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本年もどうぞよろしくお願いいたします
ご支援者の皆さまには、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。昨年、世界の人々の中にはマ
ヤ文明の予言（12 月 21 日）に恐怖を抱かれた方もいられたことと思いますが、予言を信じない
方でも世界各地において異常気象により自然が破壊されている現状を認め、人類と環境を保護す
るために対応していかなければならないと強く感じられたのではないでしょうか。
2013 年、当財団が設立されて 35 周年をむかえます。その国の未来を担う子どもたちにとって
のより良い環境づくりはとても大切です。そこで、当財団では設立 35 周年記念として、持続可能
な発展のための『ゴムの木植林計画 3，500 本』を実施する予定です。植林活動は、子どもたち
の成長とともに緑豊かな大地を育てていくことにもなります。そのためにご支援くださる皆さま
のご厚意に感謝しつつ、精一杯の努力を続けてまいりたいと存じます。
新年にあたりまして、財団職員一同及び大勢の子どもたちに代わりまして、ご支援者の皆さま
のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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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インラック首相、クロントイ地区をご訪問
昨年 10 月 20 日、インラック・チナワット首相が、地域内の麻薬
に関わる青少年の更正を目指す「希望を育む家」事業の開所式の主
賓として、ロック 4-5-6 地区をご訪問されました。
この事業は、麻薬取締委員会事務局の事業の一環です。地域内に
90 日間設置されたセンターでは職員が常駐し、麻薬に関する情報の
共有、麻薬から抜け出したい青少年の受け入れが行なわれます。ま
た、地域内の様子が分かるように防犯カメラが設置されました。現
在、タイ国内に点在するセンターでは、約 40 万人の人が更生を目
指しています。
当財団では、20 年以上に亘り麻薬予防活動を行っています。特に
「生き直しの学校」チュンポン校では、麻薬に手を染めた青少年の更生活動を行っています。更生と共
に、中学・高校の勉強や職業訓練を実施しています 昨年 10 月 20 日、インラック・チナワット首相が、
地域内の麻薬に関わる青少年の更生を目指。2,000 人以上の青少年がチュンポン校を卒業し、家庭を持
つ、また家業を継ぐなどして、社会復帰しています。
インラック・チナワット首相が「希望を育む家」開所式の主賓としてご訪問されたことは、麻薬撲滅
活動に関わる多くの関係機関を励ますこととなりました。青少年の良い将来のために、麻薬のない社会
を目指して、今後も麻薬の問題や蔓延防止のために協力し、活動が長く続いていくこととなるでしょう。

タイ王室ウボンラット妃奨励事業
第５回「模範的な青年」賞の表彰式
タイ王室ウボンラット王女殿下のご奨励事業として、スラム地区の「模範的な青年」を表彰していま
すが、第 5 回目になる今年も 9 人の青年が表彰され、プラティープ先生とともに王女に拝謁することと
なりました。
表彰式は、昨年 11 月 10 日、当財団で、ポーンテープ副首相兼教育大臣をはじめ、スイス連邦参事の
ディディエール・バーグハルター氏、在タイ国スイス大使のクリスティーン・バーガーナー女史、タイ
国証券取引所からアシスタントマネージャーのサックリン氏ほか、ご支援者の方々をお迎えして行われ
ました。財団側では、サン理事長、プラティープ先生、地域住民委員長、青年たちなど大勢が式典に参
加しました。
この活動は、自分の地域や社会に対して積極的に活動に取り組んでいる青年の日頃の成果を評価し、
激励することを目的としています。「模範的な青年」として表彰された青年たちは、教育関係、慈善関
係、社会及び地域開発関係といった 3 分野で活躍しています。
●教育関係の表彰者
１. スワラー ターンレックさん
２. パナスヤー ミットサーイチョンさん
３. パチャラポン ピムパーさん

●慈善関係
１. スチャナ コングロームさん
２. ソムキィヤット スッドプラサートさん
３. ナロンチャイ ジュンシンさん

●社会及び地域開発関係
１. アヌグーン シーゴータペットさん
２. レヌカー ラックムアンさん
３.ジラーパット ウォンシーゲーウさん
このほか、地域のために活躍している 8 人
の青年も激励されました。今回表彰された青
年たちは、今後も地域において有意義な活動
を行なうことを強く願っています。また、時間を割いてご出席いただいたご来賓の方々に対して心より
御礼申し上げます。
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『複合センター』の起工式
エルセラーン１％クラブメンバーが来訪

昨年 11 月 23 日、岩見浩史常務様をはじめエルセラーン 1％クラブのご一行様、約 30 人が当財団の幼稚
園敷地内に建設される『複合センター』の起工式に参列されました。式典には、サン理事長、プラティー
プ先生、ミンポン先生ほか教職員や保護者がエルセラーン 1％クラブの皆様を歓迎しました。
2 階建ての複合センターは、教職員や教育関係者たちの研修所、教材の扱い方の実演場所、園児たちが給
食を摂る場所など多目的に利用されることになります。
幼稚園の教職員がモンテッソリー教育の指導法に関してトレーニングを受講した後、財団の幼稚園児たち
に取り入れられてから 6 年余りが経ちました。卒業した園児には、集中力・自主性・整理整頓・規律厳守
などが養成されるという成果が現れています。
今後は、スラム地域の各幼稚園教師や保護者がモンテッソリー教育の指導法や教材の扱い方などに関す
る学習ができるようにしていく予定です。
最後になりましたが、エルセラーン 1％クラブの皆様のご親切とご支援に対して心より御礼申し上げます。

プラティープ先生
『タラ賞』（Tara Award）を受賞

タイ国国王陛下 85 歳、王妃陛下 80 歳、王太子殿下 60 歳の記念
と、仏法を教える講座を設けているセンター「サティアン・タマサ
タン（Sathira Dhammasathan）」創立 25 周年を記念してタラ賞
（仏教の教えと慈悲の心を持った人に与えられる賞）が設けられて
います。日頃より慈善活動を地道に行っている人物を称えるための
賞で、今回は長年にわたってスラム住民や子どもたちのために様々
な活動に取り組んでいる当財団の創設者プラティープ先生に授与さ
れました。
表彰式は昨年 10 月 31 日、サティアン・タマサターンセンターで
行われ、プラティープ先生とミンポン先生が中国やベトナム、ネパ
ール、その他行政機関等の代表者らとともに出席しました。「サテ
ィアン・タマサターンセンター」には、プラティープ先生を受賞者
の一人として選考いただき、誠にありがとうございました。また、
創立者のサンサニー・セティアンスット尼僧には、仏教の教えと人
としての行き方についてご教授いただき、重ねて感謝申し上げま
す。
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豊中ロータリークラブご一行
コンピューター、書籍、中古自転車等の贈呈式に来訪

豊中ロータリークラブの皆様は、ここ 10 年以上にわたって、スラム地区及び地方の子どもたちの教育
推進活動としてマッチンググラント事業を実施されています。これまでに教材やコンピューターなど学習
に必要な備品や、安全で衛生的な飲料水をつくる浄水器を 60 校の学校（生徒総数約 6，000 人）へ贈呈し
てこられました。また、通学が不便な子どもたちのために中古自転車を毎年 100 台寄贈していただいてい
ます。
去る 1 月 18 日、豊中ロータリークラブから代表 8 人が来訪され、クロントイ地区や地方の学校 17 校
（生徒総数約 8,000 人）に対してコンピューターとプリンターのセット、辞書や参考書、小説本などの贈
呈式に出席されました。式典には、当財団のサン理事長、プラティープ先生、プラナコンロータリークラ
ブのメンバー、各地区の教職員も参加しました。また、同日の午後には、24 地区から住民委員代表が来ら
れ、財団事務所で中古自転車の贈呈式も行いました。すでに一部の自転車は、カンチャナブリ県タムアン
ロータリークラブを通して各学校に贈呈されています。寄贈されたコンピューターや書籍類が子どもたち
の学習に役立ち、それぞれが多くの知識を身につけて視野を広めていくことを願っています。
最後になりましたが、豊中ロータリークラブの皆様には、マッチンググラント事業を実施していただき、
大変感謝申し上げますとともに、時間を割いて贈呈式にご参列いただき、誠にありがとうございました。

プラティープ先生「Thai Women Empowerment Funds」会長に就任

家庭内暴力や、女性が虐待されている問題が社会的に関心を集めるなど、
女性の権利が侵害されつつある昨今です。そこで、現在タイ国首相のイン
ラ ッ ク 女 史 が 女 性 で あ る こ と も あ り 、 「 Thai Women Empowerment
Funds」で女性の地位向上等を目指す活動に力を入れています。地域の女
性の職業促進や収入向上などを目的として女性たちのネットワークづくり
に取り組み、問題に巻き込まれている女性たちを助けていくものです。
政府では、各地域で女性に関する事業を行っている団体などを対象に支
援を行っていく方針で、それぞれの関係機関に協力を呼びかけています。
各地域で職業推進事業を立ち上げた 5 人以上のグループを対象に支援して
いくことで、今後の女性の地位や収入向上が期待されます。
今回、プラティープ先生が「Thai Women Empowerment Funds」のメ
ンバー37 人の中から会長に任命され、活動資金として 77 億バーツが全国
の女性たちの活動に役立てられることになります。
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２０１３年度『子どもの日』の活動を実施

タイでは、毎年 1 月の第 2 土曜日が『子どもの日』となります。プラティープ財団でも、1 月 12 日に『こ
どもの日』の活動を行いました。協賛者として、タイ国警察署・ウィロート・ジョンチャーンシッテイト
ー署長、タイ国港湾局・バディン・ウナーグン局長、タイ国証券取引所・ダヌチャリー・ナチェンマイ副
所長、ロックスレイ社代表、住民委員長ほか、ご来賓の方々をお迎えし、地域の子どもたちとともに楽し
いひとときを過ごしました。
また、今年は、この日の活動のために日本から杉澤廣行氏が来訪されました。杉澤氏には、子どもたち
へプレゼント贈呈、地域の子どもたちのための安全な遊具作り事業や子どもたちの知性を育む絵本の出版
事業など、様々な事業にご協力を頂きました。
この日、クロントイや近郊地区から 1,000 人以上の子どもたちが集まり、財団側が準備した 9 つのプロ
グラムに取り組みました。各プログラムは、ＡＳＥＡＮの一員として必要な知識の習得、人命救助と災害
対策、子どもたちが未来と夢について考える「私/僕の人生がよくなるかも、もし…」をテーマにしたカー
ド作り活動などです。
さらに、会場では、当財団が実施している「温かな家庭」を推進する事業で、日頃より地域内で活躍し
ている 9 世帯の家庭を表彰しました。
こうして、今年の『子どもの日』の活動も、大勢の子どもたちと保護者たちがお互いに激励し合い、楽
しい雰囲気の中行われました。活動の最後には、参加した子どもたち全員にプレゼントが贈呈されました。

在タイ国アメリカ大使
子どもたちのため食事会開催

昨年 11 月 21 日、在タイ国アメリカ大使のクリスティ・ケニー女史
（Ms. Kristie A. Kenney) と大使館員ご一行が『感謝祭』にちなん
で、当財団の幼稚園児たち 210 人に対して食事会を行ってください
ました。当日は、ドクター・サン理事長、プラティープ先生、職員
が歓迎し、和やかに食事会を楽しみました。
クリスティ大使は流暢なタイ語で園児たちに話され、特別メニュ
ーの料理をサービスしてくださり、園児たちは笑顔で御礼のお返し
をしていました。
クリスティ大使をはじめ大使館員の方々には、園児たちと終日過
ごしていただき、誠にありがとうございました。美味しい食事と楽
しいひとときをプレゼントいただいた園児たちは、今後も元気に勉
学に励んでいくことでしょう。
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ドゥアン・プラティープ財団
The DuangPrateep Foundation
Lock6, Art-Narong Road, KlongToey
Bangkok 10110 Thailand
Tel : 001-66-(0)-2249-3553,(0)-2249-4880
Fax : 001-66-(0)-2249-5254
E-mail :dpffound@ksc.th.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：TheDuangPrateep 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賜りますようお願
い申し上げます。

曾祖母と二人暮らしの奨学生

ユッタナ・チェムクルア君

曾祖母と二人暮らしの奨学生 ユッタナ・チェム
ユッタナ・チェムクルア君（13 歳 ニックネーム：イン）
クルア君
は、現在、ワットクボン学校に通う中学 1 年生です。曾祖母
と 2 人でワチャラポン地区で暮らしています。ワチャラポン
地区は、以前クロントイ・スラムにあったロック 7－12 地区
が立ち退きとなり移転先となった地区です。イン君は色白で、
口数の少ない大人しい性格ですが、責任感が強く、曾祖母を
よく手伝います。家の掃除や食事の手伝い、洗濯などのほか、
時間がある時には近所のゴミを回収して小銭を稼いで生計の
足しにしています。
イン君の両親は、当初、仲良く暮らしていましたが、イン
君が 7-8 ヶ月になる頃から仲が悪くなり、その後、離婚して
しまいました。母親は祖母であるワン・レークヂャルーンさんにイン君を預けたので、こうして曾祖母が
イン君の世話を一身に引き受けることになり、曾祖母と曾孫の間に愛情が育まれていったのです。
ワンさんは 72 歳。以前の夫との間に 5 人の子どもがいましたが、その内 3 人は他界し、残った子ども
たちも貧しく、自分たちが食べるために精一杯で母親の世話をすることができません。ワンさんは新しい
夫をもち、夫の継子一人を大きくなるまで養育し、現在は継子の家の一隅に、イン君と 2 人で暮らしてい
ます。ワンさんの人生は、いつも子どもや孫たちを育てるために、重労働をしてお金を稼がなければなら
ないというものでした。そのためか、腎臓と心臓の病を患っており、高血圧です。その上 1 ヶ月ほど前に
目の手術をしたばかりで現在は働くこともできません。継子がワンさんの世話をしてますが、実の子ども
や孫である母親もこれまで連絡を取ってきたことはありません。ワンさんはイン君のことをとても心配し
ています。自身が既に高齢であり、いつまで生きられるかも分からないからです。親戚も自分たちの家族
が困難な状況にあるため、さらに子どもを養い世話することが簡単にはできません。イン君はまだ中学生
ですが、曾祖母を手伝うために働きに出ることを考え始めているのです。
ワンさんは言います。「自分のことは何も心配していません。でもこの子のことがとても心配です。イ
ンに人生の財産となる勉強を続けさせてやりたい。せめて通学するための交通費だけでもあればいいので
すが、、」こうしてワンさんは大変苦労してきましたが、クロントイ・スラムのロック 7-12 地区に住んで
いた頃は、スラムの問題の一つである麻薬の撲滅と HIV 予防を目指す活動を推進する一人であり、委員と
連携しながら活発に活動して、当時の地域に大いに貢献しました。こうしたワンさんのこれまでのよい行
いが、彼女に以前のような健康を取り戻させ、イン君の成長の後ろ盾になることを切に願ってやみません。

