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<会員ベトナム訪間レポート>

1.ホーチミンに里 子 を訪 ね る

平山義光

12月 30日  今日は里子のウエンに会う日だ。履歴書の小さな写真しか見てないが

どんな素敵な子供だろうか。この会員になって 1年になろうとしている。 1度も手紙を

書いたこともなく、直接会いにベ トナムまで来てしまった。

日本から持つてきたお土産の確認。 ドラエモンのバスタオルとワンピース. 10歳な

ので 130～ 140サイズかな?(独身の私にとって、女の子の服を買いに行つたとき

は赤面する位恥ずかしかつた。)

1時半にドンズー日本語学校で待ち合わせた。しかし、学校に着いたのは 12時。

1時間半も早く着いてしまった。しかたがないので学校の前の露天でアイスコーヒーを

飲んでいた。そして 30分すると、6歳 く
゛
らいの可愛らしい女の子と母親がやつてきた。

女の子の胸の学校名を見ると、LE QUY DONと 書いて有る。ああ、私の子供と

同じ学校だ。チョッと話してみようと思い、母親に話しかけてみると、 1枚の手紙を取

り出して見せてくれた。ベ トナム語は読めないが、私の名前が書いてあつたのが解つた。

この子が私の里子なんだ。お互いに早く来すぎたんだ。なんという偶然。アレー、チヨ

ット待てよ、この子は 120サイズの服でちようどいい背丈だ。とりあえず母親に渡し、

服を制服の上から着せてみると、ダブダブ。まあいいか、またここにくればいい。次回

は、一緒に買いに行こうつと。

いろいろと話をしたが、ほとんどお互いに通じてない。なんせ、言葉が通じない。

ウエンはおとなしく、人見知りをしているみたいだ。 1時になり、 3人で ドンズーに行

くと学生の通訳者が待つていてくれた。名前は忘れたが、ステキナ女性だ。話している

うちに、里子の家にお邪魔する事になった。

タクシーで約 15分位走る。赤茶けた道。これがホーチミン市内かと思うほどの田舎

だ。途中車が入れないので少し歩く。家は25坪位、 lLDK。 部屋は家具で仕切られ

ている。父親と次男、次女は仕事及び学校で不在。長男と三男が家にいた。コーラをご

馳走になりながら、子供達や生活の事などを聞く。父親は工夫で母親はゴザを織つてい
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る。長男は、身障者で家にいる。中学までは政府から奨学金をもらうほど優秀な成績の

子だつたが、急に頭がおかしくなったそうだ。残 りの子は小中学生だ。

ウエンの奨学金は彼女の医薬品代で無くなってしまうそうだ。夜になると頭痛がする

らしい。 80分ほどいろいろと話をして ドンズーに戻る。

今日は最高だ。わが子に会えた。里子とその家族に会い直接話が出来る喜び。

この感動を皆さんに伝えたい。

12月 31日  大晦日。でもベ トナムは普通の日。今日はウエンの通う小学校を訪ね

る。学校はウエンの家から歩いて 10分位。職員室に案内され、 2人の教頭先生が色々

と話をしてくれた。生徒数 700名  職員数 23名 学校や教室、先生と教室が少ない

ので生徒は 1日 置に通学。月水金の組と火木上の組に分かれ、しかも午前と午後の二部

制だ。

校庭は無い。体育の授業は体操しかできない。もっとも、体操着はお金が無く買えない。

通学してくる子供の中には 1日 l食しか食べれない貧しい子供も少なくないとの事。

図書館に案内される。書籍の数は少ない。しかも戦前の書籍が大半をしめている。

日本に関する本が 1冊だけ有つたが、戦後間もない本だつた。地方の学校には図書自体

無かつたが、有るだけましな方かも知れない。

今日は試験のため授業参観は出来なかつたが、生徒達の規律正しい学校生活を見せて

もらった。

ウエンは私が職員室にいるのを見つけると、足早に教室にかくれてしまった。

それを見た彼女の妹チャンは教室に行ってウエンを職員室に連れてきてくれた。

妹チャンはウエンと反対に活発な娘だ。

教頭先生はウエンを前に、青葉奨学金を貰っているのは、この娘と5年生の男の子が

1人です。奨学金の申請を他に 5名出しています。是非この 5名 の子供達に奨学金をお

願いしたい。と依頼されました。これは、報告しておきますと返事しました。

私の提案でこの学校と日本の小学校と文通したら、お互いの国の子供達にとって刺激

になるのではないか ?ときいたところ、心よくOKをもらいました。現在捜しておりま

す。学校の先生、小学校の高学年を対象に考えています。ホウエ先生の許可を頂いたの

で、翻訳をドンズーでしてくれる事になりました。宜しくお願いします。

これで、里子訪間の報告を終わらせていただきます。 ありがとうございます。

2.タオダンを訪ねる
平山襲光

この連休中にタオダンに行ってホンさんに会ってきました。

4月 27日 (月 )

タオダンのホンさんを訪ね、私と青葉奨学会の 3人、計 4人で事務所を訪問し

ました。 2時の約束でしたが、道がわからず 20分程遅刻してしまいました。

最初に、今支援を受けているNGOに ついて聞きました。なぜなら、日本のN
GO「ジャパベ トナム」の会報の中に数年前に送金した記録があったのと、タオ

ダンの名前はベ トナムNGOの 中では有名であるからです。

ホンさんは「確かに何年か前 (6年前)まで支援を受けてきました。 4年前に
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神戸の在日ベ トナム人などからの支援を受けていました。昨年まではイギ リスの

NGOか ら支援を受けてきましたが、今はベ トナム子供基金だけです。たまに個

人的に 100US$の 寄付が有るくらいです。」と説明されました。

タオダンはベ トナムNGOの 中では有名なので各所から支援を受けていると思

われがちですが、逆に有名すぎてベ トナム子供基金以外支援が来てないのが現状

で、たまに日本の学生らがお金の支援ではなく、身体で奉仕して行くそうです。

今、タオダンの活動している公園は 3つ。タオダン、バクダン、動物園です。

1.タオダン公園

売春婦が多く、女の子供達にお金の面で悪い影響を与えています。

2_バ クダン公園

外国人が多く集まるためチップ収入は多いが、スリや置き引き等の窃盗する

子供も多い。

3.動物園

上の 2つ の公園に比べて小さな子供が多い。犯罪に走る子は少ない。

タオダンではこれらの公園を見回り、悪の道に走らないよう、又正しい道に戻る

ように指導しているなどと、ベ トナム子供基金通信NO.7の 内容の受けました。

これに付け加えるとしたら、タオダンが雑貨店を経営し、電話で米などの注文を

受け、子供達が配達していること、ブラウスやスカー トなど制服を学校に行つて

販売していることなどです。保護施設も見せていただきましたが、かなリガタが

きていて、雨季には雨漏 りする建物です。屋根などの補修も必要です。

この日は、事務所、施設、お店を見せていただいて、 6時少し前に、 ドンズー

にもどりました。

翌 28日 、午後 6時半にホンさんらポランティアの人たちと、子供の夜間勉強の

場へ行きました。最初はNEW WORLD ■OTELの 香港銀行前の路上です。私が宿泊

しているホテルから徒歩 2分の所だつたので驚きました。ここでは幼い子供に絵

を、小学生には文字を教えていました。この中にビヤホイで飲んでいたときに知

り合った姉妹がいて、「なぜあなたはここにいるの」と詰め寄られた。

次にベンタイン市場前のロータリー中央の公園に行き、路上生活の家族とその

子供に会いました。ホンさんらはその家族の相談相手になっています。子供にお

菓子を貰って食べました。こつちがあげなければならないのに 。・・・。

最後に別の市場へ行き、子供達に勉強を教えている大学生と学んでいる子供達

に会いました。中学生は英語も学んでいます。ここの子供達は、市場のゴミの中

からビニール袋を拾い、再資源として売つているそうです。他に、子供が 6人い

るという路上生活者を紹介して貰いました。「これから雨季に入る。この人達は

どうするのだろう」と心配が頭の中をよざります。

2日 にわたり、ホンさんにお世話になりました。

以上簡単ですが報告とさせていただきます。

3



<ホーチミン'事務局便り)
夏真つ盛り、ホーチエン 1イ ポー 静

ホーチ ミン事務局 脇平裕美

始めまして、■年 6月 より正式に背莱奨学豊て週 3回お手幡キィヽしているR本亦.メ タッフの脇平と申

します 今日は簡単ですが、私の目を通した日常生居を消話しして 少しで辛)こ ちらの生活がご想像

ぃただ Iす たら,幸 いですぅ

私の 一日は洗まつて騒がしいバイクの音と屋名に集主5赤 々の喰騒で C時頃はじまろうとするが、

ここで千ムは頑張 b〔 もう一度日をつぶるιそこに追い打ちをかけてくるのが、最大音量でかか心直歌

調のフトギトナち、音楽t本当に腹が立―lが 、音楽が聞こえてくると言うことti今 日も停電ではない証拠

(停電の朝は本当に静かなのです)。 文明の有り難さをかみしめてホ ノr/ヤ ワ~を洛びる(、

最高速度 28キ ロのスクーターで事務局へ(,近 くのカフエで約 20円 の菓子バンと20円 のベ トナ

′アイノコーヒーというきさやかな朝食をとるc菓子パ i/′ の中に卵の級が混じつて消り、私を不輸機

|こ させる.

事務局は、 ドンズー日本語学校内2階の一角にあこ13朝 から晩まで日本語学生の「あ―い一う一え

一消」「これはなんですか。」のBGMを 聞きながら、せつせと仕事に励む。現地常9Jtス タッフは写

真の た リエンさん ハノイの人特有の高い声で切れ日無イ1話 し続門る3私にIま ほとんど聞き取れな

い。とても几帳面で やはり会計は彼女しかV4な いと納得。写真有 Iま
バンチェー出身のグエットさんc

4子の名輝等コンビューターを使つて書類作成をする.彼女tiじた試日本語を勉強していたので。私が

下可解なかこ十ナ去語を一生縣作話すと「日本語で話して下さいじ」とあつきり言 つて私と悲しませるT

写真には写つていませんが男性のロンさんがいますε事務局は何時もにごやかc

左 リエ 1/さ ん 右グエ ッ トさん

午後には青奔奨■全を受 |サ て青つた光学生のポランテ イアヌタッフ達が手伝 lyに集主‐ってくるc

事務局には■ {のフ大、が集まり お互ヤIの悩みや喜びを話す相手がいるとい うことは本音にすばらしい.

夕方 5時 リエンさん′そつぐりの息 子さんがバイクで彼女を迎えに来て、今 日 1日 が終わるし

1日 を振 り返 り楽 しくなヤつた り、落ち込メυだりするがどちらにしても.ホ入 リバ トナ _あ ,ヒ ールをグイ

ットと飲んで忘れて しまう/7hだ↑
(1998年 秋 )

／

１１～

＝
】孟一一　̈］咄叫Ｌ
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カン。ホア 〈KttANtt HOA)村

向マウ南下報告

行つて莱ましノた。い`トナム予併基金が建設したるの南部力▼ウの小学校へ。日本から兼ら

れた吉田さんの、カマウ在住の里子画会ご希望の機会をお借りと′て、小学校の
｀

その後
→

を見学するIたいご一緒させていただきました。

7月 17回 早朝ホーチミう/市を出発し、半日かけて到着と″たカマウ。その回はぉ現地て奨学

金支給に協力し/て下さっているカマウ新聞のネ)ノ (NttN)さんを通して、里子と面会した。

そして翌日、近くの船着き場から時蓮4⑬キロのモー)―ボートで吹っ飛ばし、庶民の足で

有る手漕ぎボートを横目にやくl時間半、子供基金の寄付で設立された カン ワホ7(【 dkl

耳0盗)村第二小学校に要1着する。

黒板に立てかけたアルファベットのカードを見せながら、「はい、みんな、OOちゃん」と

先生が元気に伸びて17hる 手の一つを指さす。調にlDBてきた子供はカードを一枚選び 「皆さん

Lはこれですか?」 と聞く。「はい、そうです !|」 と大合唱。先生は一′A竜一人ほめながら進め

る。「主`トナあの学校はすでに夏休みに入つてしうたが、ここでは来年度ユ比学するたまごたち約

40赤_が こうと′て文字の読み方を勉強していた。私たちに気'づ くとそわ蛤わしだし、歓迎の意

味をこめて何曲も何曲も歌を歌ってくれた。

現在生徒数は肥ll名。2年から5年生 (1年 生はなヒγ)までが6ク ラ`ス有る。青葉奨学会の

発学金を受けている生徒イまこの中の6名。全校生徒のほぼ100傷が進学ヒ/、 この小学校から

8キロ離れた中学に通う。

高校はカマウ市まで (船で2時間)出 なければないので、進学率は7⑭′i SO蘇に落ちる。も

ちろん大学もない。大学へ行く場合はカントー市 (カマウ市からバスで5時間)か、ホーチミ

ン市 (バスで9時間)まで出るが、卒業 Lノ たら大半はカマウ市に戻つてくるそうだ。

ベトナムでは基本的には授業料は無料である。ただ、カン 。ホア小学校の先生もおっしゃ

つていたが、制服帯教科書、プートなどの勉強の道具が全て生徒負担。事実 (村民の2蘇ぐ

らいらしい)学校に通たない子供達のために、その日もボラ3/テ ィア教室が開かれていた。

政府や地元教育委員′会からいくらか援助はあるらと/い が、学校偵この教師用材料もままならな

いのが現状のようだ。それにしても現地関係者の教育に関する情熱、そしてベトナム国民の

学習意欲の強さは川沿いに何度も目にしンた学校の数からも察することができる。「日本ではrミ

トナム人の識宇率が他の東南アジアの国に比ミてかなり高い、という統計を良く耳にし忘すよ」

と言うと「ほんとうですか??」 とモびっくりしてみんなで顔を見合わせていた。それでもまだ

学校の数 lrd足 りなhとのこと。まだサンダルも履 ly hて しヽない子供が目立つ田舎の子供達、日

本並の通学時間で遇うのは先の話になりそうだ。

(脇平記 )



私は奨学金を辞退します

一レ・ゴック・ トウーさんの手紙―

1998年 3月 3日 各先生ヘ

私の名前はレ・ゴック・ トウー (LE NGOC TU)で す。

バック 。ダン (BACH DANG)中 学の生徒で、今年高校 1年

に進学 します。

私は、1996年 9月 ～今まで、青葉奨学会で奨学金を受け取つて来

ました。生徒番号KO-102、 名簿番号特80720、 恩人クニエダ

タケシさんの援助を受けてきました。

各先生方、今、私の家族は困難が減 りました。 (私の父は前より

も物が売れるようになり、母は仕事を持つことができました。)

家族全員の賛成と支援をえて、私は今後毎月の奨学金の受け取りを

辞退させていただきたいと思います。 そしてその分の奨学金を

私より苦しい状況の人に支給して、その 人達が困難を乗り越えて

成長するのを助けて下さることを強く望みます。

今回の学年度の結果も、私は品行方正で、
゛
優秀な生徒

Sを
とる

ことが出来ました。今年、高校1年生に進級し、ヤーディン (GIA

DINH)高校に入学します。私は心から感謝しています。

この2年間ずつと先生方が私を助けて下さった数々のことに、そし

て恩人のクニエダタケシさん (私を育ての子供として受け入れてく

ださった方)の援助に、本当に心から感謝しています。

各先生方、この私の感謝の気持ちと、奨学金を辞退する理由をク

ニエダさんにどうぞよろしくお伝え下さい。そして、これから先も

私の育てのお父さんとして文通を続けさせて頂けるか、お尋ね下さ

い 。

手紙の最後に、各先生方の豊かなご健康 と全てのご成功 とご幸運

をお祈 りします。

レ 。ゴック・ トウー
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<事務局より>
1.履歴票について

1999年用の履歴票が送 られてきました。昨年 までは、現在の学年が書かれていましたが、今年

から前の学年を記入することに統一されました。従いまして、今回送られきた履歴票は 97‐98学

年度の学校、学年が書かれてお り、前回お送 りしたものと同じですり

子供達は毎年 9月 に青葉奨学会に来年度の奨学金受給の申請をしますも履歴票と成績票に担任の

先生に成績や態度などの評価を記入 してもらい、学校に内容の確認の印をお してもらい青案奨学

会に提出しますcべ トナムの学校は 9月 に新学期が始まります。そのため、特に進学 した子供達

は新しい学校からでは確認の印をもらいにいくとい うことで、前の学年を書 くことになりました。

そ して中学、高校に進学 した子供建ちは新 しい学校への進学証明書を履歴票に添付 していますり

今年は進学 した子供達の里親の皆様にのみ履歴票をお送 りし致 します。その他の里親の方で、履

歴票をご希望の方にはお送 りさせていただきますので、その旨ベ トナム子供基金事務局にご連絡

下さい。

2.会員の皆様からのご質問にお答えします

「子供に直接手紙を出 してもいいですか。」

ベ トナムの郵便事情は、まだあまり良くありませんのでベ トナムの青薬奨学会にお送 り下さい。

青葉奨学会から直接、又は学校の先生から子供達に手渡 します。

「子供か ら直接手紙をもらいたいのですが D」

ペ トナムからの日本への郵便料金はおよそ 8000ド ン～ 10,000ド ン (約 80円 ～ 100円 )ですマ

ー方、国内郵便は 400ド ン (約 4円 )です。フォー (ベ トナム うどん)一杯は 4ラ000ド ンほどで

すので、日本への郵便費は非常に高く、子供達は直接に日本に手紙を出す ことは出来ません。子

供達はホーチ ミン市の青薬奨学会に直接送つた り、自分の学校の先生に手渡 し、青楽奨学会に送

つてもらった りし主す◆

「国際返信切手を送ったのですが。」

現在、ベ トナムでは国際返信切手は使 うことが出来求せん〔

「子供に品物を贈つてもいいですか。」

ベ トナムでは海外から送られてきた荷物は宅配 されず、荷物が来た ときの通知が来ます。その通

krIを 持つて郵便局へ取 りに行きます.郵便局では本人の日の前で荷物を開封 し、全ての品物をチ

ェックし、税金がかけられます。その税金を支払つては じめて荷物を受け取る事が出来ます。

ですから、場合によつては、思わぬ経済負担が生 じることがあります。子供達には品物をお送 り

下さる場合も手紙 と同じく昔葉奨学会にお送 り下さい。青楽奨学会が受け取つた後、子供達に手

渡 します。その場合も事前に、ベ トナム子供基金事務局に、お送 り下さる品物や時期等について

お しらせ くださいしあらか じめ青業奨学会に連絡 して承諾を得る必要がありますのでっ

「どんな物がいいですかっ」

学用品はベ トナムと日本では使用する物がことな ります。ベ トナムでは小学校でも鉛筆はほとん

ど使いません。子供達からの手紙や、履歴票にあるように青いペンを使います。又、ノー トも日

本のものとは大きさ、罫線が異なります。 もし、お送 りいただくな ら三角定規、分度器等が喜ば

れるとのことです。



3.「青莱新聞」について

「通信」 9号に添付した「青葉新聞」第 2号 と第 3号は、ベ トナムの青葉奨学会で発行された

LA XANH(青 葉)゛ を翻訳 した物です。この
゛LA XANH゛ は青薬奨学会の心を伝え

るため、また奨学会と子供達との絆を深めるため全奨学生に配 られるもので、青葉奨学会のベ ト

ナム人スタツフとボランティアの奨学生によつて編集されています。日本の里親の皆様方にもご

紹介してほしいと、送られてきましたじ

ボランテイア大募集!H

事務処理をお手伝い戴けませんか ?

少なくとも週 2回程度来られる方

月水金曜日の午後 2時～ 6時にお電話ください。

ベ トナム子供基金事務局 岡村、近藤

TEL:03-394併 4121 アジア文化会館受付で

び出してください。

ベ トナム子供基金会員募集

会費納入は次のと

ころにお願いしま

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

富士銀行

駒込支店

普通預金

1495745

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 トナム青菜奨学会から子供

と履歴票が届き、子供と手紙

のやり取りが出来ます。

里親基金

年額一口

20,000円

子供達全体の「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、子供の様子等をお伝え

します。

一般基金

年額一口

12,000円

一般基金に準 じます

金額、回数等、一切自由です

タオダン支援にご協力下さる方は下記にご送金ください。

口座名義はいずれも「ベトナム子供基金・タオダン支援」

郵便振替 :00170-5-18054

銀行振込 :富士銀行駒込支店 普通預金 1602525
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(日 本語訳)

始めに

青い若草は地平線のはてまで続き

白い梨の樹はいくつかの花を付け■
'   グエン・ ズー (ン

ヾ卜)― ムの詩人)

青い色は生き生きとし、自然のままの詩の中に入り込み、近くあたたかい母なる大地に色を付けます.

空の青、川の流れの青、林の青、希望の青二青茶奨学会t,生活に少しばかりの青い彩りを添えます.

国内外の思人のいくつものお心とともに、青葉奨学会は、過去も現在 t〕 、そして未来も、貧しいが優秀で、勉

強好きで道徳心のある生徒i圭がその芽を健やかに育めるように、少しの温かさを持ち続けます
=

本物の庭師のように背葉奨学会がただ望メυでいるのは、青葉奨学生が親孝行で、勤勉で、愛情を分かち合うこ

とができる広い心をもつた人たちになるのを見届 |〕 ることです.そ して何共り、その若い芽たちが良い国民にな

り、高尚な魂をもつことで■■

´訂少庁W
青葉奨学会の情報

*チャン・ゴック・ ミンさんは、グエン・ ドウック・ホーエ先生と一緒に青葉奨学会を再開させた人です.ア メリカに

渡つた後、ミンさんはペ トナム語の学校を開設 し、ペ トナム文化を (主にベ トナム人の)学生に教えたり、青葉奨学

会を助ける運動をしたりしましたとその結果、ミンさんは 19人分の奨学金を青業奨学会にくださいました

人事異動 `

*家族と再全するために、背葉奨学会の会計であるチャン・ クワン・フエさんは退職 し、もうすぐアメリカタヽ行きます

フエさんtよ 、今までの数年間ずつと生徒産をよく助 t,て くださいました フエさん工り、奨学生の皆さんンヽ宜 しくと

のことです }

*九山明美さんが青葉奨学会での 2年の勤務を終えて日本′ヽ帰凹し.上 した 後任は脇半裕美さんです ベ トナムの笛し

い子供たちを代表して、明美さんに心からの感謝の気持ちを述べ、明美さんの幸運と幸福を折りま弓i

日本留学生情報

今年、 ドンズー日本語学校は背莱奨学生を 1名 日本´ヽ留学 させました 建築大学の学生チン・ ヴァン・ヴィンさんで、4

月 S日 に発ちました丁ヴインさんは、社会福祉活動の模範となる 1人で、青葉奨学会の優秀なポランティアスタッフで

t,あ りました: ヴィンさんは本当によく青葉奨学会の活動を助けてくれ、特に 97年、98年の `CaJ Mua Xlttn(テ ト

に子供たちに洋服をあげる活動)'では活躍 しました :

*青葉奨学会の学生が 2人ニュージーラン ドとオース トラリア留学の受学金をとりました= レ・ティ・ ヴァン・チンさ
'′

(フ エ国立大学学生)と グエン・フン・ ミンさん (百科 大学学生)です.彼 らは、青葉奨学会の優秀な学生でした
｀り  (Cav Mua X‖ an(テ トに子供たちに洋服をあげる活動)'

今年の てay MШ  Xuan(テ トに子供たちに洋服をあt'Vる 活動)'は 97年を超え、総洋服配布数 2010者 とい う良い結

果を出すことができました これに加え、+1:友商事様 たり
「

供胆 4f)6若 、スリーバンビ様主り幼児服 849若をど寄付い

ただきました.こ の結果li九山さんの運動と島円先li、 長島先生、若松先生の活動のおかげです このほかに t,ド ンズ

ー日本語学校の先生方、スタッフ、学生の皆さメッt)助 けてくだ占いました

これらの贈り物は、国内の多くの場所で手渡 しで渡され、春を迎える子供たちに本当に喜びをはこ本ことができました

*日 本長野県の里親の方々は、青葉奨学会に 300枚の黒板をくださいました中私たち青葉奨学会はこの黒板を、国内各

地の貧しい学校や、ポランティア教室にあげる予定です :

フイン・ コン・ユイちゃんは、小さい頃から足に奇病がありました

2本の足t II司 じ長さではないので、歩きやすい主うに義足を付けな|サ ればなりませんでした中ですから、みんなは彼女を

`3本 足の子'と 呼びました ユイちゃんの父親F主速く (グ ラット)にいて、母親はものを売り歩いているので、生活!k

困難で苦しいです ,ユイちゃんは毎日母親が売 り物を準備するのを手伝ったり、家計を助けるためにものを売ったりll

筒を作る内職をした りしています それに t,か かわらず、ユイちゃん!1毎年 “優秀4二 徒"を とり、さらに将棋や上「ろう

作りや壁新聞づくりなどの X‐ の活動に参加したりしています らと在ユイちゃんはレ・ホン・フォン中学校の生徒で/テ
iJ

“優秀1二 徒"の称 号‐をj夏 り統t'て います



「卜生徒の手紙

1年間勉強した後、利、は思′、様 kり 奨学金をいただくことができました

1997年 5月 19日 月‖伴||

私Iよ いま、家族の感謝の気持ち t,お伝えした

く この手紙を書かせて頂きます :

思人様、お元気でお過こしてしようか 毎日楽しくお過ごしてしようか 私はいつ t,思 人様が元気でいらつしゃること

をお祈りいたします

れ、は想人様が卍、の抱えていた困難を乗り越える手助t)を していただいたことにとて t,感謝 しています もしどの学校 i,

賛しい上徒に授業料を免除 してくれたらいいと思い主せんか

い■〃か程、が成長し、お金 t,で きたら、私lk思人様の にう1こ 生活にИlっ ている貧しい生徒 I、二奨学金としてお金をつ|)て ラ,

Iド る■,t,り
‐
で弓

~

しか し、お金ができなかったら、仕事をし、慈害の
‐■
l:付 往を集めるたう貯金するつもりです

咎〔人様、私はあなたにとてモ,お 会いしたいです そ してお話をしたいです 私は思人様を裏り
'る

ことにならない共うが

メッば′Jて にく勉強司
‐
ることを約束します

思人様、私はお知らせすることが つあり,kす

この亨:年の優秀な学モLと して “ホーお じさん賞
い

をいただくことができたので、ナ切末試験を免除されたのです !

親愛なる思人様、私は父や |サ 、先生方や これを読んでいる思人様を実り)る ことにならない共う、本
l者 に kく 言うことに

従い、力iんばって勉強するつ t,り です

三二でレ、ンを置かせて頂き.kす  また次胸|、 t,う 少し民い 手紙で思人様にどあいさつしたいと思います :

繰り返し′思人様がいう t,ご腔日こで、いつ t】 若々しくいらつしやることをお析りいた しま司
｀

恩人様の援助をいただいた

チャン・ティ・ニュエ (1く ()― ()ツ 1)

*II々 の生活の話

昨 II私 tiち 主つとした4勿 を賞うために雑貨妊′ヽ立ち
′
為ち た 、々と|,111+に 人ってきた若い子

'よ

12歳 くらいで、彼 t,に た

勉強道具を賞つた 買つた後、彼は歩きながらお斜Jを 教えて出ていったが、突然立ち止まり、慌てて店⌒戻つてきた

たして |お じさ汐,ん、1000ド ン多くお釣があった に ,と いつた 店の人はうれ しそうににこやかに笑つた

*最後に                        ,
料を援なる愁人の皆様、各先J上 方、父)と υ)tヤ様、そして′

|:徒 r/J枯 さノv

災い問、活動する人が足りずに、青葉新聞|よ し|〔 らくお休みをしてい .た した これから私たちは、定期的に計1版 と́、

思か、の指様や読者の皆さ′
′
ッに最刀子情報を伝えるために /1:懸 命ltFt張るつ t,り です

古果新側が H増 しIこ 質駐とt,に 豊富になるために、卍、たちlk皆 さんの坊〔稿を募集します タイ トルは、`Jkい ノ、

たゲ 、 `勉 JjIの 卜本
・、 `困 難を越える 手木'、 `人 14に たつわる山il′ lい 話'等です 害式、文体に制限はありません (1玖

文、詩で i】 いいで→つ

編集 :青某奨学会

ハー・スアン・ガー

チャン・ティ・アン・ゲエット

ドー・ティ・カム・ニュン

グエン・ハウ・ヤン

駅

魚

【

熟

青英奨半′|:の統計

年 店 92 93 94 95 97 98

47 88 21C 466 731 934



青葉奨学会内部連絡通信

はじめに

多くの花が誇らしげな顔をするのは、時には色彩でなく

香り、本当に多くを巻き込む新 しい香 りであったりしま

すf

人の美しさは、内体と心魂のパランスであります.音の

人はこう言いました。
「良い樹は良い漆に優る」
この精神と一緒に、続けて子供たちが良い学習条件を得

られるよう支えようと望むとともに、青葉奨学会のもう
一つの望みは、心が美しく、上を敬い、下に護 り、愛を

分かち合える生徒を支えることです。

われわれの音楽の音符のように皆さんに青い三つめの手
′Tを

お送りします :

背葉編集部

勘
第 3号 (1998年 7月 15日 )

背葉奨学会情報

☆青茶奨学会出身者の快挙

ホー・ ヴァン・ クアンさんとレー・ルーン・ ヤーンさん

は、背業奨学金を数年間受領 した優秀な学生です。二人

は共に工科大学 (コ ンピューター科)で学び、1997年度

にとて t,優 秀な成績で率共 しましたキ クアンさんは銀の

勲革を獲得 し、教職を得ることができました.ヤーンさ

んは現在 EヽIPAC百科情報技術センターの室長で、経

済大学 (財政科)の最終学年です.来る 1999年には、こ

の二人は二人の小学生に奨学金を贈 り、援助することに

なっています.

☆思人、生徒を訪ねて

1998年 6月 21日 、思人 (里親)の方が、青薬奨学会の奨

学金を支給する様子を参観に来られました 7月 11日 、14

日にも、里親の方々が生徒を訪ねてこられましたⅢ
~の

夏、さらに多くの思人様たちが生徒を訪ねて来られ

、
「

よう希望しま弓■

青葉奨学会その他の活動状況

☆黒板の支給

口本の思人様からの 300枚の黒板のうち、青葉奨学会は、

クチの中学校やロンアン智などの郊外のポランティア学

級、そ して「あたたかい家 (生の子のための施設)」 、児

童保護会の各教室に 67枚の黒板を贈りました。

この黒板は、今年より生徒達の学業の手助けになるで し

よ つ.

☆ささやかな活動

ディエノブさん、 トウーさん、ヒエンさん、フーンさん、

タムさん (全て現地の学校の先生方)に 背葉奨学会の活

動を指導して頂き、私たちは大いに発展することができ

ました]そ の外に彼女たちは別の社会活動に も参加 して

い ます=特にデ イエ ノプ さんは、毎 日面 白い話をテープ

に吹 き込み、離聴 の人たちに聞かせてあげる活動 もして

いますと このようなあたたかい活動によつて青葉奨学会

も日々発展 して|｀ くで しよう
=

奨学金再給付情報

今年青葉奨学会は、8月 の始めに奨学金の再給付用書類を

作成 します争再給付の基準は以下のとおりです :

1.12学年を終了した生徒は、奨学金を再給付しません

(非常に優秀で卓毯しており学校が推南する生徒と、

現在奨学金を受け取 り奨学会に協力している学生を

除く)

2.学習面 :小 。中 。高校の生徒で、優秀、卓赳してい

ることを基準とし、会議で各書類を審査する,(特別

の場合再審査も行われる)

3_道徳面 :学校の結果・評価に基づくほか、われわれ

は各生徒の過去の奨学金を受け取るときの態度、奨

学金に対し熱心であるかにも基づき再発給の審査を

行 う.

4.履歴表の提出が遅れた場合は、再給付不可能となる

日常の話

あの日、私は職場からうちへ歩いて帰つた.

夕方、クアン・チュン通りは人の行き来でにぎやかだっ

た.私の前を行くのは、少し太つた金持ちそ うな男で、

路上を悠々と歩いていた。 とつぜん、背後で足者が連続

して起こつた.彼は振 り向きそして自分の後ろに一人の

男の子が走って来るのを見た.こ の道に放浪 している子

供に注意 したい様子もなく、男は依然悠々と歩いていっ

た.子供は男のすぐ近くまで来、彼の手に軽く触れた

振 り向き、しかめっ面をしたとき、男は自分の財布が子

供の手の中にあるのが見えた.子供は言つた.

「お じさん、道に財布を落としましたよぅ」

そ う言うと男の手に軽く財布を置き、急いて通の端の小

路へ入つていつた.男は煮え切らないまま子供を見詰め、

何かを形容 したぃ様子であつた.男 の目の中には、遅れ

た感謝と詫びの言葉があるように見えたし

もう少し考えてみよう

背中の曲った年老いたシクロのお しさんが一人の客を飛

せていました.私は突然自分の心が、里親たちが皆さん

に送ってくる奨学金に感動 し、考慮 しているのに気づき

ましたⅢ私は、そのお金が苦しい汗の滴から生じている

ものである、と確信しています。

皆 さん !数分の時間をさいて、そのことについて考えて

みてください.奨学金を受け取るとき、無関心な態度を

駁ったり、賞を受ける人のような態度を取ったりするの

はどうでしょう力L.感謝 し、尊重する心で受 t'取 る′くき

ではないでしようか.なぜならそれらは、里親の方々の、

愛情 高いところから低いところへ流れ落ち、決して戻

ってこない寛大な心―から生じたものだからです=そ し

てそれらは、私たちが生きていく上で決して忘れてはい

けない美しい精神なのです。

青葉奨学会 編集部 :

ハー・ スアン・ガー

チャン・ティエン・アン・ グエット

ホー・ ダック・ニャン・タム

グエン・ユイ・アン
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●公安新聞

“青棄奨学会"の成果

1998年 9月 12日

日本の高校生たちとの一週間の交流を終えて大阪から帰国したグエン・アン・ミン君-2区 のトウーティム高校 2年生の生徒一

―は、深く感動して、公安新聞の記者に語つてくれた。

一以前に私のことを新聞に載せてくださった公安新聞の皆さんに心から感謝いたします。そのおかげて青棄奨学会を通

し、日本航空の方々から大阪までの往復航空券を頂くことができました。

グエン・アン・ミン君は、優秀で思いやりのある、素直な生徒である。彼はこの何年もの間、足が不自由な友人を背負つて通学を続

けている。友達を助け統けてきたミン君のこの行動が、公安新聞の記事になり、賞賛された。1995年 から今まで、彼は・青葉/ウ
 ｀

会"奨学金を受け続けている。

この点に関してグエン・ドウック・ホーエ先生一一ギンズー日本語学校の校長でもあり、“青葉奨学会"を設立し、管理している一―

が話してくださつた。

一青葉奨学会は、国内外の協力を得、貧しいが勤勉で素直な子供たちに奨学金を支給している団体です。1992年から

今まで、“青葉奨学会"は、国内のいたるところの生徒達延べ3.OOO人 に奨学金を支給してきました。その外にも、“Cay Mua

Xuan(テ Hこ貧しい子供たちに新しい洋服を配る活動)"を行つたり、地方に学校を建設したり、各地域のポランテイア教室に黒板を

配つたりしております。そして今回国際交流を企画し、奨学金を受けている生徒一名を海外へ派遣し、高校生たちと交流したり、自

分の思人(青葉奨学会を通して支援してくださつている方)と会つて勉強の結果、進み具合を報告したりすることができました。

私たちは、ホーエ先生に質問した :

一先生、グエン・アン・ミン君が今回初めてのケースだつたのですか。

グエン・ドウツク・ホーエ先生は答えた :

―ミン君は、日越交流のために日本へ行き、1998年以降の国際交流プログラムにつながる
J青

葉奨学会
″
の初めての

生徒です。

1998年 8月 19日 、一区グエン・フエ 115にあるオフイスにて、日本航空株式会社が、グエン・アン・ミン君のために大阪までの往

復航空券を準備してくださり、その贈呈式が行われた。

今回の件は大きな意義があり、貧に́いが掛地な生徒差を激励し、将来様々な国際交言f手 動を刺激ナるだろう。


