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青葉奨学会

ホーチミン市奨学会支部に公認される

大変お待たせいたしました。会員の皆様に朗報をお届けします。

去る5月 21日 、ホーチミン市奨学会の会議にて、『ドンズー日本語学校内奨学会を、

ホーチミン市奨学会支部として認める。』と発表され、ホーチミン市奨学会より決定書が

5月 25日 付で発行されました。

また、6月 にはハノイで開かれた中央奨学会大会にも出席することができました。この

大会ではホーチミン市奨学会に加え、既に私たちが奨学金を支給しているダ ナン

(Da Nang)奨 学会、ナム ディン(NaIEI Dinh)奨 学会の方々も発表の中で青業奨学会

の活動について触れてくださり、現在980名分を支給というこの功績や独自の運営。

管理方法を大いに称賛してくださいました。

青葉奨学会が今後さらに成長していくための、そしてさらに広い範囲で活動するた

めの大きな一歩を踏み出しました。今後とも皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願

い申し上げます。

青葉奨学会

代表 グエン・ドク・ホゥエ



手紙のや りとりについて

① 子供たちには、毎年一回、決められた日に、必ず里親の方に前年度の成績、自分の状況、

お礼のお手紙を書くことが義務づけられています。今年も、5月 末に 1998-1999学習年度が

終了し、6月 初めから、470名の子供たちからの手紙と成績票が一斉に送られてきました。

なにぶん、毎年一時期に集中するため、里親の方のお手元にお届けするまでに時間がか

かる場合があります。今年も早くて2週間、また遅い場合は2ヶ月ほど要してしまいました。今

後もできるだけ早くお届けできるようとこ努力して参ります。ご理解よろしくお願いします。尚、子

供たちからの手紙が集中する時期以外は早くお届けできます。

子供たちからの手紙は、以下のようなルートで里親の方のお手元に届きます。

ペトナム

(原則として)停注じ

子供――引レお世話役の学校の先生
~~→

(その他の地域 )

青業奨学会
~~

翻訳
―

ベトナム子供基金
~~→

里親

廻

子供たちには、「手紙を書いたらすぐに青葉奨学会またはお世話役の先生に渡す」ようとこ伝え

ていますが、実際には、2ヶ月後、または3ヶ月後の奨学金支給日に学校へ奨学金を受け取り1こ

行つた際に先生に手渡すことがあります。その場合は、手紙が書かれた日からかなり遅れて里親

の方にお届けすることになつてしまいます。

一方、里親の方からのお手紙は一時期に集中するということはありませんので、子供たちの手

に渡るまでに、時間はかかりません。

参考:1999年 1月 から10月 末までの手紙の数  子どもから里親へ のべ 510通

里親から子供へ  のべ 54通

↑廻
ベトナム子供基金 ―――翻訳

(ホーチミン市内在住)



子供たちへのお便りは青葉奨学会にお送りください。

封筒の書き方

匹r Ma割

TO:QUY HOC BONG LA XANH
c/o mUONG NIIAT NGU DONG DU
43D/46 HO VAN HUE Q.PHU NHUAN
甲 .HCM

ⅥEmAM

封筒の受取人は“QUY HOC BONG LA XANH" (青 葉奨学会)です。

中のお手紙には必ず子供の番号 (KO― ***)と名前、里親様の番号 (KD― ***)とお

名前をローマ字でご記入ください。

③ご質問にお答えします

*―●/c~=2レカl】零骸男驚ま挽

ベトナムの子供たちは手紙を書くことに慣れていません。以前は学校でも手紙の時間があ

つたそうですが、現在は手紙を書くという指導は無いとのことです。青案奨学会や学校の先

生方を通じて、子供たちにもつと気軽に書いてほしいと再三伝えていますが、子供たちから

は「里親の方は年上の方なので、自分から手紙を書くことはできない。」という意見もありまし

た。ベトナムでは目上の人に手紙を書くのは失礼だということです。その上、外国人に手紙を

書くということで非常に緊張してしまいます。ですから、年一回のお礼の手紙以外は書きにく

いようです。

*また同じような型とおη 斑 笏独 鶉 阿

お礼の手紙の文言も暗記していて、何度書かせても全く同じ手紙を書く子供もいます。子

供の性格にもよりますが、自由な発想で手紙を書くことは、わたしたちの想像以上に難しいよ

うです。

皆様から子供たちにお手紙をくださる場合、具体的なご質問 (身長はどのくらいですか ?、

算数は好きですか? なDをしていただくと、子供たちもお返事を書きやすくなります。



子供たちに渡される組み合わせ決定雪

*デ紆だつたL/の名前力鞠吻 レゃなレち

組み合わせが決まつた子供たちには、

里親の方のローマ字のお名前、男性か

女性かを記した“決定書"を渡します。し

かし、ベトナムの習慣では目上の方をお

名前で呼ぶことはたいへん失礼だという

ことです。そのためほとんどの子供たち

は里親の方を“恩人"と 呼んでいます。

手紙には里親の方のお名前を書くよう

に指導していますが、書かれていない

場合もあります。

*1獅ス療
″
と言わ力5厭どのごと康

てきて例なレ
'の

だ。・ち

これはベトナムの文化によるもので、

自分を助けてくださる方を“an nhan(恩

人)"と呼びます。“an nhan"は 漢語か

らきた言葉で an=恩 nhan=人 です。これまで“思人様 "と訳していましたが、今後は

“里親様"と訳させていただきます。

*勿貿 瘤 イおばあさん
″

レゃなレ〕わ ゴ

子供たちが親しみを込めて里親の方を“おとうさま"、 “おばあさま"などと呼んでいる場合

はできるだけそれを忠実に翻訳させていただいています。

*勒 ツ ーか冽 〃 わ 妨乞勲 駒 てる。И語寧せ審栃 なレ
'の

?

子供たちが手紙を書く紙は、普段使つているノートの1ページを切り取つたものです。これ

はベトナムではごく普通のことで、便箋を買えないからではありません。子供の父兄が学校に

正式に申請書を出すときなども同じよう1こノートをの1ページを切り取つて書きます。

子供たちが一斉

に持 つてきた手

紙を受け取る

6月 6日の支給日、

青葉奨学会事務題で
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ペトナムの気候

日本と違つてベ トナムの南部には季節は

二つしかなしヽ。雨季と乾季である。雨季には

一日に最低一度は文字どおリバケツをひつ

くり返したようなすごしヽ雨が降る。日本の

「傘をさそうかな、どうしようかな。」とい

う雨とはまったく違うのだ。現に私の反人は

このスコールのためにコンタク トが日から

流れていつてしまつたほど。ただしこれは

「そんな雨の中外出するキミが悪い」のであ

る。こちらでは「雨が降つていたので遅刻し

ました。」「雨が降つていたので学校を休み

ました。」が通じてしまう。「雨ニモマケズ」

はどうも理解しがたいようだ。

ただ気持ちがい

いのはたいていこ

の雨は 1、 28書間

でサッとあがつて

しまうことだ。そ

うなると今度はま

たまた猛暑。アヽイ

クをとめて雨ガッ

パを脱ぎ、9度は

日よけのための長

しヽ手袋をしマスク

をつけサングラスで完全防備。また、日本

のように広範囲で雨が降るのではなく、

「自分が雨雲の下に入つてしまつた」とい

う感覚|こ近いと思う。電話で「そつち今降

ってる?こ つちはすごいけど。」という会話

もよく間く。

そして私たち外国人が感服するのは彼ら

の「勘」。さすが「雨季体験歴」の長いベト

ナム人たち。彼らは雨が降り出すまさに30
秒前に突然みんなバイクを軒下に止めてさ

ささつと雨ガッパを着る。それを見てからバ

イクをとめる私はもたもたとしているうち

に、3秒ほどの差でカッパを着る前にびしょ

びしょになつてしまうのである。また不思議

なことに、例え真つ黒な雨雲が広がってきて

「むむ、これは大雨だな。」と私が珍しく先

読みしても誰もバイクを止めない時がある。

そしてそういつた時は本当にパラパラとし

か雨が降らないのである。感服。

扁上がり、洪水の街

雨季はたいてい5月頃から12月頃まで。

そうしたらまた、まったく雨の時らない乾季

に入る。私は個人的に果物の種類が多い雨季

が好きだ。また、雨が降り出す前の、強い風

がざわざわと街中の大木をゆする、あの雰囲

気も好きだ。・・ 。こんなコトを考えている

からまた大雨にぬれてしまうのだが。

(ホーチミン市、脇平裕美)



(日 本語訳版 )

青葉奨学金支給関連 :

・ 1999年 二月24日 、青葉奨学会はホーチ ミン市

内の奨学生を対象に、第一期青葉奨学金支給

式を開催 しま した。 この支給式は三区区民会

場で盛大に行われま した。今まで事務管理を

優先 し子供たちをいくつかのグループに分け

て奨学金を支給 していたので、今回が市内の

奨学生を一堂に集めた初めての式とな りま し

た。また、この式は奨学生同士や元青葉奨学

生の先輩方と交流するとい う意味でもよい機

会となりましたc青葉奨学会では、今後も毎
年初回支給の際にこのような式を開催する予

定です。

・ 青葉奨学会は1999年度、全国で980名 分の奨

学金支給を決定 しま した。この数は前年度に

比べ46名分増加、その大半はTay Ho区 (Ha

Noi市郊外)、 Quang Ngai省 (中部)、 ―Can

Gio郡 (HCM市 郊外)等の学生に支給 されま

す。

その他の活動報告 :

1998年青葉奨学会は、アイ・社会文化推進事

業国からの奨学金を、ホーチ ミン市師範大

■・カン トー市師範大学の大学生84名 に支給

しま した。 (一 名分の奨学金は約 100万 ド

ン)

1999年 4月 5日 、NK-079 Lc Pham Minh
Quanの里親の方から頂いた230冊 のノー トを

彼の学校、Tan An/」 学ヽ校へ贈呈しました

1999年度、青葉奨学会は大阪平野ロータリー

クラブからも奨学金をいただくことができま

した。この奨学金はBen Trc省の学生78名 :

小学生45名 、中高生22名 、師範高等学校生・

名に支給されます。奨学金は3度 に分けて支

給され、6月 に初回分が贈呈されます.

1999年度 “春の樹"運動

青葉奨学会は今年も “経済的に恵まれない子

供に洋服を贈る活動"を無事終わらせること

ができました。今年は1500着の洋服を4区、7

区、8区 、Binh Thanh区 、Can Gio郡などの

各1411の 貧しい子供たちに酉Rる ことができ主 |ン

た。子供たちが新 しい洋服で晴れやかなお正

月を迎え、またその服を制服に して通学でき

るようになつたかと思います。その他に tっ

100本 のポールペンと48個 のペンケースをご

寄付いただき、この機会に子供たちに配布さ

せていただきました。

学校建設プロジェク ト :

青葉奨学会の協力団林でもある北陸ベ トナ立

友好協会会長の林敦氏が、青葉奨学会 とTdol

Trc新 聞社 の協力 の もとで、HCM tt Cu
Chitt Nhuan Duc村 に10教室・職員室2部

屋・運動場併設の中高校建設を予定していま

す。

この他にも、日本の岐阜県ロータリークラブ

よりご寄付いただき、 4、 5教室の小学校を

建設する予定ですし

国際交流プロジェク ト :

2区 Thu Thiem高 校 2年 生 Nguycn Anh
Minh君は優秀で、助け合いの精神をもつた槙

範生徒です (何年もの間病気の友人を背負つ

て通学 しま した).今 まで3年間青葉奨■金

を受給 してお り、今回青葉奨学会げ)推薦で金

沢市在住の里親の方々や金沢市にある伏見高

校げ)学 生との交流を目的に 日本を訪れ まし

たしMinh君は1998年 8月 31日 ～9月 6日 に訪 日



し、今後の青葉奨学生交流プログラムの第一

歩となりました。

華 ク今 いの構持

1999年度奨学金支給申請の際に、青葉奨学会

は2通 の手紙を受け取 りま した。 もつと困難

な状況にある人たちに自分の奨学金を譲つて

欲 しい、とい う受給辞退の手紙です。 1人 は

Cia Dinh高校二年生 のLe Ngoc T近 さんです。

彼女は今まで2年間奨学金を受けてきま した

が今回、家計が楽になつたので自分の奨学金

をもつと大変な人に譲つて欲 しい、と願い出

てくれました。

もう1人 はNguySn Thhi Binh小 学校4年 生の

Nguyδ n c10 Thlng君 です。彼はまだ小さいで

すが他人を愛する慈悲深い、すばらしい心を

もつています。彼は自分の奨学金を友人の

HAi Yあ ちやん (父 は腫瘍があ り働けず、母

は教師の少ない給料で二人の子供と夫を養わ

なければならず、家計は大変困難です)。

私たち青葉奨学会は彼 らのこの慈悲深い素直

な心に大変感動 しました。そ して彼 らがいつ

までもこのすばらしい気持ちを持ち続け、煙

か しい将来に向かつてまい進することを折つ

ています。

因筆 と乗 ク定だて

きっと皆 さんは、ハノイの Chu Vin An高 校

HttCl組 (高校2年生)B� i Thi Qけ nh Anhさ

んの痛ましい状況が新聞に載つたのを知って

いるで しょう。たつたのこの2年 間で愛する

家族全員 (母、兄、父)が次々と亡くなつて

しまつたのです。全 くの孤児となつて しまい

ましたが、Quynh Anhさ んは勉強を続けるた

めに読書灯とともに頑張 り、自分を養 うため

に働 くつもりです。この小さな友達もこの2年

間私たち青葉奨学会ファミリーの一員です。

みなさん、彼女の痛みを分かち合 うために私

たちは何をし/iNけ ればならないで しょうか ?

一枚の手紙でも彼女の悲 しみいくらか減 らせ

るのではないで しょうか ?
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子供たちに配られた青葉新聞



(事務局力iち〉

汁 /1/ビント■こつιBτ

青葉奨学会の子供たちとのおつきあいが長くなると共に、里親の方から子供たち

へのプレゼントが増えてきました。しかし、それに伴い

日住所が青葉奨学会で、宛名が子供の名前だつたため、子供の証明書をと

ってやっと受け取ることができた。

・宛塔の子供の名前の綴りが間違つていたため、証明書でも証明すること

ができず、プレゼントは日本に送り返された。

・税金を払つて受け取つた品物が、ベトナムでは使用しない文具だつた。

・青葉奨学会全体にいただいた大量のプレゼントを受け取るために、多額

の税金を支払わなければならなかつた。

・大量にいただき、子供たちに配つた文具の多くが不具合で使用できず、

多数の子供たちが交換してほしいと事務局へ来たが、交換することがで

きなかつた。

などのトラブグレが続けて発生しました。

事務手続上も金銭的にも非常に困難な状況が続きましたので、大変恐縮ですが、

子供たちへのプレゼント、現物による寄付はご辞退させていただきます。

どうかご理解いただけますようお願い申し上げます。

汁 10月 に里親会員の皆様を対象にアンケートを実施させていただきました。ご協力

ありがとうございました。結果は次号でご報告いたします。

ペ トすム子供基金会員募集

里親基金

年額一口

20,000円

特定の「里子」1こ奨学金を支給する「里親」になつて

いただきます。
ベトナム青葉奨学会から子供の履歴票が届き、子供

と手紙のやりとりができます。

会費納入 は次のところ

にお願いします。

日座ネ義はいずれも

「ベトナム子供基金」

郵便振替

00140-1-70399

銀行振込

富士銀行  駒込支店

普通預金   1495745

一般基金

年額一 口

12,000円

子供たち全体の「里親」という関係を想定しています。

子供基金通信によつて、会の運営、子供の様子等を

お伝えします。

賛助基金 一般基金に準じます。

金額、回数等、一切自由です。


