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ホ ゥエ さん 来 日懇談会 「人材の育成に努めたい」

ベ トナ ム子供基金 は 8月 4日 、来 日中のベ トナム青葉奨学会代表 のグエ ン・ ドク・

ホ ゥエ氏 を招 き、アジア文化会館で懇談会 を開催、 33名 の会員 が参加 しま した。ホ ゥ

エ氏 は青葉奨学会 の運営 について報告、奨学金 の支給姑象が全 国規模 に拡大 してい る

と述べ ま した。 また、ベ トナムは どん どん よくなると強調、今後 は子供 た ちへの精神

的支援 に力 を入れ、将来 を担 う人材 の育成 に努 めたい と抱負 を語 りま した。

ホゥエ 暑い中、私の話を聞くためにお集ま

りくださり、どうもありがとうございます。

昨年 8月 、ホーチミン市で全国奨学会の集

会がありました。私は直接参加 しませんでし

たが、各省の奨学会の代表が集まり、その場

で青葉奨学会の活動が報告 されました。全国

の20数省に奨学生がいますが、その代表に ド

ンズー 日本語学校に集まつてもらい、青葉奨

学会のことを説明しました。みんな感激 して、

いままで奨学金の支給のなかつた省にも支給

してくれるように要請を受けました。

それか ら、私が直接ハノイに行き、今まで

奨学金を配つていなかつたところにも差し上

げるようになりました。北部では 5件増えま

した。中部では、フエの北の元国境地帯で、

戦争が一番激 しかつた地域ですが、今年から

奨学金を支給しています。南部はメコンデル

タが多かつたのですが、昨年からカンボジア
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国境近辺と高原地帯にも支給しています。現

在、北から南まで奨学金が配られております。

事務局の方は仕事に慣れてきました。スタ

ッフの高橋さんをはじめ、チームワークが非

常によい。事務局はみんなで地方に視察に行

くようになつてお ります。

現在、奨学生の数は468人 です。これは、

日本も厳しい経済状態にあるので抑えている

からです。地方の増やして欲しいという要求

は多いのですが、我慢 してもらつています。

奨学生の人選については、里親からの意見

もあるし、事務局からも意見が出ています。

今までの方針は、優秀で貧しい子供たちでし

たが、貧しい子供にはやはリハンディーがあ

ります。例えば、机がなければ床で勉強しな

ければなりませんし、弟や妹の世話もしなけ

ればなりません。そうい う状況の中、成績は

中くらいで、優秀な学生にはなりにくい。も

ちろん、私たちは金持ちの子供は選びません。

しかし、優秀な子供は裕福な、あるいは中く

らいの家庭の子供が多いのです。人材育成が

建前ですが、あまりこだわるとよくないんじ

ゃないだろうか、だから今回条件を相談して、

成績が中くらいだつたら、上まで勉強できる

子供に支給した方がいいんじゃないか、とい

う意見があります。もう1つの意見は、でき

るだけ小学生に奨学金をあげたい。同じ金額

でも、小学生のほうが人数が増えるわけです。

それから3番 目は、地方に行けば行くほどべ

トナムの社会の格差がわかるんです。ホーチ

ミン市は栄えています。だから、貧しいとい

つても田舎ほど困つていません。だから今後

は奨学金は全部地方一一特に中部と北部の貧

しい地域――に回したいと考えてお ります。

学校建設は小学校の建て直しと、 1つの中

学校に 5つの教室を作 り、地方にはない立派

なものになりました。それ以外に今 2つの学

校建設を進めてお ります。 1つは洪水被害の

大きいところで、学校兼避難所 として中学校

を建てることになりました。ただ、この付近

は洪水になると全部水につか りますので、私

の要求で床は 1メ ー トル高くしました。土地

の造成は6月 に終わりましたが、工事関係者

と相談して、基礎がしつかりするまで 3か月

待ち、着工は今年の11月 になる予定です。

それからもう1つの学校は、静岡県磐田市

のユネスコ協会が募金をして建ててくれまし

た。子供基金の学校か ら150キ ロ離れたとこ

ろで、国境の近くです。学校のないところで、

そこに教室を 7つ作 ります。 8月 30日 に完成、

9月 5日 に開校の予定です。引き渡 し式は、

10月 H日 に予定されています。

事務局 昨年、子供たちに対する物質的支援

はある程度できてきたが、精神的支援がきち

んとできていないとい うお話でしたが。

ホゥエ 子供たちの精神に訴えていくために、

毎月 1回、青葉新聞を出してお ります。今は

まだ内容が乏しいですが、少 しずつ、国のこ

と、生きることなど内容を増や していきたい

と思います。

会場 私も里親をしているんですが、子供が

かなり上級の学校まで行 くことを希望してい

ます。それなりの成績であればやはり最後ま

で見届けてや りたいとい うのが私たちの心情

なんですけれども。

ホゥエ 実は私も矛盾を感 じてお ります。青

葉奨学会の最初の目的は人材の育成です。人

道的な事業ではない。貧 しいから助けてあげ

るという目的ではあ りません。優秀な生徒を

育てて、将来、社会のために貢献してもらい

たい。そして、彼 らの時代になつたら、彼 ら

が自分の後輩のためにやつてくれるようにな

ることが最初の目標でした。 しかし、そのや

り方にだんだん矛盾を感 じるようになりまし

た。 1つは本人が勉強できるところまで、大

学を卒業できるところまで勉強させてあげた

2



い。しかし、例えば小学 1年生から支給する

と16年です。 1人を16年間面倒見たら大変な

金額になるし、 1人が独占してしまう。ほか

にも貧しい子供がたくさんいます。ですから、

皆さんには高校まで援助していただいて、大

学になれば本人が自立できるじやないかと思

うのです。 しかし、里親のご意向としては、

どうしても情が入つています。そして、私た

ちは反対するというのではなく、感謝してい

ます。ですが、同じ100ドルなら、小学生 2

人に支給できる。新 しい里親の方には、でき

れば、小学生からお願いしたいのです。

会場 ベ トナムから参 りました、ホゥエさん

の後輩です。いま奨学金をもらつている学生

たちは非常に感謝して勉強していると思いま

すが、大人になつて貧しい子供たちを援助す

るようになるのを待つのではなく、奨学金を

もらつている子供たちを連帯させるとい うこ

とを、考えていますか。それから、資料によ

ると管理費が 8%と なつているんですが、こ

れは計画的にやつておられるのかどうか、参

考までに教えていただきたいと思 うのですが。

ホゥエ 成長 した奨学生が今後も青葉奨学会

にかかわつていくことは、私も考えています。

それから学生たちは、先輩として後輩の世話

をしてくれます。それから管理費ですが、特

に会計の方は大変お金に厳しい。手当ては交

通費しか支給していません。それ以外はファ

ックスや紙だけ。接待は 1年間で 1回もない

です。実費だけしか使っていません。

会場 この子供基金ができたのが95年で、当

時から小学生が 4ドル、中学生が 6ドルで変

わつてないように思いますが、数 日前にホー

チミン市から帰国した友達によると、給料は

以前に比べると倍以上になつているそ うです。

この4ドル、 6ドルがどれほど役に立つのか

伺いたいんですが。

ホゥエ 確かに生活水準は向上しています。

ホーチミン市の公務員や労働者の給料も上が

つていますが、地方はほとんど変わつていま

せん。しかし、価値が違います。お米を買 う

ことができます。お米さえあれば、野菜は自

分で作つて、魚は自分で獲る。生活費として

はお米を買 うだけです。地方では 4ドル、 6

ドルは価値があります。

事務局 地方に奨学金を広げる際、送金の問

題はないのでしょうか ?

ホゥエ 各省は 2～ 3年前から、教育に関心

を持ちはじめました。政府も力を入れていま

す。特に退職 した役人たちが、現職のころに

できなかつたこと、教育に力を入れています。

だから、どの省・県にも必ず奨学会がありま

す。私たちは彼 らを信 じて任せています。送

金のことは、郵便で間違いなく届いています。

送つたお金には書類も添付 してお り、それに

学生がサインして、ちゃんと返送 してもらい

ます。いままで 1度 も事故がなく運営してこ

れました。

事務局 奨学会 とい うのは奨学金 じゃなくて、

学習を奨励する会ですか ?

ホゥエ そ うです。例えば貧 しい子供が学校

に行けない。だつたらちゃんと親を説得して

勉強させなさいと。奨学金は全然ない。だか

らみんな喜んでいます。

事務局 どうも皆 さん、お忙 しいところ、あ

りがとうございました。
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里子か らの手紙

2001年 5月 30日

敬愛なる里親様 !

今私の国では夏の初めです。そして夏は私

たち子供の一番好きな季節でもあります。で

も夏にも嫌いなところがたくさんあります。

夏の嫌いなところは、よく雨が降ることで

す。私の家の道は赤土で、雨が降るたびにな

んとまあ素敵なぬかるみになることで しよう。

2つ 目は、恐ろしいほどの暑 さです。まるで

オーブンの中に入つたようで、昼下が りとも

なると恐ろしいことに人間の蒸 し焼きができ

そ うです。 3つ 目は、夏休みになつて学校に

行かれないので、冗談を言つた り遊ぶ友達が

いなくて寂しいことです。

夏はこのように煩わしくつまらないので、

牛のようにだ らだ らする悪い癖が体に入 りこ

んでしまつて、本当にだるく眠たくなるばか

りです。

里親様、私はお城でお姫様が眠つているよ

うな気分で眠つていた ら、母に長いムチでた

たき起こされました。ムチのお蔭でやつと目

が覚め、この手紙を書こうと思つていたこと

を思い出しました。

里親様、お許 しください。急に私は長 く書

かなくてはな りません。幸い、母は私に外出

禁上の罰を与えました。この10日 間ほど家の

外に出ることを禁 じられ、鍋や食器洗いをし

なくてはなりません。まつたく !

もう言 うことがありません。

里親 さま、もう一度、私は里親様にお詫び

したいと思います。里親様が私に罰を与えた

ければ、私はどんなことでも構いません。例

えば、ずっとしゃがんでジャックフルーツの

皮をむくとか、 どんなにたくさんの豚でも我

慢するとか。

今年はこれまでの学年 と変わ りありません

で した。今までの ところは家の話でしたが、

次に学校の話をします。学年末に私は非常に

優秀な生徒に選ばれました。

今年の賞品は、学校のノー トのほか、 1、

2、 3位の生徒にはダムセン・ ウォーターパ

ークの入場割引券 も与えられました。上位 3

位 に入れなかつた生徒はがつか りして羨まし

がつていました。ある生徒など、ばつた り地

面に倒れてしまいました。幸運なことに私は

2位に滑 り込むことができました。

何 もなければ何 も起こらなくていいのです

が、何かあるとそれがまた大変なことになり

ます。 これも「おろおろ病」から起きた出来

事で、私たち兄弟は、割引券の表だけ見て、

裏を見ませんでした。

その夜、割引券を家に持つて帰つて自慢し

ま した。弟はそれを見つけると、大急ぎで隠

して しまいました。あま りにもシ ヨンクで私

は走つて母に言いつけに行きました。 しかし、

その とき母は台所仕事をしていたので、私は

立ち尽すしかあ りませんでした。

熱い涙で 目が膨れ上が り、ぼんぱんに膨張

して 自分もはちきれてしまいそ うでした。

私がその券を弟の棚から見つけ出したとき

には、再び兄弟で戦争が勃発 しました。 1枚
の券は 1人が使 うものだと思い、私たち兄弟

は力ず くで奪い合い、もう少 しで券が破 けて

しま うところで した。父が仲裁に乗 り出し、

ようや く活火山は沈静化 しました。その券を

じつくりよく見てから、父は私たち 2人の背

中に赤いみみず腫れをプレゼン トしてくれま

した。 とい うのは、その券はあと 3人まで使

えたのです。裏面の注意事項にそ う書かれて

いたのです。え―ん、え―ん (泣)…。

私は里親様に私の家族をご援助いただいた

お礼を申しあげるためにこの手紙を書いてい

ますが、関係のない話を長々と書いて紙を無
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駄遣いしています。

最近、私の父の生徒がみな辞めてしまつて、

私の家は収入がまつたく無 くなつて しまいま

した。たボん里親様はご存知なかつたでしょ

うが、父は収入を増やそ うと家で家庭教師を

始めたばか りでした。 しかし、生徒たちが誘

い合つて遊びに行つてしま うので、またもや

少し大変な状態です。

今まで私は里親様に何千回も感謝 してきま

した。里親様がご援助くださつたお金は、母

がしつか り貯めておいてくれたお蔭で、必要

になつた ときに初めて使い、また必要になつ

たら使 うようにしてきました。私は、感謝 と

尊敬の気持 ちを申しあげる言葉 もあ りません。

少し、手紙が長 くなりました。ちょつと、

ちょつとだけですよ ! もし機会があつた ら、

3か月の夏休みについてお話 ししたい と思い

ます。

たぶん私は少 しおかしな手紙を書いている

かもしれません。でも大丈夫、私の友達はみ

な、私のことを「ぷんぷん (怒 りんば)」 と

呼びます。

あらためてもう一度、里親様に感謝申しあ

げるとともに、里親様のご多幸をお祈 り申し

あげます。また私たちに与えて くださつたも

のと同じ喜びをご家族様にもお与えください

ませ。そ して、今 日本がどんな季節であつて

も、里親様がご健康を維持 され、あま り働き

すぎませんように。

里親様の子供

チヤン ログエン・バオ・ ゴック・クウィン

追伸 :私の怠け病を治療するために、母が家

で料理を教え始めました。 もし里親様が私の

家に立ち寄 られる機会がありま した ら、私の

才能をご覧に入れたいと思います。大変だ !

ご飯が焦げた Iご飯が焦げた I

里親からの手紙

スオン様

あなたが縁あつて私の里子になつたことを

知 り、嬉 しくてさつそく筆を執 りました。は

じめまして。

日本 とベ トナムは同じアジアとはいえ、と

ても遠 く離れています。でも、この広い世界

の中、あなたと知 り合えて心か ら嬉 しいです。

私は26歳、 日本の私立大学で働いています。

私がなぜ里親になつたかとい うと、私自身が

教育を受 けることによつて、素晴 らしい人生

を歩んで来た、また歩んでゆける、そしてそ

れを同じ女子生徒にも味わつて欲 しいと願つ

たからです。

私は大学で歴史と教育を学びました。スオ

ンさんは私 と一緒で歴史が得意な様ですね。

私は歴史 (世界史)の教員免許を持つている

か ら、なんだか歴史が得意な生徒に出会 うと

嬉 しいです。

ただ、何 よりも私が願 うのは、スオンさん

がどいか ら安心 して自分の好きなことに打ち込

み、素晴 らしい学校生活を送つてくれること

です。写真で見るあなたの 日はとても綺麗な

瞳をしています。是非その輝きを失わないで

くださいね。

それでは、また手紙を書きますね。体を大

切にして ください。お父様やお母様にもよろ

しくお伝えください。

2001年6月 8日

金 子 麻知子
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―メコンデルタのすすめ―

高 橋 佳代子

7月 **日 晴れ。今 日は田舎へ行 く日だ。

朝 6時半集合。 「早めにいつとこう」 と思っ

て10分前に着いた らなんとみな来ていた。ベ

トナム人の時間を守 らないとい うのは、あな

どれない。

今 日の 目的地はベ ンル ックとカイベ という

メコンデルタの街。私が働いているところは

ベ トナムの子供たちへ奨学金を支援 している

のだが、 1年に数回は地方の子供たちの様子

をスタッフやボランティアスタッフもわかつ

ておかなければ、 とい うはからい ?でメコン

デルタの街に決まつた。

話を始める前に、少 しメコンデルタの話を

しよう。ベ トナムとい う国はアルファベント

の S字に似ているといわれるが、メコンデル

タはその最 も南のデルタ地帯である。 日本で

い うと九州のような位置になるだろうか。メ

コンデル タには合計12省があ り、人 口約 1600

万人、全人 口の約21%を 占める。

メコン川はラオス、カンボジアを流れ、そ

してベ トナムを流れて南シナ海へ と注 ぐ。メ

コンサIIと いつても 1つ の川があるわけではな

く、い くつかの大きな川を総称 してメコン川

と呼ぶ。そ して大きな川にはい くつもの支流

があ り、小 さな運河が築かれ、肥沃なデルタ

地帯を形成する。は じめてメコン川を見たと

きは海か と思い、はじめてデルタを見たとき

には一面の川に見えた。南部のベ トナム人は

「川」 とい うとメヨン川を思い出すから、日

本の川 とい う概念を想像するのが難 しい。

最初の 目的地はロンアン省のベンル ンクと

い う街。 この省はメコンデルタの入 り口にあ

たる。国道 1号線 を通つてサイ ゴンからは道

がすいていれば約 1時間半で到着す る。中学

校の先生 との約束の時間は 9時だとい うのに、

なんと8時前に着いてしまつた。 日本人なら、

どこかで時間をつぶ して約束の 9時に学校ヘ

行 くのが普通だ。 しか しここはベ トナム。

「来ちゃつたものはしょうがないか ら行つて

しまえ―」とい うノリで、 さつそ く学校訪問

に入 る (ち なみにこの 日は5人 で出かけた。

もちろん日本人は 1人である)。

学校には大きな池があつてその周 りに男子

学生が遠巻きに見ている。女子学生は校内清

掃の日なのか、草むしりをしている。今 日の

学校訪問のメンバーはかな り平均年齢が高か

ったので、学生たちはあきらかにびびつてい

た。唯一私が学生に一番近いのである (それ

でも15歳 ぐらい離れている)。 職員室へ挨拶

に行 くが、校長先生はまだ来ていない。外で

何人かの生徒と話をしようと試みる。 「名前

は ?学年は ?」 みんな素直に答えてくれるか

らここらで一つ写真でもと思つた とき、スタ

ンフのマイさんが 「彼女は日本人なのよ。で

もねベ トナム語がわかるの」 と紹介 した途端

カメラに失顔を向けていた子たちが一斉に逃

げ出した。私もマイさんも「逃げなくても大

丈夫」と何回も言 うのに、写真 を撮 るそぶ り

をした瞬間さつと散つてい く。 田舎の子にと

つて外国人はまだまだ客寄せパングなのだ。

はじつこから私の行動を興味津々で見つめて

いる。そんなこんなしているうちに校長先生

がやつてきた。 8時 15分 ころである。 もちろ

んだが生徒たちは来ていない。たまたま草む

しりをしていた生徒が奨学金の支援を受けて

いたのでさっそく彼女の家へ 「突撃訪問」す

ることにした。学校から3分間 ぐらい車に乗

つて、それからたんばのあぜ道を歩 く。私は

子供のころ、よくあぜ道を歩いたのでなんの

違和感もないのだが、他のスタンフは都会の

人ばか り。15分の道の りを大 (7頁 へ続 く)
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(6頁から続く)騒ぎしながら歩いている。ち

ょうど稲穂がすくすく伸びている時期で農家の

人が雑草を抜いている最中だつた (写真)。

たんぼの真中に立つと風が吹いてきて緑の

匂いが漂 う。

四方をたんぼに囲まれたその生徒の家は、

ぜいた くなものはなかつたけれ ど生活に必要

なものはそろつていた。お母 さんは32歳で 2

人の子供がお り、夫婦で農業を営んでいる。

米は 1年に 2回 ほどとれるがお米を売つても

たいした金額にはならない らしい。だか ら農

業の合間に日雇いをして生活費を稼いでいる。

家の周 りには、まるまると太つた巨大オク

ラが生えていて、スタッフー同いいオクラだ

と絶賛 していた。またパパイヤの樹や野菜サ

リー (さ くらんばに似た果実)の樹もあつて、

ハンモ ックも備え付けてある。牧歌的な光景

だ。 しか し、もし雨が降 り続いた り集中豪雨

がやつて くると家は水に浸か り国道へ出るこ

ともままならない。

10分ほど雑談をして、時計を見るとすでに

9時を過 ぎている。その後もう1件足早に突

撃訪問を行い学校には立ち寄るま間なく次の

目的地カイベに向か う。その際、おみやげに

コヨナンツをもらつた。あと庭に生えている

巨大 とうが らしももらつた。ベンル ンクから

カイベまでおよそ 1時間半。約束の時間は10

時。ベンル ックを出発 したのが10時前だか ら

到底約束の時間には間に合わない。こんなと

き日本人だつた ら青 くなるが、さすがおお ら

かなベ トナム人。 「しかたがないよね」 と言

つて終わる。

カイベはティエンザン省の街の 1つである。

約束の時間を大幅に過ぎて学校へ到着。12時

前である。

ここは小学校だつたが今 日のためにカイベ

で奨学金を受け取つている学生を呼んで くれ

ていた。この地域では中学生からアオザイ と

呼ばれる民族衣装を制服に着ていた。学校の

建物がかな り老朽化 していて、や しの葉で葺

かれた教室で勉強 している。この地域はベ ン

ルックと違っていろいろな職業の選択はある

が、奨学金をもらつている家庭はほとん ど日

雇いの仕事 しか していないらしい。この学校

ではさすがに外国人 といつて逃げられた りは

しなかつた。先生がこの地方の特産物である

ロンガンとランブータン、バナナをくれ る。

そしてまた突撃訪問である。本当に突撃だつ

たのでおばあちゃんしか家にいなかつた。お

ばあちゃんはびんろ う樹の実とキンマの葉を

かみながら (写真〕これに石灰を砕いたもの

を同時に口にいれ ると一種の覚醒作用が起 こ

る。地方のおばあちゃんがよくかんでいる)

家の事情を話 して くれる。両親も日雇いなの

で大変なのだと一。おばあちゃんと一緒に写

真をとり、お礼をいつて家をあとにした。
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脇 平 裕 美

みんなお昼寝タイムだったが、なぜか今 日  有言実行。断つたか らには私は本当に一切

に限つて眠 くな らない。私は遠い日本のこと、 予習・復習をしなかつた。でも授業はがんば

ベ トナムの事、将来のことなどに思いふける。 って出たつもりだ。クラスメー トは同僚の日

メコンデルタの色は本当に美 しい。 自然の艶 本人二人。や る気十分。忙 しさは同じハズな

やかな色が本当に魅惑的だ。空の色、花の色、 のになぜか予習 も復習もしている。

稲の色、そして人の表情。やはリサイ ゴンと  「ぁ、これ、この前勉強 しましたよね」

い う都会にはない匂いと空気がある。     「そ ぅですよね」

時計は 1時半をまわつている。サイゴンヘ

何時に着 くか…。途中で遅い昼ご飯をとりひ

たす ら帰路を急 ぐ (と いつても私たちはどう

もできなく運転手によるのだが)。

そして再びベンル ックを通 り過すぎようと

するとさつき会つた校長先生が手を振ってい

る。何事かと思いきや、15キ ロのお米 と20個

のパイナップルのお生産を渡すために待つて

いてくれたのだ。メコンデルタの人は人が本

当にいいと聞いていたが、まさしくその現場

に出くわしたのである。おみやげを満載 した

車は、交通渋滞にも巻きこまれず、 4時にサ

イゴンに到着 した。

再びサイゴンの喧騒の中に戻 り、メコンデ

ルタのことを考える。おお らかな人が多 く、

美 しい田園風景 と花が咲いている街、メコン

デルタ。 しかしその裏には農作物の安 さと、

失業率の高さ、毎年の洪水の被害にさらされ

る、 とい う厳 しさも持つている。

やはり、あま り気安 く「メコンデルタは美

しい」とか 「豊かだ」 と言つてはいけないよ

うな気がする。でも決 して貧 しくはない。今

の日本のほうがまだ病んでいるし、貧 しい。

日本のみなさんは、このメコンデルタの街

をどんな風に感 じるので しょう。豊かだと感

じるのか、貧 しいと感 じるのか、それ とも行

つてみたいと思 うか ? もし行つてみたいと

思つた人、今がチャンスです。チケッ トを買

ってベ トナムに来てくだ さい。

(た かはし かよこ・駐ホーチミン市スタッフ)

人情の街サイゴン その5

「………」

「この単語、確か 5ページほど先にあ りませ

んで したつけ ?」

「ああ、私も見ま した」

「 ???」

勉強 とい うものはとか く環境に左右 されが

ちだが、私はこの二人に本当に感謝 している。

たった数か月だつたが私は “切れそ うになつ

た命綱の最後の一人"の気分で勉強すること

ができた。そ して何よりも私が学んだのは、

「自分の教えているクラスにも必ずこうい う

足を引つ張るヤツがいる。そしてそれを助け

て くれ る仲間もいる」 とい うことだ。もちろ

ん、いつたん教壇に上がるとついつい、「はあ

…。 これ、先週勉強しましたよね ?」 「〇〇

さん、人に聞かないで 自分で答えて くだ さ

い」などと毒づいてしま うのだが、まさにそ

の瞬間に学生たちの気持ち、そして何 よりも

自分の先生の気持ちが見事に想像でき、心の

中で頭を下げる。先生、 ごめんなさい。

それでも私はめげずに自分のペースで勉強

した。復習は社会勉強をかねて近所の道端で。

なんせベ トナムの人は少 しでも発音が違 う

と、顔 中の しわを寄せて怪誘そ うに、 「は

ぁ ?」 と聞き返す。その恐ろしい形相 と声音

にた じろいで尻込みして しまいたくなるがこ

こでがんばる。

8



これはきつとベ トナム語、いや どんな言語

を勉強 したつて通るべき道だろ う。バナナシ

ェイクが通じなくてバニラシェイクが出てき

た留学時代。パイナップルジュースが飲みた

かったのに 2分後にはなぜかコヨナッツジュ

ースのおいしさを再認識す る羽 目になってい

るサイ ゴンの街角。

そ ういえば、 “日本 (Nhat Ban)"と “友

達の家 (Nha Ban)"の違いがまつた く発音

できなかったころもあつた。例によつて、ぼ

ぉ一つとコーヒーを飲んでいた時、店の前に

公衆電話が見えたので、 「これ、 日本に電話

できるの ?」 (国 際電話 とい う言葉を知 らな

かったので…)と 、おばちゃんに尋ねると、

「どこに電話するのん ?」

「え ?日 本」

「だか ら、どこに電話するのん ?」

「え ?だから、 日本」

二人 ともどんどん声が荒 くなる。結局電話の

そばにあつた国際電話料金表を私が見つけ、

話は解決。この会話、“日本"を “友達の家 "

と入れ替えて読んでみると、そ りゃなん とも

情けない会話だ。おばちゃん、ごめんなさい。

話は変わるが、ベ トナムの道にはすべて名

前がついており、それ と数字をあわせて 「○

①通 りの何番地」とい うふ うに、住所 さえわ

かれば郵便屋さんでなくても簡単にそこへた

どり着ける。しかし当然のことだが、通 りの

名前もベ トナム語、である。バイクタクシー

やタクシーに乗つたとしても、 これが言えな

きゃあヨ トは始まらない。

一度、 日本からの友人たちを連れてタクシ

ーに乗つたことがあった。行き先はカタカナ

の 「レ・ タン・ トン」 と私の脳にインプ ッ ト

されているだけ。そのまま 「レ・タン・ トン

に行つて ください」 と言つてみたが、もちろ

ん通 じない。困つた。南部のベ トナム語には

5種類の発音の仕方があるので、単純に計算

すると、この 3語の言葉は 5の 3乗イコール

125種類の発音の仕方があることになる。そ

んなどうしようもない計算をしている間にも

タクシーは走 りつづける。運転手のお兄ちや

んも困つている。私も困つている…。 しょう

がない。私はとりあえず適当に発音記号をつ

けていろんなパターンを試 してみた。
「れ 。たァん 。トン? レ 。たん 。とぉん ?

れ―・た―ん・ トン ?」

お兄ちやんもそれっぽい通 りの名前を適当に

挙げて くれる。すばらしき共同作業。 しかし

友人は横でくす くす笑つている。あ～、こん

なことならこれだけでも練習 してから乗れば

よかつた…。そして数分後、そのうちの 1つ

が見事にお兄ちやんのツボにはまつた。
「ああ～、Le Thanh TOnね !」

こうやつて私たちは無事 目的地に到着できた

のだった。面白いことに、こうして恥をかい

て覚えた言葉は決 して忘れない。ありがとう、

お兄ちやん。

このころから、私はようや く道の名前を覚

え始めた。授業の後や遊んだ帰 り道に、ちょ

つとだけ遠回 りをして帰つてみるのだ。もと

もと地図を見るのが嫌いな私は、道に迷つて

も手つ取 り早いのでその辺の人たちに聞く。

もちろん答えは聞き取れないが、 「ありがと

う」 とだけ言つてその人の指差す方向にひた

す ら進むのである。 しかし不思議なことに、

誰に道を聞いても必ず答えが返つてくる。そ

して気づいた。彼 らは 「とりあえず」どちら

かの方向を指差 してくれるとい うことを。そ

して学んだ。道に迷つたら最低 3人に聞いて

多数決を取るべきだとい うことを。

いろいろ探検を始めると、自分の住んでい

る場所がかなり街のはずれにあることに気づ

いた。 しかも夜は帰宅したら門番の人にいち

いち戸を開けてもらわなければならない。ベ

トナムではこうい うタイプの家が大半なのだ
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が、これでは気の済むまで (?)遊べないで

はないか…。私は引越 しを決意した。

条件は、自分で鍵を持たせてくれるところ、

ごちゃごちゃした路地にある、の 2つ。そし

てなん と、 1軒 目の家で理想的な場所に理想

どお りの条件にめぐりあえた。後々、何度も

友人や学生に、 「なんで こんな トコに住む

ん ? ごちやごちやしとうし…」 「せんせい、

この近 くは治安があまりよくありません」

などと眉をひそめられたが、私にとつては愛

すべき、すばらしい環境だつた。

いつか友人が “ベ トナムの文化は路地にあ

リ
カ

と一人で領いていたが、 とにかく路地の

中ですべて事足 りるのだ。麺屋、ごはん屋、

市場、 コー 生―屋、雑貨屋、美容院 (こ れは

ちょつ と勇気が必要だが)…・。私は来越以来

はじめて安住の場 「自分の家」を見つけたよ

うな気分だつた。

気づ くとベ トナムに来て半年以上が過ぎて

いる。なんとか生活のペースがつかめたころ

だが、そろそろ先のことを考えねばならない。

もう一度言 うが、そしてもう一度謝るが、私

の本来の 目的は “教育関連のNGO"だ 。 ご

めんなさい。私はどちらか とい うと、何かを

始めるとす ぐにハマつてしま うタイプだ。 日

本語教師を始めて自分な りに手探 りで一生懸

命やつていると、この仕事の面白さ 。深 さが

見えて くる。授業を終えた後の深あい反省 と

ちょっとの満足感。完壁だ といえる授業なん

てまつたくないが、 “次はこうしよう"と そ

の分経験 とな り次回へ生きてくる。それにな

んといつても、まつたく会話の成 り立たなか

った学生たちと日本語でコミユニケーシヨン

している自分を発見したときの嬉 しさは表現

しきれない。このまま続けようか…。

ぐらぐらと揺れていたある日、学校内の一

枚のビラに目が止まつた。 “テ ト(旧 正月)1こ

恵まれない子供たちに洋服を配布する活動
カ

一―。事務所は ?誰がやつているのだろ う?

ビラを食い入 るように読んだ。 1!!… …。

こ、 この住所 は この学校では ?ど うい うこ

と?灯台下暗 し。まさかこの建物の中にベ ト

ナムの子供たちを支援する団体の事務所があ

つた とは。 しかも団体の代表者は うちの校長

先生だつた とは。早速、何百回も知 らずに通

り過ぎていた一室のみの事務所を訪ねた。

事務所内は洋服配 りの準備の真っ最中だつ

た。忙 しい中、唯―の日本人スタンフが活動

内容を説明して くれる。 日本か ら支援をもら

ってベ トナムの子供たちに奨学金を出してい

る団体であること、年に 1度テ トの前に施設

をまわつて新 しい服を配つていること…。

話を聞いているうちに、 自分の中で何かわ

くわ くしているものがあることに気づき、な

ぜか喉が渇いて くる。一瞬にして先が見えて

きたような気になつた。

「とりあえず この活動、お手伝いさせてもら

えませんか ?」

授業の合間を縫つて、行けるときはスタン

フの人たちと一緒に施設を回つて新 しい洋服

を配 り歩いた。初めて訪ねるベ トナム市内や

郊外の孤児院やお寺、病院…。右 も左 も、も

ちろんベ トナム語 もわからず、ただついて回

っただけだが、 自分の中の “わくわく"が確

実にさらに大きくなつているのを感 じる。

当時の報告書には、孤児院で子供たちに洋

服を手渡 している偽善者つぽい笑顔の私が写

つている。 しか し、ありきた りだが、子供た

ちの笑顔 とい うものはこつちまで幸せにして

くれ る。洋服をあげたはずの私たちが何かを

受け取つてい る。私は「みんなが楽 しいテ ト

を迎 えられます ように」と心の底か ら願 つた。

そして腹の底では、 「う～ん、 どうやつた ら

この団体に潜 り込めるだろ う?」 と、対策を

練 り始めていた。

(わきひら ひろみ 。前駐ホーチミン市スタンフ)
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始 めに

風が吹 くと黄色に色づいた木の業は落ち、元気

な若葉 と新芽が生まれ る。それ らの若葉は新芽

が芽をだすには、良 く育つてほしいとい う願い

を持って世話をす ることが必要である。私の小

さな贈 り物が可能性 はたくさんあるけれ ども世

の中でチャンスが少 ない若い世代の人々を支援

している。

青葉奨学会は当奨学会の活動のお知 らせを青葉

新聞として送 ります。またこの新聞を通 じて奨

学生のみなさんへ青葉奨学会の願いが伝わるこ

とを心から祈 ります。

青葉奨学会編集部

ν  ″ 耀 ″

尾柔乗努芳源写 σ;r9fィ解ガ25口′

青葉奨学金支給関連 :

・ 新年の初めのにぎやかな界囲気の中、青葉奨学

会は “春の樹"ボ ランティア教室やホーチ ミン

市内の経済的に恵まれない子供たちや孤児の子

供たちへ新 しい制服 を贈る活動)運動を行いま

した。贈った制服の総数は2000年度よりも1,5倍

多い1240着でした。

●2001年 2月 11日 、ホーチミン市共産党所属会議場

において2001年 第一期奨学金授与式を行いまし

た。ホーチ ミン市への奨学金 の総数は500名 ほ

ど、各省への奨学金に関しては2000年度より100

名分増えま した。現在ベ トナム全国で青葉奨学

金は1117名 分の奨学金 を32の省へ支給 していま

す。

・ 2001年度奨学金支給数 :

各団体 奨学生数 新奨学生

数

合計

ベ トナム子供基金 390 468

|ヒ陸ベ トナム友好協会 266 つ
々

青葉奨学会沖縄委員会 108

その他 99 95 194

AOTS 3

ベターホーム 5 9 14

合計 871 260

これまでに支援した省

(23省 )

新しく支援する省

(9省 )

ホーチミン市、ロンアン省、

ティエンザン省、

ブィンロン省、カン トー省、
カーマウ省、
タイニン省、ラム ドン省、
ビントゥアン省、
エントゥアン省、フゥイエン

含、クタアンナム省

クタアンガイ省、クアンチ省、
ビンディン省

ダナン省、フエ、グアン省、

アンイエン省、

ナムディン省、ハノイ、

ヴィンフック省、ベンチェ省

ドンナイ省、ビンズオ

ン省、ビンフック省、

ダンクランク省、

クゥアンビン省、
′ヽァィン省、

タイビン省、ハイズオ

ン省、バックニン省

その他の活動報告 :

・ 春の樹 (テ トに1着の晴れ着を贈る活動)運動や

奨学金活動の他に、青葉奨学会では日本人の里

親のかたが山岳地域や国境地域などの都市か ら

離れた地方での学校建設を支援する運動 も行つ

ています。2001年 4月 9日 青葉奨学会はベ トナム

子供基金 (東京に本部を置 く)の里親の方 を代

表 してBIllH PHUOCttBU DANGttDAKNHAU村 の中学

校の開校式に参加 しました。この学校は4教室 と

職員室 1室 か らなつてお り合計1億 8317万6000ド

ン (日 本円にして 約153万円)、 新 しい中学校

の名前 はCHU V劇 創 中学校 と名づ け られ ま し

た。

・ 青葉奨学生の里親の方々が支援 している里子を

訪問する機会がありました。

・ 里親の高橋強 さんが2001年 1月 2日 と4日 に里子

のPhi Dang Khoaさ ん (ハ ノイ在住)と Dang Le

Khanh Vanさ ん (フ エ在住)に会いました。

・ 里親の中茶六郎さんが2001年 1月 25日 に里子の

Pham Giang Ngan Haさ スノとTran Tin Hoang Bao

Thuongに 会いました。

・ 里親の吉田誠智― 。たまえご夫妻が2001年 3月

23日 に北陸ベ トナム友好協会が支援 している里

子達 5人 、 Nguyen Anh Minhさ ん、 Nguyen Thi
Thanh Hangさ ん 、 Pham Thi Thanh Caさ ん 、

Nguyen Thi Kieu Tienさ  沐ン、 Pham Thi Hoang
Yenさ んに会いました。。



・ 5月 3日 、以前青葉奨学会ホーチ ミン事務局で働

かれていた渡辺明美 さん (旧 姓丸山明美 さん)

が ご夫妻でベ トナムを訪れ、当事務局にも訪問

される予定です。またこの期間、明美 さんはか

つて春の樹運動で廻つた各施設を再び訪問する

予定です。明美 さんは当事務局で約2年間、里子

が里親に書いた手紙をベ トナム語から日本語に

翻訳する仕事をしていました。渡辺 さんはベ ト

ナム語も上手で、ベ トナムに深い愛情をよせて

いるかたです。

● G00D NEWS :

・ 今 日、青葉奨学会 は工科大学の電気・電子学

部、テ レコミュニケーシヨン学科を優秀な成績

で卒業 し、現在 この科で講師 として教えている

Ho Van KhuOngさ んのような卒業生を迎えていま

す。またNguyen Minh Khanhさ んは法律大学を卒

業 し、共産党中央事務局で働いています。

●その他にも優秀な学生で友人の困難を手助けす

る Nguyen Hoang Quanさ ん イまVo Thi Sau小学校

3年生で 1つ星賞 (ク ラスに与えられる賞)を と

りました。 またHoang Van Thu中 学校6年生 (中

学 1年生)の Le Man Nhuの ように優秀な成績で、

区の英語試験 で最優秀賞を とつた学生やTran

Phu中 学校の9年生 (中学4年生)でホーチミン市

内の地理試験で2等賞をとつたTran Thien Huong

さんのような学生 もいます。青葉奨学会では各

奨学生のみな さん といつしょに喜び、他の奨学

生のみなさんか らのたくさんの良いお知 らせも

待 つています。 もしみなさんが何か賞をとつた

らすぐに青葉奨学会へ知らせてください。

・  青葉奨学会は青葉奨学会の卒業生のみなさんに

集 まつて も らい交流 を行いたい と思つていま

す。青葉奨学会実行委員会は卒業生のみなさん

が当事務局への連絡 してくれることを心からお

待ちしています。

HOI KHUYEN HOC DONG DU

QUY HOC BONG LA XANH
43D/46 HO VAN HUE ―  Q. PHU NHUAN

TP. HCM ―  VIET NAM

NT : 8.477.359 -  Fax : 84.8.8477527

Email : hblxOhcm.vnn.vn

里親の手紙から

私は外国の子供たちに里親 としてお金 を送 り

始めて13年にな ります。なぜ私がお金 を送つた

か とい うと、私は世界中の子供たちが同 じよう

に幸せになつて欲 しいと思つたか らです。世界

中の子供たち皆が幸せになるのには長い年月が

かかるで しょう。そのためには地球上か ら争い

がなくな り、世界中が平和にならな くてはな り

ません。民族や宗教や思想の違いを乗 り越えて

お互いに理解 しあい、認めあい、許 しあつて仲

良くなることが必要です。大きな大きな宇宙の

中ではごみよりも小 さいこの地球上で生きてい

く人類はみな同 じ地球人なのです。私は世界中

の子供たちにこのことを知つて欲 しいのです。

私 と関わ りあつた子供たちが大人 になつた

時、またその子供たちに教えてあげて欲 しいの

です。そ してまたその子供たちが大人になつた

時に次の世代に伝えていく。そのよ うに して・ LL

界が平和になつて地球上の子供たちはみな FFJッ

よ うに幸せになつたら良いと思 うのです。それ

が私の夢なのです。

そこであなたにお願いがあ ります。 どうか私

の夢がかな うよ うに手伝って欲 しいのです。で

きればあなたが大人になつた時にあなたのまわ

りの人たちに私の話を伝えてもらえるとよいの

ですが。そ してベ トナムの子供たちがみな豊か

な暮 らし (生活)ができるように、ゆくゆくは

世界中が平和になるように努力 してもらえた ら

と思います。あなた1人 の力で実現はできないで

しょうが、ほんの少 しでも平和のために何かを

しようと思える人になつて欲 しいです。 どうか

自分の富や地位 のみしか考えない人ではな く、

皆の幸せを願える人になってください。

あなたはとても勉強をがんばつているそ うな

ので、私は遠い国か らあなたのことをずつと心

の中で応援 しています。

あなたとあなたのご家族の健康 と幸せを主

りしてお ります。

事務局注 :青葉新聞はベ トナム青葉奨学会がベ

トナム語で発行 している里子向けの新聞です。



心 の想 い

二つのひとみに希望の光が輝いている

その笑顔が更に明るい顔を創 り出している
「心からありがとう」という文字の中に里親様から

いただいたお金で冷めたご飯を食べて学校へ行くこ

とができます。そしてノー トを買 うことができま

す、という言葉がすぐに思い浮かぶ

`青葉奨学会の子供たち'と いつも私たちが呼んで

いるけれども、遠い日本から心の励ましのような奨

学金を受け取る時、あなたがたはいつたい何を思 う

のでしょっ

あなたがたが社会の役に立つように、賢く優秀な学

_に相応 しくなつて立派に成長した後、どんなこと

をするのでしょう。そうあなたがたが青葉奨学金 と

い う支援を受けたことを振 り返 りながら。

敬愛なる里親様、私たちの心の中には子供たちの

瞳の中に感謝の気持ちがあふれていることを知つて

います。

青葉奨学会編集部

ν  ″ 盟 ″

尾落慧彩摩夕 7;r20″ 宇み写
"β

′

青葉奨学金支給関連 :

青葉奨学会は 「速報のお知 らせ」の紙を配 りま し

た。 これは5年生、9年生・12年生の学生が来年 どこ

の学校へ進学するのか、また大学生の就職先を知る

ためです。

2001年2月 H日 青葉奨学会実行委員会の代表である

Nguyen Duc Hoe氏 が北部の各省を訪れ奨学金を授与

しました。 (ヴ ィンフック省、ハノイ市、フンエン

省)ま たタイビン省、ハイズオン省、バックニン省
う各省の奨学会へも赴きました。2002年度青業の家

族にこれ らの省の優秀な学生が更に参加できるよう

になることを希望します。

ヴィンフック省やタイビン省、バンメ トー ト、グナ

ン、クタアンガイの各奨学会そしてMoc Hoa小 学校

(ロ ンアン省)か ら各地域で行われた青葉奨学金の

授与式の写真と奨学会報が送 られてきました。

学生達か らの里親様へのおネL状 は今まで48.1%で

す。

夏の初め、里親の方々が遠い日本からベ トナムを訪

問され、支援している学生と会いました。

◇里親の石出修一さん (ベ トナム子供基金)が 2001

年4月 24日 、里子のNguyen Thi Ngoc Anhさ んに会い

ました。

◇里親の宮崎絹子さん (ベ トナム子供基金)が 2001

年 5月 12日 、里子のTa Khuong Duyさ んに会いま し

た。

◇2001年 1月 2日 里親の高橋強さん (ベ トナム子供

基金)が里子のPhi Dang Khoaさ んに会われた際、ハ

ノイのタイホー区にあるAn Duong小学校へ約500万 ド

ン分 (約 350ドル)の図書を寄付 しました。

◇6月 7日 から9日 まで里親の佐藤晴美 さん (ベ トナ

ム子供基金)がベ トナムを訪れ、5人の学生に会いま

した。フエ市のNguyen Thi Minh Chauさ ん、ホーチ

ミン市のTran Ngoc Anh Maiさ ん、Le Hong Kim Ngan

さん、Pham Quynh Anhさ ん、そしてティエンザン省
のLuong Van Thienさ んに会いました。 Le Hong Kim
Nganさ んは昨年まで青葉奨学生でしたが、現在は短

期大学を卒業しています。

G00D NEWS :

1学年が終わ り青葉奨学会の学生たちは学習面で以

下のような優秀な成績を修めました。

注意 全国主催の試験は教育省が中心となつて優秀な

生徒のを選抜 し試験を行います。

4月 30日 オ リンピックは南部 (フエ市以南)の 各

学校が中心になつて優秀な生徒を選抜 し試験を行い

ます。各市、各省で行われる試験も優秀な生徒を選

抜 し試験を行います。

学生番号 名前・省

KO―-496 Hoang Thu Quynh

(ナムディン省 )

国際オツンピックにて
ロシア語 。銅メグル

KO―-360 Nguyen Quoc Khanh

(ホ ーチミン市)

全国主催の試験にて

化学・2位

KO―-539 Nguyen Thuy Thao

Quyen(ロ ンフ
″
ン是宗)

メコンデルタ地方主催の試

験にて、生物・3位

KO―-033 Le Trong Thuy Dan

(ホ ーチミン市)

4月 30日 オ リンピックにて

国語・金メグル

KO―-034 Vu Thanh Quynh

(ホ ーチミン市)

4月 30日 オリンピンクにて

国語・銀メグル

HO―-300 Nguyen Thanh HaO

(ホ ーチミン市)

ホーチミン市主催試験にて

物理・ 1位

KO-017 Nguyen Anh Tuan

(ホ ーチミン市)

ホーチミン市主催試験にて

英語・1位

KO―-032 Tran Thien Huong

(ホ ーチミン市)

ホーチミン市主催試験にて

地理・2位

KO―-202 Nguyen Thi Ngoc

Hien(ホ ーチ ミン市)

ホーチミン市主催試験にて

英語・3位

KO―-039 La Can Uyen Chi

(ホ ーチミン市)

ホーチミン市主催試験にて

国語・3位

KO―-126 Phi Thi Thu Lan

(ホ ーチミン市)

ホーチミン市主催試験にて

歴史・3位

KO―-141 Dang Phan Y Nhi

(ホ ーチ ミン市 )

ホーチミン市主催試験にて

生物・3位

NK―-249 Dang Tran Truc

Dao

(ホ ーチ ミン市 )

ホーチミン市主催試験にて

国語 。3位

KO-651 Dang Minh Chau

(ハ ノイ市)

ハノイ市主催試験にて

歴史 。特別賞

HO-401 Nguyen Anh Tuan

(ハイズオン省 )

ハイズオン省主催試験にて

数学・1位

AO―-002 Luu Phuoc Trung

(ホ ーチ ミン市 )

ホーチミン市主催試験にて

■0--408 Nguyen The Loc

(ハイズオ ン省 )

ハイズオン省主催試験にて

数学・2位

KO―-406 Ngo Thi Quy

(ナムディン省)

ナムディン省主催試験にて

歴史・2位

KO―-497 Pham Van Thang

(ナムディン省 )

ナムディン省主催試験にて

物理 ,3位



各地域で優秀な生徒の成績を多くの学生が修めまし

た。 しかし今回の発行に間に合わなかつたものもあ

りますので、次回の新開に掲載します。来年度も青

葉奨学会ではみなさんからが努力して優秀な成績を

修めること期待 しています。

学生 の手窟か ら

1. … “毎 日私は 2時間かけて自転車で学校へ通学 し

ています。でもそのことは大変ではあ りませんし、苦 し

くもありません。私が何 よりも恐いのはただ 1つだけ、

学校へ行 くことができなくなることです。時々学校へ行

けなくなるとい う悪夢を見ることがあります。"―・

(OK-168ビ ンディン省クイニ ヨン在住 11年生 )

2. ―・“1年生の時から私が他の友人に比べて不幸だ と

思つたのは両親がいないことでした。 しか しその一方で

祖母が私を育てて くれました。先生方は私の学校での面

倒を見て くれます。婦人・子供委員会か ら本や贈 り物を

いただきま した。そして青葉奨学会か らは奨学金をいた

だきました。…これ らの支援があつて始めて私は成長す

ることができそ して他の友人 と同じように学校へ通 うこ

とができまたのです。"―・

(NK-196テ ィエンザン省チ ヨガオ在住、3年生 )

3  ・… “1992年私の母は白血病にかか りました。その

時に父も突然脳卒中で倒れ半身不随の体にな りました。

私は学費免除で学校へ行 くことができました。またいつ

も先生や友人達、近所の人たちの助けがあ りました。で

すから私 自身一生懸命がんばつて優秀な成績の成績を修

めることができました。1996年私は友好の家 と呼ばれる

孤児院へ入 りました。ここで育ててもらいながら学校ヘ

通いました。

4年間連続で私は優秀な生徒の成績をとりま した。2000-
2001年度私は試験に合格 して10年生にな り、今年ハノイ市

内の優秀な生徒に選ばれました。幸運の神様が私に微笑ん

でくださったのです。まさにその時不幸な子供が更に向上

していきたいという夢をかなえるべく青葉奨学金を受ける

ことができることができたのです。"―

(KO工 651ハ ノイ市在住10年生)

4. ・… “10才になると母は私に道でビニールを拾 う仕

事をす ることを許 してくれました。 この仕事は大変苦し

くてそれなのに自分 自身を養 うことも十分ではありませ

ん。ですから私 と姉は朝の3時にChanh Hung漁港へ行つ

て魚を拾つて家に持つて帰つて食べました。 12才 になる

と私は 「宝くじを売 る」仕事に変わ りました。この時か

ら今まで大変でしたが、何 とかや りくりをして生活 し学

校へ通いつづけました。そのような中でも私はいつも優

秀な生徒でした。先生達は売れ残つた宝 くじを明日のた

めの宝 くじを準備する資金にできるように買つてくれま

した。"…・

(NK-179ホ ーチミン市在住 8年生)

5. ・… “私はこの良い学校へ通 うことができて本当に

幸運です。先生方は誠心誠意教えてくださいます。 「友

達だか ら助け合つて当然」とい う友人達に会 うことがで

きま した。私は孤児ですがすべての人の温かい愛情に包

まれて暮 しています。そして今 日、私は青葉奨学金をr

け取ることができま した。私の中でこのうれしさは表現

できませんが、私のことを社会は見守つてくれていて私

は世界で孤独に見捨て られているのではない。だからこ

んなに多 くの人が私を助けて くれ る と理解 していま

す。

(HO-359タ イエン省在住7年生)

ごんらの学生妨 からの願ハぼ ?

そんだ学校へπぐご″ でゞきるとレウ こと
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