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ラムドン省ラムハー郡、タンタィン2小学校の第4分校の元気な子ども

　ベトナム子ども基金20周年おめ
でとうございます。子ども基金を
通じて里子支援を始めてすでに約
20年、時の流れの早さに改めて驚
いています。
　1995年１月からアジア文化会館
で１年間ベトナム語を習い、翌年
初めて渡越。私がベトナム行きを
思い立ったのは、ズバリひらめき
です。中学生の頃から異国暮らし
願望がありました。勤めていた会
社を辞めるとき、何を好き好んで
ベトナムへと周りの人には大変驚

かれ、みんなの驚く様子に私が驚
いた次第でした。
　ホーチミン市では、青葉奨学会
の方々と旧正月前に小学校やお寺
などを回って、子どもたちに洋服
を配る活動に参加する機会が何度
かありました。二人乗りのバイク
に可能な限り服を積んで走ります。
同行のベトナム人青年が踊り付き
の歌を披露して、小さな子どもた
ちを楽しませている姿を見て感心
したことを覚えています。
　毎年里子からの手紙が大量に届

き、ときどき私も翻訳作業に参加
します。家庭環境による苦労、母
親への気遣いと感謝、里親への親
しみと感謝、そして未来を夢見て
懸命に勉強するけなげさ、手紙を
読むと涙ぐんでしまいます。
　里親として、この先も支援を続
けたいと思います。里子たちが社
会で活躍する未来が楽しみです。
約10年ぶりにベトナムへ行ってみ
ようかと思案中です。
� （島田�直子）

発行所：特定非営利活動法人 ベトナム子ども基金
〒113ー8642 東京都文京区本駒込２ー 12ー13　アジア文化会館内
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青葉奨学会訪問
　テト（ベトナムのお正月　今年は2月8日）も過ぎ、新年を迎えたホーチミンの青葉奨学会を訪問してきました。青葉
奨学会スタッフのレーさんやボランティアのユンさん、トゥイさん、トゥーさん、フーンさんたち、多くの人々に支え
られて運営しているアットホームな事務局です。
　ホーチミン市の発展ぶりはすさまじく、高層ビルの建設が続き、街がどんどん変わってきています。バイクと車のク
ラクションが鳴り響き、騒がしく、活気にあふれています。
　しかし、経済の発展に取り残された貧しい人々は、子どもに教育を受けさせることが困難になり、負の連鎖が繰り返
されているのも事実です。この環境を断ち切るには「教育」しかないのではないでしょうか？　「見ず知らずの外国の
人が応援してくれているというのは、大きな励ましにもなり、自信にもなります。親のような愛情を持った皆さまから
のご支援には本当に感謝しております」という青葉奨学会からのメッセージを皆さまへお伝えするよう頼まれてきました。

　下記のことを話し合いました。
1．青葉奨学会の会計担当リェウさんより報告を受け、2015年度の会計報告および2016年度予算書を受け取る。
2．お互いの問題点について話し合う。
　①大学生への奨学金支給について
　　◦�都市部の大学に進学すると住所が転々とし、里子に連絡をするのが大変困難になり、そのために多くの時間を

使わざるを得なくなった。また奨学金を渡す際に何度も問題が起きている。
　②手紙のやりとりについて
　　◦�短くてもいいのでやりとりができればいい。決められ

た文章を書くのではなく、できるだけ自分の言葉で書
いてほしい。

　　◦�小学生は書くことが難しければ、絵を描いて送るので
もいい。

　③里子訪問について
　　◦�なるべく日本の方にベトナムに来ていただき、交流を

していただきたい。
3．ベトナム子ども基金20周年記念事業について
　◦�少数民族が住む貧しい地域の教育環境整備を記念事業と
し行いたい。� （樋川�好美）

～青葉奨学会からのお願い～
　日頃より温かいご支援をいただきまして、誠にありがとうございます。
　里子にプレゼントを贈りたいお考えの里親さまにお願いがあります。

　ベトナムでは、荷物を受け取る際に税金を支払うシステムがあります。海外から送られてきた荷物であれば、ボー
ルペン１本、ノート１冊にも税金が発生します。税関で中身の値段がいくらぐらいするのかチェックし、その価値
に対する税金を支払うという仕組みです。価値の判断は税関の担当者に委ねられています。
　荷物が届いてみないことにはどの程度の税金がかかるのか、私たちも分からない状態です。
　子どものことを考えてプレゼントをお送りくださる里親さまのお気持ちには、大変感謝しております。しかし、
皆さまからお送りいただいた基金は税金を支払うために使うのではなく、子どもたちの教育のために使いたいとい
うのが私たちの希望です。
　また、せっかく送ってくださったプレゼントが子どもに届かないトラブルも多く発生しており、青葉奨学会事務
局としては、子どもやその家族との連絡、郵便局への問い合わせなど、確認に奔走しております。
　幸いなことに、ベトナムで販売されている文房具類は、比較的安価で手に入れることができます。例えば、ボー
ルペンは１本15円、ノートは１冊20円ほどで買えます。

　短い内容でも構いませんので、お手紙を書くことによって子どもたちを励ましていただければ幸いです。青葉奨
学会がより効率的に子どもたちを支援できるために、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

ホゥエ先生と今後の方針を話し合う
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　ベトナム子ども基金は、元日本留学生のホゥエさん（ベトナムのドンズー日本語学
校創設者で校長）がベトナムの貧しい子どもたちへの支援を広めたいという訴えを受
けた理事長（当時、アジア文化会館職員）の呼びかけにより、まずホゥエさんの共通
の友人の集まりから始まりました。今や日本全国に、ベトナムの貧しい子どもたちの
希望ある未来のために教育支援をする人々が現れました。その人々によって支援され
た子どもたちの中からは、日本に留学する子どもたちが何人も出てきています。

　20年間皆さまからご支援いただきましたお金で（ご寄付や為替の差額を高金利の
ベトナムで貯金することができました）、子どもたちの教育環境を整備したいと思っ
ておりました。20周年記念事業として、ラムドン省ラムハー郡、タンタィン２小学校
の第４分校の教室を新築する許可が下りました。ホーチミンから車で６時間半かかる
一面にお茶やコーヒーの畑が広がる海抜900mの高原地域です。タイ、ヌン、ザオな
ど少数民族の子どもたちが通うこの分校には、１年生と２年生が通っています。３年
生になると遠く離れて本校に通うとのことです。
　今回この地を視察し、この分校に新しく教室を建てる必要性を強く感じました。とにかく子どもたちは明るく、
元気で歌を歌ってくれたり、絵（ドラえもんや星や花など）を描いてくれたりして、突然訪れた外国人を元気に
迎えてくれました。
　完成は５月を目指しています。贈呈式の日程などはまだ分かりませんが、ご関心のある方は事務局までご連絡
ください。子どもたちの喜ぶ笑顔が見られたらいいですね！� （事務局）

ベトナム子ども基金　20周年記念事業
― 山の上の分校の教室増築 ―

トタン張りの教室（雨の日は雨音がうるさ～い）

お昼寝の準備（机の上で寝る子、机の下で寝る子）

木造の教室

教室増築予定の分校

分校教室増築予定地の地図
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　ホーチミンから車で３時間ほどのカンボジアと国境
を接するタイニン省へ里子訪問に行ってきました。ホー
チミンの騒々しさから解放され、ゴム園や水田、ジャ
ガイモ畑、トウモロコシ畑が広がる、ゆったりとした
時間が流れている地域でした。
　まずタイニン省教育委員会の中にあるタイニン省奨
学会へごあいさつに伺いました。会長さんをはじめ
奨学会の役員、タイニン省の役員の方々が集まってく
ださり、歓迎を受けました。地方の奨学会は元知事
や官僚など、いわゆる地域の名士の皆さまが運営し
ており、Tシャツにパンツというカジュアルな格好で、
気軽に訪ねた私はちょっと気後れしてしまいました。
　その後奨学会の皆さまと里子であるユイ君の家を訪問しました。ユイ君の家は伝統的なベトナムの田舎の家で、
屋根は竹でできており、とても涼しそうな家でした。庭にはヘチマやザボンなど野菜や果物が至る所に植えられ

ていました。
　この地域は戦争時に枯葉剤がまかれたので、その
影響でしょうか、ユイ君の家には甲状腺のがんを患っ
ているお母さんがいて、代替教員の仕事をして現金
収入得ています。お父さんはいません。母方の祖父
と祖母とおばさんと一緒に住んでいます。お母さんは
「自分が病気なので、日本から自分の息子のことを応
援してくれる人がいるというのは大変心強いことです」
と、とても喜んでくださいました。
　ユイ君は歌が非常に上手で、将来歌手になりたい
という大きな夢を持っています。今回もみんなの前で
歌を披露してくれました。私はベトナム語が分からな
いので歌の意味は理解できませんが、遠い日本から

自分に会いに来てくれた里親に対する、心からの感謝の気持ちのこもったユイ君
の歌声を聴いて、胸が熱くなりました。私の小さな行動が、ユイ君の将来の支
えになればこんなにうれしいことはないです。私もそうですが、「誰かかが自分
を応援してくれている」そういう存在を感じられれば、多少の困難は乗り切れる
のではないでしょうか？　ぜひ、皆さまも里子を訪問して、子どもたちを応援し
てみてはいかがでしょうか？�自分自身
の励みにもなりますよ。� （樋川�好美）

＊�里子訪問をお考えの方は事務局までお問
い合わせください。通訳などのお手伝い
をさせていただきます（飛行機、ホテル
手配、観光などは旅行会社を紹介させて
いただきます）。

里子訪問記

ユイ君の家の周辺 ユイ君の家

タイニン省奨学会の皆さま。スピーチをされているのが会長

左から　お母さん　筆者　里子のユイ君　奨学会会長（手渡しで
奨学金を渡す）
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　2015年12月７日にベトナムの里子、フィ・テイ・トゥイ・フォンさんから、里子としての最後の手紙を受け取
りました。11月15日付のその手紙には、彼女が7月に無事大学を卒業したことと、８月からベティメック会社で
働いていることが書かれています。その仕事内容は、日本への留学書類等の翻訳とのこと。彼女が日本語で書
いてくれた手紙は、これで２通になります。2015年１月２日の手紙では、「お礼かたがたお伺いさせていただき
たい…」とあり、単純に解釈すれば近い将来の予定と読めますが、私は希望を述べていると理解しました。12月
７日の手紙の最後に「チャンスがあったら、ぜひ…」と日本へ留学したい、そのため大学で日本語を専攻した上
に、仕事をしながら更に週2回日本語塾で勉強していると、述べています。
　この頑張り屋のフィ・テイ・トゥイ・フォンさんとは、2003年に彼女が小学４年生のとき、ベトナム子ども基
金での私の３人目の里子として、13年間のご縁がつながりました。その間に彼女から13通の手紙を受け取りました。
　申し訳ないのですが彼女が小学生のとき、私は50代で仕事をしており精神的に彼女に返事を出す余裕があり
ませんでした。退職後は親の介護と自分の自由な時間で心に余裕ができ、手紙を書くようにしました。
　彼女はそれまでは私については名前しか分からなかったので、当然のことですが手紙の内容は私への感謝の言葉・
家庭の状況・頑張って優秀な成績を取っていることが中心でした。私の手紙が届いてからは私のイメージが少
しできたようで、内容は私に語りかけるように変わってきました。
　高校生になったときに「夢を教えて」と書きましたので、彼女は「大学を卒業したら、優秀な通訳か、旅行
ガイドになりたい」また「日本へ留学できるよう頑張っている」とあこがれを語ってくれました。
　私も、彼女が大学生になっても奨学金を提供する考えでいることを知らせ、彼女の努力を励ましました。ただ、
小学生時代とは違って中・高校生に成長すると、病弱な母親を助け農業の手伝いもしているとのことなので、自
分の健康にも注意するようにと書き添えました。大学生になると、学生生活・アルバイトの様子も書かれ、高校
生のときよりも日本についての知識が増えたからでしょう、日本への留学があこがれから確かな目標になった様
子がうかがわれました。
　彼女はいつも私への感謝の言葉を述べてくれます。私は逆に彼女からの手紙で、小さな少女が厳しい境遇に
もめげずに大変な努力を続け社会人として巣立つ様子を、直接見守ることができて、うれしく思っています。
　里親として最後となる手紙に、住所とメールアドレスを付け加えました。ですので、ベトナムの努力家の若い
女性、フィ・テイ・トゥイ・フォンから日本の知人であるおばさんに、いつどのような形で近況が届くか、楽し
みにしています。� （海老原�勝子）

ベトナムの里子、フィ・テイ・トゥイ・フォンさんと私の13年

文京区国際交流フェスタに参加！
　2016年2月20日、文京シビックセンターにおいて文京区国際交流フェ
スタが行われました。例年通り、ベトナム子ども基金は「アジアの飲み物」
で参加しました。これまではベトナムコーヒーを販売していましたが、
今年は新たな試みとして、ベトナム茶（ジャスミンティー）を加えました。
昼頃から天気が大荒れになるという予報が出ていたためか、イベント
全体に来場者が少なかったように思います。しかし、数年ぶりでお目
にかかれた会員の方、新規に入会くださった方もあり、楽しい一日でした。
留学生や会員の方々が、交代で販売や子ども基金の紹介などをお手伝
くださいました。売り上げは、賛助金として活動に使わせていただきます。
皆さま、ありがとうございました。� （岡村�多美子）

今年は男性のアオザイ姿もありました
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　ベトナム子ども基金では、毎月第３土曜日にベトナムことを
勉強したり会の運営について意見交換をする場として、「集い」
を開催しております。
　会員の方以外でもどなたでも参加可能ですので、どうぞ皆さ
まお誘い合わせの上ご参加ください。お待ちしております。

場所　アジア文化会館　時間　14：00～16：00
お話ししてくださる方
　2016年�４月16日� チャン・クオック・ホアンさん
� � （里親、東京大学大学院博士課程在学）
� ５月21日� グエン・タン・フックさん
� � （里親、元留学生、現理化学研究所研究員）

集いのご報告
　３月19日　14：00～16：30　ベトナム子ども基金事務局にて
　ベトナム戦争時代に留学して、勉学の傍ら平和運動をしていた元女子留学生�ミンさんからお話を伺いました。
ご夫君（やはり元留学生）と共に「FUJI教育基金」を設立され、今年で25年続けてこられました。「楽しく活
動をしていくことが長続きの秘訣」「2000人以上の子どもたちに奨学金を出した。その子どもたちが奨学金によっ
て明るい未来が開けたときが一番幸せ」と、長年ベトナムの貧しい子どもたちが学校へ通えるように支援して
こられた実践のお話をお聞かせくださいました。ベトナム子ども基金の今後の取り組みについて大変参考にな
りました。狭い事務局ではありますが、参加者でいっぱいになり、元里子からの差し入れのドリアン月餅やド
ライフルーツを食べ、ベトナムコーヒーやお茶を飲みながらの楽しい春のひとときでした。� （事務局）

「集い」のご案内

将来のことを考えると
心配だけど

 フィン・ティ・カム・トゥー

　まず、里親さまのご健康とお幸せ
をお慶びします。長い間手紙を書き
ませんでした。お仕事やご家族の皆
さんはいかがですか。幸運がたくさ
ん来ることをお祈りしています。
　時間がたつのは本当に早いですね。
また、新しい年が来ました。今年は
最終学年です。少しプレッシャーです。

今学年で、将来を決めなければなり
ません。私は夢をかなえます。
　里親さま、里親さまが送ってくだ
さった、105万ドンを受け取って、と
てもうれしいです。その中から少し
を新年の新しい服を買うのに使いま
す。残りは勉強のためにとっておき
ます。本当にありがとうございます。
　このお正月で、私は18歳になりま
す。将来について考えるのに十分な
年齢です。私は、何回も自分の将来
について考えました。うれしい反面
心配です。うれしいのは、大きくなって、
もうすぐ高校の課程を修了するから
です。けれど、心配の方が多いです。
もし、私が家を出て遠くに勉強に行っ
たら、母は家に独りでいてとても寂

しがるでしょう。もし、母が病気になっ
たらどうするかとか、他にもたくさん
考えます。それに、自分自身につい
ても心配しています。今までずっと
母の庇

ひ

護
ご

の下にいましが、自立してやっ
ていけるでしょうか。大きな門が開
いていますが、どうしてこんなに遠
いのでしょうか。知らない人の中で
ぽつんと孤立するのではないかと怖
いです。でも、こんなことを考えるの
はやめます。私は、里親さまと母をがっ
かりさせないようにもっと頑張ります。
　お正月が来ました。里親さまがい
つも楽しく幸せで健康でいらっしゃ
ることをお祈りします。私は、里親さ
まと母の期待に応えるために一生懸
命勉強します。

トナムからの
手紙ベ

ベトナム教育事情の質問に答えるミンさん
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寒い季節ですが、
お正月は楽しいです

 ハー・トゥー・タオ

　また、旧暦のお正月が来ます。本
当に早いですね！　里親さまに年賀
状を書き、この数日は市場で母の手
伝いをしています。今回は、何はと
もあれ里親さまとご家族の新年のご
安泰とご健康をお祈りするために手
紙を書きます。そして、私と私の母
と兄のことをお話しします。
　この数日、北部からの寒気の影響
で、気温がとても低く寒いです。ニュー
スでは、ベトナムでは寒気の影響が
あるだけですが、寒気の中心は中
国と日本にあるそうです。お二人は、
いつもお元気で、厳しい季節も体調
に気をつけてください。お二人がお
元気でいらっしゃるだけで私は安心
です。お二人は、私のことは安心し
ていてください。私は、いつも気を
つけているし、先日気温が７℃にま
で下がったときは、学生は学校が休
みになりました。すごく寒いですから、
サパでは雪が降ったんですよ。本当
に珍しいです。ベトナムでこんなに
長く雪が降るのを聞いたのは、私は
初めてです。私は雪を見るのがすご
く好きですが、もし雪が長く続いた
ら植物や家畜は死んでしまいますか
ら、その地域の人々は心配でしょう。

お正月も不安だと思います。ですから、
本当は雪は降らない方がいいのです。
　今日は月曜日です。高校生にとっ
て週の最初の日です。私たちは、旧
暦の27、28、29日の３日間は休みです。
26日は終業式です。日本の学生はもっ
と早く休みになるのでしょう？　中国
では、−48℃になる所があるそうです。
寒さを避けるため、お正月は休みだ
そうです。湿度が高いので、洋服が
乾きません。東の風で家のレキマの
実がすぐに熟して、落ちて割れてしまっ
てもったいないです。
　11年生の１学期が終わりました。
学力は優で、素行は良好でした。数
学の期末の点数は10点満点の10点で
した。私が今集中して勉強している
３科目は、数学、物理、外国語（英語）
です。私たちは、あと１年半の勉強
と試験準備で重要な大学入試です。
最近、とても忙しいです。教室での
各科目の宿題をしながら、家では時
間を作って重要な３科目の勉強をし
ています。でも、安心してください。
私は今もやる気満々です。私の友人
たちはみんなそうです。私よりずっ
と熱心な子もいます。目標を達成す
るために彼らを見習います。ですから、
勉強のことは、私を信じていてくだ
さいね。
　例年通り、お正月が近づいて市
場はにぎやかになってきました。年
末が母にとって一番の稼ぎ時なので、
母はいつもより大変です。よりたくさ
ん売るために、お弁当を作って市場
へ行って、昼は市場で食べています。
この２週間、母が昼食に戻ってこな
いので、家族が集まるのは夕食のと
きだけです。兄や他の大学生の一部
は、もうお正月休みです。帰省して、
家族を手伝って家を片付けたりして
います。私ももうすぐお正月休みです。
兄と私と親戚の子は、市場で母を手

伝うつもりです。つまり、今年のお
正月もいつも通りです。簡単ですが、
とても楽しいです。
　里親さまがご家族と温かいお正月
を迎えられることをお祈りします。お
二人とお兄さんたち、楽しいお正月を。
お二人ともいつもお元気で。お兄さ
んたちにもお元気でとお伝えください。

これからも里子として

 ヴー・ティ・トゥー・ザン

　里親さま。里親さまのお手紙と写
真を受け取りました。今日、新年に
あたり里親さまのご健康をお祈りし
ます。どうぞおじいさま、おばあさま、
おじさま、おばさま、お兄さん、お
姉さん、ご家族の皆さんにもお伝え
ください。新年のご健康とご発展を
お祈りします。
　里親さま。私の家族には、私が
勉強を続ける条件がないので、祖父
母を助ける収入を得るために私は働
きます。とても寂しいですが、毎日
の生活を頑張らなければなりません。
私はもう学校を続けることができま
せんが、もし、里親さまがこれから
も里子と思ってくださるととてもうれ
しいです。
　私は、里親さまに謝らなければな
りません。里親さまは長い間、私に
関心を持って見守り、信じてくださ
いました。私は、祖父母や叔父叔母
の気持ちに応えて頑張ります。
　ベトナムのお正月にあたり、お写
真のようにお元気で、楽しくお過ご
しください。里親さまのご家族は新年、
たくさんの幸せと幸運があるでしょう。
　できることなら、里親さまを新年
を迎えた春のベトナムにご招待した
いです。
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◆ベトナム子ども基金会員募集！　（友人・知人をお誘いください。ご協力お願いします！）

種別 名　称 会　費 内　　容 総会議 
決権

運 営 会 員 年額１口　20,000円
（学生：10,000円）

主に会の運営に関わり、事務局作業などをしながら子どもたちを支援する（学
生は年会費半額）。 あり

基

金

支

援

会

員

里親基金 年額１口　20,000円 特定の子どもに「里子」として奨学金を支給する。ベトナム青葉奨学会から、
子どもの家庭状況を説明する履歴票が届き、里子との手紙のやりとりができる。 なし

里親学生基金 年額１口　10,000円 同上（学生対象） なし

一般基金 年額１口　12,000円 子どもたち全体の「里親」という関係を想定している。通信を通じて子
どもたちの様子を報告する。 なし

法人基金 年額１口　50,000円 一般基金に準じる（株式会社等の法人対象）。
お名前を通信・ウェブ等でご紹介。 なし

賛助基金 自由 一般基金に準じる。金額、回数などいっさい自由。 なし

学校建設黄梅基金 応相談 青葉奨学会と相談の上、ベトナムの辺地に学校を建設する。該当学校に
黄梅奨学金を併設することも可能。 なし

個別黄梅基金 300,000円以上 年に１度、預金利子を奨学金とし、支給する。
基金の名前、支援地域等、相談の上決定する。 なし

ベトナム黄梅基金 10,000円以上 複数のベトナム子ども基金会員で基金を設立、年に１度、預金利子を奨
学金とし、支給する。 なし

◆ベトナム子ども基金へのご寄付は、下記の口座にお願いいたします。
　口座名（共通）� 特定非営利活動法人ベトナム子ども基金　　（カナ）：トクヒ）ベトナムコドモキキン
　基金支援会員（里親基金・里親学生基金・一般基金・法人基金・賛助基金）
� 郵便振替�00100−6−546799　　みずほ銀行駒込支店　普通：1121865
　基金支援会員（学校建設黄梅基金・個別黄梅基金・ベトナム黄梅基金）
� 郵便振替�00130−4−552361　　みずほ銀行駒込支店　普通：1121873
　運営会員� 郵便振替�00100−6−546799　　みずほ銀行駒込支店　普通：1121865�
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