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F美 しい昔』 (作 曲=チ ン・コ

ン・ソン、歌 =カ イン・リー)を

初めて聴いたのは1973年、ベ トナ

ムでだった。

YMCAの 夏季ワークキャンプ

で交流 したベ トナム人の若者が歌

ってくれた。当時はまだベ トナム

戦争中で、いつ終わるとも知れな

い泥沼の戦争であった。

わたしは今もあなたのそばで

命続くまで夢見てたのに

今は地の果てで愛を求めて

雨に誘われて消えてゆくあなた

哀調のこもったこの反戦歌を、

ギターをつま弾きながら歌ってく

れた10代後半の若者の右手人差し

指の第 1関節から先はなかった。

それがまた、このワークキャン

プに参加 した日本人全員に強烈な

印象をもたらした。若者のお兄さ

んはカトリックの神父だった。

F美 しい昔』は78年のNHKの

TVド ラマ Fサ イゴンから来た妻

と娘』の主題歌として、歌われて

いた。

自分の妻がベ トナム人だという

こともあり、折にふれてこの歌を

思い出す。近年ベ トナムに行く機

会は何度かあった。 F美 しい昔』

を歌ってくれたあの若者にはその

後会っていないが、どうしている

だろうか。

(南 康雄)
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ベ トナムとの出合いは何ですか
長 くベ トナム子供基金の翻訳をし

てくださっている、早川明子さんに、

ベ トナムの事情や翻訳者になったき

っかけを伺いました。

ABKでベ トナム語を学ぶ

「ベ トナム子供基金」の存在を

知ったのは、1999年、アジア文化

会館 (ABK)の ベ トナム語講座

に通っているときです。現在 もべ

トナム子供基金で活躍されている

今井さん 。窪寺さんと同じクラス

になり、子供基金の詳細を知 りま

した。

ホーチミン市の青葉奨学会のこ

とは、ベ トナム在住時に知ってい

ました。

皆さんとは逆に、青葉奨学会を

知ってから、日本の支援組織ベ ト

ナム子供基金事務局がABK内 に

あることを知ったのです。

翻訳のお手伝いを始めたのは

2000年 の春からです。

ベ トナムに3年半住む

銀行員である夫が、転勤でホー

チミン市に住むことになったため、

必然的にベ トナムに向き合うこと

になりました。95年から99年 まで

3年半 くらい在住 しました。

ベ トナムで生活する上で、現地

語を習得するのは必須ですから、

「必要に迫られ」て勉強しました。

夫が別の国に転勤・駐在 していた

ら、私がベ トナム語を勉強するこ

とはなかったと思います。帰国後、

ABKに 来て、ベ トナム子供基金

のお手伝いをさせていただくこと

もなかったと思います。

偶然の重なりで子供基金と出合

うことになりました。

青葉奨学会のこと

ベ トナム在住中に青葉奨学会の

ことを知 りました。

現地の在留邦人の婦人会などに、

ベ トナム子供基金の日本人現地ス

タッフが来られて、青葉奨学会の

活動を紹介していました。

恵まれない子どもたちに教育の

機会を与え、若者の夢の実現を後

押 ししている青葉奨学会の活動は

大変素晴らしいと思います。

青葉奨学会を今日まで発展させ

てこられたホゥエ先生の強固でゆ

るぎない信念と行動力には本当に

敬服しています。

ベ トナムの印象

ベ トナムには日本に好意を持っ

ている人が多いと思いました。

ベ トナム人は勉強熱心で、向上

心が高く、勤勉でもあります。

近年経済発展が著しく、政府も

国民も「成長しよう」というパワー

にあふれています。

それにおいしい果物類が豊富で、

ベ トナム料理も日本人の口に合い

ますね。

ベ トナムの課題は、地域格差の

是正、公的保障制度の充実などだ

と思います。私は、今以上に力を

入れる必要があると思います。で

も「機会があったらまた住みたい

ですか P」 と聞かれたら、即座に

「はい」と答えますね ! とても

魅力的な国です。

ベ トナムの教育制度

ベ トナム人は子どもの教育に対

する関心が非常に高い国民です。

しかし、現在は教育設備が不十分

です。

特に地方農村部や山岳部では、

校舎や付帯設備など基本的インフ

ラが未整備の場所が多数あります。

経済発展に伴い、高等教育への

ホーチミン市で大家さんと (左端筆者)
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ホーチミン市人文社会科学大学東南アジアセンターベ ト

ナム語クラス 年末 (旧暦)に行われるパーティーで

訳者の早川明子さんに聞く
1通の手紙に何日も悪  の手紙が「師範大学に合格しまし

戦苦聞するときもあり た」となり「もうすぐ教育実習で

ます。 す」に変化し「卒業して教壇に立

手紙を通して、ベ ト ちました」というように成長のプ

ナムの児童・生徒の皆  ロセスを追える手紙があり、心に

さんが、厳しい家庭環  残る手紙は数え切れません。

境にあ りなが ら、勉強

への強い意欲を持って

いることを感 じます。

儒教思想が残ってい担任の先生と記念撮影 (左筆者)

ニーズが高 まっているのですが、

大学 の数が少 な く、大学入試が非

常な狭 き門になっているのが現】犬

です。

ベ トナムでは小学校から落第制

度があり、学年末に所定の成績を

取れないと進級できません①また、

小・中 。高それぞれ最終学年には

卒業試験があります。入学すれば、

進級・卒業が当然視される日本の

教育制度と大きく異なる点だと思

います。

一方、郡・市・省・全国レベル

で、成績優秀者選抜試験があり、

上位入賞者には地域の学力重点学

校への入学が認められ、大学入試

での特典が与えられたりするよう

です。

VCFの子どもの手紙の翻訳

青葉奨学会からベ トナム子供基

金に送られてくる、ベ トナムの子

どもの手紙は、平日の夜、仕事か

ら帰宅した後や、土 。日曜日を利

用して翻訳 しています。何人分も

すらすら進むときもあります し、

手紙の文字がくせ字で読みづらく

て、家族のきずなや愛情は、現在

の日本より強いと思います。

「家族が病気なので自分が一生

懸命勉強して将来医師になり病気

を治してあげたい」とか「親が苦

労して学校に通わせてくれている

から、将来立派な人間になって両

親を経済的に楽にしてあげたい」

という内容の手紙を読むと、今の

日本でこういう考えを持つ子ども

が一体どのくらいいるのだろうか

と考えさせられます。

里親の方々への興味・関心もと

ても強いと思います。里親から手

紙や写真が届 くのを心待ちにして

いる様子が手紙から伝わってきま

す。

心に残る手紙

「家の経済状態が好転 したので

自分よりもっと厳しい境遇のお友

達に奨学金をあげてほしい、自分

はもう奨学金を頂 くことはないけ

れど里親さまのことはいつまでも

忘れません」という温もりのある

手紙 とか、「将来の夢は学校の先

生になること」と言っていた生徒

ベ トナム語学んで

ベ トナムの人とコミュニケーシ

ョンが取れるようになったことは

大変よかったと思います。現地で

買い物するときに、値段をばられ

なくなったことが一番のメリット

だったかもしれませんけど (笑 )。

ベ トナム語を使いながら、日本

とは気候も生活習慣 も文化も異な

る国で生活したことで、視野がと

ても広がったと思っています①

ホーチミン市在留邦人婦人会アオザイ

パーティーで友人と (右筆者 )

〔略歴〕1962年 、神奈川県生まれ①

東京都立大学法学部卒①現在は兵庫

県在住。家族はご主人とヤ ドカリ司

匹。趣味はゴルフだったが、ベ トナ

ムから帰国後マラツンにチャレンジ。

近年は100キ ロマラツンにも出場 し

完走。
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定期会員総会開催について (通知)

会貝各位

ベ トナム子供基金代表 近藤 昇

拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素はベ トナム子供基金の活動に温かいご支援を賜 りお礼申

し上げます。さて、下記の通 り2008年定期会員総会を開催いたします。ご多忙中恐縮ですがご出席いただきたく、

ご通知申し上げます。なお、会員総会は会員の 3分の 1以上の出席をもって成立しますが、全国各地にいらっしゃ

る皆さま全員に総会にご出席いただくのは困難な状況にあります。欠席なさる方は、可能な範囲で、出席予定の方

にご意見をご委任 ください①総会当日ご出席なさらない方で委任状提出のない方は、ご意見を議長に一任 したもの

とさせていただきます①ご理解とご協力をお願いいたします。同封の「出欠はがき」に必要事項をご記入の上、切

手を張って、 5月 13日 (火 )必着でご返信 ください。

記

日時  2008年 5月 17日 (土曜日)午後 2時から4時

場所  アジア文化会館教室    東京都文京区本駒込 2

議題  1号 議案 2007年活動報告

2号議案 2007年決算報告および会計監査報告

3号議案 2008年活動計画案

4号議案 2008年予算案

敬具

-12-13     電話  03-3946-4121 (代表 )

総会終了後に、ベ トナム留学生によるスピーチを予定しております。

基調報告

ベ トナム子供基金は今年 6月 3日 で13周 年を迎えます。会員の皆さまのご協力に深 く感謝申し上げますとともに、

引き続きご支援いただけますよう、子どもたちとともにお願い申し上げます。

2007年はベ トナム青葉奨学会に総額7,901,230円 の支援ができました。主な内訳は青莱奨学生への奨学金413名 分

4,348,830円 、黄梅基金2,958,577円 です。黄梅基金の預金利虐、から農村・漁村・山岳地域の恵まれない子どもたち

680名 に奨学金を支援 しました。

また、前年まで青葉奨学会が中心になってベ トナムだけで行われていた「春の木運動」〔テト (旧 正月)に恵ま

れない子どもたちに新しい制服を送る運動〕への参加要請を受け、昨年末から今年初めに募金活動を行いました。

幸い多くの方々にご理解いただき、短期間に予想を上回る募金が集まりました。今年はもう少し余裕を持って、さ

らに多くの皆さまにご協力いただけるような活動を目指したいと思っております。

この間、事務関係諸経費削減の努力をいたしました。

『ベトナム子供基金通信』は38、 39、 40、 41号 を発行いたしました。41号からA4版に変更しました。子どもた

ちの学業に精進している様子や将来に対する希望など、会員の皆さまに正しくお伝えできましたでしょうか。

運営委員会は毎月第3土曜日に運営委員と会員の出席で開催されました。

里子履歴票および里子の手紙翻訳はボランティアの皆さまのご協力でスムーズに行われています。感謝申し上げ

ます。

2007年 に新入会されたのは、里親会員27名 (30口 )、 黄梅会員2名、賛助会員 6名、計35名 です。これからの長

いお付き合いをお願い申し上げます。

会計関係報告

2007年決算報告 (2007年 1月 1日 ～12月 31日 )                      2008年 予算 (実 )

項   目 A 07年予算額 B 07年決算額 B― A 差額

*J又入

当期里親基金 (一般 ) 5,8401000 5,542,000 ▲298,000

当期里親基金 (学生 ) 0 0 0

当期一般基金 250,000 332,000 82,000

当期賛助金 500,000 212,000 ▲288,000

2008年予算 (案 )

08年予算 (案 )

5,650,000

0

330,000

220,000
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黄梅基金 500,000 2,509,146 2,009,146

利息 その他収入 0 523,815 523,815

当期総収入 7,090,000 9,118,961 2,028,961

前期繰越額 2,277,454 2,277,454 0

収入合計額 9,367,454 11,396,415 2,028,961

*支出

奨学金 4,800,000 4,348,830 ▲451,170

黄梅基金 1,300,000 2,958,577 1,658,577

その他支援 110,000 593,823 483,823

支援金額合計 6,210,000 7,901,230 1,691,230

経 費

発送費 227,200 131,340 ▲95,860

事務所費・会議費 99,384 168,647 69,263

印刷費・コピー費 177,000 254,490 77,490

通信費 37,200 45,309 8,109

年会費・参加費 0 0 0

備品 。消耗品購入費 40,000 20,288 ▲19,712

スタッフ活動費

ホーチミン事務局 0 0 0

東京事務局 360,000 180,000 180,000

損害保険 ビザ取得 0 0 0

交通費 (ホ ーチミン) 0 0 0

交通費 (東京 ) 78,000 209,000 131,000

雑費・振込み手数料 60,000 39,335 ▲20,665

当期経費支出額 1,078,784 1,048,409 ▲30,375

当期収支差額 2,078,670 2,446,776 438,106

*当期繰越金差額 2,078,670 2,446.776 438,106

流動資産

2008年 4月 19日 (土)ベ トナム子供基金通信第43号

緊急支援 (円 )

06年 からの繰越金 66,472
07年収入        0
07年支出       0
08年 への繰越金  66,472

500,000

0

6,7001000

2,446,776

9,146,776

4,400,000

1,300,000

600,000

6,300,000

200,000

150,000

250,000

50,000

0

40,000

0

360,000

0

0

350,000

60,000

1,460,000

1,386,776

普通預金みずほ銀行駒込支店 (一般口) 1,269,352

みずほ銀行駒込支店 (黄梅口) 220,000

みずほ銀行駒込支店 (nifty) 7,027

郵便振替口座文京グリーンコー ト (一般回) 808,000

郵便振替口座文京グリーンコー ト (黄梅口) 60,000

郵便貯金文京グリーンコー ト (経費支出用 ) 33,945

現金 48,452

合計 2,446,776

塩入清さんを悼む

本会会員塩入

イ青さんが2007年

11月 13日 がんの

ため亡 くな りま

した。00年 にN
POナ ースリー

・ソルトを設立し、ベ トナム子供

基金にも加入され、途上国の不遇

な子どもの支援にのり出したばか

りでしたから、60歳 での他界は無

念だったに違いありません。

02年 にベ トナム子供基金茨城支

部設立を新聞報道で知って鹿嶋市

から水戸市まで駆けつけて、すぐ

私たちの趣旨を理解して本会に入

会してくれました。

ベ トナムには強い関心を寄せ、

発会式に出席された青葉奨学会代

表グエン・ドク・ホゥエさんとは

遅 くまで話し込んでおりました。

ご自身が黄梅資金を拠出され、

さらに友人に働きかけて第二の黄

梅資金を作られました。

「ベ トナムに理想的な教育の場

を作 りましょう」と何度も相談し

合っておりました。しかし昨年春、

私が病を得て活動を中断せざるを

得なくなり、秋にはがんを悪化さ

せた塩入清さんがこつぜんと逝っ

てしまわれました。

告別式は鹿島灘を臨む、ご自身

が園長を務める「子鹿幼稚園」で、

久保田愛策牧師の司式で行われ、

法務大臣も弔辞を寄せました。

奥さんの豊子さんは「あれもこ

れもと夢見ていた矢先、思いもか

けずがんという診断、病と聞いな

がらも、いつも自分のできること

を模索していた人」だと語ってい

ます。 (植 田 泰史)
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トナムからの

手紙

青葉奨学生の手紙の一部を抄出

します。なお、本文と写真は直接

関係ありません。また、編集の都

合上儀礼的な言葉は極力排除し、

文章も抜粋 しました。

両親の愛を知 りません

ヴ。ティ・ミー・リン

お手紙が届きました。お写真も

入れてくだったのですね。とても

うれしく感激です。

もうすぐクリスマスですね。今

日は里親さまとご家族皆さまにご

あいさつを申し上げたくお手紙い

たしました。

お手紙から初めて里親さまのお

年を知りました。私の祖母と同年

齢ですから里親さまはもう一人の

おばあさまですね。そうお呼びし

てもよろしいでしようか。

私の祖母は私が勉強できるよう

にいつも心配りしてくれます①一
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方里親さまは通学 して勉強できる

ように学費を出してくださいます。

私はこの上なく感謝してお ります。

里親さまは慈愛に満ちたお方です

ね。

私は両親の愛情を知らずに育ち

ました。私には兄も姉も弟も妹も

いません。

私は祖母が突然亡 くなったとき

を′とヽ配します。私には頼るところ

がありません。

しかし現在は通学できるように

援助 し気遣ってくださる里親さま

がいてくださいます。私の望みは

里親さまやご家族を訪ねて日本に

留学すること、そして将来には幸

福で温かい家庭を持つことです。

そのために、私は優秀な成績が

得られるようただ一生懸命勉強す

るだけです。

2007年 の終わりに、私は里親さ

まが贈ってくださったお金を頂き

ました。ベ トナムは現在冬が始ま

りとても寒いです。私は美 しい日

本の様子をテレビで見ました。日

本も私の国ベ トナムのように輝か

しくきれいですね。お手紙が長 く

なりそうなのでこの辺でペンを置

くことにいたします。

(Vu Thi �征y Linh 2007.12.16)

ハ ノイ医科 大学 に進学 です

グエン・ティ・ホン・フォン

里親さまとお二人のお姉さまは

お変わりなくお元気でいらっしゃ

いますか ?

里親さまのお手紙を受け取った

とき私はとてもうれしかったです。

私も今まですっか りごぶさたし

てしまい大変申し訳ありませんで

した。

大学に入学したばか りなので戸

惑いがあり勉強も大変で時間があ

まりありませんでした。

私は国民経済大学会計学部とハ

ノイ医科大学多科目医師学科に合

格 しました。そして自分の夢であ

ったハノイ医科大学を選択 しまし

た。

医学の勉強はとても大変です。

私たちは 1日 に午前・午後の 2部、

1週間に 5日 間、たくさんの科目

を勉強しなくてはならず、どの科

目も長 くて難しいです。I笏了まで

6年間かか ります。時々私はとて

もしんどくなります。でも苦労を

しなかったら成功しないだろうと

考え直しました。これから頑張 り

ます。

私の弟妹も私の母校レ・ホン・

フォン (Le Hong Phong)専 F弓

高校に合格 しました。彼らは家を

離れ下宿生活が始まりました。私

の兄は学校を卒業し間もなく就職

します。

私の両親は変わりなく元気で普
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通どおり仕事をしています。父は

私に私たち家族からの感謝のごあ

いさつを里親さまにお伝えするよ

うにと申しておりました。

私は寄宿舎に住んでいます。私

の部屋には各地から集まった10人

の学生がお り、楽しく仲良く暮ら

しています。

家はハ ノイか ら110km離 れて

お り、勉強も忙 しいので、なかな

か帰郷することがで きません。

ホームシックになり両親やきよう

だいのことを思い出します。

下宿生活の学生には困難や不足

がいくつもあり、初めて私は両親

のありがたさを感じました。

今は試験の季節です。

最初の科目の試験が終わったと

ころで、成績は普通でした。まだ

あと6科 目残っています。私はと

でも心配ですが、次回里親さまに

もっと良い成績をご報告できるよ

うに頑張 ります。

私が里親さまからご援助を頂 く

ようになってから6年 もたったの

ですね。すでに何回も手紙に書き

ましたが、もう一度私は里親さま

のご援助に感謝申し上げたいと思

います。 6年後に里親さまに私の

卒業式の写真と病院で白衣を着て

いる写真をお送 りすることができ

るよう、これからも頑張 ります。

皆さまがいつもお元気でお幸せ

に過ごされますように l

(Nguyen Thi Hong Phuong

2007.11.30)

2008年 4月 19日 (土)ベ トナム子供基金通信第43号

私の家は貧 しいです

グエン・ティ・ホアイ・トウ

長い問里親さまにご様子をお伺

いするお手紙を差し上げる機会が

ありませんでした。今日ようやく

里親さまにお手紙を書いています。

私と姉は変わりなく元気ですが、

母は相変わらず病気と背中の痛み

に苦 しんでいます。

里親さまが今まで何年間もご援

助 くださいましたことを心から感

謝申し上げます。

里親さまがいてくださったおか

げで私は今日まで勉強することが

できました。私 (8年生)の家庭

は大変貧しい上、姉が12年生で勉

強しています。学費もとても高 く

200万 ドン近 くかかるので、母は

姉の学費を払うために借金を繰 り

返 しています。

新学年の始めに友達は皆連れ立

って学費を支払いに行きました。

私は机に座ったままで、涙が何度

もあふれてきました。もし学校に

払うお金がなかったら学

校から追い出されてしま

うかもしれないと思った

からです。

でも学校が終わって家

に帰ったら母が奨学金を

受け取れる書類があると

教えてくれました。私は

うれしくなりいつの間に

かうれし涙を流 していま

した。2007-08年度、里

親さまの奨学金を受け取

ることができ、学費が用

意できました。

私は一生懸命勉強し、

母や姉に孝行し、先生方の言うこ

とを聞く良い子どもになり、友人

には親切にすることをお約束いた

します。将来、自分のような貧し

い子どもたちのため、少しでも貢

献したいと思います。

毎回里親さまのお手紙を読み終

わると私はそれを全部注意深 く畳

みます。里親さまの写真は額に飾

ります。毎回誰かが尋ねたときに

それは日本の里親さまなの、と答

えられるようにするためです。

里親さまがいてくださったおか

げで私はようやく今日に至るまで

学校の費用を用意することができ

ました。あらゆる人が皆、私はと

ても幸運だと言います。

里親さまご存知ですか P 私は

里親さまの国のこと知るため毎日

国際ニュースを5分間見ることに

しています。

もう一度改めて、里親さまのご

一家の皆さまのご健康を謹んでお

祈 り申し上げます。さようなら。

(Nguyen Thi Hoai Thu)
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2008年 4月 19日 (土)ベ トナム子供基金通信第43号

。事務局か ら

◆ ご 入 金 報 告  ご支援ありがとうございます (敬称略 「新」は新規会員)

2008年 1月  里親基金 笠原省三 斯波悦久 中台正四 藤田政弘 高橋笙子 小川寧之 清水 匡 佐藤春美

久保田詔子 岸田範子 雨宮 徹 関根雅彦  一般基金 小沢玲子

2008年 2月  里親基金 山本哲也 中達秀世 鈴木 信 石田晴子 竹内聡子 石川邦夫 岡 準造 竹内泄子

馬場 登 伊藤栄子 大島智宏 菊池幸子 小原洋二 海老原かつ子 持田利子 豊 裕晃 國枝武士 北野真美

小林正敏 渡辺員理子 小谷瑠璃子 Maret飛鳥 中村定男 小形康善 清水有高 岡野英一 北條恵以子

高橋 強 川副 友 岡村多美子 半田敏行 橋本進司 平田 宏 芳賀善正 関 武雄・すみ江 尾形嘉吉子

門屋和雄・千重 角田依里 種市全洋 飯田博康 川名一幸 白石伸彦 松原美知子 松原好直 樋川宏子

賛助基金 近藤 昇 川上博美 馬杉栄一 山内和彦   一般基金 宮原 彬 河辺文代 長谷博幸

黄梅基金 橋本進司 芳賀善正

2008年 3月   里親基金 中村君代 須田美智子 福留智子 谷岡暁美 東京小金井ロータリークラブ 光武まち子

光武福見 織本尚志 小澤照男 加藤光枝 中台正四 水野良治 DINH NGOC ANH 松田 員

グランダーム印波ナカ 野村利実 池田 仁 姜 艮成 近藤玲子 小島綾子 西野由美 東 亮一 清水勇治

東京美装従業員ボランティア基金 北村慶一  黄梅基金 岸本康弘

※最終入金日 封筒の宛名ラベルの下に 会員番号 KD― ××× 〇年○月○日と印字 してあります。

※基金のお申し込みは下記の専用口座にお願いします。

里親基金 &一般基金   田座名義「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 普通預金 1495745

黄梅基金 &学校建設基金 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 普通預金 8071959

■2008年 1月 「春の木運動」報告

皆 さまのご好意により、当初の予定 を超 える総額521,000円 のご寄付 を頂 きました。ベ トナムの青葉奨学会に全額

(77,757,000ド ン相当、 1円 =約 149ド ン)を 送 りました。青葉奨学会か ら本会に謝意が寄せ られています。ご協力

あ りが とうございました。

■2008年 4月 19日 現在、ベ トナム子供基金が里親基金等で支援する奨学生 (=里子)数は401名 です (黄梅基金奨学

生を除く)。

◆ベトナム子供基金 (会員を募集しています)

里親基金 :年額 l口 2万円

学生会員 :年額 l口 1万円

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

葉奨学金から里子の履歴票が届き、里子と手紙のや りとりができます。

一般基金 年額 1口 l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①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 トナム黄梅基金  l口 1万円 ベ トナム子供基金の会員で基金を設立 します。

個別黄梅基金 l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。

学校建設黄梅基金
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A青葉奨学会  QUY HOC BONG LA XANH 電言舌:84-8-8477359 ファクス :84-8-8477527

c/o TRUONG NHAT NGU DONG DU 43D/46 Ho Van Hue, Q.Phu Nhuan, Ho Chi Minh, Viet Nam

日本の「ベトナム子供基金」は、ベトナムの「青葉奨学会」を通し、ベトナムの子どもに贈られます。

発行人 :近藤昇  編集人 :植田泰史  印刷所 :(和川田プリント
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