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１．巻頭言	 

 
	 恒例となりつつある学生のベトナムスタディツアーが，今年度は 2015年 8月 17日から
8月 26日の 9泊 10日の行程で実施された。今回の本学からの参加は 4年 2名，3年 3名，
2 年 1 名の計 6 名であったが，このうち 4 年 2 名は 3 年連続の参加となったのは特筆すべ
きことである。従来より，本学サークルのストリートチルドレン芸術祭事務局が参加の中

心となってきたが，このように連続参加するサークル学生がいることは，顧問である生田

目教授の日頃の指導のたまものであると同時に，学生の国際協力への問題意識の高さを示

すものに他ならない。 
	 さて，今回の渡航では，他大学からの参加者（東北学院大学 1，創価大学 2，共和女子大
学 1）や一般市民の参加者（オーストラリア 2，日本国内 3－うち 2名は高齢者！）および
主宰者側 3名の参加もあって，総勢 20名とほぼ最大規模となった。従って，本学の参加学
生にとって，他大学学生との交流や様々な年齢層の方々との交流の場とする良い機会とな

った。 
	 行程では，主宰者活動となっている奨学金贈呈式，枯れ葉剤被害者訪問・支援，障害者

施設訪問などが行われたが，学生にはそれぞれ役割が与えられ応分の貢献を果たすことが

できた。また，今回は中越国境見学やハノイ工科大学の学生達との交流も含められ，参加

した学生達にとってはこの上ない経験が附加されることとなった。仔細は学生の手による

レポート内容をご覧頂きたい。 
	 今回は自分も含め，何人かがお腹を壊すなどの体調不良が一部発生したものの，大過な

く帰国を果たせたのは何よりであった。特に印象的だったのは，本学学生達が高齢者に対

応するときの態度であり，他大学学生が消極的だったことを尻目に，ごく自然に敬意を持

って接し好感の持てる姿勢を見せてくれたことであつた。若い年齢層にありがちな好まし

くない言動が微塵も見られず，「さすが福祉大生！」と心の中で思わずガッツポーズをした

ものである。 
	 以上のように，参加学生は様々な人々との交流を果たし，枯れ葉剤被害者の現状を見つ

めることもできたに相違ない。このような経験が，彼らをさらに一回り大きく成長させる

機会になったと振り返ることができる。この点で，大学から頂いた学生への資金援助等に

は計り知れない効果が伴ったと考えられ，紙面を通じて本学に謝意を表しておきたい。 
	 

２０１６（平成２８）年３月吉日	 

	 

東北福祉大学総合マネジメント学部	 

             教授  石野莞司	 
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２．スタディツアーの概要	 

	 

主催：愛のベトナム支援隊：代表者	 北村元（きたむら はじめ） 
協力・引率：  東北福祉大学教授	 石野莞司	 （いしのかんじ） 
 東北福祉大学教授	 生田目学文（なまため のりふみ） 
実施日：８月１７日（月）仙台出発～８月２６日（水）仙台到着（１０日間） 
訪問地：ハノイ市、ヴィンフック省、フート省、ダナン市、クアンガイ省、ニンビン省 
支援ツアーの趣旨：  
	 1961 年 8 月 10 日に、アメリカ軍がベトナム領（旧南ベトナム）に枯れ葉剤を試験撒布
してから、今年で 54 年となります。また、ベトナム戦争終結から、今年で 40 年を迎えま
した。節目とはいえ、これまで苦しんできた被害者と家族にしてみれば、節目が来たから

といって、状況がよくなるわけでもありません。 
	 介護する家族の高齢化、介護される家族の高齢化も考えると、家庭内、地域社会に重荷

を背負わせています。アメリカからの補償が一切ない被害者・家族にとっては、この先さ

らに茨の道を進まなくてはなりません。枯れ葉剤被害は世紀をまたいでも解決していませ

ん。 
	 現在あるベトナムの最大のホットスポットは三か所です。①ダナン空港	 ②フーカット

空港（ビンディン省）③ホーチミン市に近いビエンホア空港です。フーカット空港は、一

応暫定的にダイオキシンを封じ込めました。しかし、永久の措置ではありません。ダナン

市とビエンホア市ホーチミンの除染作業は現在進行形です。つまり、猛毒ダイオキシンは、

まだ元気なのです。 
	 そこに、今年の 1 月、アメリカ医学研究所（ＩＯＭ）が行った発表で、また論争がおき
ました。 
	 つまり、1972年から 1982年にかけて、およそ 1,500～2,100人の米空軍予備兵が行った
兵員訓練と作業で、ベトナム戦争時にランチハンド作戦として枯れ葉剤の撒布に使われた

C-123航空機が使用されていたのです。 
	 飛行機内のサンプル採取の結果は、国際的なガイドラインに定義されている有害な健康

結果に対する警告的な範囲か、または、それを上回っていると、ＩＯＭが判断を下しまし

た。ベトナムの戦場に行かなかったアメリカの予備兵も、また、最強ダイオキシンに曝露

した可能性が大となったのです。 
	 私たちは、今年も、ダナンの被害者を中心に激励しにいきます。同時に、世紀の毒素と

言われるダイオキシンが世代をまたいで被害を及ぼしていく生命破壊の一端を学びたいと

考えます。 
	 そのほか、今年は、社会勉強として中国国境の見学。ベトナムの田舎の小学校で第二回

紙飛行機大会も計画（未決定）しています。皆さん、一緒に汗を流しませんか？ 
 

（愛のベトナム支援隊代表：北村元） 
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３．参加者名簿	 

ベトナム愛の支援隊	 （３名）	 

・	 北村	 元	 さん	 	 （団長）	 

・	 宮尾	 和宏	 さん	 （副団長）	 

・	 北村	 登喜子	 さん（オーストラリア）	 

東北福祉大学	 （８名）	 

・	 石野	 莞司	 （東北福祉大学教授：副団長）	 

・	 生田目	 学文（東北福祉大学教授：副団長）	 

・	 東谷	 いずみ（４年	 12FP005）	 

・	 樋口	 志歩	 （４年	 12KC151）	 

・	 市川	 桜	 	 （３年	 13FE013）	 

・	 原田	 駿	 	 （３年	 13FE130）	 

・	 熊谷	 健吾	 （３年	 13KC058）	 

・	 三浦	 優真	 （２年	 13MJ095）	 

一般参加	 （９名）	 

・	 石川	 悦子	 	 さん（沖縄県）	 

・	 岩田	 真弓	 	 さん（オーストラリア：看護師）	 

・	 岩田	 佳子	 	 さん（共立女子大学１年）	 

・	 大庭	 祐介	 	 さん（オーストラリア：出版社経営）	 

・	 菅野	 ぎんが	 さん（創価大学１年）	 

・	 川津	 康代	 	 さん（静岡県）	 

・	 小山	 幸子	 	 さん（オーストラリア：看護師）	 

・	 竹入	 希望	 	 さん（創価大学１年）	 

・	 弓田	 健介	 	 さん（東北学院大学３年）	 
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４．活動日程・内容	 

	 

l 8 月 2 日（木）10：00〜12：00	 事前研修会（東北福祉大学）	 

	 

l 8 月 17 日（月）１日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

仙台	 

	 

仁川	 

	 

ハノイ	 

11：00	 

13：10	 

15：40	 

19：20	 

21：40	 

23：30	 

	 

OZ151	 

	 

OZ733	 

	 

専用バス	 

■仙台空港集合	 

■仙台発	 

■仁川着	 

■仁川発	 

■ベトナム首都ハノイ着	 

■通関後ホテルへ	 ホテル泊	 

	 

l 8 月 18 日（火）２日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 

	 

	 

ヴィンフック省	 

	 

	 

	 

ハノイ	 

08：00	 

08：50	 

12：00	 

13：00	 

	 

14：40	 

17：00	 

19：10	 

専用バス	 ■朝食	 ホテル発	 

■友好村支援	 奨学金贈呈	 奨学生と懇談会	 

■昼食	 

■ヴィンフック省VAVA訪問	 奨学金贈呈	 懇談会	 

写真撮影	 

■奨学生ティちゃん宅１軒訪問	 看護師健診	 

■ハノイへ	 

■ハノイ着	 夕食	 ホテル泊	 

	 

l 8 月 19 日（水）３日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 

ニンビン省	 

	 

	 

	 

	 

	 

ハノイ	 

08：00	 

10：00	 

	 

11：30	 

13：40	 

15：10	 

17：30	 

20：00	 

専用バス	 ■朝食	 ホテル発	 

■ニンビン省 VAVA 支援	 奨学金贈呈	 懇談会	 

写真撮影	 

■昼食・移動	 

■傷病兵家庭訪問１	 看護師健診	 

■傷病兵家庭訪問２	 看護師健診	 

■ニンビン発	 

■	 ハノイ着	 夕食	 ホテル泊	 
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l 8 月 20 日（木）４日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 

ホアビン省	 

	 

	 

	 

	 

ハノイ	 

08：00	 

10：40	 

	 

11：10	 

12：40	 

15：10	 

18：10	 

専用バス	 ■朝食	 ホテル発	 

■ホアビン省 VAVA 支援	 奨学金贈呈	 懇談会	 写

真撮影	 

■昼食・移動	 

■傷病兵家庭訪問	 看護師健診	 

■ホアビン発	 

■	 夕食	 ホテル泊	 

	 

l 8 月 21 日（金）５日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 

	 

ダナン	 

	 

クアンガイ省	 

	 

	 

	 

	 

ダナン	 

04：30	 

06：00	 

07：30	 

09：00	 

12：00	 

13：30	 

	 

15：00	 

16：30	 

20：00	 

専用バス	 

VN161	 

専用バス	 

	 

	 

■ホテル発	 

■空路、ベトナム中部の都市ダナンへ	 

■ダナン着	 朝食	 

■クアンガイ省へ	 

■昼食	 

■クアンガイ省 VAVA 支援	 奨学金贈呈	 懇談会	 

写真撮影	 

■奨学生チウさん宅１軒訪問	 看護師健診	 

■クアンガイ発	 ダナンへ	 

■ホテル着	 夕食	 ホテル泊	 

	 

l 8 月 22 日（土）６日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ダナン	 

ハノイ	 

08：30	 

09：10	 

	 

11：30	 

13：30	 

17：50	 

19：40	 

20：00	 

専用バス	 

	 

	 

	 

	 

	 

VN172	 

専用バス	 

■朝食	 ホテル発	 

■ダナン市 VAVA 障害者施設訪問	 支援	 奨学金

贈呈	 懇談会	 写真撮影	 

■昼食	 

■奨学生リィちゃん宅１軒訪問	 看護師健診	 

■夕食	 

■空路、ハノイへ	 

■ハノイ着	 ホテル泊	 
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l 8 月 23 日（日）７日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 

中越国境	 

	 

ハノイ	 

07：40	 

12：00	 

12：40	 

16：40	 

観光バス	 ■朝食	 ホテル発	 

■中越国境見学	 

■昼食	 

■ハノイ着	 日越学生交流会	 夕食	 ホテル泊	 

	 

l 8 月 24 日（月）８日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 08：00	 

09：10	 

11：30	 

13：00	 

17：50	 

専用バス	 ■朝食	 ホテル発	 

■友好村再訪	 教室見学	 スイカ割り大会	 

■昼食	 

■市内で買物	 旧市街散策など	 

■	 夕食（打ち上げ会）ホテル泊	 

	 

l 8 月 25 日（火）９日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

ハノイ	 09：00	 

10：00	 

11：40	 

13：30	 

18：20	 

20：30	 

22：30	 

専用バス	 

	 

	 

	 

	 

	 

OZ743	 

■朝食	 ホテル発	 

■VAVA 本部表敬訪問	 

■昼食	 

■市内観光など	 

■夕食	 

■空港へ	 

■ハノイ発	 

機内泊	 

l 8 月 26 日（水）１０日目	 

都市名	 時間	 交通	 日程	 

仁川	 

	 

仙台	 

05：00	 

10：00	 

12：10	 

	 

	 

OZ152	 

■仁川着	 朝食	 

■仁川発	 

■仙台着	 仙台空港解散	 

	 



7 

５．調査報告	 

	 

	 ５−１．友好村訪問（8月 18 日）	 	 

竹入希望	 

 
8 月 18 日、活動一日目、私たちはベトナム友好村を訪れた。とて	 

も日差しが強く、朝から蒸し暑さが際立つ中、蓮の花奨学を贈呈し	 

た。ベトナム友好村の会長のお話を聞き、奨学金の贈呈へと移った。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

今回一人で 6 人分の奨学金を受けとった学生は、ヴ

ー・ティ・リエンさん。1994 年 1 月 18 日生まれで、ソ

ンラー省の出身。この 9 月から、ハノイ市内の高校 1

年生となる。大勢が見守るなか、6 人分の奨学金を受け

とったリエンさんは、今年初の奨学金を受け取った子

となったが、初めは奨学生ではなかった。	 

友好村の中にレ・ティ・フオン・チャーさんという蓮の花奨学生がいる。足の障害をもち、

過去に足を笑われたことで転校も経験している子だ。チャーさんにとって奨学金を受ける

ことは嬉しいことであると同時に、辛いことでもあり、「大の友人が、奨学金をもらってい

ません。ですので、私は奨学金を返上して、私の友人にあげてください」という内容の手

紙が、愛のベトナム支援隊の元に届けられた。そこで、北村さんは友好村と話し会い、結

果、別の学生の代わりとしてリエンさんが推薦されたのだった。	 

しかし、そのチャーさんは、この 3 月にお母さんが脳梗塞で倒れて、ハノイから遠く離れ

たハティン省の故郷に帰ってしまい、おそらくもう戻ってはこられないという話だった。

ベトナムの田舎は、まだ何かがあると女の子が家の労働力として実家に戻される現実があ

る。だが、しばらくは勉強ができないかもしれないが、いずれ地元の高校に通えるように

するということだった。	 

ここで次に、蓮の花奨学生として 18 日に受けとる予定だった子達を紹介したいと思う。

三人目は、チン・クオック・バオ君、聾唖者である。高度の難聴で、話すことも声を出す

こともできないが、中学校 3 年生の優しい子だ。昨年から一人で登校を始め、自転車で 6

キロ、バスで 14 キロを通学している。長い通学時間だが、無遅刻・無欠席の皆勤である。	 

四人目は、ホアン・ティ・ビンさん。背の高い女子高校生で、体が弱いが、外見の障害は

ないそうだ。出身はトゥエン・クアン省。詩を書くことが得意で、愛のベトナム支援隊に

宛てた手紙では、いつも詩を載せてくれている。五人目は、今回、友好村唯一の小学生、

グイ・ティ・ゴック・トゥちゃん。この 3 月、彼女は口唇裂の手術を受けた。トゥちゃん

も 1 学期は皆勤の元気な子である。六人目は、ザップ・フエン・リンさん、バクザン省の

中学 4 年生で、右足に障害を持っている。	 

この日、六人の奨学金たち全員に会うことは出来なかったが、一人一人が奨学金によっ
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て更に学び、輝き、素敵な手紙が愛のベトナム支援隊の元へと届くことを願っている。	 

そして、また今回、私たちが贈呈した 31 名分の奨学金証書には、いつも同じ日が記入され

ている。それは、8 月 10 日という日付である。ベトナム中南部のコントゥム省に通る国道

14 号線上にヘリコプターで、アメリカ軍が初めて枯れ葉剤の試験撒布を行った、忘れては

ならない日であるからだ。この“1961 年 8 月 10 日”を強調するため、また忘れないために

蓮の花奨学金証書には記入してある。この日は、ベトナム政府の制定で『ベトナム枯れ葉

剤被害の日』となっている。	 

奨学金をリエンさんに贈呈した後、友好村の中を軽く案内していただくことになった。

中心の建物を出て左に行くと、教室と思われる施設が連なっていた。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 最初に覗いた二つの教室では、外国の女子学生が、既に風船な

どを使って子どもたちと交流をとっていたり、ノートを広げ、ア

ルファベットを教えていたり、賑やかな雰囲気の教室だった。こ

ちらの姿が見えると笑顔で手を振ったりカメラを興味深く見たり

していた。	 

	 次に向かった教室は、学生たちがパソコンを使って作業していた。	 

ここで使われているパソコンは日本が支援として送ったものであり、	 

壁には日本語で「ようこそベトナム友好村へ」と書かれたボードや、	 

日本との交流を示した写真やポスターが掲示されていた。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 その後に回った部屋では、学生たちがミシンを器用に動か

して裁縫をしていたり、刺繍を縫ったりしていた。この刺繍

は下絵に沿って全て一本一本手作業で縫われており、高い集

中力と手先の器用さを感じた。	 

	 

	 最後に覗いた部屋は、造花を作っている方々がいた。とても丁寧な	 

作業をしており、こちらもとても器用にめしべ、おしべを作っていた。	 

魅入っていると一人の女性が歌を歌ってくださり、その細く繊細でき	 

れいな声にみんな聞き入って、初回のベトナム友好村の訪問を終えた。	 

	 

	 

	 ５−２．ヴィンフック省 VAVA 訪問（8月 18 日）	 	 

樋口志歩	 

	 

ＶＡＶＡの方から「奨学生の子はみんな一生懸命勉強をしています。家でも素直でよく

お手伝いをしています。今年ヴィンフックで行われた試験も上手くいきました。この成績

を残すためには自分の努力と日本人の助けが必要です。」というお話をいただいた。また、

「今年で奨学金を受け取り始めてから 6年が経ちました。またこうして再会することがで
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きて嬉しいです。ベトナムの学生のみなさん、この 1年また成績が良くなることをお祈り
いたします。」と挨拶があった。北村さんからは「ベトナムのみなさん、日本のことを好き

になってくれてありがとう。今、自分の中にある“知りたいな”という気持ちが自分を変えま
す。何でも知りたいという好奇心が自分も世界も変えていきます。みなさんがこれから活

躍する場所はベトナムかもしれません。世界かもしれません。でも、間違いなくこの地球

なのです。」と挨拶があった。 
奨学生の子は 5名。全員に腕時計をプレゼントした。その中の Phung Thi Tyちゃんには

「けがをしないように。けがに負けずにがんばりましょう。勉強しましょう。」とメッセー

ジを送った。Quach Phurong Namくんとは「今日が 1日目。今から頑張りましょう。」と
お話をした。Namくんは文章が上手くいつも面白い手紙を書いている。前回「お誕生にお
母さんが“おめでとう”と言ってくれるといいな。ケーキやプレゼントがなくてもお母さんか
らの言葉があればそれだけで嬉しい。」という手紙が送られてきたことから今回は奨学生全

員の 1年分のお誕生日会を行った。ケーキと蝋燭とクラッカーを用意し、盛大にお祝いを
した。 
	 

	 

	 ５−３．ヴィンフック省在宅訪問（8月 18 日）	 	 

岩田佳子	 

	 

	 ヴィンフック省の奨学生の一人であるティさん宅を訪問した。ティさんは,	 お母さんを

手伝うため,	 サトウキビを絞っていた際,	 機械に手を引き込まれ,	 左手の小指を無くして

しまったそうだ。ティさんの家に着くと彼女の家族が私たちを温かく迎えてくれた.	 また,	 

ティさんが絞ってくれたサトウキビジュースを私たちに振舞ってくれた.	 彼女は,	 将来,	 

弁護士になりたいと話してくれた。	 

	 

	 

	 ５−４．ニンビン省 VAVA 訪問（8月 19 日）	 	 

菅野ぎんが	 

	 

ニンビンのＶＡＶＡでは七人の学生の皆さんに、奨学金とお米の授与が行われた。蓮の

花奨学金証書とともに一人一人に激励のメッセージが送られた。本来ならもう一人奨学金

を受けとる予定の学生さんがいたのだが入院中とのことで今回は欠席をしていた。奨学金

を受け取る一人一人が、メッセージを真剣に聞いている姿が印象的だった。	 

蓮の花奨学金証書の授与式が終わると、今までの頑張りを称え、学生の皆さんを応援す

るため、学生の皆さんに将来の夢のことや現在の学習状況などの近況報告をしてもらった。

学生さんたちにはそれぞれ、将来の夢があり、そのために一生懸命勉学に励んでいるそう

だ。将来はお医者さんになるために，現在医療系の大学で実習に励んでいる方もいた。ま

た学校での成績が一番でとても優秀な方もいた。お話を聞くと、どの方も大変努力家で成
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績優秀であることがうかがえた。	 

奨学金を受けた学生さんたちは真摯に質問に答えていた。その姿勢から今日の授与式を

再出発として、それぞれが将来の目標に向かって努力を重ねていくのだという決意を感じ

ることができた。七人がそれぞれ明確な将来の展望を持って、努力をする意思があるのだ

と思った。	 

	 

	 

	 

	 ５−５．ニンビン省	 

	 	 	 	 	 在宅訪問①（8月 19 日）	 	 

弓田健介	 

	 （１）家族構成	 

	 	 父、母、子ども 5 人で暮らしている。	 

（２）家族の現状	 

	 	 枯葉剤の影響を受けているのは、子ども 5 人の内、長女１人である。認定レベルは２、

言語障害がみられる。私たちが訪問した際も、長女はうまく喋れてない様子だった。食

事をする際も１人では食べる事ができない、トイレの際も助けが必要な状態である。し

かし、このような状態でも病院には行っていない。というよりも、病院に行けないとい

ったほうが正しい。月に４０万 VND の支援を受けているが、生活はかなり厳しいためだ。

両親も、父は現在６２歳、1972 の時に軍に入隊。戦地はクアンガイ省の南方で歩兵であ

った。1975 年最後まで戦った後、1976 年から 1 年間カンボジアに行った。母は 1963 年

生まれで、今現在、腰痛と膝痛を持っている。両親も中々働ける状態ではなく、長女も

介護が必要であり、日々の生活もままならない。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 在宅訪問②（8月 19 日）	 	 

市川桜	 

	 

３日目に訪問したクーさんの家までは、ハノイから約１時間かかります。目の前に広
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がる広大な田んぼのすぐそばに、コンクリートで作られた家。小さな子豚を２匹と、人

間を見るとものすごい勢いで走ってくる大きな豚が１匹、庭で飼われていました。家の

中も立派で、洗濯機やシャワールームもしっかりしていて、今回のツアーで行った家庭

訪問の中で、１番裕福な家庭だったのではないかと思います。	 

家主のクーさんは現在６４歳です。１９７２年に北ベトナムの軍隊に入隊し、南部の

クマンチーへ行きました。４年後の１９７６年に北ベトナムに戻り、その年に妻のハッ

トさん結婚し、４人の子どもを授かりました。（ハットさんはこの日、田んぼに出て農作

業をしてきたため少し遅れてきました。田んぼの面積は家族分もっているので十分で、

収穫した米を自分たちで食べたり売ったりしているので収入も悪くはないようです。そ

のため、家の作りが立派で裕福な家庭であるのだと思います。）その末っ子であるズアイ

さん(２９歳)は、枯葉剤の被害によって障害を持って生まれてきました。彼は両親と会

話することができず、シャワーを浴びること、トイレに行くこと、など日常生活の動作

のほとんどが一人ではできません。ただし、ご飯だけは自分で食べられるそうです。手

に触れたものをすぐ投げてしまう、物を壊してしまうことが多く、ご飯を食べるとき以

外の時間を隣室のベッドの上で過ごしています。知能は低く、右手と両足が不自由なの

で自力での歩行も出来ないため、落下防止の意味も含めて彼のベッドには大きなパイプ

が柵の代わりとしてかけてありました。	 

１件目に訪問にいった家の知的障害の女性もそうでしたが、ベトナムにはまだまだ障

害者用の施設や学校が足りないために、小さい頃からの訓練や日常生活の指導がないた

め、できないことのほうが多く感じました。それに伴い、家族の負担も大きくなってい

るようにみえます。なにより都心部から離れた農村地帯だと、なかなかそういった機会

も少ないのかもしれません。ベトナムだけとは限りませんが、発展途上国の国は障害に

対する支援がまだまだ厳しいのが現状です。多くの子ども達が支援を受けられる環境が

できればいいと思います。	 
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	 ５−６．ホアビン省在宅訪問（8月 20 日）	 	 

樋口志歩	 

	 

Bui Van Nonさんの家を訪問した。Nonさんは枯葉剤の被害者である。1970年 20歳の
時に入隊し、タンホイアからラオスまでおよそ 40㎏の荷物を背負い 3か月歩いた。枯葉剤
が撒かれたときは煙のようで何も見えなくなった。戦争中にトンネルに閉じ込められたこ

ともあるが仲間が助けてくれた。今の生活では戦争のときの傷跡や右ひざがときどき痛く

なること、天気によって体調に大きく変化があることに困っていると話していた。 
長男のトゥアンさんは 1976年生まれ。先天性盲目障害を持っている。趣味は笛を吹くこ

とで 17歳のときから自分で学んでいる。音楽の道に進みたいが、才能と年齢のことを気に
しているようだった。次女のニンさんは 1982年生まれ。先天性盲目障害を持っている。声
が綺麗で歌が得意のようである。これから、ハノイでマッサージの勉強をし、いずれホア

ビンで働きたいという夢を話してくれた。トゥアンさんもニンさんも杖を持っていて、自

分の力だけで 400ｍほど歩けると話していた。三男のブンさんは 1984年生まれ。ノンさん
の片腕として農業を手伝っている。今年は良くなく、前年の 10分の 1ほどしか収穫ができ
ていない様子であった。ブンさんは枯葉剤の影響であるかは不明だが皮膚に湿疹がある。

病院に行き薬を塗っていたこともあるが治療ができないと言われたことがある。現在痒み

はないが湿疹は良くならないと言っていた。 
また、日本から持って行った歩行器を贈呈しトゥアンさんが実際に使ってみたところ、

「両手がふさがることで方向感覚を見失いがちになる。杖に比べて大きく使いにくい。こ

の皆さんからの気持ちは受け取ります。」という感想をいただいた。「この数分間の使用だ

けではわからないこともあると思う。これからも使ってみて、良いところと悪いところを

詳しく教えてください。」という言葉を残してきた。自分たちの目が見える、という当たり

前の状況では考えることができない、光のない世界を知った 1日だった。 
	 

	 

	 ５−７．クアンガイ省 VAVA 訪問（8月 21 日）	 	 

三浦優真	 

	 

	 8月２１日にはクアンガイ省にて 9名の奨学生に奨学金を贈呈した。その日は朝 4:30に
ホテルを出発、ハノイ 6:00発ダナン 7:20着の飛行機にてダナン市へと向かった。その後朝
食を済ませ、ダナン市の VAVA を経由しクアンガイへ向かった。途中で昼食を挟みつつ、
12:50分クアンガイ省のセントラルホテルにて奨学金の贈呈式が開始された。最初に双方あ
いさつの言葉を述べ、次に人物紹介と代表の紹介をした。また 20名もの方に奨学金を贈呈
しているというフィフィさんという方のお話も聞くことができた。また、会長さんが「枯

れ葉剤の被害は今でも残っている。愛のベトナム支援隊には感謝をしている。」といったお

話をされた。その後奨学金授与をした。奨学金を受け取るのはヴァンさん、ホン・トット

さん、トゥイさん、ミー・ハインさん、キム・サーさん、チェウさん、キム・フォックさ
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ん、タオさん、タオさんの 9 名である。日本側は大庭さん、樋口さん、自分、竹入さん、
市川さん、弓田さん、熊谷さん、北村さん、小山さんが奨学金の贈呈を担当した。贈呈式

の最後にはベトナム側からニンニクのお土産もいただいた。 
	 奨学生の方々はそれぞれが大変な環境にありながらも自分の夢に向かって勉強を頑張っ

ているということ、自分の夢に向かって頑張っているということであった。子供たちから

は勉強を頑張っているのだろうなという雰囲気を感じ取ることができた。ベトナム側から

はこういった支援はとてもありがたいというお言葉もあった。奨学生の方々にはこれから

も勉強を頑張って、夢を叶えてほしいと思った。 
	 

	 

	 ５−８．２）	 クアンガイ省在宅訪問（8月 21 日）	 	 

三浦優真	 

	 

８月２１日クアンガイ省での贈呈式授与式の後、チェウさんのお宅に訪問をさせていた

だいた。VAVAからの報告ではチェウさんの家族は非常に貧乏であり、母親が市場で果物
を販売して、チェウさんの姉妹を学校に送るということであった。ここではチェウさんの

ご家庭のお話を聞くことができた。チェウさんの家族は４人で、ベッドが一つしかないた

めに、妹さんとチェウさんは床で寝ているということであった。また、雨漏りが酷く、や

かんなどを置いて対処をしているということであった。チェウさんのお父さんは 64歳の方
で、カンボジアの戦場に 1979年~80年あたりに参加していたということであった。また、
調子が悪い、頭が痛い、時々耳が聞こえないなどといった症状があるということであった。

お母さんは病院に行っているらしく、喉が痛いなどの症状があるということであった。も

う亡くなったおじいさんは枯れ葉剤の影響が強かったダナン飛行場の近くに住んでおり、

肺がよくないなどといった症状に苦しんでいたということである。しかしながらご家族は

被害者と認定されていないらしく、第三世代と認定されているようである。またチェウさ

んは先生になりたいということであった。お話を聞いた後、小山さんによる検診があり、

熱や血圧などを調べ、問診を行っていた。また、足湯も行った。その後お米を贈呈し、在

宅訪問が終了。 
在宅訪問を終え、生活の大変さというものを目の当たりにした。しかしそのような生活

でもしっかり生活しているたくましさというものを感じた。また、足湯を受けている時の

顔を見るととても良い表情をするなという印象を受けた。足湯をするといった寄り添う形

での支援というものが大切であるのだなと考えさせられた。 
	 

	 

	 ５−９．	 ダナン市 VAVA 訪問（8月 22 日）	 	 

市川桜	 

	 

	 今年の奨学金授与は VAVA本部ではなく、１年前にも訪問した大きな障害者施設で行わ
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れました。一緒に写真を撮ったことを覚えていてくれた奨学生もいて、本当に嬉しかった

し、継続的な支援の必要性をまた考えさせられました。こうして１年に１度、会いに来て

顔を見て渡すことで、彼らにとって本当に必要なのはなんなのか、役に立っているのかを

見ることが出来ます。 
	 軽く子ども達とダンスをしてからは、石川さんが沖縄の戦争体験のお話をしてください

ました。以下要約です。 
	 ○沖縄本土で生まれた石川さんは大学進学で東京へ行き、４０歳で本土に戻ってきました。
沖縄が戦場となった戦時中、まだ幼かった石川さんは祖父の背中におぶられ、沖縄北部へ

逃げ、ジャングルのように木が生い茂った森の中で過ごしました。そこで終戦を向かえま

した。現在日本にある米軍基地の約７４％が沖縄にあります。９．１１の事故では、米軍

がいることでの風評被害にあい、観光地はガラガラ、誰も沖縄に近づこうとする人はいま

せんでした。そして今でも沖縄の新聞の隅に、米軍が起こした犯罪の記事が載っています。

彼らは日本で罪を犯しても正しく裁かれることはなく、罰も受けずにアメリカへ送り返さ

れます。泣き寝入りすることも少なくありません。今年は戦後７０年、あれから随分年月

が経ちましたが、今、改めて戦争は無意味だということを知ってほしいです。 
	 

	 

	 ５−１０．	 ダナン市 VAVA 施設訪問（8月 22 日）	 	 

竹入希望・菅野ぎんが	 

	 

	 活動 6 日の 8 月 22 日、ダナンの VAVA 訪問後、施設訪問をした。バスから少し歩き、
建物に入るとダナンの施設の子どもたちに迎えられた。施設の方とまず音源について打ち

合わせし、ちゃんと接続が出来ていることを確認すると、子どもたちの出し物が始まった。

女の子たちによるダンスは、衣装もオレンジ色で明るく、道具を使った素敵な踊りだった。

フォーメーションも揃っていて、こちらを楽しませてくれる踊りを見せてもらった。 
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ダンスを見せてもらった後、ダナンの施設では私たち愛のベトナム支援隊もダンス療法

としてダンスを一緒に踊ることになっていた。子どもたちがより笑顔で、一丸となって楽

しめるようにと、蛍光ブレスレットを用意した。最初は真っ直ぐなプラスチックの棒だが、

折り曲げていくと光始めるブレスレットに、子どもたちは興味津々な様子だった。大学生

を中心に子どもたちの目の前で色をつけ、手首に付けていった。付けると手首を何回かひ

ねり、ブレスレットを揺らすようにして、友だち同士で見せ合っていた。子どもたちの中

には、原田さんを真似て、2つのブレスレットを連結させている子もいて、多くの子が光る
ブレスレットを楽しんでいる様子が印象的だった。みんなにブレスレットをつけ終わると、

ダンスへと移っていった。今回、ダンスでは Goose Houseの『音ノナルホウヘ→』という
曲を使った。この曲は聞いていると明るい気持ちになり、元気の出る曲だと考えた。更に、

メロディーも親しみやすく一度聞いたら忘れないような曲だったので、ベトナムの子ども

も楽しく踊れるのではと考えた。子どもたちを座っている机から立ってもらい、前へと出

てきてもらった。初め、二人でお手本として一度踊る予定だったが、見ながら真似しはじ

めてくれている子もいて、結果として、みんなで一曲通した形となった。はじめて聞く音

楽、はじめて見る振りにも関わらず、元気よく笑顔で踊ってくれており、目が合うと一段

と笑顔で楽しそうに踊ってくれたことがとても印象深く残っている。手拍子やサビの最初

のところで、全体的に動きの揃ったダンスができて良かった。一回目は乗り気ではなかっ

た子どもたちも、二回目には振りを真似して参加してくれ、みんなで踊ることができた。

日本の音楽で歌詞の意味もわからなかったと思うけれど、メロディーが明るく親しみやす

いこともありすぐに子供たちはダンスを覚えてくれ、中にはメロディーを口ずさんでくれ

た子もいた。一回目よりも二回目のほうが、全員が一体になった印象があった。 
	 ダンスが終わると、ダナンの施設の会長さんが、料理を振舞ってくださった。どれも手

の込んだ美味しいものばかりであった。 
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ダンス療法というと、身体の動きを通して精神的治療を行うものを指し、身体から身体

へ、言葉を介さず相手に働きかけ、内省や対人関係の変容を目指すものであるが、今回、

私たちが行ったダンス療法では、歌の歌詞を体で表現することに重きを置きすぎてしまい、

振りが少し難しくなりすぎてしまった事が反省点であると考えた。しかし、良かった点と

しては全員がダンスに参加し、楽しく踊ることができたというところにあると思う。この

ダンス療法を通して子供が楽しんでくれてとても良かったと感じた。 
	 

	 

	 ５−１１．ダナン市在宅訪問（8月 22 日）	 	 

熊谷健吾	 

	 

この日、奨学金贈呈式、VAVAヒエン会長らとの懇談会を終えた後、奨学生の一人であ
る、リィちゃん宅へ訪問し、リィちゃんとそのご家族と面会した。リィちゃんは、両親と

祖母、弟のムンくん、妹の 6人家族でとても仲の良い家族だった。しかし、リィちゃんの
お父さんは胸と腸の辺りを悪くしていて、訪問日の少し前に退院したとのことだった。ま

た訪問当時、お父さんはまだ仕事が出来る状態ではなく、お母さんが家事をしながら外で

の仕事で生計を立てているということだった。しかし、家族のためをいつも思いながら支

えてくれているご両親からは、生活の大変さと同時に、家族をいかに愛しているかがひし

ひしと感じられた。また、ご家族への質問の機会を設けて頂き、リィちゃんとムンくんの

将来の夢を聞いた。リィちゃんは学校の先生になりたいそうだ。そしてムンくんは医者に

なって、お父さんと同じ病気の人々を治したいのだという。二人とも学校と勉強が大好き

だと笑顔で言っていた。最後の質問に、学生からリィちゃん、ムンくんへの、「いつも頑張

っているご両親に対して伝えたいことはなにか」という質問に対して、二人から「いつも

ありがとう」、と感謝の言葉が述べられ、本当に家族想いの一家であることが一同に伝わり、
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その場の全員が暖かい感動に包まれた。 
その後は、ご家族の健康診断や足湯によるケアなどが行われた。健康診断では特に目立

った症状が見られた方はおらず、皆安堵の表情が見られた。足湯はムンくんと祖母に行わ

れた。足湯という文化が無いためか、二人とも少し恥ずかしそうにしていたが、とても気

持ち良さそうな表情を見せてくれた。 
	 在宅訪問の最後として、お米の贈呈が行われ、私たちはリィちゃん宅を後にした。これ

からも明るい家族で、お互いを支え合いながら頑張ってほしい、心から応援したいと思え

る、本当に温かいご家族であった。 
	 

	 

	 ５−１２．中国国境見学（8月 23 日）	 	 

熊谷健吾・原田駿	 

	 

１）この日、ベトナムの学生たちとの交流会の前にベトナムと中国との国境の見学に行っ

た。バスでの長距離移動となり大変であったが、国境を見ることが出来る貴重な機会であ

った。国境、国境付近はやはり物々しい雰囲気であり、「ここが国境である」ということを

実感した。また、国境線の上での記念撮影を行った。国境は日本では普段目にすることは

できないものであるので、しっかりと目に焼き付けた。（熊谷） 
 
２）スタディツアー７日目の８月２３日、私たち支援隊は 
ベトナムと中国の国境を見学した。当初の予定では、 
友誼関と浦寨の２カ所の国境見学を行う予定であった 
が、時間の都合上、友誼関のみの見学となった。ハノ 
イのホテルを出発し、約４時間バスに揺られ友誼関に 
到着した。 
その途中、バスの走る国道１号線に平行して線路が走 

っていた。この線路は右の写真のように３本のレール 
から作られている。この３本のレールは内側の線路を 
ベトナムの列車が走り、外側の線路を中国の列車が走 
れるように作られており、それぞれの国で線路の規格 
が異なっているのに対応している。これはベトナムと 
中国の密国時代の象徴であり、これを使って中国から多くの武器がベトナムに運ばれたと

北村さんから教えていただいた。 
ベトナムと中国の国境は、ゼロポイントとも呼ばれ、ゼロポイントからホーチミンまで

の区間でベトナムの国道１号線が続いている。ベトナムにとっては、ゼロポイントから国

道１号線が始まっており、ここからベトナムが広がっていくが、中国にとってはゼロポイ	 	 	  
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ントが国道３２２号線の終わりを示している。これは、

中国にとってゼロポイントは「田舎だ」と言いたいのか

もしれない。 
中越国境では、中国人の観光客が多く見られた。道路

にはベトナム側には「南佇公路」、中国側には「中国国道

３２２終点」という文字が刻まれていた。中国領から国

境を越えてベトナム領土の入るとベトナムに入国審査を

する建物があり多くの中国人観光客がベトナムへの入国

審査を行っていた。（原田） 
	 

	 

	 ５−１３．学生交流会（8月 23 日）	 	 

岩田佳子・原田駿	 

	 

１）今回のスタディツアーでは, 日本の大学生と日本語を学んでいるベトナムの大学生が交
流する機会があった。まず, 始めに簡単な自己紹介をし, その後, お互いが準備してきたプ
レゼンテーションを行った。日本側は, 東北福祉大学, そして, 東北学院大学に通う計 7 名
の学生による日本の「文学」,「漫画文化」,「温泉」,「怖いもの」,「食文化」,「祭り」,
「お笑い」についてのプレゼンテーションを行った。 ベトナムの学生たちは, とても熱心
に聞いていた。次に, ベトナム側による「ベトナム人の運動習慣」についてのプレゼンテー
ションが行われた。ベトナムでは, 公園に運動用の設備があるなど, 日本人に比べ, ベトナ
ム人は, 普段から積極的に体を動かしている印象を受けた。お互いのプレゼンテーションが
終わると, 日本食レストランにて, 学生交流夕食会が行われた。そこで, 絵葉書の交換をす
るなど, お互いにとって, とても貴重な時間を過ごすことが出来たと思う。（岩田） 
 
２）中越国境見学後、私たちはベトナムの学生たちとの交流会に参加した。ハノイ大学、

ハノイ工科大学、貿易大学から１０人の学生が参加した。彼らは JVSC（日越学生会議）と
いう団体に所属している学生たちで、毎年、慶応大学や青山学院大学、早稲田大学の学生

たちと交流会を行っている。 
今回の学生交流会では、日本の学生は日本文化 

ということで、「マンガ」「温泉」「食」「怪談」 
「祭り」「百人一首」についてそれぞれが５分 
間の中で発表を行った。ベトナムの学生たちは、 
自分が知っているものにはうなずいたり、興味 
があるものには笑顔を見せたりしながら日本人 
の発表を真剣に聞いていた。ベトナムの学生は 
ベトナムの体育文化について発表した。ベトナ 
ムでは早朝や夕方に運動する人が多いこと、運 
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動する人が増えた背景には健康意識が向上したことや生活水準が向上したことなど説明し

てくれた。 
今回、ベトナムの学生との交流会を行ったのは初めての試みであったが、２年目３年目

と続いていくものになってほしい。（原田） 
	 

	 

	 ５−１４．友好村再訪（8月 24 日）	 	 

東谷いずみ・弓田健介	 

	 

１．スタディツアーの 8日目となるこの日は、2日目に訪問した友好村へ再訪問した。そし
て毎年恒例のスイカ割りとダンスを子どもたちと楽しんだ。毎年盛り上がりを見せるスイ

カ割りではたくさんの子どもが参加し、大きな賑わいをみせた。また、みんなで輪になり

ダンスを楽しむ中で、子どもたちの触れ合いを個々で感じられたと思う。このツアーは奨

学金贈呈や在宅訪問などがメインだが、このようなイベントがあることで、言葉が通じな

くても、子どもたちと一緒に楽しめたり、交流を深めたりできるのはイベントの醍醐味だ

と思う。 
友好村再訪の中で、館長クーさんにお話し聞く機会があった。クーさん（68 歳）は戦争

経験者である。戦場はベトナム南部をはじめとし、17歳から 32歳までの 15年にわたり戦
争に参加してきた。アメリカとの直接戦闘や 1977年のポルポト政権（カンボジア）、1979-80
年の中国との戦争、2002-2007 年のラオス内紛など様々な戦争に参加してきた。最後にク
ーさんは「戦争は起きないほうがよい」という言葉を残した。（東谷） 
 
２．（１）会長たちとの談話 
	 	 8日目友好村（ベトナム戦争によって散布された枯葉剤により被害を受けた子どもたち、
および退役した米軍兵士の方々が暮らす施設）に再訪問した。そこでは私たち支援隊と

会長と談話をした。そして、今年は建国 70周年にあたりお礼の言葉を述べた。会長は昔、
カンボジアやラオスの戦争に参加し、様々な場所で中国と戦っていた。そして 1968年の
戦争中に銃弾が口元に当たり負傷した。 

（２）軽ポップダンス 
	 	 談話終了後、私たちは施設の子どもたち 30～40人とダンスやちょっとした遊びを３０
分程行った。子どもたちは嬉しそうに私たちと遊び、触れ合い、仲を深めた。 

（３）スイカ割り大会 
	 	 ダンス終了後、スイカ割り大会を行った。スイカ割り挑戦し、綺麗に一撃で割れた人

や、当てられなかった人、慎重にスイカの位置を探す人など、たくさんの子どもたちが

挑戦し場はかなり盛り上がった。割ったスイカは最後にみんなで美味しく頂いた。（弓田） 
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	 ５−１５．VAVA 本部訪問・文廟見学（8月 25 日）	 	 

東谷いずみ	 

	 

最終日となるこの日は VAVA本部へ訪問し、寄付金贈呈や VAVAの会長と北村さんから
挨拶があった。VAVA 会長「ベトナムの枯れ葉剤について、関心を持ち、そして来てくれ
てありがとうございます。子どもの学費などの支援を頂き、ありがとうございます。枯れ

葉剤被害者の在宅訪問、第 2 世代の子どもへの支援、とても助かっていると思います。愛
のベトナム支援隊の皆様の活動に感謝しています。」と話す。北村さんは、「今年はベトナ

ム戦争から 40 年、日本の原爆から 70 年」と両国の戦後節目となる年であることに触れ、
こう続けた。「これだけではなく、日本では大空襲もありました。1945年 3月 10日東京大
空襲、10万人の死者を出しました。同年 3月 13日大阪で空襲、5月 29日岡山空襲、7月
10日仙台空襲、7月 11日静岡空襲、1944年 6月 16日北九州にて空襲。戦争経験者がいな
くなる中、戦争を経験していない人が平和を訴えていかなければいけません。」と挨拶の中

話した。そして今後の活動として次のような提案をする。①戦争や枯れ葉剤について、次

世代へ伝えていくため語り部を育てる②展示会開催③署名活動などである。これに対し

VAVAの会長は「様々な分野からの支援参加を感謝します。2021年に枯れ葉剤の展示会を
期待します。」と話す。また会長からベトナムにも〝愛のベトナム支援隊″というように〝愛
す日本の″団体を作れればという発言もあり、日本との友好な関係を示す言葉も聞くことが
できた。 
この日の午後は、ベトナム最古の大学跡の文廟へ見学してきた。ハノイの文廟は 1070年

に建設された。1076年には国内初の大学が敷地内におかれ、王族・貴族の子弟や官僚が学
んでいた。これによって、学問にご利益のある場所として観光客だけでなく、地元民にも

人気があるようだ。ツアー最後の日となり、もの悲しさも残るが、全日程を無事終えたこ

とで、皆リラックスして楽しめていたようであった。 
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６．ツアーを終えて	 

	 

東谷いずみ	 

まずは今年のツアーを無事終えることができ、ツアーでお世話になった全ての方々に感

謝致します。ありがとうございました。	 

	 さて、今回のスタディツアー参加は 3 回目となり、学生としては最後のツアー参加とな

りました。ベトナムは戦後 40 年、日本は沖縄戦から 70 年を迎え、考え深いツアーとなり

ました。	 

ベトナム戦争で人的被害を与えた枯れ葉剤。毎年枯れ葉剤被害者に触れ合うことで、枯

れ葉剤の残酷さを感じるとともに、支援の在り方も考えます。そして今回は「戦争」とい

うワードが、私の中でポイントとなっていました。武力をもって国際紛争を解決しようと

するこの手段は、たった 40 年前までこの国であったことです。	 

ベトナムでのスタディツアーは私にとって大きな経験となりました。また、毎年ベトナ

ムから帰国する度に、「外から見る日本」を意識します。ツアーは、終わってからも私に影

響を与えています。たくさんの出会いと経験と学びに感謝します。そして何よりもツアー

成功がうれしかったです。ありがとうございました。	 

	 

市川桜	 

今年のツアーは、私の将来の夢でもある特別支援に注目して学ばせてもらいました。日

本と比べればまだまだ障害に対する支援の少ないベトナムですが、枯葉剤の被害によって

増えている障害者たちのために、少しずつ、社会が進んでいるのを感じることも出来まし

た。また、昨年出会った人たちが１年回って再会し、お互いの顔を見て会話を交わすこと

にこのツアーの大きな意味があると思いました。北村さんが築き上げてきた継続的な支援

と信頼関係のもとに、私たちの気持ちが届けられるのだと思います。	 

日本人ともベトナム人とも、たくさんの出会いがありました。一つ一つ、かけがえのない

ものです。そして必ずまた全員会いたいと思える。これが本当に幸せなことだと実感して

います。	 

私の中でベトナムはもう遠い国ではありません。この短い間にそう思えるくらい、中身

の濃い時間を過ごすことができました。双方の国とも、戦後７０年と４０年、これからも

長く繋がっていけるよう、心から祈っています。そしてまたいつか、再会できる日を楽し

みにしています。	 

	 

岩田佳子	 

愛のベトナム支援隊への参加は,	 今年で二回目となるが,	 前回と違って大人数のグルー

プになっていたので,	 とても賑やかだった。自分とは違う世代や職業の方々,	 そして,	 自

分とは違う大学から参加している学生,	 それぞれバックグラウンドは違うが「枯れ葉剤被

害者を支援する」という共通の目的を持つことで,	 一致団結し,	 活動したことは,	 私の人
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生において,	 とても良い経験になった。また,	 以前に私は,	 ベトナム戦争について,	 ハイ

スクールで学んだことがあったので,	 実際に戦場へ行った人や実際に枯れ葉剤を目にした

人の話はとても興味深かった。そして,	 直接,	 枯れ葉剤の被害を受けていない世代にまで,	 

枯れ葉剤による症状が出ているという事実には心が痛んだ。今回のスタディツアーを通し,	 

枯れ葉剤の後遺症に苦しむ人たちのために,	 自分には何ができるのか,	 深く考えるチャン

スをいただいた。また,	 枯れ葉剤被害者の現状をより多くの人に知ってもらいたいと思っ

た。	 

	 

熊谷健吾	 

今回のツアーは私にとって、初のベトナムを訪れる機会となった。現地での人々の生活

はどのようなものなのか、施設の子どもたちはどのような生活を送っているのか、いろい

ろなことを知る機会であると同時に、ベトナム戦争もとい、戦争と向き合う機会であった。

ベトナムに住むたくさんの人々と触れ合う中で、戦争が残した傷跡を目の当たりにし、あ

らためて戦争の恐ろしさを感じた。しかし、訪問した施設で出会った、これからの未来を

作っていくのであろう、たくさんの子どもたちと触れ合い、彼らをこれからも支援し、応

援していきたいと心から思った。今回ツアーに参加させて頂いて、本当に良い経験をする

ことができた。	 

	 最後に、北村さまをはじめ、10 日間お世話になった愛のベトナム支援隊の皆さま、本当

にありがとうございました。	 

	 

菅野ぎんが（19 日記録担当日の感想から）	 

この奨学金の授与式を再スタートの日として、奨学金を贈呈した人の気持ちや色々な

人の思いを背負ってこれからの学校生活を頑張っていく七人の学生さんたちを見て、私

は、別の土地で、向かう目標は違うけれど、奨学金をいただき努力を重ねる学生さんた

ちがいることを忘れずに、自分も頑張っていこうと思った。また、一生懸命に努力する

学生さんたちを応援する気持ちを忘れずに、この授与式に出席した学生さんたちが全員、

将来の展望を叶えることができるように祈ろうと思う。	 

	 

	 	 

竹入希望（18 日記録担当日の感想から）	 

活動初日を終えて、ベトナムの町並み、奨学金贈呈の流れ、全てが初めての体験でとて

も緊張した一日だった。奨学金贈呈では、奨学生一人一人に違った、詩やメッセージが書

かれており、北村さんを始めとする愛のベトナム支援隊の気持ちが込められている素敵な

証書だと感じた。自分と同じ年齢、あるいは下の子たちが勉強したいと強く望んでいるこ

とを知り、多くの意味で刺激を受けた。教室を回っているときに出会った人たちの姿から

元気をもらったり、素敵な歌を聞かせていただいたり、手先の器用さに驚かされる、そん

な体験を友好村では経験することができた。	 
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原田駿	 

スタツアに参加する前、北村さんからショックの大きいメールが届いた。昨年も奨学金

を受け取ったティちゃんが、自宅のサトウキビジュースを作る機械に左手の小指を挟まれ、

切断したという話しである。私が２年目参加したいと思ったのは、昨年参加したときにリ

ピーターの東谷さんや樋口さんがベトナムの方との再会を喜び合っている姿に憧れたから

だ。しかし、ティちゃんとの再会はとても辛いものになりそうであった。	 

スタツア２日目、ヴィンフックでティちゃんに会った。やはり左手の小指はなく、手の

甲にも傷跡が残っていた。しかし彼女はとても笑顔で私たちを迎えてくれた。中でも一緒

に奨学金を受け取ったアイン君と楽しそうに会話する姿がとても印象的だった。そして自

宅を訪問したときには、ティちゃんの作ったサトウキビジュースを私たち全員に振る舞っ

てくれた。これはなかなかできないことだと思った。事故にあったらもうその手伝いをし

たくなくなると思う。そんなティちゃんの姿に私はとても感動した。	 

このツアーに参加して、枯れ葉剤被害者の方とたくさん出会った。そして不安や苦労、

不自由を抱えている姿もたくさん見た。しかし、どの被害者の方々も一生懸命生きていた

と思う。スタツアに参加し彼らと出会うことで、私はこれから目標に向かって頑張るため

の活力をもらえた。２年間の経験を今後に生かしていきたい。	 

	 

樋口志歩	 

4 回目のベトナムスタディツアー。多くの方に支えられ助けられて今年も参加することが

できました。ありがとうございました。自分の当たり前は他人の違和感でしかない、当た

り前ではないことがある、ということを学びました。価値観も生活習慣も異なる日本とベ

トナムがつながることができること、継続して支援をすることの大切さ、相手のことを思

って行動することの難しさを知りました。奨学生の方や被害者の方と一緒の時間を過ごす

ことで、相手の気持ちを考えることの難しさと嬉しさを知りました。何よりも出会いと再

会が楽しく、嬉しかったです。年齢や出身、経歴など何もかも異なるメンバーが愛のベト

ナム支援隊さんのツアーをきっかけに偶然集まり、一緒に笑いあうことができたことも幸

せでした。ありがとうございました。	 

	 

三浦優真	 

今回初めてスタディツアーに参加したが、大変なことや楽しかったことなど様々な出来

事があった。また、ベトナムの枯れ葉剤の被害を受けた方々の暮らしなどを見て回ること

で色々と考えさせられることもあった。枯れ葉剤というものの影響の恐ろしさも感じた。

しかし、被害者の方々の身体の不調がある状態での大変な暮らしの中で生活をしているた

くましさも感じることができた。	 

今回のツアーで大変だったことといえばお腹を下したことである。幸い酷くはならなかっ

たので良かったが、慣れない国での滞在というものの大変さが身にしみた。	 

ツアーでは子供たちの笑顔というものが印象に残っている。友好村などでの子供たちとの

ふれ合いの中で見ることのできた笑顔はとても素晴らしいものであり、子供たちの力強さ
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を感じることができた。	 

ツアーはほとんどがバスでの移動だった。途中でベトナムの景色をたくさん見ることが

できとても良かった。田んぼなどを見ていると日本と似たような景色のところもあるのだ

なと感じた。	 

ツアーを終えて、このような支援というものは続けていかなければいけないものだと感

じた。来年も参加できるならば参加をしたいと思った。	 

また、今年スタディツアーでお世話になった様々な方々には感謝しています。ありがとう

ございました。	 

	 

弓田健介	 

今回ベトナム枯葉剤被害者支援に参加し、自分が想像していた以上に深刻な問題だと感

じた。この１０日間のツアーで、様々な枯葉剤被害者たちの症状を目にした。指が繋がっ

ていた人、脳に障害を持ち普通の生活も出来ない方々など皆それぞれの症状を持っていた。

時には見ているのがつらいと感じる事もあった。そういう人達を訪問するたび心苦しかっ

た。こういった生活に苦しんでいる現状などを聞き、なぜ関係のない人まで巻き込まれ苦

しい状況に追い込まれなければならないのか、とても強い憤りを感じた。戦争はもうとっ

くに終わっている。しかし、戦争の爪痕は未だに残っている。この現状を変えたくても変

えることが出来ない。目の前で苦しがっている被害者を見ても何もして上げられない。笑

顔で接する事しか出来ない。しょうがないことだとは分かっているが、どうしても自分の

無力感を感じてしまう。	 

	 しかし、今回勇気をもらえる出会いもあった。それは奨学生の子どもたちだ。ベトナム

の子どもたちは、自分よりも貧しくつらい現状に置かれているにも関わらず、将来を見据

えた様なとても強い目が印象的だった。そういった人達に会うたびに自分も頑張らなくて

はと思わされた。夢に向かって一所懸命勉強する姿勢は自分の中で学ぶべきところである

と思った。	 

	 ツアーに参加してみて、やはり実際に自分の目で見ないと本当に深刻さや苦しさは知る

ことが出来ないと思った。このツアーに参加する前、私の大学で北村元さんがベトナム戦

争について講演をして頂いたが、やはり話を聞くのとは何倍も感じ方は違った。実際に目

でみる事の重要さを学べたツアーでもあった。	 

	 今日本では安保法案のことで様々な事があり、若者を含め多くの国民が今まで以上に戦

争に関しての関心が高まっていると思う。そんな中で、スタディツアーに参加し戦争の恐

ろしさを学び、改めて自分が戦争のことや日本の将来について考える機会が出来た。最後

にこのツアーに参加出来たこと、本当に嬉しく思います。北村元さん、先生方、参加者の

皆さんありがとうございました。	 
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７．会計報告	 

	 

収入 支出 

東北福祉大学支援金

（学生 50,000 円 x 6 名 

+ 引率 157,360 円 x 2

名） ¥614,720 

旅行代金 73,360 円（チ

ケット代金+ 燃油サー

チャージ等 ） x 8 名 ¥586,880 

学生個人負担（107,360

円 x 6 名） ¥644,160 

ベトナム国内費用

（ 84,000 円 x 8 名） ¥672,000 

収入合計 ¥1,258,880 支出合計 ¥1,258,880 
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８．謝辞	 

	 

東北福祉大学	 学長	 大谷哲夫	 様	 

	 	 	 	 	 	 	 前学長	 萩野浩基	 様	 

	 	 	 	 	 	 	 学長補佐	 渡辺信英	 様	 

	 	 	 	 	 	 	 総務局長	 大竹榮	 様	 

	 

2011 年度、在外研究員としてオーストラリア滞在中の 12 月、人間の安全保障研究の一環と

して NGO「ベトナム愛の支援隊」主催の支援ツアーに初めて参加しました。1975 年に終結

したベトナム戦争ですが、米国が使用した化学兵器、いわゆる「枯れ葉剤」によって障害

を負う被害者は第４世代と呼ばれる子孫にまで至っており、依然としてその爪痕は深く刻

み込まれています。こうした被害者支援、環境からの除染の問題はベトナム政府にとって

も喫緊の課題であり、海外からの支援も重要な位置を占めています。	 

	 

個人として参加したこの体験から、国際福祉の視点から本学の学生たちにとって非常に大

きな教育的効果を期待できると確信し、2012 年には学生４名、13 年には８名、14 年には

11 名を引率し、「ベトナム愛の支援隊」の活動に参加しました。報告の通りの過酷な日程に

も関わらず、学生たちは精力的に支援活動に従事し、たいへん貴重な経験と学びを得るこ

とができました。	 

	 

４回目となる今回のツアーは、学生の参加数は６名となりましたが、他大学からの学生の

参加を含む幅広い年齢層の参加メンバーとの協働、さらには日本語を学ぶベトナム人学生

たちとの交流も企画され、非常に内容の濃い学びの場となりました。引き続き石野莞司教

授に加わっていただいたことで引率の重責も軽減され、つつがなく予定を終えることがで

きました。	 

 

海外スタディツアーへの学生参加を実現するには数多くの障壁がありますが、やはり費用面の負

担が最大の課題です。とくに近年ベトナムでは物価が高騰しており、円安と相まって参加経費が

上昇傾向にあります。会計報告にもありますように、今回も東北福祉大学から支援を受けることに

よってスタディツアーが実現できたことを心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

２０１６（平成２８）年３月吉日 

 

東北福祉大学 総合マネジメント学部 

            教授 生田目学文 

	 


