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―頼もしい３人の日本人講師― 

 

＜縫製分野縫製分野縫製分野縫製分野＞ 

袋物の専門家・落合あづさ氏が２００９年２月２日～２

７日まで中級、上級コースで袋物を中心に指導してくだ

さいました。約４週間十分に時間をかけて指導する事が

できました。タイ語の会話ができますので、訓練生との

コミュニケーションもスムーズでした。また、日本で袋

物を制作・販売している氏の指導は即売れる商品として

製作技術もデザインも好評でした。（写真右→） 

 

 

 

＜理美容分野理美容分野理美容分野理美容分野＞ 

日本人美容師・堀井雅由美氏はボランティアで何度

もラオスに来て指導していただいているので生徒

にも顔なじみで、また現地事情も詳しく、今回２月

１０日～２７日まで中級と上級で日本人美容師の

丁寧な接客・施術方法を指導してくださいました。

モデルには種々のメーリングリストを利用して毎

日３名を募集し、外部のお客様相手にカラー、トリ

－トメント、ヘアーマネキュア、カット等の施術を

通して指導しました。 

 

ＪＩＣＡ草の根パートナー事業ヴィエンチャン職業訓練 



 

 

日本料理日本料理日本料理日本料理をををを指導指導指導指導するするするする高倉講師高倉講師高倉講師高倉講師((((矢印矢印矢印矢印))))    
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＜調理分野調理分野調理分野調理分野＞ 

元神戸クッキングスクール講師の高倉昌子氏はＩＶの

日本料理の基礎を２００４年から指導していただいた

方で、今回で３度目の来訪です。ラオス人調理トレーナ

ーも日本で高倉氏の指導を受けていますので、ほぼ中

級・上級の日本料理技術移転は終了しました。同氏から

もラオス人トレーナーによる日本料理指導は大丈夫で

すとお墨付きをいただきました。 

 

―訓練修了生のネットワーク化によるその後調査― 

                                         

訓練生の利益につながるものにしていくためにも、修了

生のその後の進路を調査し、その上で修了生のフォロー

アップの内容を考えなくてはなりません。現在は修了生

のネットワーク化を検討し、情報がスムーズに収集され、

流通させるシステムを築いています。そのために大事なことは常に修了生と連絡が取れるようにすることです。

電話連絡が最も便利ですが、修了生が携帯番号を変更したり、過去には連絡が途絶えてしまうケースが少なく

ありませんでした。そこで修了生の家族の電話番号を収集したり、より信頼性の高い名簿作成を試みました。 

以前は携帯電話も普及しておらず、有線電話があるのは村長宅だけでしたが、ここ２～３年の携帯電話の普及

は目覚しく、ようやく卒業生のフォローアップが可能になりつつあります。 

電話によるフォローアップは各期各種別に３カ月ごとに実施していますが、９月に行った調査によりますと、

学んだ技術を活かさなくても就職できた生徒は７３７３７３７３%となります。各コース別ですと、縫製が７２７２７２７２％％％％、理美容

が７１７１７１７１％％％％、調理が７５７５７５７５％％％％でした。修了生の就業につながる更なるネットワークを

築くことが必要であると考え、現在、このネットワークシステムを活用して就職

斡旋活動を検討しています。できる限り雇用側の情報収集を行い、同時に定期的

にフォローアップを実施し、修了生の雇用促進に取り組んでいます。 
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土曜日の昼に、チームメンバー２名と共に、計３名で、職業訓練校のお食事をいただきにうかがい

ました。とにかく、ランチのメニュー、注文は豚カツ定食にしました。ご飯とみそ汁がちょっと冷め

ていて残念でしたが、それ以外はよくできていて感心しました。豚カツはサクサクで、漬け物も塩加

減よく、味噌汁も味自体はたいへんよく、すべて美味しくいただきました。スタッフの皆さんは気さ

くで、ちょっと世間慣れはしていませんが、それも また初々しい魅力で、たいへん好印象でした。こ

ちらもラオス語を磨かねば・・・と思い直しました！そして、値段はびっくりするくらい安くて、こ

れもうれしい驚きでした。またラオスへ戻って参りますので、どこかでお目にかかるときを楽しみに

しております。 
  以上、お食事におうかがいしたご報告とご挨拶かたがた。        日本人日本人日本人日本人のおのおのおのお客様客様客様客様 

9 月 8 日に(財)広島国際センターの「国際塾」メンバー12 名で、IV-Japan が運営するラオス・ヴィ

エンチャンの職業訓練所を見学させていただきました。ここには、料理、縫製、美容の各コースがあり

(別な場所には木工も)、実習中でしたが見学させていただきました。 
 代表の冨永さんは実に友愛の精神にあふれ、情熱をもって指導にあたっておられ、大変感銘を受けま

した。生徒達にとって、冨永さんはお母さんであり指導者であるようでした。IV-Japan は草の根の活

動が認められ、現在では JICA ともパートナーシップを組んでおられるとのこと、また、アメリカの篤

志家から訓練所に新しいミシンが 5台寄贈されていました。その活動が国際的にも評価されていること

がわかりました。 
見学の最後に、料理コースの生徒さんたちが作ったおはぎをご馳走になりました。あずきときな粉の

二種類でとてもおいしくいただきました。ラオスは、もち米の生産が盛んで普段でももち米のご飯を食

べているとのこと、今後日本企業が進出し、駐在する方々に沢山のおはぎが買い求められるのではない

でしょうか。私たちメンバーの女性陣は、訓練生に洗髪やマッサージをしてもらい心身ともに美しくな

り、コミュニケーションも楽しんで満足してホテルに戻りました。 
この職業訓練所が、いつまでもラオスの若者の自立に役立ち続けられることを心より願っておりま

す。 

職業訓練センター来訪者からのお便り紹介 

広島国際広島国際広島国際広島国際センターセンターセンターセンター「「「「国際塾国際塾国際塾国際塾」」」」塾長塾長塾長塾長        金原達夫金原達夫金原達夫金原達夫 



 

 

チャンパサックチャンパサックチャンパサックチャンパサック県知事県知事県知事県知事（（（（右右右右））））とととと西村教授西村教授西村教授西村教授によるによるによるによるテープカットテープカットテープカットテープカット     早稲田早稲田早稲田早稲田のののの学生学生学生学生によるによるによるによる紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居にににに見入見入見入見入るるるる子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち    

 
 

 

 

～ユネスコ世界遺産地域に学校建設～ 

    

（（（（株株株株））））三菱三菱三菱三菱ケミカルホールディングスとケミカルホールディングスとケミカルホールディングスとケミカルホールディングスと学校法人早稲田大学学校法人早稲田大学学校法人早稲田大学学校法人早稲田大学    平山郁夫記念平山郁夫記念平山郁夫記念平山郁夫記念ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター寄贈寄贈寄贈寄贈 
 
 

 
 

2009 年 8 月 31 日チャンパサック県チャンパサック

郡ノンヴィエン村において、ノンヴィエン小学校寄

贈式が県知事出席のもと実施されました。IV－

JAPAN は多数のハンドオーバー式に出席していま

すが、これまでにない立派な飾りつけと、校舎の周

りにはきれいな花々が植えられ、村民の大変な喜び

が伝わってきました。また、県知事が出席すること

は珍しく、将来の協力事業を期待している現れと思

われます。ノンヴィエン小学校建設事業は、株式会

社三菱ケミカルホールディングスと学校法人早稲田

大学 平山郁夫記念ボランティアセンターがドナー

となり、2009 年 3 月から当会により建設が開始され

ました。小学校校舎は、5教室、1職員室、1展示室
（早稲田ホール）の全部で 7 室からなり、その他に

トイレ及び井戸が敷設されました。学校家具は当会

の家具コースのオンザジョッブトレーニングで製作

され、学校建設にも地元の村民１１名が建設職業訓 
練として参加しました。今後は早稲田大学の学生 

 

 
 

 
 
による保健衛生の活動が行われます。寄贈式に出席

した同大学の学生たちは、学校の子供たちに手の洗

い方を紙芝居や学生たちがラオス風に作曲した歌を

使い指導しました。同村の近郊には、2001 年にユネ

スコ世界遺産として登録されたワットプーがありま

す。ワット･プーはクメール人によって築かれたヒン

ドゥー教寺院遺跡です。同村を含めたこの地域では、

土器やレンガ等のさまざまな古来の遺物が発見され

ています。展示室（早稲田ホール）には、この村で

文化人類学のフィールド調査を実施してきた同大学

の西村正雄教授とそのチームによって同村で発掘さ

れた遺物を展示し、観光客の入場料を学校の管理費

に当て持続性を図る予定です。村民には同大学生の

ボランティアにより、会計簿の付け方、記録の仕方

等指導する予定です。 
 尚、９/７付のヴィエンチャン・タイムズに関係記

事が掲載されました。 
 
 

 

ラオス・ノンヴィエン村小学校建設 

 

－3－ 



 

 

 

 
 
 
 

～山梨ラオス友好協会寄贈～ 
 
 

2008 年 10 月７日から、ヴィエンチャン都から車

で約 5 時間に位置するカムアン県タケーク郡ポー

シター村において、山梨ラオス友好協会がドナーと

なり、小学校建設事業を実施しました。小学校校舎

は、5教室、職員室兼図書室の 6教室からなり、ト

イレ 2室及び井戸を敷設しました。この小学校建設

事業と併せて、村の若者を対象に建設に関する職業

訓練を行い、参加した 12 名の村の若者は、建設工

事の技術を習得しました。同小学校では、生徒の読

書を推進するため、合計 361 冊の本及び図書運営

管理に必要な図書カード等が完備されました。学校

で使用される家具は、生徒用机・椅子 100セット、

教員用机・椅子 6 セット、会議用デスク 1 台、会

議用椅子 10台、本棚 1台、傾斜本棚 4台、黒板 6
台が、当会家具職業訓練によって製作されました。

さらに旧校舎を修復すれば 3 教室が使用できるこ

とから、生徒数の多い同小では特に低学年を 2 クラ

スに分けなければならず、教室が不足しているため、

同協会前会長の志治承道氏が費用の 4 分の 1 を提

供、村が木材と労力等やはり 4 分の１を負担し、建

設会社が 4 分の 1 を、残り４分の 1 を県教育局が

負担することで同意されました。４者が子どもたち

のために応分の負担をした良い事例です。しかし工

事が始まっても県教育局はいろいろと理由を付け

て結局、県からは資金提供はなく、建設会社が負担

しました。新校舎同様に立派に改築でき、村民はも

とより、県・郡教育事務所も大喜びでした。以前は

廊下や木陰を使って事業が行われていました。

2009 年 2 月 7 日に行われた新旧小学校校舎の寄贈

式には、同協会前会長の志治承道氏、会長の中込龍

人氏が出席しました。同協会は、2006 年にも同県

同郡ニャンカオ村に同様の小学校を建設しました。

また、他にも、同協会はカムアン県を対象地域に、

学校から遠距離に居住する小学校及び中学校の生

徒に、日本の中古自転車を配布する中古自転車供給

事業を行っております。 
 
 

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カムアンカムアンカムアンカムアン県県県県タケークタケークタケークタケーク郡郡郡郡ポーシターポーシターポーシターポーシター村小学校建設事業村小学校建設事業村小学校建設事業村小学校建設事業    

完成完成完成完成したポーシターしたポーシターしたポーシターしたポーシター小学校校舎小学校校舎小学校校舎小学校校舎 

ポーシターポーシターポーシターポーシター小学校小学校小学校小学校のののの生徒生徒生徒生徒たちたちたちたち
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山梨山梨山梨山梨ラオスラオスラオスラオス友好協会前会長友好協会前会長友好協会前会長友好協会前会長    志治承道氏志治承道氏志治承道氏志治承道氏 

改築前改築前改築前改築前のののの旧校舎旧校舎旧校舎旧校舎 



製作品製作品製作品製作品    訓練中訓練中訓練中訓練中    

日本語指導中日本語指導中日本語指導中日本語指導中のののの吉田愛子氏吉田愛子氏吉田愛子氏吉田愛子氏    

 

 

 

 ～東京ウィルライオンズクラブ助成事業～ 

 
 

 

２００９年５月４日～２９日の４週間、東京ウィルラ

イオンズクラブ支援による木工家具初級コースが開

催されました。そして修了者の中から優秀者３名が選

ばれ、引き続き６月１日～７月３０日まで中級コース

が開催されました。初級コースでは工具の安全な使用

方法や採寸の仕方等、木工家具製作の基礎的な指導を

行いました。その知識と技術を活用して中級ではより 

 

洗練された家具を作製します。製作品の生徒用ベン

チ・机セット、黒板、背付椅子、本棚等は、チャンパ

サック県ノンヴィエン村小学校（3 ページ参照）に設置

されました。 

ラオス全国家具展へのスタディツアーに参加したり、

日本からの見学者が訓練所を訪れたりと、充実した実

用的な訓練が行なわれました。 

 

  

 
 

 

～東芝国際交流財団助成事業～ 
 

―日本語はムズカシイ？ー 

 

第 1 回（前号№11参照）の中尾広子氏に続き、元資生

堂職員吉田愛子氏を２００９年１月２２日～２月５日

までラオスに派遣し、第３期上級コース（OJT）（２０

０８年１０月１日～２００９年３月２６日）３分野の

訓練生にカスタマーサービスに重点を置いた日本語の

授業が行われました。多様なお客様に対応できるよう

になるため、またホテル等に就職するには英語や日本

語などの初級外国語は不可欠となっています。今期は

東芝助成事業により完成した教科書「接客のための日

本語会話集」を使用し、講師の熱心な指導に応える訓

練生の一生懸命さが伝わってきました。また吉田氏は

日本からきれいな包装紙やリボンを持参し（お嬢さん

の勤務先会社の寄付だそうです）、さまざまな包装の仕

方を指導しました。また得意の折り紙を週末暇な寮生

たちや訓練生に教えてくださいました。

２００８年度第２回 ヴィエンチャン日本語、日本料理指導 

第３期木工家具職業訓練 
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指輪指輪指輪指輪のののの交換交換交換交換をするをするをするをする花婿花婿花婿花婿（（（（左左左左））））とととと花嫁花嫁花嫁花嫁（（（（中央中央中央中央））））    花嫁花嫁花嫁花嫁とととと日本日本日本日本のののの友人友人友人友人たちたちたちたち    

            
   

  ～タイ情報満載です～ 

 
 

１１１１））））２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度のタイのタイのタイのタイＩＶＩＶＩＶＩＶ財団理事会財団理事会財団理事会財団理事会 

 

７月１０日にバンコクでタイＩＶ財団理事会がコ

ンチネンタル・マンションで開催され、亡くなった

アンパイ理事の後任にパニー新理事が会計担当と

して出席しました。事業報告に続き、会計報告、会

計士による監査報告があり、全て承認され、バンコ

ク市に届けられました。 

理事会終了後、ガールガイド会館の一室で介護され

ているカノック女史を訪ねましたが、ほとんど意識

がなく、話すこともしません。口から栄養剤を入れ

るチューブが入っています。もう植物状態に近く、

ガールガイド連盟では介護を付けてお世話をして

います。昔の功績を忘れず手厚くお世話するガール

ガイド連盟に頭が下がりました。 

冨永とヌット理事はチェンマイの奨学金生の訪問

とピティガン理事の結婚式に出席するため、同夜チ

ェンマイへ飛びました。 

 

２２２２））））51 歳歳歳歳のののの花嫁花嫁花嫁花嫁 

 

 

１９９７年にタイＩＶ財団が設立されて以来の理

事で、法務省人権局の心理カウンセラーのピティガ

ンさんが長年の独身生活にピリオドを打ち、７月に

故郷のチェンマイでアメリカ人と結婚しました。以

前の職場は矯正局でしたが、スウェーデンで人権に

ついて修士号を取得してからは人権局に転勤にな

りました。 

矯正局はタイ全国の７０余の刑務所を管轄してい

ます。矯正局の中にピブン福祉財団が置かれ、財団

理事長は矯正局長が兼務しています。すでに奨学金

ドナーの方はご存知と思いますが、ＩＶ－ＪＡＰＡ

Ｎのカノック奨学金はガールガイドタイ連盟の農

村の子どもとピブン福祉財団を通して両親が刑務 

所に服役中の子どもに支給されています。     

ピティガンさんは日本にも何度か研修で来たこと

があります。それで日本の友人も結婚式には参加し

ました。夫となったアメリカ人は毎年タマサート大

学で短期講義を持ち、アメリカ人の学生を引率して 

 

タイでスタディツアーも行っています。共通の友人 

を通して知り合い、毎年スタディツアーのお世話を

するうちに結婚を決意したようです。花婿は離婚し、

花嫁はボーイフレンドと別れ、知り合ってから１０

年が経っていました。両家の家族・親戚はじめバン

コクから上司や同僚、アメリカ、スウェーデン、シ

ンガポール、日本から友人がたくさん集い、タイ伝

統に則った結婚式に興味深く参列していました。ラ

オスと違ってタイは日本並みに結婚ビジネスが確

立していて、結婚式場が設定して、花嫁の家に花婿

を迎える行列から結婚式まで、全て式場内で取り仕

切ってくれます。とても幸せそうで、ほほえましく、

晩婚のお二人を皆が祝福しました。 

今後彼女は 2 年くらいタイで公務員を続けて年金

受給資格を得てからアメリカへ行き、アメリカでも

さらに国民年金がもらえるまで 10 年間働く予定と

か、しばらくは夫と別居ですが、しっかり将来の計

画を立てていました。
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５５５５名名名名のののの奨学金生奨学金生奨学金生奨学金生とととと先生先生先生先生たちたちたちたち 

生徒生徒生徒生徒たちたちたちたち 

奨学金授与奨学金授与奨学金授与奨学金授与（（（（左左左左からラダからラダからラダからラダ理事長理事長理事長理事長、、、、冨永冨永冨永冨永、、、、ナティー・チッサワンナティー・チッサワンナティー・チッサワンナティー・チッサワン理事長理事長理事長理事長）））） 

３３３３））））タイタイタイタイ奨学金支給生奨学金支給生奨学金支給生奨学金支給生をををを訪問訪問訪問訪問 
 
チェンマイに唯一ある障害児のための学校「カウイ

ラ・アヌクン」を訪問しました。１９８２年にタイ

で最初の公立精神障害児学校として教育省義務教

育局特別教育課のもとに開校された幼稚園から高

校までの学校です。立派な寮も設置されています。

公務員の先生は２名の看護師を入れて４６名と、他

に学校が雇用した２０名の先生が４１０名の生徒

を見ています。学習は生徒の能力に応じて別れて行

い、そのほかにスポーツ、音楽療法、芸術療法、社 

会参加、レクレーション等さまざまな活動がありま

す。果樹栽培、野菜栽培、給食の残飯を利用したコ

ンポスト等の職業訓練も行われ、さおりの織機や手

芸もありました。当会の奨学金は貧困家庭の子ども

５名に支給されています。（写真左）冨永と一緒に

歌ったり楽しい一時を持ちましたが、「あなたのお

名前は？」と聞いても答えられない子どもも多く両

親や先生方のご苦労が忍ばれましたが、子どもたち

は明るく、昔、日本で身体障害児の養護学校でガー

ルスカウト活動をしたころを思い出しました。

４４４４））））ピブンピブンピブンピブン福祉財団福祉財団福祉財団福祉財団でででで今年度今年度今年度今年度のののの奨学金奨学金奨学金奨学金をををを授与授与授与授与 
 
ピブン福祉財団は以前は首相府の矯正局内に置か

れていましたが、組織改編で矯正局が法務省に移っ

たため、ピブン福祉財団も主務官庁が法務省に自動

的になりました。場所は以前と同じです。3 年ぶり

に財団を訪問して、職員もそのまま矯正局に残った

人と人権局に移動した人がありましたが、数人の顔

見知りの人とお会いでき一安心しました。ＩＶタイ

財団のラダ理事長も同行してくれてお会いしたピ

ブン財団理事長は第 2 期目で以前と同じナティー・チ

ッサワン氏でした。今年度の奨学金 20 名分をお渡し

しました。（写真右）日本の長年の支援にとても感

謝していました。矯正局の女性課長の息子さんが昨

年ビエンチャンに来て、ボランティアで職業訓練生

に日本語を 2ヶ月教えました。ＩＶニュース 10 号

で紹介したペット先生です。お母さんとしばし息子

さんの日本訪問やピティガンさんの結婚式に話が

弾みました。

 

 
 

 

～～～～タイタイタイタイ、、、、ラオスのラオスのラオスのラオスの青少年青少年青少年青少年のののの自立自立自立自立をををを願願願願ってってってって日本全国日本全国日本全国日本全国からのからのからのからの善意善意善意善意にににに感謝感謝感謝感謝～～～～    

 

ＩＶ－ＪＡＰＡＮは奨学金を提供して下さるドナ

ーの皆様に支えられ、創立時よりタイ、ラオスの青

少年に奨学金援助を行っています。当初はタイの農

村の子どもたちの自立を願い、その後都市部の恵ま

れない子どもたちにも援助は広がっていきました。

現在は隣国ラオスの青少年（職業訓練生）にも贈っ

奨学金の使い道＆＆  奨学金生からのお頼り紹介 

次ページへ→ 
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ています。 

奨学金はタイ、ラオスどちらも直接生徒に手渡しま

すと生活費に消えてしまう事がありますので、タイ

はタイ・ガールガイド連盟（ガールスカウト）とピ

ブン福祉財団、ラオスは IV-JAPAN が責任を持っ

て管理・運営しております。タイタイタイタイでは生徒の授業料

の一部、文房具や制服の購入等に使用します。 
ラオスラオスラオスラオスではヴィエンチャン都内の貧困家庭の職業 
訓練生で村長から貧困家庭証明書を発行された訓 
練生、および訓練生徒寮が昨年 3 月に完成し訓練生 
 

受け入れが全国展開したことにより、地方出身の職

業訓練生の授業料や交通費に奨学金を支給してい

ます。ラオスでは奨学金が不足していますが、不足

分は IV-JAPAN の運営費を当てています。 

１年に一度奨学金生徒よりドナーの皆様へ手紙が

送られてきます。現地語を英語に訳したものが日本

事務局へ送られ、希望される方には日本語に訳して

お送りしています。その中から昨年の生徒の手紙 3

通を紹介させていただきます。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

№１８（２００９年９月３０日）     

 

――――35 歳歳歳歳のののの尼尼尼尼さんさんさんさん―――― 

 ラオスのノヴォテル・ホテルに泊まったことのあ

る方は若い女性セールスマネージャーのサンティ

スックを覚えていますか。今年の７月に１７年間働

いてきたホテルを退職して、すぐにお寺に入りまし

た。日ごろプライベートでもお付き合いがあります

が、なぜ尼さんになったのかは、想像はつきますが

定かではありません。とにかくお寺を出たら名前も

変えて、人生再出発人生再出発人生再出発人生再出発をしたいとのことでした。 
私も２回ほど機会があり１日だけの尼さん体験を

したことがあります。白い上下の着物（ラオス風の

ブラウスと巻きスカート）を着て、匂いはいけない

ので水で洗った髪にお化粧もなく、マニュキュアも

落として神妙に一晩中寝ないでお経を読みます。意

味は分かりませんが、お坊さんに合わせて大体４０

分読経すると２０分休憩で、お水や、豆乳、コーヒ

ー等が配られます。これを何回も繰り返して朝を迎

えます。男性も白装束になりあぐらをかきますが、

女性はラオス伝統の横座りをします。直接地面に座

るので足がしびれて、腰もねじれて痛くて困りまし

た。このとき男女は触れたりしてはいけないので、

隣の人に気をつけます。つまり白白白白いいいい衣装衣装衣装衣装はははは仏仏仏仏とととと人間人間人間人間

のののの中間中間中間中間を意味するのです。ところで、サンティスッ

クは３週間だけの尼さん修業であっさり帰ってき

ました。午前中２回だけの食事にもかかわらず太太太太っっっっ

たたたたと言ってました。ラオスやタイの小乗仏教は肉食

可です。お寺では人々のお布施だけで生活しますの

で、費用は一切かかりません。おおおお寺寺寺寺のののの日常日常日常日常は午前３

時に起きて読経、５時に終わって、朝食の準備をし

親愛なるドナーの方へ 
私はポーンティダといいます。私は

今 祖母と暮らしています。私が赤

ん坊の時両親は離婚しました。母は

私が学校へあがる前に刑務所に入り

ました。食費や教育費など十分にあ

りません。状況が良くなるよう奨学

金をいただけることを希望していま

す。母が刑期を終えて帰ってくるこ

とを祈っています。他の家庭のよう

に母と暮らしたいです。奨学金をい

ただいてより一生懸命勉強します。

貴方のご親切に感謝いたします。                  

ポーンティダより 
（12才。タイ・中学生） 

あなた様のご援助に感謝申し上げま

す。 
私の知識の向上のために良い機会と

なります。この技術を将来の計画のた

めに役立てようと思います。そしてこ

の技術は私に収入をもたらしてくれ

ると思います。あなた様のご親切に心

から感謝していることをお伝えする

ためにこの手紙を書きました。 

（22才。ラオス・縫製訓練生） 

美容コースで学ぶ機会を与えてくださ

って心から感謝申しあげます。このコ

ースを学び終えたらその技術を他の人

に伝えたいと思います。将来自分のお

店を持ちたいと思います。最後にもう

一度お礼を言わせてください。ありが

とうございました。 
（19才。ラオス・理美容訓練生） 

次ページへ→ 
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尼尼尼尼さんになったサンティスックさんになったサンティスックさんになったサンティスックさんになったサンティスック（（（（中央中央中央中央））））    

て食事、それから掃除や洗濯等して、１２時前まで

に昼食を終え、休憩して、午後４時と６時に読経、

７時から瞑想して、８時~９時に就寝という毎日で

す。尼さんの地位は男子のお坊さんと比べて低く、

仏教儀式を司ることができません。もっともラオス

やタイでは２０歳を過ぎたり、結婚が目前になると

男子は仏門に入り、それもこのごろは仕事の関係で

１週間程度が多いそうですが、見習い僧を体験する

と一人前の男性として認められるそうです。が、こ

れは仏教に影響を受けた通過儀礼みたいなものだ

と思います。一生お坊さんで過ごす人は少なく、当

会の職員も大学卒業までお寺で過ごし、還俗して結

婚した人が何人もいます。また、親族の葬式に男女

とも子どもも含めてお葬式の一日だけお坊さんと

尼さんになりますが、これは亡くなった人へ善行を

積むためだそうです。 
さて、尼さん初日の剃髪式に出ました。一休さん

みたいにかわいい尼さんになりましたが（写真）、

マニュキュアを落とすのも忘れ、白い巻きスカート

からはセクシーな黒黒黒黒いパンティいパンティいパンティいパンティが透けて見えます。

当初携帯電話もいけないといっていたのが、ピザが

食べたいから差し入れしてほしいと電話がきたり、

剃髪して形は尼さんですがなんとも生臭いのです。 
日本では自殺者が増えて大きな社会問題になっ

ていますが、悩みがあればラオスではお寺に駆け込

んでお金がなくても食べることも寝るところもあ

ります。悩みは時間がが解決してくれるのでしょう 
 

か。サンティスックも還俗してこれからが第２の人

生ですが、生まれたのは１９７４年で社会主義革命

の１年前、父親は軍人だったために７５年の革命後

サムヌアの強制労働強制労働強制労働強制労働キャンプキャンプキャンプキャンプに送られ、十数年以上

いて死亡。母親もその１年後に死亡し、少女期は姉

や兄に育てられ、早朝は市場で野菜くずを拾って売

り、学校はたいてい半日で戻り、母親の看病と農業

をし、満足に高校には行かれなかったと。それでも

卒業してからはノヴォテルヘ就職し、ラオス人とし

ては高給取りだったのに、突然退職しました。どう

生きていくのか、今後は幸せになるようにと祈るば

かりです。

 

 
 
 

2009年 5月 23日（土）に通常総会が開催され、以

下の事項について審議を行い承認されましたこと

をご報告いたします。 

・2008年度 事業報告・決算報告   

支出合計 2,759 万円（承認） 

●役員役員役員役員    2009、2010年度（任期 2年） 

代 表 理 事；富永幸子 

副代表理事；藤田廸枝、吉野貴美子 

理  事 ；佐復正雄、豊田利久、福永文代 

      中村千恵子、片山純子、横山三重子 

・2009年度 事業計画・予算  3,754 万円           監  事  ; 菊池正博、飯田昌美                         

 

≪2008200820082008 年度事業報告概要年度事業報告概要年度事業報告概要年度事業報告概要≫ 

1. 日本全国より奨学金ドナーを募り、タイ、ラオスの子供たちとラオスの職業訓練生 199名に奨学金を支

給し、教育の底上げに寄与した。 
2. ヴィエンチャン職業訓練：理美容、調理、縫製（JICA草の根パートナー事業 2年目）ラオス住民の経済

的自立支援のための職業訓練を JICAとの契約をもとに実施した。（株）資生堂、タイ OCC協力事業。 
3. ラオス女子高校生の自立のための職業訓練事業（彩の国さいたま国際協力事業）：ヴィエンチャン都内

で実験校を選び、初級職業訓練、社会教育等を通して青少年の健全育成を行った。ヴィエンチャン都教

育局、ガールガイドタイ連盟、ガールスカウト沖縄支部協力事業。    

4. 木工家具職業訓練（ＩＶ自己資金） ：教育省学校制度外教育開発センター共催により行った。            

5. シェンクアーン県農村開発事業（松島精一氏助成事業）：学校トイレ棟の建設を行った。 

6. ヴィエンチャン職業訓練/上級コース日本語および日本料理指導者派遣（東芝国際交流財団助成事業）： 

上級コースの 3分野（縫製、調理、理美容）の訓練生に接客に必要な基礎日本語および調理訓練生に日

本料理の指導を行うための講師派遣。 

 7. 職業訓練をかねた小学校建設：ラオス・カンムアン県ターケーク郡ポースィタ村小学校新校舎及び旧校

舎修復（山梨ラオス友好協会）  

8. 第 12回ラオススタディツアー：成人会員の中から 6名の参加者があり、ラオスを通して途上国の実情

を知り、当会のプロジェクトを理解してもらうためのツアーを実施した。 

第６回 通常総会開催（於：さいたま市立桜木公民館） 



 

 

♡ ♡ ♡ ♡ カノック奨学金ドナー紹介 （2008/12/1 から 2009/9/30 まで）順不同 ♡ ♡ ♡ ♡  

 
佐藤美津子（９口）、伊藤裕子（３口）、上原道子、大久保芳子、金指五郎、西条喜子、小川昭子 

徳永可久子、太田栄次（２口）、松茂良米子（２口）、森 典子、謝花恵子（２口）、根橋淑江       

石井直子、田中恵子、荒井みど里、宗像邦司（２口）、岩月優子、土屋紀子、五十嵐香苗 

ガールスカウト大阪府７３団シニア、治田佳子、田上恵子、ガールスカウト千葉４５団、入澤恵子 

込山まち子、田村福代、田中えいこ（3 口）、白川誠之、伊東慶子、宮村 肇（１０口）、蛭間愛子 

中村英一、比嘉エリ子、奈良伊世、大高 巽、足立毅平、今井京子、鈴木ミチ（３口）、佐藤文子 

河島一郎、栗原敏子（３口）、丹羽 稔（３口）、石井有美、高石順子、松永英子・順平（３口） 

賀元澄子、渡久地澄子（５口）、泉 久子（２口）、 みどり幼稚園みどり会（７口）、飯田昌美 

小林佳代子、大野宏江（３口）、片山純子、城間照子、大野歩・望、山口将行・洋子、小田切智子 

濱口敏行（３口）、小林愛子、上原道子、藤井清司、渡辺伊久子、嶋美喜子（４口）、武藤廣子 

塩川悠子（２口）、時田一枝、三澤純子（２口）、春日 曠、斎藤加代（３口）、大橋國江（２口） 

羽山陽子、八木道子、野口正晴、藤田カツノ、土屋祥二、土屋多賀子、伊藤睦子、和田治江、又吉ミチ 

佐々木孝子、橋本多映子、利根川恵子、近藤利雄（２口）、鈴木利典、斎藤ふみ子、ウイメンズめぐろ

永井大介、藤春裕美（２口）、富井伊都子、James A Cummings、村本律子（３口）、廣田秀子 

宮下ひとみ、岸 玲子、沼田明美（２口）、田中兼勝、戸田昌子、島 慶子、津本容子、河口道子 

岡庭史子(２口)、石黒 進(１０口) 
  

❤運営・プロジェクト費寄付者一覧❤ 

（2008/12/1 から 2009/9/30 まで。一万円以下は省略させて頂きます。ご了承下さい。） 

 

ガールスカウト大阪６１団（１万円）、ボランティアグループまどか有志（２万円）、村本律子（１万円） 

栗林トセ（１０万円）、大竹千歳（５万円）、（株）三菱ケミカルホールディングス（６５０万円） 

富士ゼロックス埼玉端数倶楽部（６万円）、（財）埼玉県国際交流協会（２５万円）、冨永幸子（＄５００） 

山梨ラオス友好協会 （ ７ １ ３万３，２ ０９円） 、安達典生（ １ ２万３，６３９円） 

東京ウィルライオンズクラブ（１０万円）、（社）倫理研究所（１０万円）、斎藤加代（３３万円） 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（２００万円）、久保田清（２万９，３６７円） 

―敬称略― 

 

☆☆集集集集めていますめていますめていますめています☆☆                今号のＩＶＮＥＷＳも情報満 

  書書書書きききき損損損損じハガキじハガキじハガキじハガキ、未使用未使用未使用未使用のののの古古古古いいいい年賀状年賀状年賀状年賀状や官製官製官製官製                        載でしたが、お読みになってのご    

ハガキハガキハガキハガキ、、、、家庭用使用済家庭用使用済家庭用使用済家庭用使用済みインクジェットカートみインクジェットカートみインクジェットカートみインクジェットカート                意見・ご感想あるいは IV－JAPANへの 

リッジリッジリッジリッジを送料ご負担で恐縮ですが事務局まで   お問い合わせ・ご意見どのような事でも結 

お送りいただけますようお願い致します。   構ですので日本事務局までお寄せ下さい。お待       

そのまま使用したり、切手に換えたり   ちしております。 

と通信費の削減となり、その分活     

動費にまわせます。 

       

 

                                                        

           

    

    

    

    

    

    
    

    

【【【【特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    国際協力国際協力国際協力国際協力ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ・・・・IVIVIVIV----JAPANJAPANJAPANJAPAN】】】】    

日本事務所日本事務所日本事務所日本事務所               ラオスラオスラオスラオス事務所事務所事務所事務所 

〒331-0058 埼玉県さいたま市西区飯田 426    P.O.BOX 7920 VIENTINE, LAO P.D.R. 

TEL:048-622-8612 / FAX:048-625-0271            TEL/FAX: +856-21-26-1240 

E-mail: iv-japan@vanilla.ocn.ne.jp              E-mail: ivjapan@laopdr.com 
http://www6.ocn.ne.jp/~iv-japan/  

    

＜随時サポート会員を募集しています＞ 

奨学金ドナー及び国際協力費・運営費ドナーを随時募集しています。一人でも多くの皆様のご協力を宜しくお願い致します 

① 奨学金ドナー  年 1 口 12.00012.00012.00012.000 円円円円以上  

② 国際協力費又は運営費ドナー  ★個人 年 1 口  3.000 円以上  ★団体及び法人 年１口 10.000 円以上 

・・・・申込方法申込方法申込方法申込方法((((銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込のののの場合場合場合場合はははは振込振込振込振込されたされたされたされた方方方方のののの氏名氏名氏名氏名とととと会員番号会員番号会員番号会員番号のののの下下下下 4桁桁桁桁のののの明記明記明記明記をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします)))) 

郵便振替 ：（口座番号） 00140-5-537168  （加入者名）カノック奨学金 

銀行振込 ：埼玉りそな銀行浦和中央支店  

（普通） 口座番号:5038052   名義人：（特非）国際協力 NGO・IV－JAPAN 

★★★★皆皆皆皆さまからのおさまからのおさまからのおさまからのお便便便便りおりおりおりお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています★★★★ 

－10－ 


