
ベトナム子供基金通

第 4回子供基金スタディーツアー

青菜奨学会サマーキヤンプで里子と交流

第 4回ベ トナム子供基金スタディーツアーは 6月 15日 から 22日 まで、ベ トナム北部の

ハノイ、中部のフエ、南部のホーチ ミン市を訪問し、里子やその家族 と交流 しました。ソ

アーに参加 した 7人は、ベ トナム青葉奨学会が開催 したサマーキャンプを訪れ、日越の歌

を交歓するなどして、多くの里子の笑顔に触れましたc今回の訪問でツアーー行は、参加

できなかつた星規会員の手紙を現虻で里子に手渡 し、また、サマーキャンプに参加 した里

子から匿六の星麦への手紙を預かり

「

匡しました (2～8ページに関係記事 )。

■青葉奨学会サマーキャンプ

飯 田 博 康

ベ トナム青葉奨学会は 6月 、「2006サマ

ーキャンブ」を開催、北部、中部、南部

の 3会場に3市 10省 1郡の地域から合計

211名 の青葉奨学生が参力日しました。

このサマーキャンプは、青葉奨学生相

互が交流 し、各地の歴史的遺産などを見

学、奨学生の深い友情を醸成 し、未来への

論望を抱くことを≡的十二行われて七`ますc

私たちとの交流会では、奨学生もアル

ファベ ッ トの歌詞を見なが ら一緒に 日本

の歌 「チュー リップ」を歌いました。 ビ

ンゴゲームではゲームに夢中にな りみな

興奮 していま した。そ して奨学生たちの

歌や踊 りが次々紹介 され本当に楽 しいひ

とときで した。出身地の特長を飾つたテ

ン トが張られ、奨学生たちはテン トごとに

私たちを笑顔で迎えてくれ、テン トの前で

一緒に記念写真を撮 りました (写真)。

里親の皆 さんか らお預か りした手紙を

呈子に手渡 し、呈子か ら手紙を預かる手

紙の交換会も行われました。

私たちとの交流が青葉奨学生の楽 しい

思い出づくりに役立てば幸いです。

私たちもおかげさまで大変有意義な時

間を過 ごす ことができました。あ りが と

うございました。

サマーキャンプ開催にご協力 ください

ました青葉奨学会および各地奨学会の皆

さまに感謝申し上げます①

(ベ トナム子供基金事務局長・いいだ ひろ初
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■里 子 か らの手 紙

医師になって人助 け

グエン・タイン・ホア

私は今年 14歳 になるハイフォン (H五

PhOng)の 中学生です。私はそちらの気候

がどうなつているか分からないので里親様

がお元気かどうか分かりません。でもこち

らの気候がとても異常な変化をしているこ

とを感 じています。これはまた、生物の強

力な成長を害する原因にもなっています。

ここ数 日私の父はなぜか分かりませんが

手首が大きくはれ上がってしまいました。

昨日、父は病院に行き、手の関節炎 と診断

されました。父は今 日、医師に従つて治療

を受けるため入院の手続きをしました。

私は将来、貧 しい人々の病気を治療し、

動物が媒介する感染症や伝染病の原因とも

いわれる自然災害が常時発生する地方に行

ってお金のない人の病気を治す素晴らしい

医師になりたいと思います。

(Nguyen Thanh Hoa)

*    *    *

お互いを思 う気持ち

ズオン・タインとズオン

私はフエ (Huc)市 のクオックホック

(Quoc Hoc)高校 10年化学科に通つてい

ます。先日は、里親様がベ トナムにお越し

になり青葉奨学金を受領している奨学生た

ちにお会いになると知つて私は本当にうれ

しかったです。それはまさに私にとつて勉

強への励みとなるものでした。

青葉奨学金を受け取らせていただいたお

かげで、私は学業で目覚ましい進歩を遂げ

ました。奨学金は私にとつて意義深い贈り

物でもありました。

私の父は、私が 8歳のときに亡くなり、

母が 4人の子どもを養わなくてはなりませ

んでした。私は早くからフエで勉強するた

めにクアンビン (Quang Bi�)の家を離れ

なくてはなりませんでした。私も勉強や生

活においてさまざまな困難に遭遇してきま

した。里親様の奨学金をいただけることに

なり、私はとても喜んでいるのです。

里親様がベ トナムにいらつしゃるとい う

知らせを聞いて、私は急いでこの手紙を書

いています。まず何よりも里親様のご援助

に対するお礼を、そして里親様 とご家族様

のご健康とご多幸をお祈 り申し上げます。

里親様やご家族の皆さまのこと、日本で

のご生活やお仕事のご様子をもつと知 りた

いと思います。里親様に対する私の気持ち

はとても大きいですが、この短い手紙の中

ではお伝えしきれません。里親様にお目に

かかつたときには、里親様と私の二人がお

互い理解 しあい、お互いを思う気持ちがよ

り大きくなればいいなあと思います。

(Duong hanh Duong)

*     *     *

自分には何ができるのだろ う

グエン・フイ・ホアン

私の家庭乗境と私自身について少しお話

しさせていただきます①私の家族は 3人、
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母と姉と私です。父は 6年前に難病で亡く

なりました。それ以来、私の家族の境遇は

日増 しに厳しくなっていきました。母は身

を粉にして働いてようやくやつと私と姉を

育て通学させています。

よく私は考えます。「自分は 14歳になつ

たばか り。 自分に一体何ができるんだろ

う?」 。そして、その問いに答えるのですε

「勉強することだけだ。勉強してよい成績

を取 り、人柄が良く善良で、母の言 うこと

をよく聞き、先生方や私を助けてくださっ

た方々の言うことをよく聞こう。何か良い

ことが私の身に起こらないかな、そ うした

らそれが励みになり、私を心配 してくださ

る方々にとつての安心になるから。それは

同時に私がもつと勉強に励み、もつと良い

子になる励みになるから」

私はこの奨学金を学費や学用品 。本やノ

ー トの購入など学校関係の支出に使用して

います。この奨学金は私の学業の進歩に役

立つことでしょう。里親様 と奨学会を裏切

ることのないよう、私は奨学金を本当に有

益に使 うことをお約束いたします。

誰もが成功 した人間になりたいと考える

ものです。私は自分自身の力で経営者にな

つて世界中のさまざまな国へ行きたいと思

います。そうすることによつて、母と家族

に自信と幸福をもたらすことができると思

うのです。成功したら私は、貧 しい生活を

しているけれど運命を乗 り越えようと奮闘

し続けている人々を援助 したいとと思います。

この手紙を通して里親様並びに青葉奨学

会の皆さまへ私の感謝の気持ちを送らせて

いただきます。今の境遇を乗 り越えるため

常に努力してさらに良い成績を取 り、良い

子どもになることをお約束いたします①

(Nguyen Huy Hoang)

*    *

夢は教師

ディン・ティ・ トゥ ロトウイ

再び 1年があつとい う間に過ぎ去 り、私

の大学での 2年 目が終わろうとしています。

あと 2年で私は卒業です。私の夢はもうす

ぐ現実のものになろうとしています。私は

英語を教える先生になります。実際は私の

大学での勉強で通訳や翻訳といつたほかの

さまざまな職業に就くこともできます…。

でも私は教師という職業が何よりも好きな

のです。私は修士の資格を取るために大学

院で引き続き勉強するかもしれません。

時間が経過するのは本当に早いものです

ね。お母さまは私をもう4年にわたつてご

援助 くださつた方になってしまいました。

これは私の一番の幸福です。私は学校のク

ラスメー トたちと一緒にさまざまな場所を

訪れ、数多くの他校の友達 と交流する機会

を得ることができました。
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私は奨学金を受け取れる生徒が増えてほ

しいと思つています。手紙の最後にもう一

度改めてお母さまとご家族の皆さまに最高

のごあいさつをお送 り申し上げます。

(Dinh Thi Thu Thuy)

*     *     *

里親様の気持 ちを感 じて

卜・ヴァン・コン

今 日、ようやく筆を執 り里親様にお手紙

を書く機会ができました。奨学会から、私

たちが旅行に行き、里親様方にお目にかか

れるという知らせを受け取 り、私の′いの中

はうれしさで一杯です。

私は今年、高校の最終学年の準備を始め

ているところです。これまでの学年では、

一生懸命勉強し、非常に優秀な生徒の称号

を得ることができました。私の家族の生活

は、里親様の援助のおかげで以前より厳 し

さが減 りました。私の住んでいるところは

田舎なので生活は農業が中心です。奨学金

を頂 くようになつてから、里親様が私の勉

強や家族の生活のさまざまな困難を助けて

くださつたことに大変感動しました。奨学

金は、学費の納入や書籍の購入に利用 し、

今まで心を痛めていた生活への不安が減 り

勉強に時間を多く害Jく ことができるように

なりました。私の将来の夢は、家族を助け、

社会に貢献できる安定した仕事に就くこと

です。そのために、優秀な成績を取ります。

里親様どうもありがとうございました。

里親様のお手紙を受け取れることを強く願

っています。

(To Aran cOng)

*     *     *

日本のお父 さんヘ

ファム・ティ・ トウイ・チヤン

私はティエンザン (Tlen Giang)省 タン

ヒエン (Tan Hicn)高校に通つています。

今回は私にとつて初めてのカンデー

(Can Cio)行 きだつたので大変 うれしか

ったですし、大変意義深い夏季キャンプに

参加させてもらえました。みんなと一緒に

過ごしさまざまな遊びをしてとても楽しか

ったです。多分この旅行はきつと忘れられ

ないと′思います。

里親様、私に奨学金を支給してくださつ

てどうもありがとうございます。私は以前

からずつと、里親様のことを私を救つてく

ださるお父さんのような方だと思つていま

した。私はこの奨学金を受け取ることがで

き、本当にうれしいです。感謝の気持ちを
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伝えるために里親様に本当にお目にかかる

ことができるのは、光栄で幸福なことです。

そして私たちのためにこのような大変楽 し

く役に立つ夏季キャンプを開いてください

ましたことを、お礼申し上げます。この夏

季キャンプを通して意義深い多くのことを

学ぶことができました。

今私が申し上げられるのは「ありがとう

ございます」の言葉以外にありません。

(Pham tt huy Trang)

*     *     *

フエで会 う日を楽 しみに

グエン・ミン・ハオ・チュン

私は先日、里親様の手紙を受け取つたと

ころです。心のこもつた言葉の数々を読ん

で私はとても感動しました。それは私が勉

強しさらに奮闘するための応援であり励ま

しとなりました。

私は里親様をフエでお迎えすることがで

きたらいいなあと願つています。フエの市

街や私の学校クオックホックをご案内いた

します。

現在、私は夏休みで一生懸命復習をして

います。私は今学年、非常に優秀な生徒に

なることができたこと、また学校のサッカ

ーチームの一員として省の大会に出場した

ことを里親様にお伝えしたいと思います。

私の夢は、里親様がいらつしゃる日本に

行き、里親様のお住まいに行くことです。

一生懸命勉強してよい成績を取 ります。そ

れでは筆を置かせていただきます。里親様

のご健康と末永いお幸せを謹んでお祈り申

し上げます。

(N`;1ェ yen Minh Bao Trung)



■里親からの手紙

有意義な学生生活を願う

珂ヽ 西 麻知子

元気に過ごしていますでしょうか。この

たび子供基金 (里親たち)がベ トナムを訪

問すると聞き、手紙を書いています。本当

は私があなたに会いにベ トナムまで行きた

かったのですが、仕事のために今回は残念

です が あ き らめます。 いつ か トゥイ

(huy)さ んの元気な姿を見にベ トナム

を訪問するのが私の夢です。

大学生活ももうすぐ 2年が過ぎようとし

ていますね。勉強は‖亡しいことと思います

が、先生になるという夢に一歩一歩近づい

ているのではないでしょうか。どうかお体

に十分に気をつけて、有意義な大学生活を

送ってくださいね。

私は 6月 1日 から日本人や留学生の大学

生をサポー トする職場に変わりました。ち

ょうどトゥイさんと同じ年ごろの大学生に、

健康管理など、生活面の支援をしています。

とてもや りがいのある、いい職場です。

私と息子 (6月 で 1歳 10カ月になりま

した)の写真を送 ります。虐、子は元気です

が、ヤンチャで大変です !

それではここで筆を置かせていただきま

す。ご家族のご健康と幸運を心からお祈 り

しています。

(こ にし まちこ)

*   *   *

伝統を大切に

牧 恵美子

こんにちは。あなたもご家族の皆さんも

お元気で毎日お過ごしのことと思います。

私には娘が 3人いて、6月 10日 は次女

の結婚式です。我が家では初めてのことな

ので、何 となく落ち着かない日々を過ごし

ています。

私は結婚式の当日「着物」を着ます。着

物は日本の伝統衣装ですが、洋服に比べて

着るのが難しいので今では着せてもらうの

が一般的です。私は今、自分で着物が着ら

れるように、また、着せてあげることがで

きるようになりたくて、週 1回夜間の教室

に通つています。

今回、初めて私の写真を送 りますが、次

に送るときは着物姿の写真を送 りたいと思

つています。

これから 1年 4カ月ほど教室に通つて頑

張りますので、あなたも目標に向かつて勉

強に励んでください。

(ま き えみこ)

*    *    *

日本 の ことをお知 らせ します

団 枝 武 士

お元気ですんち

今回、青葉奨学会の交流会が開かれる折、

あなたが出席されることをベ トナム子供基

金事務局から通知をいただきました。その

機会に里親の手紙 と写真をあなたに手渡 し

ていただけるとい うことで、初めて手紙を

書きました。

私 と妻の写真を同封いたしますのでお受

け取 りください。

日本の現状をお知らせ しましょう。 日本

はこれから梅雨を迎える時期 とな ります。

日本にイま春、夏、秋、冬という四季があり

今 日は最高温度が 25度、最低気温が 15度

というところです。真夏でもベ トナムのよ

うに 40度を超えることはありません。

私は高齢のためベ トナム語を勉強する能
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力がありませんので、あなたが日本語をマ

スターしてお手紙をいただければ幸いです。

お互いに健康には十分に気をつけましょ

う。ご家族の皆さまの健康と幸せを祈念い

たします。

(く にえだ たけし)

*    *    *

助 け合 つて こそ

藤 原 寛

私は、58歳の会社員です。家族は、妻、

長男夫婦と男の孫と次男です。次男は、知

的障害者ですが作業所でいろいろな人の助

けを借 りて、毎日元気に働いています。

誰でも、一人で生きているのではなくて

お互いに助けたり助けられたりして生きて

いるのだと思います。微力な私が、人の役

に立てるのであればありがたいことと感謝

しています。ズオン・タイン・ズオン(Duong

Thanh Duong)君の役に立てることをうれ

しく思います。

一生懸命勉強をして家族のために頑張つ

てください。応援をしています。そしてあ

なたとあなたの家族の幸せを祈つています。

(ふ じわら ひろし)

*    *    *

ベ トナムの息子ヘ

川 副  友

元気に過ごしていますか。今回、お会い

できず残念ですが、いつかきつとお会いで

きることを楽 しみにしています。私たち家

族の写真を同封いたします。

1枚は私たちの住む和歌山県の海岸で撮

つたものです。昨年の 10月 のものなので

虐、子がまだ 4カ 月のころです。もう 1枚は

つい先日和歌山城で撮 りました。虐、子はも

うすぐ 1歳になります。

では、お体に気をつけて。家族の皆さま

にもよろしくお伝えくださいね。

(かわぞえ。ゆう)

■ベ トナム子供基金運営委員会紹介

ベ トナム子供基金運営委員会は、原則、毎月第 3土曜 日の年後 2時から、アジア文化会館

内会議室で開催 しています。

運営委員会は、子供基金の活動について、飯

田事務局長から報告を受け、運営委員が審議、

決定しています。このように書くと、堅苦しい

印象を受けますが、実際はざつくばらんに意見

交換をしつつ、活動 しています。年 4回発行す

る「ベ トナム子供基金通信」の企画もこの運営

委員会で検討 し、編集作業を経て、刷 り上がっ

た「通信」の封入 。発送作業を行つています (写

真)。

子供基金会員に限らず、どなたでも出席でき

ます。皆さまのご参力日をお待ちしております。
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■元青葉奨学生 3人に面会

飯 田 博 康

クオ ックホック (Quoc hc)高 校を卒

業した元青葉奨学生 3人に面会ができまし

た。チャン・ティ 。フォン(Tran hi HuOng)

さん、ホアン・ティ・ホン・トゥオン(httg
hi Hong Thuong)さ ん、ホアン・ティ・ホ

ア(HOang tthi HoDさ んです。彼女らは 「青

葉奨学金の支援を受け、落ち着いて勉強が

できました」と感謝の言葉を述べました。

フォンさんは昨年、病気をして大学受験

ができませんでした。彼女は今年、頑張つ

て受験 したいと言います。彼女はクアン

(Quang)省 から 1人でフエに来て勉強を

しています。大学を卒業したら出身地に戻

り学校の先生になり、貧しい村の役に立ち

たいそうです。

トゥオンさんは家族 4人でフエに住んで

います。彼女によると、フエの人は 「優 し

く」「几帳面」「よく考えて行動する」「,い

の広い人が多い」のだとか。将来は英語の

ホアさんは現在、大学 1年生です。家族

はお母さんと、お姉さんの 3人です。大学

では食品の勉強をしてお り、将来はミアレク

の会社で働きたいそうです。友達 2人が日

本に留学しているので自分も日本語を勉強

したいと言つていました。

写真 :記念に高校の大先輩 「TuOng dai

Nguyen Tat Thanh」 (ホー・チ・ミン像)の
前で記念写真を撮 り再会を誓 う。前列左か

ら、ホアさん、トゥオンさん、フォンさん。

(いいだ ひろやす)

先生になりたいそ うです。

■2006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 20日 、2006年定

期会員総会をベ トナム子供基金で開催し、26

人の会員が参加 しました (写真 )。 議事に先

立ち、議長に里親会員の塩谷隆さんを、書記

に今井幸恵さんを選出しました。

総会では、飯田事務局長が 「2005年活動

報告」 「2005年決算報告」「2006年活動計

画」「2006年予算案」 (通信 35号参照)の 4

議案について報告、塩谷議長から諮つた結果、

これらを了承しました。

議事終了後、元青葉奨学生で日本に留学中

のグエン・カン・チン (Nguycn Khanh Tin)さ んが 「ベ トナム人留学生の課題」をテーマに

スピーチを行いました (ス ピーチの概要は次号掲載予定)。
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■2006年黄梅奨学金支援報告

飯 田 博 康

2006年黄梅奨学金は経済的に恵まれな

い学生 579名 に総額 8685万 ドン (約 留 万

3000円 )の黄梅奨学金を支援することが

できました (10ページ参照)。

支援地域は14省 33郡に広げられました。

皆さまの温かいご支援に心から感訪寸申し上

げます。ベ トナム子供基金 10周年記念事

業として始まった黄梅基金はベ トナムの国

営銀行に預金 し、その利′自、から奨学金を支

援するものです。農村、漁村、山岳で生活

する経済的に恵まれない学生が奨学金支援

の対象ですc

今後とも皆さまの温かいご支援をJいから

お願い申し上げます (写真 :ロ ンアン省カ

ンズオ ック (Can Giu∝)郡での奨学金授

与式の様子)。 (2C脱 年 7月 21日 )

(いいだ ひろやす)



2006年 黄梅奨学金支給リス ト 2006年 7月 20日

(敬称略)

基金名 (出資者) 支給先 支給人数 支給額

泉 (飯口博康) Long An tt Thu Thau郡 40人 6,000,000VND

Ca mautt Dam Doi郡 40人 6,000,OOOVND

計 80人 12,000,000VN□

中台 (中台正四) Thanh Hoa tt NgOc Lac郡 20人 3,OOO,000VND

Thanh Hoa tt Nhu Xuan郡 20人 3,000,OOOVND

Thanh Hoa tt Lang Chanh郡 20人 3,000,OOOVND

計 60人 9,OOO,000VND

SOLT(塩入清) →a Nam tt Kim Bang郡 20人 3,000,000VND

→a Nam tt Thanh Liem君「 20人 3,O00,000VND

計 40人 6,000,000VNE

岡村 (岡村進 ) 3inh Duonq整 ユPhu Giao君隅 20人 3,000,000VNE

3inh Duong tt Lac An郡 20人 3,000,000VNE

3inh Phuoc tt Phuoc Thien郡 40人 6.OOO,000VND

計 80人 12,000,000VND

百武 (百武篤志 ) Thai Binh tt Kien Xuong郡 20人 3,000,000VND

計 20人 3,000,OOOVND

佐々木 (佐々木善春) Thai Binh tt Kien Xuonq郡 20人 3,000,OOOVND

計 20人 3,000,OOOVND

植田 (植口秦史) Quang Ngal楚争Son Tay雇部 20人 3,OOO,OOOVND

Quang Ngaltt Tay Tra郡 20人 3,000,000VND

計 40人 6,000,000VND

クリアンサス (中村美芳子) 山an9 Nam tt Giang Tay郡 20人 3,000,000VND

計 20人 3,OOO,OOOVND

33ひまわり会 未 定

春木・村島基金 未 定

子供基金団体 Sia Lai tt Krong郡 40人 6,OOO,OOOVNE

〕aklak tt Krong Nang郡 5人 750.OOOVND

〕aklak tt Kron9bong郡 5人 750,000VNE

Daklak tt Ea Sup郡 10人 1,500,000VNE

Daktak tt Lak郡 5人 750,000VNE

Damak tt M Drak 4人 600,000VNE

Damak tt Krong Ana郡 5人 7SO.000VNE

Damak tt EA Hleo郡 5人 750,000VNE

Kontum tt Tumorong郡 20人 3,000,000VNE

Kontum tt Sathay郡 20人 3.000,000VNE

Binh Dinh tt An Nhon部 3人 450,000VNE

Binh Dinhヽ 雪Tuy Phuoc孝部 15人 2,250,OOOVNE

Binh Dinh tt Phu Cat郡 16人 2,400,OOOVN[

Binh Dinh tt Hoai An郡 6人 900,000VND

Binh Dinhヽ 雪Hoai Nhon尋部 4人 600,000VND

Binh Dinh tt Tay Son郡 6人 900,000VND

Binh Dinh tt Vinh Thanh郡 10人 1,500,000VND

Lonq An tt Can Giuoc郡 40人 6,000,OOOVND

Ben Tre tt Hoa Loi郡 20人 3,OOO,000VND

計 239人 26,850,000VND

合計 579人 86,850,000VND
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■事務局便 り

2006年定期会員総会は 5月 20日 、26

名のご出席をいただき無事行われました。

ありがとうございました。来年の総会は

2007年 5月 第 3土曜日 (5月 19日 )を予

定しています。

第 4回スタディーツアーは 6月 15日 か

ら 22日 の 8日 間、7名の参カロで行われま

した。ツアーの主な目的は青葉奨学会夏

のキャンプに参加することと里子面会で

した。キャンプには、北部 (Hai Duong)、

中部 (Hue)、 南部 (Can Gio)に合計 2H名
の青葉奨学生が集まりました。

私たちは短い時間の交流で したが歌を

歌った り、ビンゴゲームをしました。青

葉奨学生の楽 しい思い出になつてくれれ

ば幸いです。

里子面会は学校を卒業 して立派に家庭

生活をしている人、青葉奨学生を終了した

人、奨学金を途中で停止 された人など多

くの人たちに面会することができました。

火炎樹の咲くベ トナムを満喫いた しま

した。ツアーにご協力 くださいました青

葉奨学会および関係者の皆さまに厚 くお

礼申し上げます。 (飯田)

■ご入金報告
ご支援ありがとうございます (敬称略 )。

2006年 3月

里親基金 :清水有高、原田隆子、清水勇

治、中台正四、川副友、岩崎臣男、河本

明美、中塚正信、野村利実、フジクラ・

ヒロシ

ー般基金 :石岡キセ、長谷博幸

賛助基金 :菊池幸子

2006年 4月

里親基金 :川 名一幸、小林初江、大西好

宣、小山弥生、柴田敦子、牛丸チ ヨ、千

賀恒雄、小岩井元雄、幕内英明、高山親、

小岩井陽子、元川暁子、海老原かつ子、

織本尚志、中塚正信、加藤光枝、山口奈

保美、山本剛彦

一般基金 :小 田正和、和田美子、大西幸

賛助基金 :川 名一幸、山内柏、今井記念

海外協力基金、松田幸子

2006年 5月

里親基金 :橋本進司、石出修一、島田直

子、中台正四、渡辺マ リ、野村利実、福

井伸也、中根美智代、中塚正信、吉原 と

も子、塩野俊恭、半田敏行、中里貴子、

小林一成、宮澤武、河野美代子、光武福

見、東京小金井ロータリークラブ

ー般基金 :所やよい、渡辺尚子

黄梅基金 :橋本進司、mイ ンベス トメン

ト春木・村島

2006年 6月

里親基金 :植 田泰史、稲橋佳典、京谷あ

ゆみ、但馬尚子、東亮一、中野洋一、村

谷和代、上月浩

一般基金 :大島光恵

0最終入金日のお知らせ :里親基金と一般基金の

最終入金 日を封筒の宛名ラベルに表示しました。

表示は「会員番号 lKD× ××)年 /月 /日」と

なっていますと次回ご入金の参考にしてくださヤ屯
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■2006年 7月 31日 現在の会員と奨学生 (里子):

里親基金 :203名 (262口 )、 一般基金 :44名 (48口 )=青 葉奨学生405名

べ 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 「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。

べ 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

のやりとりができます。 (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

丸

口座名義 「ベ トナム子供基金」

郵便振替

00140-1-70399

銀行振込

ユfほ銀行駒込支店

支噺番号 559

普通預金 1195715

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

金通信によつて、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、いつさい自由ですe

ベ トナム子供基金

東京都文京区本駒込 212-13

アジア文化会館内 〒113-8642

電話 (代表):0339464121

ファクス :033946-7599

電子メール :kodomo.kikittnifty.com

ホームページ :http://homepage3 nifty.com/vcf/   ファクス :848-8477527

べ トナム青葉奨学会

QどY HOC BOヽ G LA沌心配

c/o TRU9ヽC NHAT NGビ  DONG Dビ

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

Ho Chi lヽinh, Viet Nam

目巨言舌:84-8-8477359

ベ トナム子供基金通信 第 36号 2006年 8月 19日 発行 発行所 :ベ トナム子供基金

発行人 :近藤昇 編集人 :望月良憲 印刷所 :株式会社プリントン ◎ Vietnam Kodomo Kikin 2006
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