 目です。最初の里子はホー

チ ミン市の女児で6年支援 しま

したが、半官半民の学校へ進学

したため支給打ち切 りになりま

した。2人 目はロンアン省の女

児で したが、1年 だけでいずみ

基金に移 りま した。今の3人 目

の里子はゲーアン省の女児で、

7年続いています。今後 もでき

る限 り支援を続けたいと思つて

います。そしてベ トナム子ども

基金通信のますますの充実を祈

つてお ります。

ふじたせんざぶろう

(藤 田専二郎)

今年もベ トナムの里子たちを訪問 し、学校施設を見学するベ トナムスタディーツアー

を企画 しております。さまざまな出会いと感激をぜひ !!

期日 :2010年 11月 20日 (上)～ 27日 (上 ):27日 早朝帰国

訪間地 :ハノイ、ホーチミン及びその周辺

費用 :13万 ～14万円くらい

成田―ベ トナム往復、ベ トナム国内便代金、ホテル 6泊代 (朝食付き)、

昼夕食代、現地移動代、ガイ ド代等。ただ し、個人で里子宅訪間の場合は、

1日 当た リレンタカー代+ガイ ド代で約 1万円別途かか ります。

内容 :学校 H施設訪間、里子との交流パーティー、

参加予定数 :約 10名 前後

参加 (予定含む)申込み :9月 20日 (月
日祝)ま で

参加最終確認 :10月 10日 (日 )

里子個別訪間、観光など

*お問い合せ、参加申込みはベ トナム子ども基

金まで (担当 :黒羽 )

2010ベトナムスタデイーツアーのご案内

昨年のツアーでの里子交流会
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2010年定朗会員総会議事録

特定非営利活動法人ベ トナム子 ども基金

総会の種類   2010年 定期会員総会

招集年月 日 2010年 6月 5日

6

開催 口時及び場所

(1)開催 口時  2010年 6月 19日 (土 l程 日)午後 2日寺

(2)開催場所  アジア文化会館教室 東京都文京区本駒込2-1213ア ジア文化会館

会員数及び出席会員数

(1)会員数   262人
(2)出席会員数 238人 (本人出席23人 、委任状出席215人 、書面出席0人 )

議長の氏名

高橋 強

議長選任の経過

定亥1に至 り司会者 南康雄が開会を宣し、続いて理事長 近藤界があいさつ した。司会者が

本 国の2010年 定期会員総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げた後、議長の選

出について諮つたところ、満場一致をもって高橋強が議長に選任 された。続いて議長からあ

いさつの後、議案の審議に入つた。

7.議事経過の要領及びその結果 (議案詳細は前50号に掲載 )

第1号議案 2009年活動報告

第2号議案 2009年決算報告および会計監査報告

議長は、事業報告を近藤に内容を説明させた。続いて樋川から、会計に関する報告があ

り、監事岡村から、会計書類は綿密に調査 したところ、法令に照らしいずれも妥当であ

ることを認めた旨の報告がされた。議長はこれを議場に諮つたところ、満場異議なく承

認 された。

第3号議案 2010年活動計画案

第4号議案 2010年予算案

議長は、事業計画案を近藤に、収支予算案を樋川に内容を説明させた後、これを議場に

諮つたところ、満場異議なく原案通 り可決決定した。

以上ですべての議案の審議を終了したので議長は退

任のあいさつを行い、午後2日寺30分 に閉会 した。

5.
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感繁の気持ちをしむっも|ゞに置いて
2010定期会員総会スピーチから～ドアン・ティ・トウイ・チャンさん

2010定期会員総会の後に行われ
た、元青葉奨学生で新潟大学工学
部4年生の ドアン・ティ・トゥイ・

チャンさんのスピーチをお届けし

ます。

皆さま、こんにちは。私はベ

トナムの中部ダナンから参 りま

した ドアン・ティ・トゥイ。チャ

ンと申します。現在、新潟大学

の4年生です。私は中学1年から

高校3年までの7年間、青葉奨学

金をいただきました。今 日は、

人生を変えるくらいの青葉奨学

金と出合った私のことをお話 し

たいと思います。

屋根のない家

私は3人姉妹の2番 目に生まれ

ました。皆さんベ トナム戦争を

ご存 じですよね。たまたま父と

母がどちらも昔の政府、戦争前

の (南 の)政府 とちょっと関係

がありました。それで戦争が終

わったらお金もない し何もなく

て、父は毎 日力仕事 しかできま

せんでした。母は家で私のダウ

ン症の妹の世話をしていて、私

の小さいころは本当に貧乏でし

た。家は寝るところにしか屋根

がな くて、いつ も父が冗談で

「千星ホテル」 と言つていまし

た。本当に寝るときには空が見

えるんです。でも、私が小学校

4年生のときに担任の先生が家

庭訪問に来て、 「こんなことが

あるから」 と、2年 間にわたつ

て私のことを青葉奨学生に推薦

してくださいました。それでや

つと、中学 1年生になって青葉

奨学金をいただくことになりま

した。
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初めて奨学金をもらつて

今でも忘れ られない思い出が

あります。最初に奨学金をいた

だいた帰 り道に、母がちょつと

店に寄つて、私の大好きな練乳

(コ ンデンスミルク)を 20缶 も

買つてくれました。すごくうれ

しかったです。普段はちょつと

しか飲めない練平Lが 、そのとき

だけは、いつぱい飲めて…なん

か大金持 ちになつた気分で し

た。本当に、本当に、 うれ しか

ったです。その 日は私、生まれ

てきて一番幸せな日だつたんで

す。

青葉奨学金は私の支え

教科書などは、いつも知 り合

いから全部古い本をいただいて

いました。私には 2つ年上の姉

がいて、先に姉がその本を使い

ます。私の番になると、本はば

ろばろになっていま した。ま

た、教科書は私が使 うときには

内容が変わつてしまったものも

ありましたが、その教科書で勉

強 していました。奨学金で参考

書を新 しく買つてもらつて、私

は参考書を読むのが好きになり

ました。寝るときも参考書を枕

元 に置いて、何回も読みま し

た。それで思いがけず成績も伸

びて、中学校卒業までには成績

は学校全体で2番 目にな りまし

た。

高校はダナン市の一番有名な

高校に入 りました。その高校は

塾に行かないと入れない難関校

だったので、生徒はお金持ちの

子ばかりです。私は塾に行かな

かったんですけど、その高校に

入れて、周 りから「あの子はな

んであそ こで勉強す るの ?」

と、不思議に思われました。で

すから、私にとつて青葉奨学金

は経済的な面だけではなく、精

神的にもいろんな支えになって

くれました。

日本への思いと青葉の仲間たち

もうひとつ、青葉奨学金は私

に、 日本へ留学 したいとい う思

いをくれたと思います。里親 さ

まに手紙を書くことによつて、

日本 の国は どんな国なのだろ

う、とか、 日本の方はベ トナム

のことをどう思ってくれるの、

とか気になって、友だちや大人

の人に聞いた り、自分でも調べ

た りしました。それで自然に日

本のことに興味を持って、 日本

に行つてみたいなあと中学生の

ときか ら思 うよ うにな りま し

た。

そ して、青葉奨学金 の仲間

も、私にとつていい刺激をくれ

ました。みんなそれぞれいろん

な家の背景を持つていますが、

すごく明るくて、頑張 り屋ばか

りです。私くらいの家族の背景

とかその程度ではなくて、もう

お父 さんもお母さんもいなくな

つている友だちとか、食べるも
のもないくらいの家の子もいまし

ドアン。ティ・トゥイ・チャンさん

-6-



た。それでもみんな何でもない

よ うに話 してくれて、勉強 も成

績が トップみたいな子 も多かっ

たです。先輩を見ると、お金が

なくても、普通にシンガポール

とかアメ リカに留学 した り、特

に 日本に留学する人が多 くて、

それ を見て私 も勇気 を も らっ

2010年 9月 10日 (金)ベ トナム子 ども基金通信第51号

て、自分も日本に留学 しようと

決意 しました。

今やっと日本に来て、新潟大

学でもう4年生になって、将来

はまだはっきりわからないです

けど、でも私たちはどこにいて

も、何をしても、里親 さまへの

感謝の気持ちをいつも心の中に

置いて、いい人生を送 りたいと

思つています。それ くらいしか

恩返 しできないと思いますが、

私の、私たちの成長を見守って

ください。ありがとうございま

す。

ベトナム青葉奨学会を紹介します
ベ トナム青葉奨学会は、国内

や海外の各団体や個人からの支

援を貧 しい子 どもたちに届ける

役割を担っています。事務局は

月曜 日から土曜 日まで開いてい

ます。現在 日本人スタンフはい

ませんが、 ドンズー 日本語学校

の先生がボランティアとして、

日本語で対応することに努めて

います。

履歴票の作成 と里子の選考

青葉奨学金を継続 して受け取

るためには、 1年 ごとに願書を

送 り直さなければな りません。

9月 に学校が開校するのに合わ

せて、毎年 8月 半ばころ、事務

局は各省の奨学会や学校に再応

募す るための願書 を準備 しま

す。里子をより管理 しやす くす

るため、里子に番号を付けてあ

るので、まず、履歴票を印刷 し

て、里子番号を記入 してから、

郵便で送 ります。そ して、里子

が履歴票を作って9月 30日 まで

に事務局に返送 します。

履歴票が届いたら、こちらで

選考 します。まず、書類が足 り

ているかどうか、記入 した情報

が詳細なものかどうかをチェン

クしなければな りません。「家

は貧 しいです」 とか 「お金があ

りません」としか書いていない

履歴票を選別 し、その里子の家

に連絡 し、家はどうい う状況な

のか確認 します。もつと詳 しい

情報を得たら、履歴票に補足 し

ます。家に電話のある里子なら

す ぐに対応できますが、ない場

合は各省の奨学会や学校を通さ

なければならず、大変時間がか

か ります。事務局で選考する期

間は約 1カ 月半で、11月 の半ば

までの予定となっています。効

率的に進めるために、全部の履

歴票を完成 させてから日本へ送

るのではなく、20通 くらい完成

するごとに日本へ送 ります。そ

うすれば、お互いに待つ時間が

少なくなります。

里子の手紙のチェック

里子から里親への手紙をチェ

ックする作業は一年中やってい

ます。里親からの手紙をベ トナ

ム語に訳 して、里子へ送る作業

もあります。毎回同じことを書

いている里子には、もう一度書

くように連絡 します。手紙は里

親 との唯―の情報交換をする手

段なので、生活に関する情報を

書 くよう里子に指導 し、事務局

に届いた手紙 は 日本へ送 りま

す。

「春の木運動」

ベ トナムのお正月に向けて、

子 どもたちへのプレゼン トとい

う「春 の木運動」 を開始 しま

す。文房具や制服などのプレゼ

ン トの支援を呼びかけるポスタ

ーを作つて、これまで支援 して

いただいた各会社へ送 ります。

主な会社は日系企業です。 12月

になったら、寄付を名乗 り出て

くださつた会社まで受け取 りに

行きます。 日本からお金の寄付

もあります。その寄付金で、基

本的には制服なのですが、何を

購入するのかを、その年の状況

によつて判断 します。それか

ら、バイクでホーチ ミン市周辺

の農村部へ行つて、子 どもたち

にプレゼン トを直接渡 します。

昨年度は台風だつたので、制服

の代わりに、中部、北部の子 ど

もたちに72,000冊のノー トを寄

付 しました。

黄梅奨学金の送金

優秀だけれ ども貧 しい学生

を、各省の奨学会に選んでもら

い、黄梅奨学金を各省へ送 りま

す。 この奨学金は年に1回ベ ト

ナムの旧正月の前に支援 してい

ます。

青葉奨学金の授与式

旧正月の休みが終わった2月

の半ばころ、ホーチミン市で青
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葉奨学金の授与式を行います。

会場 を借 りて、里子が 1日 一緒

に遊んだ り、お正月の楽 しかっ

たことなどについて話 します。

第1回 目は式 として外部で行わ

れますが、その後の5回 は2カ 月

ごとに青葉奨学会の事務局のあ

る、 ドンズー 日本語学校で奨学

金を渡 します。

地方の里子への奨学金の送金

ホーチ ミン市以外の里子たち

には、 1年 に 4回、3カ 月 ごとに

郵便で奨学金を各奨学会や各学

校へ送 ります。それには意味が

あ ります。奨学金の受け渡 しの

ときに、先生たちは里子か ら勉

強のことや、生活について聞き

ます。そ して、何か特別なこと

があれば、事務局に連絡 しても

奨学金に励まされて

グエン・ティ・フン・ディ

この 1年間、私 と家族は里親

さまの送って くださった奨学金

を頂いています。 これは私の家

族にとつて、これまでに受けた

ことのない大きな喜びです。

父が重い病気になって両足を

切断 してか ら、家族には笑顔が

あ りません。家は静かにな りま

した。人の住んでいない荒れた

家のようです。父は両足が切断

されただけですむか と思われま

したが、去年病気が手の指先ま

で転移 して再発 しま した。お医

者 さんによれば、す ぐ治療 しな

い と両手も切断 しなければなら

ない とのことで した。そ してこ

の病気を治すにはかな りお金が
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らいます。また、里親に手紙を

書くように里子に伝えてもらい

ます。

そのほか、 日本の里親が知 り

たいことがあれば、Eメ ールで

送 ります。ほかにも細かい作業

を行つています。例えば、里子

が転居する場合や、亡くなった

場合も、こちらから里親に伝え

なければな りません。また、里

子が途中で学校を辞めて、仕事

を始めた場合も里親に報告 しま

す。データの整理 と管理も重要

なので、これからも日本 とベ ト

ナムの情報を共有できるように

頑張っていきます。

(ベ トナム青葉奨学会事務局

ファム・タン・シュン)

かか ります。お医者 さんにそ う

言われて母はどうやつて父の病

気を治療するか心配 しました。

お金がないので、仕方なく住ん

でいる家と土地を売つて、父の

治療費に充てました。いろいろ

な病院に行つて、治療できるか

どうか聞きましたがどこのお医

者 さんも首を振つて、もう治せ

ませんと言いました。 とうとう

元の病院に戻つて、両手をtfm断

しました。

家が売 られ、私の家族は村の

荒れた家に移 りました。家の中

には私たちの教科書、鍋以外に

値打ちのあるものはひとつもあ

りません。今は、毎 日の食事に

もわが家は頭を痛めています。

おかゆ と野菜ですませていま

す。そんな中、里親 さまの支援

のお金を頂いて、私の家族は大

きな喜びを感 じました。私たち

の勉強と食事にとつてありがた

ファム・タン・シュン (Pham Thanh
Xuan)さ ん :元青葉奨学生で元日

本留学生。現在、ホーチミンの ド

ンズー日本語学校教師であり、ベ

トナム青葉奨学会の事務局も担

当。里親会員の里子訪問やスタデ

ィーツアーの際には、現地手配や

通訳・ガイ ドとして活躍 していま

す。今回は、あまり紹介すること

のなかつたベ トナム青葉奨学会の

業務について紹介してもらいまし

た。

いお金です。

半月学校を休んでから授業に

戻 りましたが、自分で頭がよく

なったような気がします。教室

に戻つたときには、ほかの学生

に追いつけないかと心配 しまし

たが、第 1学期に学校の優秀な

学生になりました。またつい先

日は、村 と県の体操 。体育大会

に参加 して1番 にな りま した。

里親 さまの支援は、もつと勉強

を頑張らなければと、私に対す

る励ましです。 ときどき勉強の

ことでプレッシャーがあります

が、将来 日本へ留学することを

考えたら、いつの間にかそのプ

レッシャーも消えてしまいまし

た。私はいい成績がとれるよう

にもつと頑張らなければなりま

せん。

世の中に里親 さまのような人

がたくさんいらつしゃつたら、

必ず世界の貧 しい子 どもたちが

フアム・タン・シュンさ

トナムからの
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学校へ行 くチャンスが増えると

思います。そ していつか国の発

展の役に立つような人材になる

と思います。里親 さまのこのよ

うな恵まれない学生に対するご

支援、本当にあ りが とうござい

ます。私はこれか らも里親 さま

や 自分の親の期待を裏切 らない

ように頑張つて勉強 します。

最後に里親 さまのご健康、ご

成功をお祈 りします。

苦 しみを乗 り越え、

よりよい生活に

グエン・チャップ・ドゥォイ

里親 さま !奨学金を受け取 り

ま した。私はそのお金で学費を

支払いま した。里親 さまには心

から感謝いたします。

里親 さま、もうす ぐ高校入試

があ ります。現在はその勉強で

とても忙 しいです。私は頑張つ

て力を出しきつて高校に入 るつ

もりです。私は自分の気力を信

じないわけではないけれ ど、 と

ても心配です。里親 さま、私に

いいア ドバイ ス を して くだ さ

い。

先 日、私の村が池を開放 した

ので、私は貝や魚 をた くさん採

ってきま した。いつぱい食べて

満足 しま した よ。現在私 の姉

は、 レンガ作 りの仕事に出かけ

ています。 しか し、その仕事は

給料が低い上に、働いた分の賃

金 が未 だ に支払 われ ていませ

ん。未払い金額はますますかさ

んでいるのに、雇い主は一向に

支払つてくれません。姉の子 ど

も、私のおいは 3歳 になったけ

れ ど、相変わ らず非常にやせて

います。毎 日の暮 らしが どうあ

ろ うとも、よく遊び、よく泣 く

無邪気で明るい子 どもです。生

活が どんなに困つていても、家
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族みんなはおいの世話をしてい

ます。

現在、私はすでにもう生活 と

は何かがわかるようにな りまし

た。 「生活は身近なところでい

ろんな出来事が起こります。不

安や失敗 もあります。私たちは

生活をよくするために苦 しみを

乗 り越えなければなりません。

わからないことがあったら調べ

て、いい方法を見つけなければ

な りませんJ。 その よ うに し

て、私は生活をよりよくする決

心をしています。

私の家族ですが、両親は早く

に亡くなりました。姉は非常に

苦労 しています。だから私は、

里親 さまや先生方、家族の期待

を裏切 らないように一層努力 し

て勉学に励んでいます。ここで

ペンを置きます。まだ勉強が残

っています。里親 さまとご家族

皆 さまのご健勝 を祈 っていま

す。

ずつと勉強できるように

頑張ります

H・ ムン・ニエ

里親 さま、昨年母が里親 さま

あての手紙 を書 いて送 りま し

た。本当は、里親 さまへの手紙

は 自分 で書 きたかったのです

が、僕がまだちゃん と文章を書

けない と母は心配 して、代わ り

に書いて くれま した。今はもう

自分で里親 さまに手紙を書きた

いと思っています。

里親 さまか らのお手紙を頂き

ま した。その中に定規 と里親 さ

まの写真があって うれ しくて感

動 しま した。母は里親 さまのそ

の写真を大きなサイズに焼いて

家に飾つています。知 り合いに

「どなたなの」 とよく聞かれて

います。そのたびに母は、 「う

ちの子を支援 してくださつてい

る恩人の方なのよ」と誇 りを持

って答えています。みんな里親

さまが優 しそ うな方だと褒めて

います。

今度、記念に僕の家族の写真

を里親 さまに送 りたいと思いま

す。この写真に兄だけは写つて

いません。実は、僕の家族は9

人 です。叔母 、父、母 、兄 3

人、姉、そ して僕 と妹です。父

は、腎臓 と脊髄 (せ きずい)の
病気があり、母は頭痛持ちで心

臓が弱く、あま り仕事ができま

せん。それで、上の兄3人 はも

う勉強をやめてTrJJぃ てぃます。

経済的に余裕はありませんが、

僕はできるところまで勉強した

いです。

奨学金のおかげで学費を支払

い、学用品を買 うことができて

本当に感謝 しています。今年 6

年生です。今年の前期は学力

「良」でした。まだまだですが

前より成績が伸びました。学校

の先生はみんな熱心に優 しく教

えてくれます。友達もいろいろ

教えてくれます。家では家族の

みんなも僕の勉強を応援 してい

ます。こんなよい県境を僕のた

めに作ってもらっているので、

僕も頑張らなくてはと思いまし

た。妹はまだ学校に行つていま

せんが、家の手伝いをしていま

す。

今よりも勉強ができるようイこ

里親 さまからもいろいろア ドバ

イスをしてください。将来でき

たら日本に留学 し、ベ トナムの

発展に貢献 したいと思っていま

す。

最後にな りますが、里親 さま

とご家族の皆さんのご健康、ご

幸福を祈っています。
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日本に留学するのが夢

ヴロティ・ミン

初めに里親 さまのご健康 とご

幸福をお祈 りいた します。そ し

ていつも若 くてきれいでいられ

ますように !

里親 さま、昨 日奨学金をもら

いま した。里親 さまはいかがお

過 ごしですか。仕事は順調で し

ょ うか。 お許 しいただ けるな

ら、里親 さまのことを少 しでも

知 りたいのです。

里親 さま、私は県の優秀学生

とい う試験に合格 しま した。す

ごくうれ しくてす ぐに里親 さま

に報告 したかつたです。里親 さ

まか らのご支援は本当に感謝 し

ています。周 りの皆 さん、父

母、学校の先生、友達にもいろ

いろお世話になつています。お

かげで、私は人々の温かい愛情

で成長 してい る と感 じていま

す。

今、私には夢があ ります。い

つか好きな 日本に留学 し、新 し

い知識を学び、将来ベ トナムの

発展に貢献す ることです。そ し

て、父母や里親 さま、学校の先

生に恩返 ししたい と思っていま
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す。

いつか、 日本に留学 し、里親

さまに会いたいです。外国のあ

ちこちへ行つて 自分の知識 を広

げたいのです。一番いいのは 日

本語を覚えれば、里親 さまと口

本語で話す ことができますね。

こんなに優 しくして くれ る里親

さまはきっときれいで、周 りの

方々に信頼 されている方で しょ

うね。 もしできるなら、里親 さ

まの写真を送ってくださるとう

れ しいです。

私 の家族 は 6人 います。祖

母、父、母、姉、私 と妹です。

私 と妹はまだ学校に通つていま

すが、姉はもう締婚 し働いてい

ます。 両親 は農業 を してい ま

す。祖母は家で家事をしていま

す。今ふ と思いま したが、里親

さまはご結婚 されていますか。

もし結婿 しているなら、ご主人

さまはきっと優 しい方で しょう

貯a。

暇なとき、里親 さまは何をし

ますか。私は暇なときは、母を

手伝つて家事をしています。 と

ころで、里親 さまは誕生 日の記

念に小物など作ることがありま

すか。私は、里親 さまの誕生 日

に手作 りのプレゼン トを送 りた

いです。里親 さまのお誕生 日は

いつですか。お知 らせ くだ さ

い。

里親 さまのお返事を待つてい

ます。もし里親 さまと英語で手

紙のや りとリカミできるとうれ し

いです。

さて、『王家の紋章』 とい う

漫画 を読んだ ことがあ ります

か。私 はこの漫画が大好 きで

す。特に、きれいでかわいく心

が優 しいキャロルとい う人物が

好きです。『王家の紋章』の漫

画以外で 日本 の好 きな漫画は

『伯爵令嬢』 Fド ラえ もん』

『名探偵コナンニなどです。

里親 さまのご支援を無駄にし

ないように勉強を頑張 りたいと

思っています。

里子 の手紙 お届 けの

遅れ につ いての ご報 告

里親の皆さま、今年になつて

里子の手紙が半年以上もかかつ

てお手元に届くという事態が起

き、ご迷惑をおかけしました。

手紙を書いた里子にも、手紙を

待つていらつしゃる里親さまに

も申し訳なく思つています。

手紙に同封している「お知ら

せ」でご存 じかと思いますが、

里子の手紙は、里子の通う学校
→ベ トナム各省の奨学会→ホー

チミン市にある青菜奨学会 (あ

る程度、数がまとまった段階で)

→日本のベ トナム子ども基金→

日本国内での翻訳作業→里親さ

まへ郵送、という順序で皆さま

のお手元に届きます。このよう

な過程をたどる途中で、時間が

かかってしまうのですが、今回

の遅れはあま りにもひどいの

で、ベ トナムの青葉奨学会に問
い合わせをしま した。その結

果、各省の奨学会が、ほかの書

類と併せて送付するために手紙

を留め置いていたということが

分か り、今後、各省の奨学会に

は手紙だけを先に送るように注

意 したとの報告がありました。

また、なるべ く早 く手紙が里親

さまのお手元に届 くように、当

基金でも日本人翻訳ボランティ

アの方々に加え、ベ トナム人留

学生有志の協力を得て、翻訳時

間の短縮を図る努力をしていま

す。

今回の遅れをおわび申し上げ

るとともに、今後もご支援・ご

協力くださることをお願い申し

上げます。
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2010年 9月 10日 (金)ベ トナム子ども基金通信第51号

●事務局から

◆ ご入金報告  ご支援ありがとうございます (順不同・敬称略) (「 新」は新規会員 )

2010年 4月 (追加)里 親基金 草間俊介

2010年 5月  里親基金 小島綾子 竹内聡子 西野由美 高橋強 柴田敦子 牛丸チヨ 中村君代
大杉愛子 大杉和也 小岩井陽子 千賀恒雄 中台正四 飯田一男 阪本恵美子 但馬尚子
保柳晴子 奥山義夫 谷岡暁美 元川暁子 東京小金井ロータリークラブ 馬場登 柴田秀作
山田桂子 横野令延 布川幸太 (新)学 生基金 NUYEN THANH PHUC 一般基金 堀江渥子
中曽根信 TO BUU LUONG 福留智子 ′賛助基金 三村敏子

2010年 6月  里親基金 栗原静子 野村利実 阿部貴子 (新)原 田隆子 呂新一 小山明

曽田貫一 門屋和雄 。千重 中林妙子 鈴木真琴 小林一成 島田直子 保浦克佳 (新 )

海老澤純子 監物南美  一般基金 所やよい 大島光恵 代田泰彦・マスヨ 島田龍 (新 )

鶴尾能子 宮原彬 渡辺すみ子 賛助基金 黒川厚雄 (新)池 島智世

2010年 7月  里親基金 村谷和代 ヒガ美紀 打田咲 早坂敏和 早坂和子 早坂美紀 小堀敬子
中台正四 中原和夫 河本明美 三戸雄造 一般基金 DANG BA KHOI 中原和夫
賛助基金 近藤清子 山口大輔

*お願い :通信送付の際の封筒宛名に、里親会員と一般会員になられている方には、会員番号と最終
入金日が記入されています。年会費の納入をお忘れなきよう、お願いします。

◆ベ トナム子ども基金会員募集 !(友人・知人をお誘いください。ご協力をお願いします !)

ベ トナム子ども基金へのご寄付は、下記の口座にお願いいた します。NP01Lで 口座番号が変わ りま した

口座名 (共通)特 定非営利活動法人ベ トナム子 ども基金  (カ ナ):ト クヒ)ベ トナムコ ドモキキン

里親基金用 (一般、賛助基金を含む)

郵便振替 001006546799  銀行 (みずほ銀行駒込支店)普 通1121865

黄梅基金用 (個別寄付、学校建設を含む)

郵便振替 001304552361  銀行 (みずほ銀行駒込支店)普 通1121873

里親基金 :年額 1口 20,000円

学生会員 :年額1日 10,000円

特定の子どもに「里子」として奨学金を支給する「里親」になっていただ
きます。ベ トナム青葉奨学会から、子どもと家族の状況を説明する履歴票
が届き、里子との手紙のや りとりができます。

一般基金 :年額 1口 12,000円
子 どもたち全体の 「里親」 とい う関係 を想定 しています。通信を通 じて会
の運営報告、子 どもたちの様子などをお伝えします①

賛助基金 一般基金に準 じます。金額、回数などいっさい自由です。

学校建設黄梅基金
青葉奨学会と相談の上、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り①

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、ご相談のうえ決定します。

ベ トナム黄梅基金 :1日 10,000円 複数のベ トナム子ども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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2010年 9月 10日 (金)ベ トナム子ども基金通信第51号

◆事 務 局 だ よ り

口ごろより、温かいご支援を頂きまして、誠にありがとうございます。里子にプレゼン トを送 りたい

と考えている、里親 さまにお願いがあります。ベ トナムでは、海外からの荷物を受け取る際に税金を支

払うシステムがあります。ボールペン 1本、ノー ト1冊にも税金が発生 します。税関で、中身の値段が

いくらくらいするのかチェックし、その価値に対する税金を支払 うとい う仕組みです。価値の判断は税

関の係に委ねられてお り、明確に 「ノー ト1冊 =● $」 とい うような基準はないようです。荷物が届い

てみないことには、どの程度の税金がかかるのか、私たちも分からない状態です。中には、里親 さまの

気持ちに応えるため、里子の家族が高額な税金を払い受け取らなければならないこともございます。

皆さまがプレゼン トをお送 りくださるお気持ちや、子 どもたちのことを考えてくださっていることに

は、大変感謝 してお ります。プレゼン トをお送 りくださるときには、事務局までご相談いただけますと

助かります。 (事務局長 樋川 )

◆ お願 い

個人さまで里子訪問にベ トナムを訪れる際、ベ トナム青葉奨学会がコーディネイ トを行います。訪問

には現地スタンフ (主 に、前ページで紹介 したシュンさん)がガイ ド、通訳をしてくれます。その際、

同行者の交通費等の実費、ガイ ド・通訳代 (1日 につき約5,000円 ～、距離。時間等で変わります)を 、現

地同行スタンフに直接お支払い ください (青 葉奨学会及び子 ども基金か ら日当は支給 してお りませ

ん)。 よろしくお願いします。

べ トナムの今 !

ベトナム社会主義共和国

面積 329′ 247平方キロメートル (日本のO.88倍 )

人口 8′579万人 (2009年 12月 31日付)

ハノイ 644万 9,000人

ホーチミン 712万 3,000人

実質GDP成長率 5.3%(2009年 )

一人当たりのGDP(名 目)1′060ドル (2009年 )

1人当たりの平均月収 (全国平均2008年 )

2,159′000ドン (約 9′500円 )

消費者物価上昇率 6.60/0(2009年 )前年=100

失業率 2.900/0(都市部 :4.600/0、 農村部 :2.250/0)

(2009年推定値)

対日輸出額 62億9,181万 ドル 12009年 )

対日輸入額 74億 6′809万 ドル (2009年 )

人口増加率 0.9770/0(2009年推定イ直)

平均余命 男性 68.ア 8歳 (2009年推定値)

女性 74.57歳 (2009年推定値)

識字率  平均 940/0(2003年 )

女性1人が生涯に生む子どもの数

1.83人 (2009年推定値)

主要輸出品目

原油、縫製品、履物類、水産品、コメ、木製品、

電子製品、コーヒー、天然ゴム、石炭等

主要輸出先

アメリカ20,90/o、 日本 13.ア
0/o、 オーストラリア

ア.40/0、 中国6.90/o、 ドイツ4.50/o(2008年 )

主要輸入品目

機械・設備類、石油製品、肥料、鉄鋼製品、綿

花、穀物、セメント、バイク等

主要輸入元

中国21.30/0、 シンガポール 11.ア %、 日本 10.4

%、 韓国ア.40/0、 タイ6.6%(2008年 )

GDP産業別構成比

農林水産業 220/O鉱工業・建設業 39.90/0サ

ービス業 38.10/o(2008年 )

インフレ率 24.40/0(2008年 )

携帯電話契約件数 5′ 800万件 (2008年 )

インターネット利用者数 2,067万人 (2008年 )

兵役義務 18歳より2年間 (2006年 )

出典 :JETRO、 General Staustics Ottce OfVietnam等のHPよ り

ベ トナム青葉奨学会 OUY HOC BONG LA XANH 電話 :84-8-8477359 FAX:84-8-8477527

C/O TRUONG NHAT NGU DONG DU 43D/46 Ho Van Hue, 0.Phu Nhuan, Ho Chi Minhi Viet Nam
「ベ トナム子ども基金」は、ベ トナム現地の「青葉奨学会」を通してベ トナムの子どもに

奨学金・支援金を贈つています。

印刷 :Eネ ットプリン ト発行人 :近藤昇 編集人 :黒羽宏
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