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コントゥム省 奨学金授与式

ベトナム子ども基金との関わ

から時に応じて手紙をもらうよ

初めてベトナムを訪問して直接

りができてから何年過ぎたのか、

うになり、はるか遠い存在であっ

子どもに会って話をしたことが、

思い出せないくらいの年齢にな

たベトナムが近くに感じるよう

その後の生活に一つの刺激を与

りました。始めたときはこんな

になりました。８年前に退職し

えられたようでした。現役時代

に長く続くとは思っていません

て生活は大きく変わりましたが、

に比べて自由な時間は多くなり

でした。当時は仕事をしており

現在でも子どもとの交流は続い

ましたが、自分だけの世界に入っ

ましたが、私の退職と支援して

ております。

てしまいそうな生活が続いてい
ます。子ども基金に連なること

いる子どもが学校を卒業すると

私がこうして本会の活動を継

きが同じ頃だったので、子ども

続してこられたのは、ベトナム

で視点が広がっていくようです。

が学校に行っているときは何と

の子どもたちから時々届けられ

これからあと何年活動できる

か支援が継続できるものと思っ

る手紙に心を慰められたからで

のか分かりませんが。できる限

て続けてきました。そんな思い

す。手紙のやりとりをしている

り続けることが私の幸せと思っ

でベトナムの子どもたちと知り

ときは互いのことを想像してい

ております。

合ってから、多くの子どもたち

るだけでした。退職したときに



1

（里親会員

清水匡）

2015 年６月30日
（火） ベトナム子ども基金通信第 64号

里 親 の 里 子 訪 問
h 里子の結婚式に招待されました
元里子のグエン・アン・ダオさんの結婚式に招待
され、４年ぶりにベトナムを訪問。中学１年から６
年間、彼女を受け持ちました。その間まめに手紙を
もらったのですが、確か２度ほどしか返事を出さず、
ちゃんと返事をもらえないのかと後で言われました。
奨学金が励みになったようで、最後には学校で１番
になったとの便り。ところが受験した大学を両方と
も落ちてしまい、期待を裏切って申し訳ないと今度
は悲痛な便り。こちらも楽観していたので心配にな

里子と筆者

り、初めて会うことに。あまり思い詰めないようにと、通訳を介してアドバイスしました。
戦争がきっかけでベトナムに関心があり、カルチャーセンターでベトナム語を少し習ったのですが、発音
が難しく諦めてしまいました。でも、それが後々役に立つことになります。１年後、彼女が大学生になって
から次々とベトナム語のメールが来るようになり、辞書を使えば大抵読めるようになりました。話す方はカ
タコトですが。こちらからは英語です。あちこち怪しげな英語だったと思いますが、彼女は100％理解でき
ます。こんな感じで今まで150回以上メールのやりとりをしたでしょうか、それでお互い打ち解けた関係になっ
たと思います。
さて、こちらの結婚式ですが、日をおいて３回（婚約式、花嫁が実家とお別れする式、新郎家に迎えられ
る式）もあります。驚きました。出席したのはお別れする式だけですが、日が落ちてからしか始まりません。
交通の便が悪かった時代、遠くに住む親類をおもんばかってのことと聞きました。昔はいったん嫁ぐと実家
になかなか帰してもらえない女性もいて、ときに涙、涙の式になったといいます。この式は親類縁者だけで
行います。つまり、自分もその一員として扱われたわけで感激。夜のそんな厳粛な式と対照的に、朝の８時
から夕方までずーっと宴会です。生バンドにカラオケ機器、それに出張アイスクリーム屋さん。早朝から村
中の人200人以上（？）入れ替わり立ち替わりやってきて、おしゃべりやごちそうに次ぐごちそうを楽しん
だはずです。男に限っていえばほとんど無礼講で、自分
は朝からの強い酒で午後２時頃には酔いつぶれてしまい、
ハンモックで3時間ほど昼寝をして、夜の式に臨むこと
になりました。
最近はメールのやりとりが少なくなり、寂しく感じて
いたのですが、今回本当に楽しい経験をさせてもらい、
ベトナムとの関わり合いをこれからも続ける意を新たに
する良い機会になりました。
家族と一緒に
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h ザップ将軍のふるさとに、里子を訪ねて
その女の子、ホン・トゥイ・アンさんに会うため、
私はベトナムのクァンビン省までやってきました。彼
女とそのご家族との邂逅により、やっと積年の思いが
果たされました。旅はゲアン省の省都ヴィンから始ま
ります。ダナンから随伴してくださったディン・タィ
ン・トゥン氏は、通訳・ガイドとして申し分のない好
人物で、クァンビンへのロングドライブを前に、すで
にお互い打ち解けていました。「すごい年配の人が来
ると思ってました！」と、二人して笑い合ったものです。
早朝、深い霧に包まれたヴィンを出発して国道１

左から２番目筆者 ４番目里子

号線をひたすら南へ、南へ。真っ白い闇の中を抜けて、

ハティンからクァンビンに達する頃には３〜４時間もたっていたでしょうか。帰路にその墓所へ立ち寄る
ことになりますが、クァンビンはあのヴォー・グエン・ザップ将軍の故郷です。都会の賑わいとは無縁の、
典型的な地方の景観…海と山の間に、田んぼが広がります。
最初に小学校を訪問し、笑顔の印象的な校長先生からお話を伺いました。トゥイ・アンさんは、とても成
績優秀な生徒さんのようです。農業を営んでいるお父さんは幾度も洪水の憂き目に遭い、またお母さんは体
調が優れないとのこと。そういった背景を聞いていると、こわばった面持ちのきゃしゃな女の子が一人の男
性とともに入ってきました。里子のトゥイ・アンさんとお父さんです。あいさつを交わし、今日まみえた喜
びをお伝えするも、お二人とも相当緊張なさっているご様子。加えてシャイで純朴なご性分が伝わってきます。
場所を移して、お昼ご飯。村の食堂ではみんなで同じ卓を囲み、クァンビンで獲れるお魚の料理を頂きました。
トゥイ・アンさんは「警察官になって、みんなを守りたいです」と、夢を語ってくれます。その後自宅を訪ね、
お母さんともお会いすることができました。お母さんは涙を浮かべつつ、歓迎してくださいましたね。
ここで日本から持参した贈り物をアンさんに手渡しました。
「いっぱい勉強してね～」ノートや学用品を
プレゼント。「でも、遊ぶことも大切だからね～」
恒例の「ジェンガ」がまた大活躍‼
ひとしきり遊び終える頃には、緊張気味
だったトゥイ・アンさんもご家族もみん
な笑顔に。素晴らしい時間をともに過ご
すことができたのを感謝するのは、私の
方です。
最後に記念写真を撮り、別れを惜しみ
つつクァンビンをあとにしました。トゥ
ン氏「山本さん、ミッション・コンプリー
ト（注：任務完了）ですね⁉」
。

ジェンガで遊ぶ里子
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レ・ ギ－さんの 訪 日

••••

••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2014年は私にとって忘れることのできない年となりました。ベトナム子ども基金を通して教育援助をさせ
ていただいたレ・ギ－さん（通信57号参照）が、国際舞台で会計検査官として活躍していて忙しい中、秋に
初めて私どもを訪れてくれたからです。
たった１週間の日本滞在でしたが、私どもは彼女にできるだけ多く日本の習慣や文化に触れてもらえる
よう努力しました。私どもの小さい家に泊まった彼女が「初めて日本に来たのに実家に帰ってきたみたい」と
言ったのがとても感動的でした。


（里親会員

木塚晴夫）

新宿にて。レ・ギーさん、木塚夫婦、近藤理事長

レ・ギーさんから届いた手紙
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ベ

トナムからの
手紙

里親さま、お姉ちゃん、
ありがとう！
ヴォー・フィン・ユイ

す。目の前には２学期と高校の
受験があるため、一生懸命勉強
しなければなりません。高校選
びについても私は迷っていて、
よく考えなければなりませんで

子ども基金の皆さま
お元気で！
グエン・ティ・カィン・ハン

した。第一の選択肢は、私が住

初めに、皆さまのご健康、ご

んでいるビントァン省の一番良

成功とお幸せをお喜びいたしま

い高校です。第二選択肢は姉が

す。

また、里親さまへの手紙を書

通っている高校で、先生の質や

何年もの間、皆さまが私を見

く機会がありました。今まで書

経験に関しては先の学校との差

守り支援してくださったことに

いた手紙を里親さまは受け取ら

があまり大きくありません。こ

私と家族は心からのお礼を申し

れましたか。毎回手紙を書くと

の学校は2013年に国の標準を満

上げます。

きに、私は里親さまが手紙を読

たす学校と認められました。私

んで私の気持ちが感じられるよ

は、家族みんなの期待の星です。

な年でしたか。私にとっては本

うに期待します。半年以上が

姉は、今年高校を卒業し普通な

当に忘れられない年になってし

たって、さまざまな変化があり

ら大学に入るのですが、家庭が

まいました。悲しいことがたく

ました。最近、里親さまのご健

経済的に困難なため働きに行き、

さんあったのです。一番悲し

康はいかがでしょうか。天気が

私と弟の生活と勉強を支援して

かったのは、祖母が亡くなった

よく変わるため、健康に気をつ

います。ですから、私は家族と

ことです。祖母とはこの５年間

けてください。

里親さまの支援を裏切らないよ

ずっと一緒に生活しました。そ

うに頑張ります。

ばに祖母がいてくれて、母は寂

里親さまのお仕事は順調で

2014年は皆さまにとってどん

里親さまの今までの支援に対

しさと、生活の苦労が減りまし

まは家族と一緒に旅行しますか。

して、私は感謝しています。私

た。けれど、祖母は突然逝って

もし旅行するなら、私の故郷で

は奨学金を勉強だけに使いまし

しまいました。子どもや孫の誰

あるファンティエット市に来て

た。私は、里親さまの支援を励

も最期に間に合いませんでした。

ほしいです。きれいなビーチが

みにして自分の夢を実現させま

生活していると何が起こるか分

たくさんあるからです。

す。

かりませんが、望むことは親し

しょうか。暑い夏の日、里親さ

夏といっても、私は今年あま

最後に、里親さまのご健康と

り楽しくありません。毎年夏に

お仕事に良いことがありように

なれば、私は家族と友達と一緒

お祈り申し上げます。

い人たちがずっと元気で、穏や
かでいることだけです。
今、何をお話ししたらいいの

に遊びに行きましたが、今年は

か分かりません。子ども基金の

高校に入るため、勉強しなけれ

皆さまとご家族のご健康、ご幸

ばならないからです。さまざま

運、ご成功をお祈りします。も

な準備があり、今まで経験した

う一度、皆さまにお礼を申し上

ことがない大変な時期です。私

げます。ありがとうございました。

の同級生みんなは同じ気持ちで
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会 員 制 度 変 更のお 知らせ
皆さまには、いつもベトナムの恵まれない子どもたちにご支援・励ましをいただき感謝申し上げます。
会員の皆さまが寄付控除を受けられるように、認定 NPO 法人に申請に向けて、事務局は作業を進めております。
認定 NPO 法人制度では、税控除が受けられるのは「寄付金（総会議決権・対価性の無い会費を含む）」と
なっており、これを踏まえ、昨年６月の開催されました第５回総会にて、定款変更が承認され、今年の１月
26日に東京都から定款変更が認証されました。
この変更により、会員制度を「運営会員」と「基金支援会員：里親基金・一般基金など」に整理いたしました。
認定 NPO 取得後は、皆さまからの会費は税控除の対象となります。認定取得に向けて、役員・事務局一
丸となって取り組んでまいりますので、ご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。
新たにベトナムに関心のある法人の皆さまにご協力いただきたく、
「法人基金」
（１口５万円）を加えました。
ご入会またはご紹介ただければ幸いです。法人基金の申し込みについては事務局までご連絡お願いいたします。


理事長

近藤 曻

特定非営利活動法人ベトナム子ども基金 会員規約
（総則）
第１条 この規約は特定非営利活動法人ベトナム子ども基金（以下、「本法人」という）の定款第６条
に規定する会員に関して必要な事項を定める。
２ 法令及び定款に定めることのほか、会員に関する事項はこの規約の定めに従い運営する。
（種別）
第２条 会員の種別は、運営会員と基金支援会員の２種とする。
２ 基金支援会員における名称及び会費の額その他必要な事項は、別表１に定める。
（入退会等）
第３条 本法人に入会する者又は本法人を退会する者は、定款の定めに従い、手続きを行うものとする。
２ 会員は定められた会費を支払わなければならない。
（報告）
第４条 本法人は会員に対して、会報（ベトナム子ども基金通信）等で活動内容及び財務・運営状況等
を適宜報告するものとする。
（改廃）
第５条 この規約の改廃は理事会の決議を経て行う。
（補足）
第６条 この規約に定めるもののほか必要な事項は理事長が別に定める。
附則

この規定は平成２７年２月１０日から施行する。
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種別

名

称

会

費

内

総会議
決権

容

年額１口 20,000円
（学生：10,000円）

主に会の運営に関わり、事務局作業などをしながら子ども
たちを支援する。（学生は年会費半額）

あり

里親基金

年額１口 20,000円

特定の子どもに「里子」として奨学金を支給する。
ベトナム青葉奨学会から、子どもの家庭状況を説明する
履歴票が届き、里子との手紙のやりとりができる。

なし

里親学生基金

年額１口 10,000円

同上（学生対象）

なし

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る。
なし
通信を通じて子どもたちの様子を報告する。

法人基金

年額１口 50,000円

一般基金に準じる（株式会社等の法人対象）。
お名前を通信・ウェブ等でご紹介。

なし

賛助基金

自由

一般基金に準じる。金額、回数などいっさい自由。

なし

学校建設黄梅基金

応相談

青葉奨学会と相談の上、ベトナムの辺地に学校を建設する。
なし
該当学校に黄梅奨学金を併設することも可能。

個別黄梅基金

300,000円以上

年に１度、預金利子を奨学金とし、支給する。
基金の名前、支援地域等、相談の上決定する。

ベトナム黄梅基金

10,000円以上

複数のベトナム子ども基金会員で基金を設立、年に１度、
なし
預金利子を奨学金とし、支給する。

運 営

会

員

基
金
支
援
会
員

なし

◆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。
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

基金支援会員（里親基金・里親学生基金・一般基金・法人基金・賛助基金）
郵便振替 00100−6−546799

みずほ銀行駒込支店

普通：1121865

基金支援会員（学校建設黄梅基金・個別黄梅基金・ベトナム黄梅基金）
運営会員

郵便振替 00130−4−552361

みずほ銀行駒込支店

普通：1121873

郵便振替 00100−6−546799

みずほ銀行駒込支店

普通：1121865
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事務局から

フェイスブック見てください！

事務局の様子、ベトナムでの子どもの様子など掲載しております。一度のぞいて
みてください！
https://www.facebook.com/vnkodomokikin

発行人：近藤昇

編集人：樋川好美

印刷所：㈱さとう印刷社
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