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タック・タン小学校（春の木運動）

1995年夏、かつて日本に留学し

設の現場で携帯電話をとったホゥ

日本人の心のあり様に通じている

新星学寮や ABK（アジア文化会

エさんは開口一番「もしもし」と

ところがあるように思うのです。し

館）で日本人学生と生活を共にし

出られた。自分の空耳だったの

かし、経済が発展し個人の自由度

たベトナムの寮友を訪ねる旅があ

か、ベトナムにいるという距離感

が拡大していくと、身勝手な理解

りました。私たち一行はホゥエさ

が一気に薄らいだのでした。日本

や行動になりやすいと思うのです。

んに迎えられ北に向かい、ムイさ

の科学技術の導入のために日本語

今や地球規模で起きている混乱を

んの手はずで北から南へ向かう旅

学校を、次の世代となる子どもた

止揚するには古典に倣い、新しい

程でした。随所におられる寮友の

ちが向学心を持ち続けられるよ

発想をするしかないでしょうね。

案内もあり、新しい時代を迎えた

うに奨学金を、そして日本への留

依然未熟な身には難しいことです。

活気のある情景を思い出します。

学と多くの留学生を指導すること

私のささやかな基金支援が会員皆

フエに泊った朝、広がる田園のあ

など、ホゥエさんは「東遊（ドン

さんの支援と合わさりベトナムと

ぜ道を天秤棒を肩にアオザイ姿の

ズー）
」を熱烈に具体化されてき

日本の時々の絆になればうれしい

女性が遠くに見え、私は絵のよう

たのですね。

ですね。1995年は Windows95が発

てんびん

な景色を思い出すのです。

ベトナムに親しさを感じるのは、

私たちが訪れたときドンズー日

古くは漢字が使われ儒教が深く影

本語学校は建設中でした。学校建

響しているからなのでしょうね。
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きずな

売されたときです。これにもまた、
長い間お世話になっています！
（清水勇治）
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2017 年 度 「 春 の 木 運 動 」の ご 報 告
「春の木運動」の様子

皆さま、今年も「春の木運動」にご支援いた
だきありがとうございました。おかげさまで
340,998円の寄付が集まりました。
今年は洪水被害が激しかったハーティン省、
クアンビン省の小学生たちに学校で使うノート
をプレゼントすることができました。教科書や
ノートが水浸しになり、勉強をするのに支障を
来していた子どもたちは、皆さまからの応援を
大変喜んでいました。ベトナムの子どもたちに
代わりお礼申し上げます。

（事務局）

ハーティン省 ハー・トン・ムック小学校

クアンビン省 ソン・チャック１小学校

クアンビン省 ギア・ニン小学校

クリック 募 金 に ご 協 力 くだ さ い！
クリック募金とは、募金ボタンをクリックするだけで、無料で募金ができる仕組みです。スポンサー
企業がクリックした人に代わって寄付をするので、クリックする側には一切お金がかかりません。
株式会社 Wakka Inc. 様が子ども基金のためにクリック募金を設定してくださって
います。ありがとうございます！

クリック募金アドレス

http://heartin.com/
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ベトナム黄梅基金 奨学金支給のご報告
ベトナム黄梅基金2016年の利息から、138名の子どもたち（ニントゥオン省25人、ゲアン省25人、
クアンナム省30人、ビンディン省30人、ビンズォン省20人、ラムドン省8人）に奨学金が支給されました。
皆さまの温かいご支援ありがとうござ
いました！
“黄梅基金”は、ご支援いただい
た資金をベトナムの銀行に預金し、
その利息を奨学金として支給していま
す。支給は年１回で、１人500,000ドン
です。元本は使わず、支給奨学金を差
し引いた利息は元本に組み入れられま
す。
ご自分の名前のついた奨学金を設立
することができます。常時申込み受け
付けております。詳しいことは事務局
までご連絡ください。お待ちしていま
す。
写真は、2017年２月24日、中部のビ
ンディン省ホアイアン郡の30人への
支給の様子です。

3

2017年６月10日
（土） ベトナム子ども基金通信第 71号

２回目の里 親 訪 問

••••

••••

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

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

現在、オーストラリアで会計検査官として仕事をしている元子ども基金の里子、ドー・レ・ギーさんが
里親の木塚さん（東京在住）を訪問しました。訪問時のお礼状を里親さんに送ったものを紹介いたします。
第１回目の里親訪問については、「ベトナム子ども基金通信」64号をご参照ください。

ドー・レ・ギーさんと木塚さん
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つど い 報 告
２月18日（土）14：00～16：00
Nguyen Thanh Phuc（グエン・タン・フック）さん
元留学生

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻

理学博士、現在理化学研究所

研究員

テーマ：ベトナムについて（自由討論）
フックさんは元アジア文化会館寮生で、ベトナム子ども基金の活動にも積極的に貢献してくださっています。
昔からの会員の方も久しぶりに参加してくださり、意見交換が活発に行われました。
３月18日（土）14：00～16：00
Nguyen Ngoc An（グエン・ゴック・アン）さん
留学生

中央大学大学院博士課程電気電子学科在籍

３月末に学位取得後帰国の予定。

テーマ：ベトナムについて（自由討論）
ベトナム子ども基金の HP の更新などのボランティアをしてくださっていました。ご自身の留学体験を
お話ししてくださり、後輩の留学生たちの参考になったと思います。ベトナムに帰国後、ますますの活躍
が期待されています。
４月15日（土）14：00～16：00
Tran Quoc Hoan（チャン・クオック・ホアン）さん
留学生

東京大学大学院博士課程情報理工研究科在籍

テーマ：ベトナムの伝統的な音楽
「つどい」の中心的メンバーのホアンさん、この頃暗い話題が多いので皆さまに楽しい話題をと…映像を
見せながらたいへん分かりやすく説明してくださいました。楽しいひとときでした。
５月20日（土）14：00～16：00
To Buu Luong（ト・ブー・ルーン）さん
元留学生

東京農工大学大学院卒、現在農産物の輸出入会社を経営。
「ベトナム子ども基金」の先輩に

あたる「FUJI 奨学基金」を1991年に設立、現在に至っています。その設立の経緯、その後の経過、現在の
様子等をはじめ、ベトナムについて、日本について、世界について、いろいろとお話を伺えました。

「つどい」＆「ベトナム語クラブ」のご案内
毎月第３土曜日の14：00～16：00まで「つどい」という集まりを設定し、ベトナムをテーマに皆さまの交
流と勉強の場を設けています。
講師はベトナム人留学生やその先輩諸氏にお願いすることが多いです。また、13：00～14：00を「ベトナ
ム語クラブ」として留学生とベトナム語の練習ができる時間としています。どちらも参加は無料です。ど
なたでも参加できます。場所はアジア文化会館です。
2017年 ６月17日（土） ベトナム語クラブ
つどい
７月15日（土） ベトナム語クラブ
つどい

13：00～14：00
14：00～16：00

講師

ベトナム人留学生

講師

ベトナム人留学生

13：00～14：00
14：00～16：00

８月はお休みします。
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ベ

トナムからの
手紙

いつか私のふるさとへ

面目に勉強していますし、私は成績

叔母の言うことをよく聞くと約束し

がいいです。１年生のときは、表彰

ます。この手紙は上手に書けていま

状を３つもらいました。ホーおじさ

せんが、里親さまがこの手紙を受け

んの良い子の称号ももらいました。

取れることを願っています。里親さ

２年生の１学期の終わり、算数は９

まがこの手紙を気に入ってくださる

点、国語は10点満点でした。２月に

といいのですが。では、また。

は、美しい文字コンテストで奨励賞
チャン・ドク・ハイ

をもらったんですよ！
私の家族は貧しいです。父は病気

奨学金で
自信が持てるように

里親さまからの奨学金をいただい

で、元気な日は全然ありません。母

てとても感動しています。私は、里

は家を出ました。私は父方の祖父母

親さまのお顔を知りませんが、この

のところにいます。祖父母は、60歳

手紙を通してありがとうと伝えたい

を過ぎています。私は、祖父母が大

です。里親さまの気持ちにふさわし

好きです。私は、里親さまや先生、

取りました。奨学金を勉強のために

く、もっと頑張って勉強します。

祖父母をがっかりさせないように、

使えますから、とてもうれしくて幸

一生懸命勉強します。

せです。私はもっと頑張って勉強し

もし、時間があったら私のふるさ

ダン・タィン・カン
里親さまが下さった奨学金を受け

とに来ていただきたいです。私のふ

ます。里親さまに感謝の気持ちを伝

るさとはコーヒーの畑がある農村で

えるためにこの手紙を書いています。

す。特に、この季節は畑中のコー

叔母と暮らしています

ヒーの花が咲いてとてもいい匂いで
す。コーヒーは、私が生まれた所の
主な樹木です。

里親さま、元気で楽しく暮らしてく
ださい。私の勉強のことをお話しし

トン・ヌー・カィン・ニー

ます。私のクラスは32人です。クラ
スはとても仲がいいです。私は何回

終わりに、里親さまが元気で、幸

里親さま、お元気ですか。ご家族

せで、私と同じような困難な人をもっ

もお元気ですよね。私の勉強は変わ

わって家に帰ってから、食器洗い、

と手伝ってくださることを祈ってい

らずにうまくいっています。成績は

家の掃除、ご飯炊きなどをします。

ます。

良いですが、里親さまや先生方をがっ

父と母は遠くで日雇いの仕事をして

かりさせないようにもっと頑張って

いるので、私に会うために家に帰っ

勉強します。毎日、朝はいつも起き

てこられません。この奨学金を頂く

てから歯を磨きます。昼、10時半ま

前、私の家は貧しいのでとても劣等

で勉強して家に帰ります。家に帰っ

感がありました。けれどこの奨学金

たら昼ご飯を食べて、寝て、1時半

を頂いてから、勉強に自信が持てる

に起きて着替えて学校へ行きます。

ようになりました。終わりに、里親

毎日、一人で歩いて学校へ行きま

さまのたくさんの健康と、たくさん

す。私の家はチュン・ヌー・ヴーン

の喜びをお祈りします。

真面目に勉強しています
ホアン・ティ・ビック・ヴァン
まず、里親さまの健康と成功をお
祈りします。
私は、里親さまが下さった奨学金

通りにあります。父は亡くなりまし

を受け取りました。里親さま、私は

た。母は家出しました。私が生まれ

毎日歩いて学校へ行きます。私の家

たとき、出て行きました。私は叔母

は、学校から２km ぐらいです。泥

と住んでいます。叔母は年を取りま

んこでとても歩きにくいです。雨季

したが、私が大きくなるまで育てる

は長靴を履いて行かなければなりま

と約束してくれました。私に奨学金

せん。一日中勉強する日は、教室で

を下さって、ありがとうございます。

お昼ご飯を食べるので、お弁当を持っ

とても感謝しています。ここでペン

て行きます。大変ですが、とても真

を止めます。私は一生懸命勉強して、
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事務局から

◆ベトナム子ども基金会員募集！
種別

名

運

営

称

会

会

費

内

年額１口 20,000円
（学生：10,000円）

員

（友人・知人をお誘いください。ご協力お願いします！）
総会議
決権

容

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

基

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。通信を通じ
て子どもたちの様子を報告する。

な
し

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。該当学校
に黄梅奨学金を併設することも可能。

な
し

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。

な
し

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、預金利子
を奨学金とし、支給する。

な
し

金

里親基金

支
援
会
員

◆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）
郵便振替 00130−4−552361
郵便振替 00100−6−546799

運営会員

みずほ銀行駒込支店
みずほ銀行駒込支店

普通：1121873
普通：1121865

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：事務局
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