
ベトナム子供基金通信

絵画大会入選作品決まる 総会で出席者力没票
ベ トナム子供基金は5月 15日 、定期会員総会をアジア文化会館で開き (2ページに関連

記事)、 議事終了後、総会出席者は、 2月 にホーチミン市で開催した絵画大会の作品の最終

選考を行った。大賞はグエン・カィン・ティンさん (高校 2年)の作品 (写真)に決まり、

賞状と副賞 20万 ドン (約 1500円 )が贈られる。また、同時に「2005年ベ トナム子ども

カレンダー」を飾る作品も紹介された。 (カ レンダーのお申 t′込みは 12ページを参照)

絵画大会 iま 2月 1日 、ホーチミン市の

統一会堂で開催し、約 240ノ、の奨学生が

参加した。第 1、 2次選考は4月 13日 に

行われ、2003年 12月 にベ トナムを訪れ

た 「ちよだ地球市民講座ベ トナム国際協

力体験ツアー_参加者のうち 5名が審査、

40点にしばられた。選考では、「皆一生懸

命描いている_「明るい絵が多い」「しぼ

りきれない」などの声が聞かれた。総会

出席者による最終選考では投票により入

選作品 18点を選んだ。【絵画大会入選者】

大賞=グエン・カィン・テォン、 2位 =
グエン・チ 。アイ・ヴァン、3=チャン・

トゥイ 。キム・ガン、4=グエン・ディ

エン・ トゥ。ティン、 5位 =ド ゥオン・

ゴック・ラン、6位 =グエン・チ・カム・

ヴァン、グエン・チ・ビック・ホン、 8

位=ヴォ・ トゥイ・夕/ン・タム、 9位

=チ ャン・ヴー・フェン・アィン、ファ

ム・ホア・カィン・グエン、ダン 。ファ

ム・イー・ニー、レ・ラム・ゴック・チ

ャム、13位 =フ ァム・チャン・タィン・

アン、グエン・チ 。トウエット・ニュー、

ダオ・リン・ トゥイ、16位=チャン・ト

ゥイ・タィン・ トゥ、ファン・チ 。フウ、

大賞のグエン・カィン・ティンさんの作品

グエン・ラン・アィン。【カレンダー採用

作者】グエン・カィン・ティン、グエン・

チ・アイ・ヴアン、グエン・ディエン・

トゥ。ティン、 ドゥオン・ゴック・ラン、

グエン・チ・カム・ヴァン、グエン・チ・

ビック・ホン、ダン・フアム・イー・ニ

ー、レ・ラム・ゴック・チャム、ファム・

チャン・タィン・アン、グエン・チ・ ト

ゥエット・ニュー、ダオ・リン・トウイ、

グエン・ラン・アィン (以上、入選者)、

グエン・チ・タィン・トゥエン、グエン・

アィン・トゥアン、ゴー・ヴー・スアン・

イェン、チャン・クアン・ダイ。



2004年ベ トナム子供基金 定期会員総会記録

ベ トナム子供基金は 5月 15日 、定期会

員総会をアジア文化会館で開いた。約 30

名の会員が出席、議長に塩谷隆さんを、

書記に今井幸恵さんを選出した。「2003

年活動報告」「2003年決算報告」「2004

年活動方針」「2004年 予算案」の4議案

はいずれも全会一致で承認された。

議事に先立ち、ベ トナム青葉奨学会の

グエン・ ドク・ホゥエ代表か ら寄せ られ

たコメントを、子供基金の近藤昇代表が

読み上げた (4ページ参照)。 また、議事

終了後、里親の駒崎実さんの招きで来 日

した青葉の奨学生 トラン・ティエン・夕

イン・チャンさんと一時帰国中の前駐ホ

ーチミン市スタッフ・土肥明代さんがス

ピーチを行った (5、 6ページ参照)。

1.2003年活動報告

標記につき飯田博康事務局長から概略

以下の報告があり、議長から諮った結果、

全員異議なく承認した。

青葉奨学生 (里子)486名に奨学金を無

事支援することができました。青葉奨学

会のご要望にベ トナム子供基金として貢

献できましたことご報告申し上げます。

会員皆様及び関係者の皆様方に感謝申し

上げます。ありがとうございました。

2003年の活動方針は、①広報活動の充

実、②里子と里親との関係強化、③経費の

圧縮、④10周年記念事業の準備等でした。

ベ トナム子供基金通信は年 4回の発行

と内容の充実を行いました。青葉奨学会

や奨学生の実情を皆様にお伝えできたこ

とと思います。また、インターネットの

ホームページもタイムリーに更新でき、

広くアピールできました。問い合わせや

新会員入会に結びつきました。

里子からの手紙は 516通届きました。

ボランティアの皆様のご協力で翻訳を行

い里親へ郵送いたしました。里子 486名 、

里親 243名からするとさらなる努力が必

要と感じます。

2003年ハノイ里子訪問ツアーは S剣も

の流行により実現できず残念な結果にな

りました。

経費は、対前年 69万 4986円減、対予

算 13万 7030円減の節約ができました。

10周年記念事業はベ トナム黄梅基金の

設立と 2005年ベ トナム子どもカレンダー

制作 と贈呈をテーマにしました。お蔭様

で順調に準備が進められています。

事務作業を正しくスムーズに行うため、

「里子・里親データベース」作成と「里

子履歴票」管理の見直しを致 しました。

その結果里子審査に里親の希望を反映さ

せ、里子決定通知書の作成ができました。

運営委員会は毎月第 3土曜 日に運営委

員ならび会員の出席で開催されました。

里子の手紙翻訳はボランテ/ア の方々

のご協力で大変スムーズに行われ感謝い

たしております。
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2.2003年決算報告

標記につき飯田事務局長からの報告と

南康雄監査から監査報告があり、議長か

ら諮った結果、全員異議なく承認した (収

支計算書は通信 28号を参照)。

3.2004年,舌動計画

ベ トナム子供基金が受け持つ青葉奨学

生 (里子)468名が安心して学業に精進で

きるよう奨学金支援を継続します。

2005年 6月 に 10周年を迎えるにあた

り 10周年記念事業を成功させ、青葉奨学

会の目的達成のためさらなる貢献を行い

たいと思います。会員ならび関係者皆様

の温かいご支援、ご協力をお願いします。

特に 10周年記念事業には青葉奨学会が

大変期待しております。ベ トナム黄梅基

金は農村 。漁村・山岳地域の恵まれない

子どもたちに奨学金を支援いたします。

奨学金は基金の利息から支援し継続的に

安定支援が実現できます。

2005年ベ トナム子どもカレンダーは青

葉奨学生が描いた絵から制作し、青葉奨

学生全員にプレゼントいたします。会員

皆様にカレンダーを購入していただきカ

レンダー制作費とさせていただきます。

皆様の温かいご支援をお願い申し上げま

す。

ハノイ里子訪問ツアーを7月 18日 から

22日 に行います。里子ならび里子の家族

や学校関係者との交流会を行います。是

非皆様のご参加お願いします。

里子全員に青葉奨学会宛のシールと切

手を貼った封筒 2通を支給しました。2004

年から里子の手紙は青葉奨学会へ直接郵

送されます。里親様からの手紙をよろし

くお願いします。

里子の手紙の翻訳ボランティアの皆様

には大変ご苦労をお願いいたしておりま

す。ベ トナム子供基金活動で欠かせない

重要なことです。ご無理申し上げますが

今後ともよろしくお願いします。

定例運営委員会は毎月第 3土曜日午後

2時から5時までアジア文化会館で開催

しています。会員皆様のご出席をお待ち

しております。

ホーチミン日本人スタッフは 3月 から

工藤由美子さんが業務を開始いたしまし

た。土肥明代さん2年間ご苦労様でした。

感謝申し上げます。

4.2004年予算案

標記につき飯田事務局長から報告があ

り、議長から諮った結果、全員異議なく

承認した (予算書は通信 28号 を参照 )。

以上で議事はすべて終了し、チャンさ

んと土肥さんがスピーチを行った。その

後、総会出席者全員で、絵画大会の最終

選考を行った。
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■ 総 会 に寄 せ て

希望の種

グエン・ ドク・ホゥエ

はじめに、この場をお借 りいたしまし

て、ベ トナム子供基金の里親様に心から

お礼申し上げます。また、皆様が、私の

活動に賛同し、ベ トナムの子 どもたちを

ご支援 くださいます ことは、大きな喜び

です。各奨学生の父母を代表いたしまし

て、皆様にお礼を申し上げます。

時の流れは本当に早いものです。現在、

ベ トナム子供基金は、468名 の学生に奨学

金を支給 してお ります。 これまでに、小

学校と中学校を4校建設してくださいま

した。

子供基金には、たくさんのご支援を賜

りました。貧 しいベ トナムの子 どもたち

が、学校で勉強ができるように条件を整

えてくださり、地方に住む子 どもたちに

希望を与えてくださいました。皆様か ら

の奨学金は、子どもたちにとって大きな

激励であり、そのお金で、子 どもたちは

教科書やノー トを購入 し、学費を払うこ

とができます。もし、皆様からのご支援

がなかったな らば、子 どもたちは勉強を

続けることはできないでしょう。

子供基金には、カーマウ省、ベンチェ

ー省、ビンフック省、ロンアン省の学校

の子どもたちをご支援いただいてお りま

す。地方においては、道路が整備されて

いないため、乾季は道がでこばこで、雨

季には道が泥まみれになってしまいます。

そのため、子 どもたちは、長い間学校を

休まなければならなかったのです。皆様

が、これらの土地に建設 してくださいま

した学校は、何十年後も存在 し続け、こ

れ らの地方の子 どもたちに、教育の明る

い光をもた らすことでしょう。皆様に支

援いただいた地方の人々は、遠い日本に

いる皆様のことを決 して忘れることはな

いでしょう。皆様の活動に、深く感謝い

たします。

また、子供基金には、黄梅奨学金にも

ご賛同いただき、現在は、18基金ご協力

いただいております (1基金 :約 4000万

ドン=30万円)。

支援者から一定の金額を銀行へ ご入金

いただき、毎年発生する利息を引き出し、

奨学金として支給するという新 しい試み

です。当初は、銀行の利息が 1年で 8%
でしたが、現在は少 し利率が下がって し

まいました。しかし、比較的良い利率を

保っているので、問題はありません。こ

の黄梅奨学金は、永続的に存在 し、ベ ト

ナムの学校教育に、大きく貢献 してくれ

るものと信じています。

子供基金の協力は、本当に大きいもの

です。皆様に心から感謝いたします。皆

様からの拠出金は、正当な目的のために

使うことをお約束いたします。

私たちがまいた希望の種は、やがて芽

を出し、大きく成長 し、ベ トナムにたく

さんの素晴 らしい結果をもた らす ことで

しょう。また、日本とベ トナムの友好に、

大きく貢献してくれると信じています。

末筆なが ら、皆様のご健康、ご幸福、

そして、子供基金の益々の発展を心より

お祈り申し上げます。

(ベ トナム青葉深孝塗淋羨・ヽ 訊Ⅲen Duc Hoe)
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■ 奨学生としての学生生活

手紙を通じて結ばれた強い絆

トラン・ティエン・タイン・チヤン

7年以上も前のことではありますが、

私はあの日のことをはっきりと覚えてい

ます。初めて奨学金をいただけるという

知 らせを受けた日、涙が出るほどうれし

かったです。そのころ、私の家族はとて

も貧 しかつたです。父は重いッい臓の病気

でした。その大変な時期に奨学金をいた

だくことができたのです。それ以後、安

心して学校を続けることができました。

私だけでなく、lCX10人 を超える他の学生

の置かれている状況は一人ひとり異なって

います。しかし、ひとつの点で共通してい

ます。それは、困難ではあるけれども、そ

の困難を乗 り越えるため、皆様が手を差し

出しご援助くださつたということです。そ

して、里親の皆様の愛情に満ちたお手紙を

受け取つたとき、私たちの喜びはさらに大

きくなります。

里親様が遠い所から、大きな愛 と強い

関心を持って私たちの様子を尋ねてくだ

さり、本当に言葉で表せないほど感動 し

ます。このようにお手紙を通じてお会い

することができるか らこそ、里親様と学

生の絆はより固く結ばれていくのです。

私たち奨学生は、里親の皆様を、私た

ちを見守 り育ててくれる第二の父、第二

の母と感じているのです。特に、私にと

って駒崎賞様は、本当に第二のお父様、

心のお父様にな りました。これまで、駒

崎様は私をご援助 くださり、何度も手紙

を書いて近況を尋ね、励ましてください

ました。そして、本 日、日本で子供基金

の皆様方にお目にかかる機会を作つてく

ださいました。これは、たとえ夢の中でさえ

チャンさんからの初めての手紙を

読み上げる駒崎氏

考えることもできなかったことです。

子供基金、青葉、そして駒崎賓様のとて

も大きなご恩に対する心からの感謝の気持

ちをどう表したらいいのかわかりません。

ただ、「本当に、本当にありがとうございま

した」と申し上げることしかできません。

重ねて、すべての青葉奨学会の奨学生に

代わり、子供基金の皆様、青葉の先生方、

ホゥエ先生に心からお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

(国家自然科学大学4年・Tl‐an Thien射血h
Trang)

総会でスピーチするチャンさん

5-



■青葉での勤務を終えて

私がベ トナムに残せるもの

上 肥 明 代

ベ トナム青葉奨学会は、全国約 1200人

もの奨学生を抱え、奨学会としては最大

規模です。しかし実際に事務局で働いて

いるのは、ホゥエ代表のほか、日本人ス

タッフを含め 3人だけです。その他、ボ

ランティアの方々、元奨学生や現奨学生

たちが時間の空いているときに手伝って

くれます。青葉の仕事は、ほとんどが事

務作業です。日本人スタッフは主に、日

本との連絡、その内容をベ トナム側に伝

えること。日本人来訪客の接待、ベ トナ

ム語から日本語への翻訳作業などです。

日本か らのお客様が地方に行く仕事があ

れば同行させていただきますし、学校建

設の依頼があれば、建設地を選ぶためホ

ゥエ代表と視察にも行きます。

日本人スタッフの仕事は、あくまでも

ベ トナム人スタッフ 2人のサポー トです。

2人の努力のおかげにより、青葉は成 り

立っています。私は、ベ トナムの子ども

たちと一緒に過 ごせるような仕事を希望

していたため、どこか想像していたのと

は違うなというのが実際にはありました。

また、自分の仕事がすぐ結果として現れ

るわけではないため、自分が子どもたち

に役立っているのか、里親さんに役立っ

ているのか、どんな意味があるのか、見

えなくて辛いこともありました。

そんなとき、里子や里親さんから温か

い言葉をもらえると、自分の仕事の意味

に改めて気づかせてもらうことができま

した。通訳を任されると大変ですが、里

親さんと里子の仲介役になる実感があり

ました。

ベ トナムで働き始める前、奨学金つま

りお金をあげるのは、日本人のおごり、

持つものが持たないものへあげるという

お ごりなのではないか、という思いもあ

りました。しかし実際には、ベ トナムで

は、持つものが持たないものにあげるこ

とは普通のことで、それが助け合いであ

り、美しいものとして考えられています。

奨学生は、全員が絶対にそうだとはい

えませんが、とても素直にありがたく受

け入れていて、奨学金をもらっているこ

とを誇 りに思っています。青葉の奨学生

の中から優秀な学生が出ればす ごく嬉 し

いし、それで私たちの仕事は十分成功な

んだと、その成功に自分が微力ながら携

われたことを誇 らしく感 じられるように

なりました。

青葉での 2年間で何か残 したい、土肥

明代がやったという仕事を何か残 したい

と思っていました。 しかし2年を終えた

今、それができなかったと感じています。

とても残念です。

私はこの後またベ トナムに戻 り働 く機

会を得ました。今後は青葉の対象ではな

かった、学校に通うことも難 しい子 ども

たち、特に初等教育も受けられない状況

にある子 どもたちとかかわれたらと思っ

ています。そしてその中で、私の仕事と

言えるものを残したいと願っています。

(前駐ホーチミン市スタッフ。どひ あきよ)
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■新・駐 HCM市スタッフ紹介

ベ トナムにじっくり触れなが ら

工 藤 由美子

私が、初めてベ トナムを訪れましたの

は、今から5年前のことにな ります。そ

の後 もベ トナムという国に関心を持ち、

ご縁がございまして、何度かベ トナムを

訪れました。大学 4年生の時に、ベ トナ

ムヘの語学留学を決意 し、 2年間の社会

経験を経て、2002年ベ トナムヘ渡ったし

だいでございます。

以前より、ベ トナム語を修得した後に

は、現地での仕事を強く希望 してお りま

した。企業での仕事 というよりは、ベ ト

ナム語とベ トナムでの生活を生かし、現

地の方々と深 く触れ合いながら、何か日

本とベ トナムの役にたてるような仕事が

できればと思ってお りました。友人の紹

介で、前任の上肥明代さんと知 り合い、

ご縁がございまして、現在、当事務局で

お仕事をさせていただております。

当事務局に着任してから、早いもので

約 4か月が経ちました。周 りのベ トナム

人スタッフに支えられながら、楽 しくお

仕事させていただいております。

一番感心 したことは、実にたくさんの

ベ トナム人ボランティアの方々が、協力

してくださっているということです。ボ

ランティアスタッフの力の大きさを実感

させ られました。そのキャラクターは実

に様々で、本当に興味深いです。

つい先 日も、ホーチミン市在住の子ど

もたちを集めて奨学金を支給 したのです

が、日曜日にもかかわらず、たくさんの

ボランティアスタッフが手伝いに来てく

れました。役割を決め、テキパキと仕事

をこなす彼 らの姿は、本当に頼もしかっ

たです。その中には、元青葉奨学会のス

タッフもいて、彼女は、私のことをとて

も′い配してくれます。よく電話をかけて

きては、何か手伝 うことはないかと、私

を気遣ってくれるのです。自分の仕事も

あるにもかかわ らず、どうしてこんなに

人のために一生懸命になれるのかと、正

直驚いています。もちろん、考え方の違

いもありますし、戸惑うことも少なくは

ありませんが、この仕事を通 じて彼 らに

出会えたことを本当に嬉 しく思っていま

す。彼 らに、忘れてはいけない一番大切

なことを教えられているような気がしま

す。当た り前のようで、簡単にできそう

な ことほど、実は一番難 しかった りする

ものです。

ベ トナムにおける子供基金の活動に、

微力ながらお手伝いさせていただけるこ

とを嬉 しく思います。ベ トナム語、ベ ト

ナムの文化にじっくり触れながら、少し

でもベ トナムの将来を担う子 どもたちの

ために、協力させていただきたいと思っ

ています。

機会が ございましたら、里親の皆様に

は、是非ベ トナムを訪れていただきたい

と思います。

今年の 7月 に、子供基金主催の里子訪

問ツアーがハノイで行われます。約 10名
の里親様が参加を予定されてお り、現在

は、そのための準備を進めているところ

です。現地での任期が終わるまでに、で

きるだけ多くの里親様にお会いできるこ

とを願っております。また、皆様に、少

しでもベ トナムが身近な存在 として感じ

ていただけるように努めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。

(駐ホーチミン市スタッフ・くどう ゆみこ)

7



■ 里 子 か らの 手 紙

自立の道ヘー歩前進

ヴォー・フォン・チ

私はロンアン県 Buc Hue市の出身

です。現在はホーチミン師範大学の 1年

生です。2004年 2月 1日 、里親の皆様が

援助してくださっている青葉奨学会の新

年式が、統一会堂で行われ、私はその式

に参列いたしました。

その式に参列できたこと、私は本当に

光栄でした。里親様や先生、皆様のお心

に深 く感動いたしました。私は、青葉奨

学会に物質面だけでなく精神面でも多大

なご援助をしていただいてきました。

式では、厳しい境遇を乗 り越えて一生

懸命勉強 した先輩たちが、もうすぐ日本

に留学するという話を聞かせてもらいま

した。それは本当に光栄なことで、非常

に幸せな出来事です。先輩たちは、後に

続く私たちにいいお手本を示 してくれま

した。

故郷の家を離れて新しい生活を始めた

ばか りの、ホーチミン市に住んで勉強 し

始めたころのことですが、私は大きな環

境の変化に何回となく目覚め、見慣れな

い街に迷い込んでしまったような孤独感

におちいりました。初めのころ新しい環

境に上手 く馴染めなかったため、まもな

くして私は住む場所を変え、自分ひとり

都会で自活する道を選びました。もう、

泣いてばか りいた当時のことは忘れまし

た。現在は自信を持って生活しています。

実家から離れていても、私のことをいつ

も心配 し気這う両親の愛を感じます。両

親は、私が熱心に勉学に励むことや、信

念を持っていつも頑張ることを期待して

います。両親のためにも私の将来のため

にも、そしていつも私のことを気這って

くださり、思いや りとご援助をしてくだ

さる方々のためにも、私は常に向上心を

持って頑張ります。

特に里親様には、非常に遠 くにお住ま

いでまだお会いしたことがないというの

に、いつも私を勇気づけてくださいます

し、ベ トナムの子 どもたちを愛 してご援

助とご配慮を寄せてくださることに、私

は言葉が出ないほど感激させ られます。

心か ら深 くお礼申し上げます。私は里親

様のご厚意に、しっかり応えることをお

約束いたします。

2、 3年後、私は先生になっているで

しょう。この日を迎えるにあたって、私

のことをいつも何かと気遣い、温かく見

守 り応援 してくださった日本の里親様の

こと、私は心の中で父親のように感じて

きました。里親様、ベ トナムの若者たち

は学問が大好きです。そして前向きで上

昇志向がとても強いです。子 どもたちみ

んなが、その志をなくさないように働き

かけてくださることを、私は強 く望みま

す。私たち子どもは、皆様方の応援 して

くださる何事にも喜んでしっか り応える

でしょう。

新年の初めに、里親様にはご活躍 とご

多幸のよい一年でありますよう心か らお

祈り申し上げます。

年 O PrluOng¶ v)

楽 しい思い出を胸に難関突破ヘ

ゴック・アィン

里親様、引き続き私に奨学金をお送 り

くださり本当にありがとうございます。

名簿の中に自分の名前を見つけた時、私
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は本当に嬉 しかったです。里親様、どう

もありがとうございました。今年また私

は奨学金授与式のときに統一会堂に行 く

ことができました。

奨学会は絵画コンテス トを行いました

が、私は絵の才能がないので私の描いた

絵はまるで子 どもが描いたような絵でし

た。その日私は私と同じ 12年生の友人と

知 り合いました。その子の境遇も本当に

偶然なのですが、私 と同じでお父さんが

いないのでした。 この友人は絵がとても

上手でまた話もとても面白いです。気の

合う友人と知 り合うことができて本当に

良かつたです。

今年は私が高校に在学する最後の年で

すが、私は一番楽しい年でいろいろなす

ばらしい思い出ができた年だと思ってい

ます。里親様 ご存知でしたか、この前の

テ ト (旧 正月)の前に私の学校ではキャ

ンプを行いました。私はキャンプがとて

も好きなので、キャンプの日が早く来な

いかとずっと思っていました。キャンプ

の日は、とても楽 しかったです。私は 2

つの運動ゲームに参加しました。負けて

しまいましたがとても楽しかったです。

夜になっても私たちのクラスは丸 くなっ

て立ち、ずっと遊びつづけ解散すること

ができませんでした。こんな風に大勢で

遊んだのは久 しぶ りだったのでこの夜は

本当に楽しかったです。

今、私のクラスはふざけた手紙が教室

全体を沸かせています。もちろん勉強が

第一であることに違いはありませんが。

今年、各教科 ともノー トをたくさん取

らなくてはな りませんが、それは内容が

昨年よりずっと多いからです。前期、私

は非常に優秀な生徒の称号を得ることが

できましたが成績は昨年より悪かつたで

す。このことでとても悲しくなりました。

この後期はもっとたくさん努力しなくて

はな りません。もうす く
｀
私は大切な試験

を続けざまに迎えなくてはな りません。

その中で大学入学試験は私にとって一番

重要で一番緊張するものです。今私はも

うす ぐ行われる試験でどの学校を選ばう

か思いあぐねているところです。

里親様の手紙を受け取つたとき私はと

ても嬉 しかつたですが、里親様がベ トナ

ムにいらっしやると知 り、さらに嬉しく

なりました。ということは私はもう一度

里親様にお目にかかれるのですね。お嬢

様やお姉様方はどなたか里親様と一緒に

来 られますか ? 里親様がベ トナムにい

らっしゃつたら、里親様 とご家族様を私

の家にご招待申し上げます。私の母と祖

父母が里親様 とご家族様にお目にかかっ

て私へのご援助に対するお礼を申し上げ

たいと思っております。

手紙の最後に里親様とご家族様がいつ

も楽 しく何事も思い通 りにな りますよう

お祈り申し上げます。

(Ngoc Atth)

*

夢は日本訪問

クアン・チャウ・ゴック・マイ

手紙の始めにお二 )、 の里親様に謹んで

ご健康をお伺いさせていただきます。最

近里親様と奥様はお元気でいらっしゃい

ますか ? 私の家族は変わ りなく元気で

す。私の両親も里親様 ご夫妻のご健康を

謹んでお伺い申し上げます。

さて、今年も私は里親様ならびに青葉

奨学会の先生方のご援助を引き続き受け

られることになりました。私が青葉奨学

会を知ってからもう 9年が経ちました。

またその時間にほぼ相当する期間、肉親
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ではないけれども私を心から愛 してくだ

さる方々の精神的物質的援助を私は受け

てまいりました。人生における私のあら

ゆる努力と頑張 りは、私の両親の関心の

みな らず、里親様や青葉の先生方のご期

待するところだと思います。私自身はま

だたくさん至 らない点がありますが、自

分が今まで受けてきたあらゆるものにふ

さわしいと言えるよう全力を尽くして頑

張りたいと思います。

2004年 2月 1日 に奨学会は 1回 目の奨

学金授与式を統一会堂で行いました。午

前中私や友だちらは奨学金授与式に出席

し、午後は絵画コンテス トでした。先生

方が画用紙 と色鉛筆をみんなにを配つて

くださり、それぞれみな自分の好きな絵

を描きました。昨年も統一会堂で奨学金

授与式が行われましたが、私は再び統一

会堂の中のいろいろな場所を見ることが

できました。ベ トナムの トイチェー新聞

にもこの奨学金授与式のことが載ったの

ですよ、里親様 !日 本の新聞や雑誌に奨

学金授与式のことは載ったのでしょうか。

里親様はご存知かどうか分か りません

が、このところベ トナムでは鳥インフル

エンザが流行っています。日本ではこの

病気は流行っていますか。現在ベ トナム

では (正確にはホーチミン市では)鳥類

の肉も卵もなくなってしまいました。動

物園も閉園になってしまったのです !

先 日、私はインフルエンザに罹ってし

まい、両親は鳥インフルエンザに罹つた

のではないかと大変心配 しましたが、幸

運なことに結局普通のインフルエンザで

した。私は新聞で読んだのですが、中国

ではスズメが空を飛んでいる最中に突然

雨のように降ってきてとてもたくさん死

んだそうです。ベ トナムでは幸運なこと

にそのようなことはありません。里親様

方がお住まいの場所では鳥インフルエン

ザの影響が何かありますか ? 今でも里

親様方はお庭で野菜を作っていらっしゃ

いますか ? たくさんの種類の野菜を作

られていますか ? 私も家の周 りに木や

野菜を植えるのはとても好きですが、今

は団地に住んでいるので植物を植えるこ

とは許されていません (植える場所もな

いのです )。 家の周 りにたくさん木や野菜

があると、空気がほんとうにきれいで暮

らしもより快適に感 じるのではありませ

んか。

最近の私の勉強は以前と変わ りありま

せん。毎日学校への行き来はバスを使っ

ています。昼は学校に残 り、夕方になっ

てようやく家に帰ってきます。朝は普通 5

時半に家を出て、16時か 17時に家に戻

ってきます。今期、私は 9科目近 く勉強

していますが、私の専攻に少なか らず関

連のある科 日です。今期が終わると、私

は専門課程の段階が始まります。財政分

野に関して専門的に深く勉強するのです。

そしてあと2年余りで私は学校を卒業し、

正式に収入を得るために働き始めます。

里親様、嬉 しいですか ? 将来私が働く

ようになって十分な貯金ができたら、里

親様のお宅を訪ねに日本へ行きます。そ

して里親様方が今生活されているところ

にすべて行ってみます ! 里親様、素敵

でしょう? 里親様方、私がそちらへ里

親様をお訪ねするまで、ずっと元気でい

てくださいね。

手紙が長くな りましたので、ここで筆

を置かせていただきます。里親様方がい

つも、いつまでもお元気でいらっしゃり、

何事も思い通 りにな り、楽しいことをた

くさん見つけられますようお祈 りしてお

ります。私の両親か らも里親様のご健康

をお祈 りする言葉をお送 りさせていただ

きます。

(Quan Chatl Ngoc Mai)
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■事務局便 り

会員皆様の温かいご支援をいただき、お蔭様

で 2004年の活動力削慣調に行われています。 7

月 18日 から7月 22日 の 5日 間、「第 3回里子

訪問ツアー」が行われます。青葉奨学会並びに

ハノイ奨学会の皆様にご協力をいただき
~ハ

ノ

イ在住奨学生 37名 との交流会」が準備されて

います。参加会員皆様にとって、楽しく意義あ

■ご入金報告 (敬称略)

2004年 3月

里親基金 :中塚正信、黒羽宏、中台正四、姜只

成、須田美智子、吉田勉、村松直子、岩崎臣男、

竹内潜子、山之内美佐子、長澤俊明/理恵子、

富澤武、湊記代江、原二郎

一般基金 :黒羽宏、高橋笙子

賛助基金 :山内柏、曽根良枝

黄梅基金 :長谷川博勇、玉村琢之、高橋笙子

カレンダー :須田美智子、長谷川博勇、高橋笙

子

2004年 4月
里親基金 :中塚正信、正者敬一、中達秀世、石

川邦夫、阿部潤、渡辺マリ、中野洋一、呂新一、

小形康善、石田晴子、米松幹生、小山雪子、海

老原かつ子、藤田政弘、海老澤純子、打田咲、

中林義光、渡辺員理子、相田弥生、清水勇治、

幕内英明、松原美知子、藤原寛、川名一幸、塩

野俊治、伊藤順三、柴田敦子、牛丸チヨ、米花

伸子、小日順正、前田徳雪、中村定男、北村慶

一、関武雄、但馬尚子、石出修一、小島綾子、

竹内聡子、高階三樹雄、芳賀善正、小山明、湊

記代江、佐藤一也、光武まち子、小林初江、千

賀恒雄、河本明美、加藤光枝、牧恵美子

一般基金 :外山経子、所やよい、大西幸、宮原

彬、柏迫真文、長谷博幸、堀岡幸子、望月良憲、

勝見佐知子、勝見修子、丸山博子、Tlan Vala

Tho、 石森順子

る交流となるよう、期待しております。

今年は里子からの手紙が多く届いております。

里親の皆様には里子の様子や里子の気持ちがお

伝えできていることと思います。里子は里親の

皆様の手紙を心待ちにしております。お忙しい

日々と思いますが里子への手紙をお書きくださ

るようお願い申しあげます。

日々暑くなります。会員皆様のご健康を心よ

りお祈り申しあげます。(飯田)

賛助基金 :松田幸子、芳賀喜美子、錆木美穂子、

筑元豊次、長瀬りつ、伊藤員矢、菊地美佐子、

遠藤イヨ、関麻三子、柳元順子、佐々木洋子 (バ

ザー売上)、 山田泉、馬杉栄一、吉村浩一

黄梅基金 :海老澤純子、丸山博子、飯田一男、

河本明美、加藤光枝

カレンダー :海老澤純子、鈴木三千代、加藤光

枝

切手 :坂本美津代、佐々木和子、細川敦子

2004年 5月
里親基金 :井上次郎、東亮一、山本三千代、中

台正四、山本剛彦、中塚正信、湊記代江、京谷

あゆみ、小泉啓子

一般基金 :石岡キセ

賛助基金 :井上次郎、山田喜代

黄梅基金 :佐藤吉信、服部泰子、石岡キセ

カレンダー :浅利幸江
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【編集後記】
「ベ トナム子供基金通信」は今

号か ら本文の文字を少 し大きくするなどレ

イアウ トを変更 しました。 1面の題字は、

ベ トナムを南部の沖合から俯敵した S字を

イメージしています。子供基金および青葉

奨学会の連絡先は 12面に掲載しています。

今後も読みやすい紙面の編集、里子の様子

が伝わる通信の作成を心がけます。皆さま

のご意見をお待ちしております。 (望月)

Owner
長方形

Owner
長方形

Owner
長方形

Owner
長方形



ベトナム子供基金 10周年記念事業

ベ トナム黄梅基金

1口 1万円
ベトナム子供基金の会員で基金を設立します。 お申し込みは次の専用口座に

お願いします。

口座名義はいずれも

「ベトナム子供基金」

郵便振替

00190-6-666994

銀行振込

みずほ銀行駒込支店

支店番号 559

普通預金  8071959

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ます。基金の

名前、支援地域・学校等は、ご相談の上、決定します。

学校建設責梅基金
青葉奨学会と相談の上、個人またはグループで学校建

設と黄梅基金を併設した基金を設立します。

2005年ベトナム

子どもカレンダー

1部申込の場合 1500円 (送料込み)

2部申込の場合 2500円 (送料込み)

3部以上申込の場合 1部 1200円 (送料込み)

※送付先は会員登録住所 1か所です。

ベ トナム子供基金会員募集

里親基金

年額 1口

2万円

特定の「里子」に奨学金を支給する里親になっていただきます。

ベトナム青葉奨学金から子どもの履歴票が届き、子どもとの手紙

のやり取りができます。 (学生会員は年額 1口 1万円)

会費納入は次の口座にお願い

します。

口座名義はいずれも

「ベトナム子供基金」

郵便振替

00140-1-70399

銀行振込

みずほ銀行駒込支店

支店番号  559

普通預金 1495745

一般基金

年額 1口

1万 2000円

子どもたち全体の「里親」という関係を想定しています。子供基

金通信によって、会の運営、子どもたちの様子をお伝えします。

賛助基金 一般基金に準じます。金額、回数等、いっさい自由です。

ベ トナム子供基金

東京都文京区本駒込 2-12-13

アジア文化会館内 〒■3-8642

電話 (代表):03-39464121

ファクス :033946‐ 7599

電子メール :kodomo nin@n� y.com

ベトナム青葉奨学会

QUYHOC BONGLAXASIH
c/oTRUONG blHAT NGU DONG DU

43D/46 Ho Van Hue,Q.Phu Nhuan

Ho Chi Minh,Viet Naln

電言舌:84‐8-8477359

ホームページ :http://homepttc3 niけ .cOnyvc,      ファクス :84-8-8477527
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