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財団設立４１年 

 

 

  日本のご支援者の皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。ドゥアン・プラティープ財団は

昨年８月２７日、タイ王室からウボンラット王女をお迎えして、１９７８年の財団設立以来４０

周年の記念式典を催しました。日本をはじめ国内外から長きにわたってご支援いただいている

方々をお迎えして、節目の式典を行い、４１年目を歩み続けていますことに心から感謝と御礼を

申し上げます。 

 今回は、財団が進めている３つのプロジェクトの活動状況と、いよいよ本格化し始めたタイ政

府の「クロントイスラム全面立ち退き要求」の最新情報をお届けします。 

 一つ目の活動は４０周年記念事業として行った「新規教育里親５００人募集キャンペーン」の

結果です。おかげさまで新たに２６６人もの園児から大学生までが奨学金を受給出来ることにな

りました。第二に、プラティープ幼稚園等３か所で導入している「モンテッソリー教育」が１２

年目を迎え、スラムの子らには欠かせない集中力と自立心を備えた成長が得られるようになって

来ました。三つ目は財団が立ち上げた人形劇団「お話しキャラバン」が昨年１年間全国８２か所

の小中学校に招かれ、デング熱や虫歯予防の公演で喜ばれました。 

 一方、タイ政府は１２万人以上が暮らすクロントイスラムの全面立ち退きを求めて、今年１月

から住民説明会を開始しました。目的は首都バンコクに残る唯一の広大な商業地域として再開発

するためで、貧困や格差解消が根底にあるのではありません。立ち退かせる住民は２３階建ての

高層アパート群に集めて住まわせるなど、住民の要望はまだ何も反映されていません。今後、「ほ

ほえみ」でも毎号最新状況をお伝えしますので、どうぞよろしくご理解、ご協力ください。 

 

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 

   ほほえみ 第 10   ６号  
                                                                                             

 

  発行日 2019 年 4 月 1 日 

ドゥアン・プラティープ財団 

 

 

スラムの子らの教育と自立をめざし、歩み続けます 
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 ～新規教育里親５００人募集キャンペーンの総括～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドゥアン・プラティープ財団は２０１８年８月に財団設立４０周年を迎えた記念事業として、「新

規教育里親５００人募集キャンペーン」を実施してまいりましたが、その結果を総括しましたの

でご報告いたします。 

 新規開拓の呼びかけは一昨年来、約１年半にわたって、すでに教育里親を引き受けていただい

ている方々のご協力と新規呼びかけのパンフレットを送付するなどして進めました。 

 その結果、新しく６５人と６つのグループの皆さまが「教育里親」を担っていただくことにな

りました。国籍別の里親数は、大半は日本の方々で、タイ人がお一人、グループのうち２つはオ

ーストリアとシンガポールです。 

以上の結果、お一人またはグループで複数の里親を引き受けていただいた方もおられますので、

今回のキャンペーンを通じて奨学金を受給することが可能になったのは幼稚園児６２、小学生 

１０９、中学生３７、高校生２６、職業専門学校生２５、大学生７名て全部で２６６人にのぼり

ます。 

タイの学校は、一年で最も暑いピークがすぎる５月に新学期が始まります。財団でもこれに合

わせて５月１０日に奨学金授与式を催します。記念キャンペーンも含めて、財団が奨学金を支給

するのは１，３６１人に及びます。このうち１４８人は地方の貧困園児・児童・生徒です。  

財団開設以来を振り返ると、奨学金の支給総数は約３５，０００人、大学まで進学した者は  

２５４人に達します。「教育こそが子どもの成長と幸せのカナメである」との決意を胸に今後も子

どもたちを支えて参りますので、どうぞよろしくご協力下さい。 

 

 

 ◆ドゥアン・プラティープ財団の奨学金支給状況◆（２０１９年３月現在） 

    学年  クロントイ地区   郊外・他県      合計 

幼稚園（１～３）     ７３ ２８     １０１ 

小学校（１～６）    ４６７ ５５     ５２２ 

中学校（１～３）   ２４３ ２６ ２６９ 

高校（１～３）    １０５ ２１  １２６ 

職業専門学校（１～３）    １３２      ４ １３６ 

高等専門学校（１～２）     ５７      １ ５８ 

大学（１～５）    １３１         １３ １４４ 

博士課程（１～２）      １               １ 

特別学習      ４                    ４ 

合  計 １２１３      １４８  １３６１ 

 

 

おかげさまで新たに２６６人の園児から大学生までが学べます！ 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく大勢の皆さま方に「教育里親」をお引き受けいただいた結果、新たに２６６人の園児、

児童、生徒、学生たちが奨学金をもらって勉強を続けられるようになりました。皆さまのご支援

がどれほど大きな励ましになっているか、今なお厳しい住環境下で日々を過ごしている二人の小

学生を紹介します。 

 A 君は小学校４年生。住まいは、クロントイスラムを分断するように走る高速道路の出口と地

面のすき間です。古材を並べて床を作り、家族８人が暮らしています。でも夜は暗闇。大雨が降

れば、傍を流れる運河があふれて押し寄せ悪臭に包まれます。父はペンキ塗りなど建設工事現場

で働いて来ましたが、数年前から失明状態になり、今は母が清掃員として一日３００バーツ（約

１０００円）の日給を得てその日の糧をつないでいます。A 君はこのすき間の家から学校に通っ

ています。 

 もう一人の B 君は母と二人暮らしで、小学校５年生。しかし、母が６年前から全身性エリテマ

トーデスと呼ばれる難病に罹ってからだが思うように動かなくなりました。父は家出。食べ物は

お寺から分けてもらってしのいでいるものの、B 君は２年間休学して母を見守り手伝って来まし

た。「でも、やっぱり学び続けたい！」。B 君は財団の奨学金を得て復学し、中学校を目ざせるよ

うになりました。 

 しかし、こうした生活環境の下で毎日の学習を続けるのは並大抵ではありません。教育里親事

業部では一人ひとりの奨学生が勉学を持続出来ているかどうか、スタッフが家庭訪問して様子を

把握し、相談に乗り、どうしても必要な時は「緊急援助金」を出してサポートしています。この

一年で、１４２人の家庭に緊急援助しました。皆さまの支えがカナメです。 

 

【教育里親・緊急援助金の申し込みと問い合わせ先】 

 支援額は園児・小学生が年間１２，０００円～大学生は同３５，０００円等です。 

E-mail:dpfsponsorship@gmail.com日本語可 ☎＋６６(0)２―２４９―３５５３（内線 113） 

 

教育里親事業部活動報告 

 
辛い暮らしの中で、奨学金は大きな励みです！ 
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 昭和に比べればほぼ半分の３１年で終わる平成天皇の時代に、人々はさまざまな思い出を重ね

ておられることだろう。そうした中で私は、あれをぜひ書き遺しておこうと胸に浮かんだ。あれ

とは、美智子皇后がクロントイスラムを訪問したいと思い立たれたエピソードだ。 

明仁皇太子が平成天皇の座に就かれたのは平成

元年すなわち西暦１９８９年であった。新天皇ご夫

妻はそれから３年目の平成３年（西暦１９９１年）

９月に就任後初めての海外訪問に旅立たれたが、そ

の最初の訪問国がタイ、マレーシア、インドネシア

三国への国際親善の旅であった。中でも一番先にタ

イ国を選ばれたのには、当時、毎日新聞記者として

タイを担当していた私にはなるほどな、と合点がい

った。 

当時のタイはプミポン国王の治世の時代で、国民の間の国王に対する尊敬、敬愛は絶大なもの

があった。その源泉は、１９４６年にわずか１９歳で就任して以来、プミポン国王が半世紀近く

にわたって干ばつで飢えに苦しむ農民がいればその村に、風水害で悲嘆にくれる人々がいればそ

の現場に飛んで行き救援にあたられたのに端を発する。３年前に８８歳で逝去されたが、その真

髄は国民の中に生き、国民と共に歩む姿勢を貫かれたことにあった。 

日本では１９４５年の敗戦の後、故・昭和天皇ご夫妻もそろって全国各地の行脚を数多く行わ

れて国民からの信頼回復に努められた。その跡を継がれた平成天皇ご夫妻にも、きっと「国民の

中に生き、国民と共に歩む」すぐれた先例としてのタイをまずは訪ねたいとの強い思いがおあり

であったに違いない。 

美智子皇后はタイを訪れたらクロントイスラムを訪ねて、そこで長年貧困のただ中で苦しんで

いる子どもたちの教育支援を続けているプラティープ・ウンソンタム・秦さんに会いたいとの希

望を伝えられた。その希望はタイと日本の両政府間で検討されたが、タイ側の了解を得られず実

現しなかった。最底辺の実情を見せたくないとの理由からであったろう。 

この経緯は公表されることはなかったけれど、プラティープさんの夫の秦辰也氏（現・近畿大

学国際学部教授）が事前説明に皇居を訪ねていることからも、美智子妃がいかによく事前準備を

心がけておられたかを示すエピソードと言えるであろう。 

 

 

 

 

 

平成天皇のご退位に寄せて 

 

幻に終わった美智子皇后のクロントイ訪問 

 ドゥアン・プラティープ財団相談役 荒巻 裕 
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けれど、嬉しいことに平成天皇ご夫妻とプラティープ夫妻の対面は実現している。平成３年９

月のタイ訪問時に国立チュラロンコン大学で開かれたタイ各界の代表者との集いに、プラティー

プ夫妻も招かれたのだ。 

「あなたがプラティープさんですか。存じ上げていますよ」 

列席する来賓の長い列を会釈をされながら歩いて来られた美智子皇后は、プラティープさんの

前で立ち止まられると、そう声を掛けられた。 

「教育は、子どもたちにとって一番大切ですね。一体これまでに何人の子どもたちを支援して

来られたのですか？」 

わずか２分ほどのやりとりであったが、２８年経った今でもプラティープさんはその時の喜び

をはっきり憶えている。 

 

「とても光栄な瞬間であったと思っています。平成天皇ご夫妻は阪神・淡路大震災の時も東日

本大震災の時も、被災地を訪ねられて被災者を励まされ続けておられたのを私もよく知っていま

す。退任されたら、どうぞゆっくりとお身体を休められ、機会があればもう一度タイにもお越し

下さい」 

プラティープさんは、そう願っている。 

 

 

        

  

  

  ドゥアン・プラティープ財団では２０１９年から緊急に救い出さなければならない子どもたち

を助ける事業も開始しました。その担い手である「心をつなぐポームジャイ発展財団」の責任者、

ニッタヤー・ポムポーチュンブンさん（７１）を紹介します。 

 家庭崩壊、親や大人たちからの虐待、路上生活しながら盗みを繰

り返して食べつないでいる子らを救うと言っても、容易ではありま

せん。受け入れる施設には「ソーシャルワーカー」の有資格者がい

ること。わが子を麻薬の密売買等に使いたくて手放さない親がいる

時は、警察署や国の福祉機関と調査・協議の上でなければ「親権」

を停止して、子どもを施設に保護することは出来ません。ニッタヤ

ーさんはプラティープ財団で３３年間働いて、４年前、大学院に入

学しソーシャルワーカーの国家試験に合格。プラティープ財団の姉

妹財団として開設した“心をつなぐ財団”の理事長になりました。 

 ３月までに緊急救出したのは４人。いずれも１０歳前後の子どもで、父が麻薬中毒、母は家出

したきり行方不明。財団が開設している「生き直しの学校」に保護しましたが、クロントイから

南部チュンポン県に移動中の車の中で突然、兄弟が歓声をあげました。 

「あっ、海だ！」～路上生活に明け暮れていて、初めて海を見た瞬間でした。 

 

 

 

 

財団は、救いを待つ子らの“緊急救出”にも着手しました！ 

 
～担い手はソーシャルワーカー・ニッタヤーさん～ 
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 「クロントイスラムの全面立ち退き」を求めるタイ運輸省港湾局は２月９日から３度にわたり、

初めて住民を対象にした説明会を開きました。しかし、港湾局側は住民から出された要望には何

一つ回答しなかったため、２月末に予定されていた４度目の説明会は住民側が拒否して開催され

ませんでした。 

 

 港湾局側は、国が計画しているスラム撤去後の再開発計画と、それに伴い立ち退きを求める住

民側への諸条件を提示しました。クロントイ

スラム撤去後の広大な再開発計画は「スマー

トシティ・プラン」と名付けられ、大型商業

施設やコンドミニアム、ホテル、国際会議場、

リバーサイドパークなどの建設が予定され

ています。 

 

 この開発のために現在居住する住民に対

しては（１）政府は立ち退き地域東端にある

国有地に２５階前後の高層アパート（写真・

予想模型）を新設し、約６０００世帯に移転してもらう（２）自宅を建てたい人には、約４０㌔

離れた公有地にひと家族当たり１９㎡の土地を提供する。ただし、建設費は自己負担（３）以上

のいずれも望まない家族には移転補償費を払うーなどと説明しました。 

 

 これに対して住民側からは「高層アパートの一軒当たりの広さは居間一室とトイレだけで、わ

ずか３３㎡しかない。スラムでは一世帯５人～１０人で暮らしているの家庭が多く、狭すぎる。

もっと広くしてほしい」、「アパートの部屋の天井まで高さは２．４㍍しかない。３．５㍍に高く

して、中二階が作れるようにしてほしい」、「一番大切なのは移転後の仕事だ。住まいと仕事の保

証を政府はどう考えているのか」など切実な質問や要望が相次ぎました。しかし、港湾局側は何

一つ具体的に回答しなかったため、別の地域で予定されていた説明会は住民側が拒否しました。 

 

 タイでは３月２４日に総選挙が行われます。今後の推移はその結果に左右されることも推定さ

れますが、プラティープさんは次のように語っています。 

 「クロントイ港を中心とするタイの発展は、約６０年前から地方の出稼ぎ労働者が集まって支

えて来ました。スラムの人々がいてこそ、共に働き、共に暮らしながら下支えしてきた存在です。

その貧しい人々の生活が破壊されないよう、住民たちと共に考え、共に取り組んで行きます」 

 今のまま高層アパートだけが建ち並べば、単なる“スラムの高層化”になりかねません。職住

近接のコミュニティづくり・街づくりが不可欠だとプラテープ財団では位置づけています。 

 

クロントイスラム全面立ち退き問題報告（２） 

 港湾局が説明会を３度開催、４度目は住民側が拒否 

 
～住民側の要望に何一つ答えず～ 
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      １９７８年に創設したドゥアン・プラティープ財団は昨年年８月、４０周年を迎えたのを機会

に『ドゥアン・プラティープ財団の４０年～「スラムの天使」の歩みと闘い・１９７８年－    

２０１８年』を出版しました。１６歳の少女だったプラティープが学校に通えないクロントイス

ラムの子どもたちのために開いた「一日一バーツ学校」塾から始まって、スラムの強制立ち退き、

化学薬品倉庫の大爆発、はびこる麻薬、貧困から生じる家庭崩壊や虐待等々休むことなく生じる

問題に、姉のミンポン、そして財団スタッフの仲間たちがどう取り組み、闘い抜いて来たかの軌

跡がびっしり詰まっています。 

 

 本書の巻頭報告の中で、プラティープさんは半世紀に及

ぶ自身の活動の原点になった「ある光景」を記しています

ので紹介しましょう。クロントイ港に発着する貨物船で同

じ年頃の１１，２歳の少年少女たちと一緒に船底でさび落

としをして日銭を稼いでいた頃です。 

 

 「ある晩、そのすさまじい出来事が起こりました。高い

粗末な足場が崩れ落ち、一人の女の子が落下したのです。

頭は床の鉄骨に激しくぶつかり、まるで魚が頭を叩かれた

時のように血が飛び散り、身体がピクピク痙攣していまし

た。その友だちは身体障碍者となりました。何の保証もな

く、この出来事を申し立てる者もいなかった。申し立てれ

ば、二度と雇ってもらえず仕事がなくなるからです。 

 私もずっと恐れてきたけれど、もしこのまま恐れ続けていたら誰がこうした問題に立ち向かっ

ていくのかと自分に問いかけました。この思いが源になり、貧しい子どもたちの教育と貧しい人々

の生活向上に尽くそうと心に決めました」 

 

🌸     🌸     🌸 

 

本書は一冊３００バーツ（日本円１，０００円）で財団のギフトショップとバンコクの紀伊国

屋伊勢丹店で販売しています。日本からご購入の際は郵送料込みで一冊１，５００円です。下記

の「ゆうちょ銀行振替口座」までお申し込み下さい。 

 

◆口座名 「プラティープさんを支える会」（代表 吉田暢子大阪事務所長） 

   電話 ０９０－５８９７－１４００  mail: chapandbab@cwk.zaq.ne.jp 

 

       ◆口座番号  ００９３０－７－６８１２６ 

 

 

 “ドゥアン・プラティープ財団の４０年の歩みと闘い” 

 ～びっしり詰まった記念本が完成しました！～ 

 

mailto:chapandbab@cwk.zaq.ne.jp
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タイの「生き直しの学校」と絆を結ぶ旅 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     日本にある「タイの生き直しの学校」を支援する会では、

ドゥアン・プラティープ財団と連携して２０１９年８月、 

スタディ＆ワークツアーを実施します。どなたでも自由に参

加出来る旅で、毎年、大学生や社会人の方々がタイ西部カン

チャナブリ県にある「生き直しの学校」に５日間滞在し、 

アブラヤシ農園の育成作業を手伝ったり、共同生活している

少年少女たちやスタッフと交流を深めます。前半、後半だけ

の参加も可能です。 

◆期  間  ２０１９年８月８日（木）～１４日（水）   

       の６泊７日間：日本出発 

 ◆費  用  １６０,０００円（航空券、宿泊・食費、

研修費、一人５,０００円の学校維持協力費を含む） 

 ◆募集人員  約３０名 

 ◆問い合わせ・申し込み先 

◇タイの『生き直しの学校』と絆を結ぶ旅    総括リーダー 古川  正博 

   （全国人権教育研究協議会事務局次長、元・大阪市立中学校教員） 

 TEL；090-4278-6127    Mail； office1@zendokyo.com 

◇株式会社 三洋航空 代表（コーディネーター）   五十嵐 能行 

TEL；03-3375-8161      Mail； jojo@acepack.jp 

 

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。 

 

スタディ＆ワークツアーのご案内 

 

mailto:office1@zendokyo.com
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