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ドゥアン・プラティープ財団

財団創設３８年、皆さまの心を支えに歩んでゆきます
ご支援者の皆さま、２０１６年の新しい年をいかがお迎えでしょうか。１９７８年に創設したド
ゥアン・プラティープ財団も３８年目を迎えました。教育里親事業をはじめ、厳しいスラムのただ
中で生きなければならない子どもたちのために、本当に長きにわたってご支援をいただいて参りま
したことへの深い感謝と喜びを今一度心に銘記しながら新年のご挨拶とご報告を申し上げます。
皆さまに教育里親になっていただき幼稚園児から大学生までに奨学金を支給する事業は、昨年、
約２０００人に届けることが出来ました。しかしまだ、５００人以上がもらえずに待機しています。
一方、ドゥアン・プラティープ財団幼稚園では、８年前から導入したモンテッソリー教育の成果
が高く評価され、昨年、全国で「最も優れた幼稚園」の認定を受けました。本号で詳しく紹介して
いますので、ぜひご覧ください。家庭崩壊や虐待でつまずかされた少年少女たちを豊かな自然の中
で立ち直らせる『生き直しの学校』では現在、チュンポン校とカンチャナブリ校に９５人が入所し
ています。ここでも奨学金を受けて、これまでに７人が大学を卒業しています。
また近年、隣接諸国から出稼ぎに来る海外ワーカーがクロントイにも増えており、財団では自治
体等に要請して、親と一緒に来ている幼い子どもたちが幼稚園に入園出来るように致しました。
さてタイでは２０１４年５月以来、軍事政権が続いています。特に経済はなかなか好転せず、社
会の底辺層や農業に従事する農民の暮らしは困難を増しています。収入がない、仕事がない状況が
続けば、そのしわ寄せや犠牲は子どもたちに及びます。けれども、どんなに困難があろうともプラ
ス志向の気持ちを失わなければ、必ず解決策は見つかると信じています。仏教の教えにある「慈し
み」
「思いやり」
「喜び」
「心の平静」を生かして、歩んで参ります。
「ほほえみ」を読んでいただいている皆さま方お一人お一人にとっても、良き一年であるよう心
から祈念いたしております。

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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ASEAN の空に向かって、羽ばたけ！子どもたち
２０００人以上が参加して「子どもの日」を祝う

タイ国の「子どもの日」に合わせて１月１０日、ドゥアン・プラティープ財団では２０００人以
上が参加する、地域あげての盛大なフェスティバルが行われました。今年のメインテーマは「新時
代の子らは、ASEAN に羽ばたく！」。近年交流が盛んになる一方の東南アジア諸国連合（ASEAN）加
盟１０か国の一員として、子どもたちが活躍するのを願って設
けられました。主賓として参加された大村周太郎駐タイ日本国
大使館公使も「今日は精一杯、楽しんで下さい。そして自分の
未来を自分でひらいてゆくために、明日からしっかり勉強して
下さい」と励ましました。
今回の祭典がたくさんの屋台のご馳走やマスコット人形、自
転車等のプレゼントで盛り上がったのも、日本の支援者の皆さ
まから届いた寄付金が基になっています。この場をお借りし
て、心よりお礼と感謝を申し上げます。

スラムの厳しさを生き抜く「あたたかい家庭」を表彰
また「子どもの日」には、困難が多いスラムでの生活を夫婦や親子が助け合い、理
解し合いながら暮らしている９家族を「あたたかい家庭」として表彰しました。
受賞したふた組みの家庭を紹介しましょう。
「給料は妻に全部渡して、円満です！」
４７歳のプラキットさんは、家族を代表して表彰された９名のうち、唯一の男性で
す。昼間は会社のトラック運転手。妻のマーリーさん（４５）がスラムにある幼稚園
でアシスタントをするかたわら７年間地域の生活と環境を改善する住民委員会のリー
ダーとして夜遅くまで動き回るのを支えて来ました。家には２３歳になった娘と小学
校６年生の長男のほか、親に棄てられた赤ん坊も引き
取って育てています。
「長男は１年生の時から奨学金をもらっていますか
ら、仕事で疲れたなんて言ってられませんよ。あたた
かな家庭を作る秘訣は何ですかって？女房を信用して
ますから、給料は全部渡してやりくりしてもらってい
るのがいいのかな」とプラキットさん。マーリーさん
も「昼間の仕事だけでも大変だと思うので、夫に心の
負担をかけないよう気を付けています」と夫の受賞を喜んでいます。
「ご飯はみんな揃って一緒に食べる！」
５９歳のソムチャイさんは、「カオマンカイ」と呼ばれるタイ料理の名手。鶏のス
ープでご飯を味付けし、鶏のささ身や皮を載せて食べる一品で、数百人分、時には
１０００人分も注文が来るたびに、家族総出で仕出しをして家計を支えています。
夫が３０年前に病死した後、３人の子どもを育て上げ、事故で亡くなった長男の息
子を筆頭に孫４人と家庭を失った子ども２人も引き受けて育てて来ました。
財団の奨学金は高校２年と小学校２年のふたりが受給していますが、６人もの育ち
ざかりを“ソムチャイお母さん”はどうやってまかなって来たのか？
「我が家のルールは、ご飯はみんな揃って一緒に食べるです。バラバラではお金も
かかります」
きっと孫たちの中から「カオマンカイ」づくりの後継ぎが出てくれる、とソムチャ
イさんは期待をかけています。
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プラティープ財団幼稚園
モンテッソリー教育を生かした「最優秀幼稚園」の認定を受ける！

クロントイスラムに開設しているドゥアン・プラティープ財団の幼稚園が昨年１０月、タイ
国にある独立教育認定機関「全国教育水準・教育内容評価研究所」の審査で、「モンテッソリー教育
を活用して最も優れた幼稚園レベルにある」との認定を受けました。
財団では日本のボランティア団体「エルセラーン１％クラブ」の支援で８年前からモンテッソリ
ー教育を導入していますが、幼い子どもたちの自主性や自立心をはぐ
くむ指導方法が高く評価されました。スタッフはもちろん、保護者た
ちも大変喜んでいます。
この研究所はタイでも最も信頼度が高い機関で、審査は昨年３月か
ら全国規模で行われました。クロントイにも審査員３名が訪れ、園児
の学習行動を観察するだけでなく、園児から直接聞き取り調査を行っ
たり、保育士との面接調査など時間を
かけて行われました。
その結果、本幼稚園は１２の審査項目のうち１０項目で５段階評
価の最上位「優秀」、２項目でそれに次ぐ「秀」を獲得しました。
例えば「園児の心理開発」、「知的能力の開発」、「目標の到達度」な
どで「優秀」との認定を受けました。モンテッソリー教育は、スラ
ムの厳しい生活環境の下で暮らす子どもたちにとって、幼児期の早
い段階から自分で考え、自分で行動する習慣を養うのに最適である
と判断して導入しましたが、今回の認定はその努力が認められたものとして大きな励みになってい
ます。導入には教材を揃える費用などが必要ですが、今回の認定を弾みとしてスラム内のほかの幼
稚園にも広げて行きたいと願っています。
もちろん、子どもたちの心身両面の成長には日々の暮らしのやりくりに懸命な保護者との連携が
欠かせません。在籍している園児１９５名全員が健やかに成長してゆくよう保護者と保育士合同の
研修会を開いたり、保健所の協力も得て予防接種も行うなどして、子どもたちが全員ぶじに小学校
に入学出来るよう努力を続けてまいります。

岡山学芸館の生徒たち

クロントイと「生き直しの学校」で研修
中・高一貫教育で知られる岡山県の岡山学芸館清秀中学校と同高校の生徒約７０人が昨年
１２月１１日から３日間、バンコクのクロントイスラムとカンチャナブリ県にある「生き直しの学
校」を訪れ、２泊３日のスタディツアーを行いました。
両校とプラティープ財団との交流は、森靖喜学園長が１８年前の１９９８年に初めてクロントイ
スラムを訪問されたのがきっかけです。以来、生徒たちの視野を広げ、アジアの国々の人々と絆を
結び合おうと長年にわたって海外研修が行われています。
生徒たちはクロントイスラムの厳しい生活環境を自分の目で確かめた
後、バンコクから約２５０㌔離れた平原にある緑豊かな「生き直しの学
校」を訪問。初日はバナナ農園での施肥作業。２日目は学校の自立運営を
目ざして設けているアブラヤシ農園で採れた実を利用してキーホルダーづ
くりを少年少女たちと行い、夜は文化交流を楽しみました。
質問の時間には「家庭崩壊や虐待などつらい目に合った子どもを、どう
やって立ち直らせるのですか」「生き直しの学校を卒業したあとは、どう
なっていますか」などが相次ぎました。これに対して“お母さん役”を果
たしているポン先生が「あわてずに時間をかけて、一人ひとりの子どもた
ちの様子や心の動きを見極めて、その子に一番ふさわしい対応を行うようにしています。生き直し
の学校を開設してから２０年近くになりますが、ほとんどの子はまじめに働いて暮らしていますよ」
と答えました。
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天台宗一隅を照らす運動総本部長ら来訪

３０年に及ぶご支援に感謝
タイの首都バンコクから南へ約６００㌔、チュンポン県の山中に約３０年前に開設した男子青少
年用の「生き直しの学校」は、スタート以来天台宗一隅を照らす運動総本部のご支援でゴム園やア
ブ ラ ヤ シ 農 園 の 開 発 等 々 、 近 年 し き り と 指 摘 さ れ る 「 持 続 可 能 な 開 発 ・ 発 展 」（Sustainable
Development）を文字通り実践していただいてまいりました。同時にクロントイスラムで、学びたい
意欲がありながら学校に通えない子どもたちに奨学金を援助する
「教育里親」も引き受けていただいており、昨年末は二度にわたっ
てチュンポンとクロントイにお越しいただきました。
ドゥアン・プラティープ財団でボランティアを長年務めていただ
いている硯山昌寛さん（千葉県・長福寺住職）の案内で１１月１６
日からチュンポンを訪問されたのは天台宗南総教区仏教青年会の吉
野俊正会長ら若い僧侶９人の皆さん。寿命を迎えたゴム園の跡地に
５年がかりで新しいアブラヤシ農園を開設中で、一行は６００本の
苗木の施肥作業を行い、一泊して持参した野球道具で青少年たちと一緒に楽しみました。
また１１月２４日には一隅を照らす運動総本部の横山照泰・総本部長と見上知正・企画委員長一
行がクロントイを訪問され、スラム地区を視察後、財団創設者のプラティープ・ウンソンタム・秦
さんと懇談。プラティープさんは長期にわたる支援に深く感謝すると共に、
「近年世界的な高齢化の
影響もあって減少し続けている教育里親を何とか増やして、今も厳しい生活環境の中で学ぶ子ども
たちを励ましたい」などと要望を伝えました。

部落解放愛知共闘会議

結成４０周年を記念し財団を訪問
部落解放愛知県共闘会議の豊田弘議長をはじめとする代表１８名の方々が１月２８日から３日間、
共闘会議の結成４０周年を記念してクロントイスラムやカンチャナブリ県にある「生き直しの学校」
を訪問されました。
同共闘会議と財団との絆は、１４年前、首都バンコク郊外の湿地
帯にあるマハタイスラムに幼稚園と地域の住民が活動できるコミュ
ニティセンターを新設していただいたのが始まりです。今回の再訪
では、子どもたちだけでなく、住民同士の交流と結束にどれほど役
立っているかを確かめていただきました。
また「生き直しの学校」では、広大な敷地の中で進められている
アブラヤシやパパイヤ農園、野菜の温室栽培の模様を見学。意見交
換では、少年少女たちの進路指導や職業訓練などがどのようにすす
められているか沢山の質問をいただきました。財団からは共闘会議の結成４０周年を祝って記念杯
を贈呈しました。
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ボランティア
ニューフェイスの紹介と退任のごあいさつ

未来を担う青少年に日本語を教えています
田辺

純

皆さま、はじめまして。年明けと共に財団でお手伝いをさせていただいている田辺純です。京都
外国語短期大学の 1 回生だった 2000 年にスタディー＆ワークツアーで初めてドゥアン・プラティー
プ財団を訪問しました。当時、短大で英語を専攻していましたが、第一希望は大学の日本語学科で
したので昼は日本語、夜は英語、さらに博物館学芸員課程を履修して
いました。ハードな勉強の日々で、もう無理かもしれないと諦めかけ
ていた時に、新聞で「生き直しの学校」があるのを知りました。
学校で子ども達に出会い、大変貴重な体験ができたこと。またタイ
の風土やタイ人の笑顔にも魅了されて、ぜひ日本語教師の夢をこの国
で叶えたいと決心して、帰国後、日本語学科 3 回生に進みました。
卒業後はタイのカンチャナブリ県で 1 年半、ピサヌローク県の国立
大学で 2 年半、その後、故あってラオスのビエンチャンで７年間、日
本語教育に携わって来ました。
この間いつも、いつかは原点に戻り、タイとラオスで培って来た経験を活かして恩返ししたいと
思っていました。そして、たまたまベトナムで乗った飛行機でボランティア団体「エルセラーン
１％クラブ」のメンバーでプラティープ財団をよくご存知のご婦人と隣り合わせ、そのご縁から 15
年ぶりにここにたどり着くことができました。
財団では今後日本との関係を担って行くスタッフの方々と、さらにその先の未来を担う子ども達
にも日本語を教えています。みんなの熱心な姿勢に少しでも応えられるよう、着実に積み重ねて財
団の将来に繋げていきたいと思います。また、教えるだけでなく、地域と現場で学びながら、積極
的に活動に取り組んで行けたらと思います。

支えてくださった皆様へ感謝の気持ちで一杯です
西尾

茉希

ご支援者の皆様、里親の皆様、お元気ですか。私は西尾茉希です。2014 年 11 月末から教育里親事
業部のボランティアスタッフとして働いておりましたが、2 月末で財団を離れるこ
ととなりました。財団で過ごして、一番感じた事は、人は一人では何も出来ないと
いう事です。支えてくれる方々がいて初めて私はここに居る事ができ、皆が力を合
わせる事で一つの物事をやり遂げられます。周りの人に感謝し、協力することの大
切さを学びました。
また里親様と関わり、多くの優しさを感じ、それは時に涙が零れそうな程とても
温かいものでした。そんな中、奨学金打ち切りのお知らせをしなければならない時
は申し訳ない気持ちで一杯でした。自分の力ではどうにも出来ない問題があり、何
もできない自分がもどかしく嫌になりましたが、厳しい現実を知った上でどの様に
行動するかが大切だと気付きました。私が色々な事を考え、感じ、経験する事が出来たのもプラテ
ィープ財団でお仕事をさせていただいたからだと思っています。
これからは日本より財団や奨学生のサポートをしていきたいと考えております。今後ともどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
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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。

奨学生紹介

「お話しキャラバン隊長、大学卒業、おめでとう！」
チャナーウィー・グラパオトーンさん、２９歳
どんなに子どもたちが騒いでいても、どんなに子どもたちがおしゃべりしていても、プラティー
プ財団の人気劇団「お話しキャラバン隊」の隊長役を務めるシャープことチャナーウィー・グラパ
オトンさんが登場するとピタリと止んで、一気に集中力が高まります。
１月中旬、訪問先は首都バンコクにある公立小学校。この日のテーマはどうしたら本を読まない
子どもたちに、読書の習慣をつちかえるか。「ライオンキング」や
「シンデ
レラ」、「白雪姫」等々の挿し絵とタイトルをばらばらにして小学
１，２年
生の子らに絵合わせゲームをした後は、手作りの人形劇で、ヤギの
親子が力
を合わせて怖い魔王を追い払う物語を演じて笑いと応援の掛け声や
拍手が続
きっぱなしでした。
クロントイスラムに生まれ育ったシャープさんは、幼稚園児の時
から財団
の奨学金を受けて育って来ました。小、中学校も奨学金に支えられ
て卒業し
ましたが、そこで中断しました。何のために学ぶのだろう？答えを見つけきれないままお話しキャ
ラバン隊の手伝いをしていた２００４年、タイを襲った大津波で親を
失った子どもたちを人形劇で励ましに行ったのが転機になりました。
「お兄さん、すごくうまいね！どこの高校や大学で勉強したの？」そ
う尋ねられて答えきれなかったのがずしりと心に響きました。
それから１２年。昼間は財団で働きながら、高校は自費で通信教育
を受けて卒業。首都にあるカセームバンディット大学経営学部は学費
の半額をプラティープ財団に支給してもらい、今年１月、２９歳で卒
業証書を手にしました。「奨学金は、努力して学び続ければ、願いが叶うことを意味しています」。
そう誇りに思うシャープさんたちの劇団には１月だけでも都教育局から２０日間の公演要請が来て
います。
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