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ドゥアン・プラティープ財団

「国民の中に生き、国民と共に歩む」

追
悼
プーミポン・アドゥンラヤデート国王
（１９２７－２０１６）

新しい２０１７年が健やかで、幸せでありますように
皆さま、お変わりなく、お元気でお過ごしでしょうか。
タイでは１０月１３日にプーミポン・アドゥンラヤデート国王が逝去され、私どもタイ国民
は悲しみのただ中で新しい年を迎えようとしております。
在位７０年の長きにわたったプーミポン国王は、いつもペンとカメラとノートを携えて、飢
えや干ばつ、洪水等で苦しむ農民や村人たちのもとに駆けつけ、対策を講じて来られました。
タイ国民の敬愛が深いのも、国王ご自身が「国民の中に生き、国民と共に歩む」とのモットー
を生涯にわたって実践されて来たからにほかなりません。ドゥアン・プラティープ財団でも年
に一度、国王の長女であるウボンラット王女に、困難なスラムのただ中で勉学や仕事に励む青
年たちを表彰していただきながら歩んで参りました。
けれど私どもは、悲嘆にくれるだけでなく、歩んで行かなければなりません。ラモン・マグ
サイサイ賞を受賞した１９７８年に創設したドゥアン・プラティープ財団は、２０１７年８月
に４０年目の節目を迎えます。ここまで数多くの活動を推進出来たのは、ひとえに皆さま方の
ご支援とご協力の賜物です。財団のモットーである「今日のために精一杯灯す

平等な人とし

ての教育をめざして」を今一度胸に刻んで努力を続けてまいりますので、くれぐれもよろしく
お力添えのほどお願い申し上げます。
タイは目下、故国王の服喪期間であるため、年賀のご挨拶にかえて「ほほえみ」を送らせて
いただきます。どうぞ、ご了承下さい。
ドゥアン・プラティープ財団創設者
プラティープ・ウンソンタム・秦
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故プーミポン国王の追悼式典をクロントイでも開
催

プーミポン国王が逝去された翌日の１０月１４日、クロントイスラムの中心部にある
ドゥアン・プラティープ財団では正面玄関前に大きな遺影を掲げて、 悲しみに包まれて
次々と訪れた住民たちと共に哀悼の意を捧げました。
タイ王室とタイ国民の間には、長い歴史と伝統を通
じてつちかわれた絆があり、財団でも１９７８年の発
足以来、国王の姉である故ガラヤニ・ワッタナー王女
がクロントイスラムを訪問されたりして住民を励ま
して来られました。ガラヤニ王女が２００８年に亡く
なられた後も、国王の長女であるウボンラット王女が、
財団が創設した「スラムで勉学や仕事に励む模範青年賞」を王室の奨励事業の一つに定めて、
毎年、受賞した青年たちを励ましておられます。
それだけにプーミポン国王が亡くなられた悲しみは、クロント
イの住民たちにとっても深くて大きく、１０月１９日には遺影の
前に３００人を超す人々が参列して追悼式典を行いました。式典
には、身体が不自由な人たちも車いすで参列し、主催者を代表し
てプラティープさんは「タイ国民が持っている団結と協力の心を
一層発揮して、悲しみを乗り越え、歩んで行きましょう」と呼び
かけました。また、クロントイ地区にある２か所の寺院で開かれた追悼の祈りにも財団の職員
や住民たちが大勢参列しました。

＊読売新聞が１０月２１日付け朝刊で、「スラムから国父追悼」と報道
（以下は記事の抜粋）
「バ ンコク 最 大」と言 われるク ロント イスラ ムには ､約１０ 万人の 貧しい人 々が身 を
寄せ合って暮らしている。式典が開かれた財団には黒っぽい服装の地域住民が続々と 集
まり、体の不自由なお年寄りや幼い子どもも含めた
数 百 人 の 住 民 が 静 か に 手 を 合 わ せ た 。
プラティープさんは「スラムの人々は（国王の棺が安
置してある）王宮に行きたくても日々の仕事を休むこと
ができない。だから別れの機会を作った」と語った。
スラムにひしめく貧しい住居では、多くの住民が国王
の写真を飾って、素朴に敬愛してきた。式典に参加した
中年の女性は「喪服を買うお金にも苦労している住民も多いが、ご冥福をお祈りする気持ちは
ほかの国民と同じ」と語った。

2

＊財団の最新ニュースをお届けします＊

バンコク都知事にスラムの教育改善を要望
ドゥアン・プラティープ財団の理事長で医学博士のサンティ・ハティラット氏とプラテ
ィープ・ウンソンタム・秦事務局長は１１月２３日、バンコクのアッサウイン都知事に面会（写
真上）し、クロントイスラムにある幼稚園と小・中学校の教育内容の向上と教師の待遇改善を
要望しました。
タイ最大のクロントイスラムには現在、１２か所の幼稚園と小学校４校、中学校１校があ
りますが、幼稚園では園児一人に対する都からの給食費補助が一日２０バーツ（約６０円）と
少なく、十分な栄養補給が出来ていないため、３０バーツ

（約９０円）にアップするよう

求めました。また幼稚園のスタッフには日給制のボラン
ティアが多いため、職員として正式に採用して生活の安
定と園児の保育に誇りが持てるよう要望しました。
一方、小・中学校については、スラムでは貧困が
もたらす家庭崩壊や虐待等で心が傷ついたり、勉強に身
が入らない児童生徒が多いため、各校にスクールカウン
セラーを配置するよう求めました。
またスラム地区で暮らす児童生徒は家庭にパソコンを持っている子が１～２割ほどと見ら
れるのに、教師の中には、パソコンを使う宿題を出し
たり、レポート提出を指示する教師がいるなどスラム
の厳しい生活環境を知らない先生が増えているため、
教師の質の向上を図ってほしいと訴えました。さらに
教師の中には、片道２時間以上かかる通勤をしている
例をあげ、もっと職住接近の教師配置を行って、教師
が子どもたちの教育に十分取り組めるよう待遇改善を求めました。
これに対し、アッサウイン知事は「実状をよく調べて、改善を図りたい」と答え、２９日に
はさっそく副知事をクロントイスラムに派遣し、地元寺院の僧侶も含めた関係者から実情を聴
取（写真下）しました。

１１台のパソコンを備えた
“Friend of Children Center”が活躍中
KLM（オランダ航空）のボランティアグループの支援で今年６
月にプラティープ財団に開設した“Friend of Children Center”

（通称：友だちセンター）には、連日、中学生らが訪れて宿題
やレポート作成に取り組んでいます。
スラムではパソコンがある家が極めて少ないため設けた施
設で、放課後の４時から夜７時までオープン。９月までに利用
した生徒や児童は４００人を超えています。生徒たちが調べた内容で一番多かったのは科学部
門。次いで社会、職業、健康、数学部門と続いています。２０１７年は、静岡県の「プラティ
ープ・ジャパン浜岡グループ」から運営資金を支援していただくことになっています。
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教育里親（奨学金支援）事業

教育里親（奨学金支援）事業
＊財団設立４０周年に向けてご協力のお願い＊
ドゥアン・プラティープ財団は１９７８年８月３１日の設立以来、まもなく４０周年を迎えます。
その大きな節目に向けて、財団ではスラムの子どもたちにもっと学ぶチャンスを与えられるように、新
たな教育里親を得られる努力をして参ります。これまでの成果と課題をご報告いたしますので、どうぞ
よろしくご協力、ご紹介下さいますようお願い申し上げます。

国内外の方々に、貧しい子どもたちの「教育里親」になってもらい、奨学金を支給する本事
業は、財団創設以来、そのシンボルとして３８年間続けて来ることが出来ました。現在、幼稚
園児から大学生まで年間約１，３００人に奨学金を支給しており、内訳は幼稚園児３％、小学
生３８％、中学生２２％、専門学校生２５％、大学生は１２％。これまでの支給総数は延べ
１２３，６００人に達しています。
ご覧のように小・中学生が６０％を占めますが、財団の奨学金を受
け続けて大学に進学し、卒業後、社会の第一線で活躍中の奨学生も２
４６人となりました。例えばポンティップさん（３１）は小学４年生
の時から奨学金で学び続けて、タイで最難関と言われるチュラロンコ
ン大学薬学部に合格。卒業後も大学に残り、研究員として勉学に励ん
でいます。サパンユー君（２１）もこれまた難関のマヒドン大学医学
部に在学中でクロントイ育ちの医師の誕生もまじかです。グリモント
リー君（３２）はタイ政府の奨学金を得て日本の大学に留学、今は帰
国して日系企業のエンジニアとして働いています。
しかし、大きな課題は、里親の方が大幅に減って

奨学金の支援額一覧

いることです。ピーク時には２，０００名を越えて

幼稚園・小学生

いたのが、今は６００人（一人またはグループでの

中学生

２５，０００円

複数支援を含む）
。日本人の里親も半減して３６５

高校生

３０，０００円

人となりました。長年の間に里親の方々も高齢にな

専門学校・大学生

３５，０００円

られたことなどが理由です。一方、財団ではこの間、

＊１年間の文法具や制服代等にあてます。

年間１２，０００円

奨学金を受ける子らが途中で学業を断念することがないよう隔週土曜日に奨学生の集いを開
いたり、保護者とスラム各地区のリーダーとが連携して奨学生を見守る体制を築いて来ました。
また保護者が失業などで生活が困窮化した場合は、緊急援助資金を支給して乗り切って来まし
た。
スラムには、まだまだ奨学金なしでは入学や進学出来ない子どもたちが大勢います。財団で
はこれまでの経験を生かして、新たに６００人を目標に教育里親を募集して参ります。同時に、
不慮の出来事で勉学が挫折することのないように「緊急援助資金」を確保するための募金活動
も始めます。どうぞご支援下さい。
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「私の原点は、クロントイ港での辛くて、悲しい児童労働です」
プラティープ・ウンソンタム・秦
＊１９５２年８月９日生まれのプラティープさんは、いま６４歳。「一日一バーツ学校」
（写真）から数えれば、活動は半世紀近くに及びます。その彼女が綴った“活動の原点”
をお届けします。

「なぜ私は、中学校に行けないの？」
タイ最大のクロントイスラムで育った私は、両親が教育の大切さを知っていたおかげ
で小学校に通わせてくれましたが、卒業するとすぐ働かねばなりませんでした。なぜだろう？
私はこんなにも勉強したいのにと不満でなりませんでした。
でも嫌々ながら仕事に出かけた港で目撃した出来事が、私の考えを一変させました。
「スラムの人間は、怠け者だから貧しい」
世間の人々はそう言って私たちを見下していましたが、港では外国から発着する貨物船の重
い荷物の積み下ろしを大人たちが炎天下で汗まみれになりながら働いている。そしてそれ以上
に驚いたのは、私と同じように１０歳から１５歳くらいの子どもたちまで貨物船の甲板掃除や
船倉のさび落としに懸命でした。
ある日、船倉の高い所で作業をしていた少女
が誤って転落し、亡くなりました。
まるで虫けらのように扱われている。スラムの
人たちは怠け者ではない。だのになぜ、世間の
人は間違ったことを言うのだろう？子ども心に
そう疑問を持ったのが貧困を生み出す原因やど
うすれば解決できるかに取り組むきっかけにな
りました。
やがて１６歳になった１９６８年、小学校にも行けない子どもたちに文字の読み書きや算数
を教えようと７歳上の姉のミンポン・ウンソンタムと自宅で塾を始めました。その際、教材や
おやつ代として毎日１バーツ（約１０円相当）を持たせてほしいと親に頼んだので、やがて
「一日一バーツ」と呼ばれるようになりました。
子どもたちの数はまたたくまに増え続け、２００人を越えると政府から「無認可のも
ぐりの学校だ。閉鎖せよ！」と命令が下りました。さぁ、どうしよう？戸惑っていると、母親
たちが中心になって「つぶしてなるものか！」と学校づくりの運動が高まり、１９７６年つい
に「公立パタナ―共同体小・中学校」として認可されました。開校２年後の１９７８年には、
ラモン・マグサイサイ賞を受賞することが出来、その副賞の２万㌦を基金にして創設したのが、
いま学校の隣りに建っているプラティープ財団です。
以来３８年間、私たちが一番力を入れている事業の一つが、貧しい家庭の子どもたち
が幼稚園から大学まで進める奨学金を支援する活動です。今年５月の支給式で奨学生を代表し
て、手話で懸命に感謝を述べたドゥアン・ニコンクーンさんを紹介しましょう。
「私は孤児です。幼い時からプラティープ財団が開いた難聴児教室で学んで奨学金をいただ
き、二十歳になった今は高校２年生です。耳がよい人はあまり本を読まないと聞きますが、私
は一生懸命読んでここまで歩んで来れました」
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ドゥアン・プラティープ財団
The Duang Prateep Foundation Lock6, Art-Narong
Road,
Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand
Fax : 001-66-(0)-2249-5254
Tel : 001-66-(0)-2249-3553,(0)-2249-4880
E-mail: duangprateepf@gmail.com
ホームページ:http://jp.dpf.or.th
銀行口座：三井住友銀行バンコク支店
口座名：The Duang Prateep Foundation
口座番号：２０４１１５９４２１
送金の際はご住所、お名前、ご送金の目的等 を当財団
国際部までご連絡下さいますようお 願い申し上げます。

無国籍者支援事業の報告

「やっと安心して勉強できる！

暮らしていける」

もし国籍がなければ、どうなるか？―と思い描かれたことはあるでしょうか。
タイでは 、確か にタイ 国内で生 まれた ことを 示す医師 の出生 証明書 を添えて 申請す
れば国籍が取れ、「身分証明書（ID カード）」が発行されます。しかし、国籍がないと、
小学校は通えても中学校以上の進学は困難になり、就職も叶いません。病気になっても、
３０バーツ（約１００円）払えば公立病院で治療を受けられる資格もありません。
クロントイスラムには、貧困がもたらす家庭崩壊などで無国籍のままの子どもや大人たちが
大勢いるため、財団では１０年前から国籍を取得する活動を続けています。
１０歳になるアイちゃん（仮名）は、財団のスタッフが巡回中に学校に通っていないのに疑
問を抱いたのが始まりでした。両親は離婚。麻薬に関
わっていた母はわが子を知人に預けたまま行方不明。
預かった知人もアイちゃんを麻薬の運び屋に仕立て
ていました。財団では少女を保護して養護施設に入所
させ、財団専属のタナワット弁護士（写真右）が奔走
して母を見つけ出し、国籍の取得にこぎ着けました。
財団ではこれまでに６歳から８３歳までの１５８人の国籍を取得しましたが、両親とも見つ
からなかったり、親戚や知人を探し出して保証人になってもらうなど地道な努力が必要で５年
以上かかるケースが多数あります。死後ようやく国籍が取れた例もふたりあります。
死後国籍が取れて、どんな意味があるのか？タナワット弁護士は語ります。
「国籍がないのは、その人がこの世に存在していないのと同然です。亡くなられたけ
れど、私たちは死亡届を出しました。その人が、この世にちゃんと存在していたことの証明に
なると思いますから」
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