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　天台宗が「一隅を照らす運動」の一環として地球救援活動を始められて50年（半世紀）の
歳月が経ち、一貫した仏教の教えを確実に守り続けて援助の手を差し伸べてこられ、おかげ
様でドゥアン・プラティープ財団もその援助を受ける一団体として30年に及んでおります。
　当財団では、麻薬の更生施設としてスタートした「生き直しの学校」チュンポーン校、心
身共に傷ついた子どもたちの憩いの場となっているカンチャナブリ校、劣悪な環境の下で勉
学を余儀なくされているスラム地域の子どもたちに対する教育奨学金支給など、多岐にわた
るご支援金を受けてきております。
　教育支援面においては、1997年から現在に至っており、この22年間で総勢878人の子ども
たちが奨学金（2,514口）を受けてきています。これまでに卒業した奨学生は407人。また、
2018年にはドゥアン・プラティープ財団設立40周年を迎え、その記念事業として、新たに
教育里親を得て、クロントイだけでなく、地方の貧しい地域で、学びたくても学べずにいる
子らを支援する目標を掲げました。そして、貴総本部より特別支援金をいただき、新たに
176人の奨学生に対して奨学金を支給することができました。
　さらに、当財団の青年６人が「一隅を照らす運動」発足50周年を記念して2019年８月上
旬に開催された比叡山『平和の集い』と青年たちとの交流事業に招聘いただきました。参加
が決定したクロントイ地域の奨学生３人、「生き直しの学校」カンチャナブリ校から２人、
チュンポーン校から１人は、外国渡航という機会を得られ、広い視野と貴重な体験ができた
ことに感謝しています。
　記念事業に参加した青年の一人の体験記を紹介させていただきます。

　「こんにちは。私はラクシガー・ターウォングラーン（ニックネームはネーン）です。今
回は日本研修スタディツアーに私たちを招聘いただき、皆さま方からお世話になり、とて
も感激しております。研修期間中、私はインドや日本の青年たちとの交流を通じてたくさん
のお友だちを知ることができました。文化や習慣の違いから迷っている時には、直ぐ手助け
してくれたり、お互いに話す言葉が理解できなくても打ち解けることができたように思いま
す。これもひとえに、スタッフの皆さんが私たちが困らないようにいろいろと準備してくだ
さったからです。スタッフの皆さんは、一日の活動を終えて私たちが部屋に戻ってからも、
私たちが楽しくプログラムに取り組めるようにミーティングされたり、本当にお世話になり
ました。比叡山での研修プログラムは楽しく、興味を持ちました。山麓の気候も涼しく、美
しい自然の風景を満喫しました。出発前に硯山先生から天台宗の歴史などについて講義を受
けていましたが、実際に比叡山で目にし、深い感激を得ました。夜のキャンプファイヤー活
動は一生涯忘れることのない思い出となりました。日本で学んできた様々な事を多くの人た
ちに伝えていくことにより、私自身の将来の夢を実現できる原動力になることと思います。
最後になりましたが、総本部長さま、スタッフの皆さまには関空到着から帰国日まで本当に
お世話になりました。皆さまの益々のご活躍をお祈りいたしております。」

　彼らの人生において初めて外国に出て、日本の素晴らしい文化や歴史にふれた「こころの
感想」は、彼らの今後の生き方に大いに繁栄していくことを信じて止みません。

合掌

天台宗「一隅を照らす運動」発足５０周年とその活動に感謝をこめて

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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　ＰＭＳパンニャ・メッタ・サンガ（智恵と慈悲の集団）が中部インドナグプール県及び
バンダラ県を拠点にインド各地で行なっております教育支援、社会福祉、医療活動等にご
理解をいただき、甚大なるご支援の長期継続を賜っておりますこと心中より御礼申し上
げます。特に2019年には、一隅を照らす運動発足50周年記念行事の一つと位置付けパン
ニャ・メッタ・サンガが1991年より運営していますパンニャ・メッタ子供の家（孤児院）
のロヒト・メシュラム（男子15歳10年生　日本の高校１年生）、プラフル・ワグマレ（男
子22歳大学２回生）、ルクシャ・バンソドゥ（女子15歳10年生　日本の高校１年生）、
パヤル・サドメク（女子15歳10年生　日本の高校１年生）、の４人および引率者としてダ
ンマナンダ・メシュラムの５人を招聘していただき感謝申し上げます。子どもたちは10年
以上パンニャ・メッタ子供の家に在籍しているために日本からの訪問者によって日本を大
変身近には感じていますが実際に自分が日本に行けるとは夢にも思っていなかったでしょ
う。2019年、年明け早々に君が一隅を照らす運動総本部の招聘によって日本に行けること
になったと告げた時の鳩が豆鉄砲を喰らったような彼らの顔は今でも脳裏に焼き付いてい
ます。晴天の霹靂だったのと同様に天にも駆け上るような喜びだったとご理解いただける
と思います。インド独特の煩雑な状況の中、パスポート及びヴィザを取得、７月中旬に初
めてとなる、また夢にまで見た日本の地を踏むことになりました。後日彼らから聞いた話
ですが滞在中多くのことを体験、たくさんの方たちと出会うことができました。しかし１
番感動したのは一隅を照らす運動総本部長様をはじめ部署の方々全員が自分たちを家族の
一員として扱い、わからないことは手取り足取り教えてくださり、いついかなる時もとて
も親切にして下さいました。そこには招聘した人とされた人との隔たりは無く全員が一つ
の家族の様に過ごすことができました。伝教大師最澄様の一隅を照らす、己を忘れて他を
利すると言う教えをこの方たちは外に向けて発信しているだけで無く自分自身の日常生活
の中でもしっかり受け継いでいることを実感しました。彼らの立ち振る舞いを見て、自分
たちも普段の生活の中で一隅を照らし、己を忘れて他を利する人になりたいとの思いを強
くしたとのことでした。百聞は一見にしかず、僅かな期間の滞在でしたが子どもたちは視
野を大きく広げることができ、たくさんのことを学ぶことができたと思っています。本人
たちの言葉にもありますようにこの度の体験を日常で大いに活用してくれると確信してい
ます。インド国内のパンニャ・メッタ・サンガの活動であります孤児院パンニャ・メッタ
子供の家には別紙資料の如く男子20人、女子17人合計37人が在籍しておりそれぞれの夢を
叶えるべく希望に満ちて毎日精進しており、北ナグプール・スガタナガル町にありますパ
ンニャ・メッタ学園には別紙資料のように保育園から10年生（日本の高校1年生）まで男子
196人女子188人計384人が在学、パンニャ・メッタ学園の存在が無ければかなわなかった就
学の夢をかなえ希望に満ちた日々を送っています。合わせましてナグプールより南約400キ
ロ離れていますシロンチャを拠点に行なっています巡回医療プロジェクト、決められた日
の決められた時間に医師が村々10ヶ所を巡回毎日平均50人の患者を診察、投薬しており、
この活動により多くの人が健康を取り戻し、中には一命を取り戻した人もいます。このよ
うにパンニャ・メッタ・サンガの活動の多くに一隅を照らす運動総本部のご鞭撻、ご協力
をいただいており、関係者一同感謝しております。パンニャ・メッタ・サンガの活動は微
力ではありますが、活動によって多くの人が生活改善できています。今後共活動の趣旨を
ご理解いただき、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

合掌

「教育里親支援に対する御礼とご報告」

ＰＭＳ　パンニャ・メッタ・サンガ代表

禅定林住職　サンガラトナ・法天・マナケ
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平成２９年度（第２２回）教育里親制度支援報告

平成２９年度教育里親制度 収入支出

収 入 金 ５，７６８，５１４ 円
支 出 金 ２，０４０，０００ 円

収入支出差引額 金 ３，７２８，５１４ 円（次年度繰越金）

教育里親支援金収入内訳

【１】平成２９年度 教育里親制度収入内訳

年 度 支援内容 回 数 口 数 支援額(円)
平成25年度 (第18期) 継続支援 5回目 8 ２４０，０００
平成26年度 (第19期) 継続支援 4回目 7 ２１０，０００
平成27年度 (第20期) 継続支援 3回目 11 ３３０，０００
平成28年度 (第21期) 継続支援 2回目 19 ５７０，０００
平成29年度 (第22期) 継続支援 1回目 23 ６９０，０００
平成29年度 (第22期) 一時支援 １，８０８，５１４
一 括 支 援 預 り 金 １，９２０，０００

計 68 ５，７６８，５１４

＊継続支援・・・ １口 ３万円 × ５ヶ年

【２】平成２９年度 教育里親制度一括支援預り金

年 度 支援内容 預り分 口 数 預り額(円)
平成25年度 (第18期) 一括支援 1年分 3 ９０，０００
平成26年度 (第19期) 一括支援 2年分 3 １８０，０００
平成27年度 (第20期) 一括支援 3年分 6 ５４０，０００
平成28年度 (第21期) 一括支援 4年分 3 ３６０，０００
平成29年度 (第22期) 一括支援 5年分 10 １５００，０００
継 続 支 援 繰 入 金 25 ▲７５０，０００

計 １，９２０，０００

＊一括支援・・・ １口 ３万円 × ５ヶ年 ＝１５万円を一括支援
各年度毎に継続支援へ繰り入れ

【３】平成２９年度 教育里親制度支出内訳

項 目 継 続 支 援
(支援先) 口 数 支 援 額 (円)

プラティープ財団 49 １，４７０，０００
パンニャ・メッタ 19 ５７０，０００

合 計 68 ２，０４０，０００
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　　　氏　　　名　　　Pooriwat Ungsrikram
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕はプーリワット・ウンスリークラームです。ニックネームはオームといい
ます。この新学期から僕は小学５年生に進級します。僕の成績は中位ですが、これまで以上に
もっと良くなるように熱心に勉強していかなければなりません。里親様のご厚意にこたえるた
めにも、僕は大学卒業できるまで頑張ります。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りし
ます。

　　　氏　　　名　　　Busakron Fengpong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気のことと思います。この春、私は小学４年を終え、新学期か
ら小学５年生に進級します。私の成績は良い方です。総合評価で「3.88」（最高は「４」）で、
クラスで２番目でした。家にいる時には祖母の物売りの手伝いをします。里親様には教育奨学
金を支援いただき、本当にありがとうございます。

　　　氏　　　名　　　Kemmika Chan-ngam
　　　学　　　年　　　高校　１年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私と家族は元気にしています。この手紙を書いてい
る今は暑季休暇中ですので、私は家にいて家事を手伝ったり、復習したり、ドラマを見たり
しています。学期末試験の結果がでて、私の成績は14番目で、総合評価は「3.81」（最高は
「４」）でした。前期は「3.64」でしたから、良くなってきました。私は自分の夢に向かって
一生懸命勉強していきたいと思います。タイの新年（ソンクラーン）になりますが、私と祖母
はどこへも出かけずに家にいます。

　　　氏　　　名　　　Chisanupong Wongsa
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。この春、僕は小学５年を終え、新学期から小学６年生に進級するので、とても
うれしいです。学校には朝、母親がバイクを運転して連れて行ってくれています。また、暑季
休暇中、月曜日から土曜日まで（午後１時～４時）楽器の練習に行っていて、とても有効的に
時間を活用しています。家に戻ると、掃除などの家事を手伝います。その後には歌のレッスン
をしています。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

ドゥアン・プラティープ財団奨学生
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　　　氏　　　名　　　Supakit Seechana
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは、お元気ですか？僕は元気です。お金を支援してくださったこと、本当に感謝し
ています。新しい制服や靴を買うお金ができました。良い子でいること、しっかり勉強するこ
と、そして母の言うことをよく聞くことをお約束します。あなた様がお元気で、お幸せである
ことを願っています。

　　　氏　　　名　　　Kochakorn Petklanpanow
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。新学期から私は小学６年生に進級
します。学期末試験の結果、私の成績は総合評価で「3.07」（最高は「４」）でした。これか
らももっと一生懸命勉強していきたいと思います。里親様には教育奨学金を支援いただき、本
当にありがとうございます。おかげさまでたくさんの知識を得ることができています。それで
は、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Nittayaporn Chaopothisa
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。私はニタヤーポーン・チャウモーティサです。里親様には教育奨学金を支援い
ただき、本当にありがとうございます。私はこれからも一生懸命勉学に励んでいきたいと思い
ます。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。これもひとえに里親様のご
厚意のおかげと感謝しています。大学卒業まで頑張りたいです。

　　　氏　　　名　　　Meerakarn Kunsaang
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は家にいて掃除など祖母の手
伝いをしています。また、父が再婚して私の下に２人いるので、面倒を見ています。時間がで
きれば、私の好きな歌を歌って楽しんでいます。私はＢＮＫ48の歌が大好きです。この歌を聴
いて私は元気をもらっています。復習も忘れないでするようにしています。学期末試験の結果、
私の成績は総合評価で「3.27」（最高は「４」）でした。これからも一生懸命勉強していくこ
とを約束します。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Or-Wadeepan Nuupayan
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。この春、私は小学４年を終え、新学期から小学５年生
に進級します。学校での私の成績は中位です。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当に
ありがとうございます。里親様のご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Wasupol Manmungyon
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はパスポン・マンムンヨンです。新学期から僕は小学６年生に進級します。
里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。僕は一生懸命勉強して
いき、奨学金は学校で必要な教材を求めるために大切使っていくことを約束します。土曜日と
日曜日には交通事故に遭って障害者になった兄の面倒を見ています。それでは、里親様、皆さ
んのお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Nontakan Mouangsai
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はノンタガーン・モアンサーイです。新学期から小学６年生に進級します。
里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。奨学金は大切に使って
います。僕は祖父母と一緒に住んでいます。祖父母は一皿飯を作って売っているので忙しいた
め、僕はなるべく何でも手伝うようにしています。将来、僕は軍人になって国のために尽くし
たいです。それでは、里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Nattarika Pa-Ob-thong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私は、ナッターティカー・ポオブトーンです。私は、今小学３年生で新学期
から４年生に進級します。今は、夏休み中で母は朝仕事に出かけ夕方家に帰りますので休み中、
私は、曾祖母の家に預けられています。曾祖母は、食堂をしていてお客さんが食べた後の食器
の片付けをしてほんの少しですが、曾祖母の手伝いをしています。そして食堂のおかずを売り
終えた後、午後３時に家へ送ってもらっています。家へ帰ってシャワーを浴びて、走り回りま
す。そして寝る時間が来たら寝ます。

　　　氏　　　名　　　Massika Koncham
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金をいただき、本当にありがとうございます。私はとても
嬉しいです。私はきちんと学校に行き、一生懸命勉強していきます。時にはわずかのお金を祖
母に預けて、必要な時にもらうようにしています。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈
りします。
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　　　氏　　　名　　　Piyamin Srisin
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇で、タイは雨季に入りました。時にはとて
も暑くなり、体調を崩してしまいます。新学期から僕は小学４年生に進級します。成績は中位
なので、あまり良くはありませんでした。これからは一生懸命勉強していきます。毎週日曜日
にはヤナワー寺院に瞑想活動に参加して、とても学ぶことが多く、精神的に落ち着きます。

　　　氏　　　名　　　Wanchai Keawklang
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕はサパーン寺の小僧の修行を
15日間行き、精神的に落ち着き、仏教についてたくさんのことを学びました。この新学期から
小学４年生に進級します。学校の成績は「3.21」（最高は「４」）でした。一生懸命勉強して
いきます。家にいる時には、病気で腰痛持ちの86歳の祖母の世話をします。里親様はお元気で
すか。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Jirapon Bunpuek
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。里親様には奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。私は真面
目に一生懸命勉強していきます。新学期から小学４年生に進級します。里親様はお元気ですか。
私は元気にしています。私は里親様にお手紙を書くことができて、うれしいです。里親様のお
返事をお待ちしています。里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Prakaikaew Kiewkao
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私はプラガーイゲーウ・キィヤウカーウです。私は奨学金を受けて、とても嬉
しいです。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。この新学期から小学３
年生に進級します。学校の成績は「3.96」（最高は「４」）でした。私の好きな科目は算数で
す。足し算、引き算、掛け算、割り算があってとても勉強になります。

　　　氏　　　名　　　Anucha Jeetes
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。新学期から小学３年生に進級します。僕は一生懸命勉強していきます。僕の好
きな科目はタイ語、理科、絵画、体育です。こちらの気候はとても暑いです。そちらの気候は
いかがですか。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて掃除などの家事を
手伝います。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。

－ 6 － － 7 －



　　　氏　　　名　　　Kwanjira Akkrapong
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。学校にいる時には、教師に呼ばれていろいろな手伝いをします。また、友だち
と楽しく遊びます。時間があれば、絵を描き、歌を歌って、踊ってといろいろ過ごします。皆
が行動している時には私は静かにしていますが。学校ではそうであっても、家に帰ると近所の
友だちと遊んでいます。

　　　氏　　　名　　　Arada Keawkeow
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様にお手紙を書くことができて、とても嬉しいです。新学期から小学３
年生に進級します。成績の方はあまり良くなかったので、里親様のご厚意にこたえるためにも、
一生懸命勉強に努力していきます。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、おばの手伝
いをします。それでは、里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Anchalee Wongsalai
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。私はアンチャリー・ウォンサーラーイです。里親様には教育奨学金を支援いた
だき、本当にありがとうございます。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は両親
の負担を軽くするために常に掃除や洗濯などの家事を手伝っています。私はこれからも一生懸
命勉強をして大学を卒業します。私の夢は教師になって、たくさんの子どもたちに教えてあげ
たいからです。それでは、里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Natthawat Kunsak
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子

　こんにちは。僕はナッタワット・クンサックです。ニックネームはナーイといいます。新学
期から中学３年生に進級します。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうご
ざいます。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。僕は一生懸命勉強して
いきます。好きな科目は数学、好きなスポーツはサッカーです。それでは、里親様、皆さんの
お幸せとご健康をお祈りします。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Phavinee Loobngam
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。私はパーウィニー・ループウガームです。新学期から私は中学２年生に進級し
ます。成績も良い方です。奨学金は必要な教材のために役立てています。私の家族は何とか暮
らしていける状態で厳しいです。私は、母、祖母、養父、弟と一緒に住んでいます。祖母は糖
尿病を患っています。私の両親は離婚してしまいました。家では掃除や炊事などを手伝ってい
ます。それでは、里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Natthakan Pannarong
　　　学　　　年　　  中学　１年生　女子

　こんにちは。私はナッタガーン・パンナロンです。放課後には家に戻って祖父母の手伝いを
します。祖父母が疲れないように掃除や炊事などをやり、休みの日には祖母が食事の準備をす
るのを手伝います。学校では積極的に教室の掃除をしています。奨学金は必要な教材をそろえ
るために活用しています。本当にありがとうございます。里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Nawaporn Posri
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子

　こんにちは。僕はナワポン・ポースリーです。僕は学校から家に戻ってから、年下の子たち
の面倒を見て、宿題を終えてから、働いて疲れている両親に代って家事を手伝うようにしてい
ます。両親は家に戻ると、本当に疲れきっているからです。奨学金を支援いただき、どうもあ
りがとうございます。里親様のご厚意にこたえるためにも大切に使っていきます。それでは、
里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Sornpet Pingkratok
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子

　こんにちは。里親様にお手紙を書くことができて、僕はとてもうれしいです。こちらの気候
はとても暑いですが、時には雨が降って幾分涼しくなります。まもなく新学期が始まり、僕は
中学２年生に進級します。僕の家族は皆元気に幸せに暮らしています。それでは、里親様のお
幸せとご健康をお祈りします。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Supraphada Kaewpaka
　　　学　　　年　　  小学　６年生　女子

　こんにちは。私はスプラパーダー・ゲーウパガーです。新学期から私は小学６年生に進級し
ます。小学５年の時はクラスで１番目だったので、私はとてもうれしかったです。この手紙を
書いている今はタイの新年（ソンクラーン）の時期で、私は友だちと一緒に水掛祭りをして楽
しかったです。休暇中は家にいて年下の子の面倒を見ました。授業が始まると友だちに会える
のでとてもうれしいです。私は一生懸命勉強していきます。それでは、里親様のご健康をお祈
りします。

　　　氏　　　名　　　Thaworn Yokkratok
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子

　こんにちは。里親様にお手紙を書くことができて、僕はとてもうれしいです。僕はター
ウォーン・ヨークグラトークです。新学期から僕は中学３年生に進級します。家では掃除や洗
濯などを手伝います。時間ができれば、タイ楽器の練習をしに学校に来ています。僕の家族は
皆元気にしています。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Sasithorn Preecha
　　　学　　　年　　　高校　１年生　女子

　こんにちは。私はサシトーン・プリーチャーです。新学期から高校１年生に進学します。里
親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。私は両親、姉夫婦と２歳
の子どもと一緒に住んでいます。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は家にいて
家事を手伝っています。両親はずっと厳しい生活をしてきているので、父は「とにかく一生懸
命勉強して、職に就くことを願っている」と励ましてくれています。私は自分のクリニックを
開業したいという夢があります。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thiranan Pungngen
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。僕は元気にしています。暑季休暇中はちょうどタイの
新年（ソンクラーン）で、家族と一緒に水掛祭りを楽しみました。まもなく新学期が始まるの
で、僕は一生懸命勉強していきます。小学３年の成績はクラスで９番目でした、４年生になっ
てからも頑張ります。里親様のご健康をお祈りします。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Sasimol Sukomgkol
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私はサシモン・スックモンコンです。新学期から小学３年生に進級します。学
期末試験の結果、私はクラスで１番目でした。里親様はお元気ですか。私は元気にしています。
家では家事を手伝います。私はスポーツが大好きです。暑季休暇中（４月）はタイの新年（ソ
ンクラーン）でした。授業が始まりますので、私は一生懸命勉強していきます。里親様には教
育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親様のご健康とお幸せをお祈りし
ます。

　　　氏　　　名　　　Kriangsak Kidtook
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。僕は元気にしています。新学期から僕は小学３年生に
進級します。小学２年の時はクラスで５番目でした。新学期が始まったので、僕はとてもうれ
しいです。

　　　氏　　　名　　　Patcharaporn Sukloi
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私はパッチャラーポーン・スックローイです。新学期から私は小学３年生に進
級します。里親様はお元気ですか。私は元気にしています。小学２年の時はクラスで３番目で
した。家では年下の子の面倒を見ています。スポーツが大好きで、授業が始まるので、とても
楽しみです。私は一生懸命勉強していきます。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当に
ありがとうございます。里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Wiphaporn Oonlum
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私はウィパーポーン・オーンラムです。新学期から私は小学３年生に進級し
ます。里親様はお元気ですか。私は元気にしています。小学２年の時はクラスで４番目でした。
放課後には家に戻って、いろいろと手伝います。授業が始まって、友だちに会えるので私はと
てもうれしいです。一生懸命勉強していきます。里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kanyapat Phaykum
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はガンヤパット・パーイカムです。新学期から小学４年生に進級します。小
学３年の時はクラスで２番目でした。授業が始まるので、私はとてもうれしいです。暑季休暇
中は家事を手伝いました。私は末っ子で、上に１人います。私は真面目に一生懸命勉強してい
きます。里親様、どうもありがとうございます。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Wiphada Lakkhasorn
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はウィパーダー・ラッカソーンです。ニックネームはニィウといいます。新
学期から私は小学４年生に進級します。授業が始まる初日には友だちに会えるのでとても楽し
みです。また、里親様にお手紙を書くことができて、私はとてもうれしいです。奨学金は新た
な制服を求めるために活用しました。皆と同じく新しい物を身につけることができてよかった
です。これからも私は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。私が好きなスポーツ
はサッカーとバレーボールです。将来は教師になりたいです。

　　　氏　　　名　　　Supattra Khetprakit
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私の名前は、スパットラー・ケートプラキットと言います。今、小学４年生で
す。昨年度３年生の成績は、クラスで11番でした。私の家族はとても貧しいです。学校から
家へ帰ると私は、お皿洗いをしてシャワーを浴びます。朝は起きて歯を磨き、シャワーを浴び
て身支度をし、床の掃除をして祖母の手伝いをします。私は、祖父母と伯父と暮らしています。
父と母は、東北にあるコラート県で働いているのでいっしょに住んでいません。土日は、朝起
きて身支度をした後に朝食を食べてその後は、遊びます。お昼ご飯を食べた後は家で過ごしま
す。時々、祖母に頼まれお使いをすることもあります。

　　　氏　　　名　　　Chanatda Wareun
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私の名前は、チャナッダー・ワレウンと言います。今、小学４年生です。昨年
度３年生の成績は、クラスで４番でした。私は、祖母と父と母といっしょに住んでいます。私
は、掃除、お皿洗い、洗濯などの家事の手伝いをするのが好きです。成績は、良い方だと思い
ます。私が好きな科目は、英語、タイ語、算数、社会、保健、図工です。最後になりましたが、
私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。

　　　氏　　　名　　　Peeraphat Jaronlum
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。その後、お元気でお過ごしでしょうか。僕は、ピーラパット・チャロンラムと
言います。おかげさまで僕と家族は元気に過ごしています。そして新学期から小学４年生にな
りました。夏休み中は、ソンクラーン（タイ正月）で水遊びをし、家族と出かけてとても楽し
かったです。これからも父と母の教えを守り、手伝いをして、しっかりと勉強することをお約
束します。最後になりましたが、里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。

－ 12 － － 13 －



　　　氏　　　名　　　Ashita Seemachan
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕のニックネームはインといいます。里親様には教育奨学金を支援いただき、
本当にありがとうございます。僕は一生懸命勉強していかないといけません。僕の成績はあま
り良くなく、タイ文字も上手に書くことができないので、努力していくように頑張ります。そ
れでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thirawat Robmueng
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　　　氏　　　名　　　Namtip Sritong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親様
のご厚意にこたえるためにも、私は大学卒業まで一生懸命勉強していきたいと思います。里親
様のご健康が守られますことをいつも祈っています。感謝しています。

　　　氏　　　名　　　Wantakarn Dankhuntod
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。里親様には奨学金を支援いただき、ありがとうございます。里親様のご厚意に
こたえるためにも、僕は一生懸命勉強していきます。僕は祖母と一緒に住んでいます。僕は祖
母に育てられてきて、とても厳しい生活です。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

－ 12 － － 13 －



　　　氏　　　名　　　Nattawan Saechan
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、ありがとうございます。里親様のご厚
意にこたえるためにも、私は一生懸命勉強していきます。私は学校へ行っていろいろなことを
学んだり、友だちと遊ぶことができるので大好きです。里親様にいつかお目にかかれることを
願っています。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Pornchai Aubsrirum
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気のことと思います。僕は元気にしています。この新学期から僕
は小学２年生に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は祖母の花輪作
りの手伝いをしています。また、復習したり、スポーツを楽しんでいます。里親様には教育奨
学金を支援いただき、本当にありがとうございます。僕は一生懸命勉強していきます。里親様
のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Chalotorn Sonnoi
　　　学　　　年　　　大学　３年生　女子

　こんにちは、里親様。私の家族を助けて下さりどうもありがとうございます。里親様とご家
族の皆様のご健康をお祈りいたします。私は販売するためのお菓子作りをしたいと思って、こ
のごろ、練習をしています。例えば、ブラウニー、バナナケーキなどです。もしもおいしく作
れるようになったらオンライン販売ができます。新学期になったら大学に持っていって売るこ
ともできます。先生や友達へプレゼントもします。４月はタイのお正月、家族の日で、親戚縁
者が集まります。伝統行事で大人の方に水を注いで差し上げます。また、お互いに水をかけあ
うタイの行事で、子どもたち、若者たちが大好きです。

　　　氏　　　名　　　Jiratip Wongsamran
　　　学　　　年　　　高等専門学校　３年生　男子

　ニックネームはナームです。今、僕は高等専門学校の３年生です。僕は仕事をしながら学
校に通っています。父の経済的負担を軽くするため働いています。家にいる時間は、両親を手
伝って、ほうきかけ、モップがけなどの家事をします。実習、研修を通してたくさんの新しい
経験をすることができました。新学期になったら僕はもっと勉強をがんばります。仕事をがん
ばってお金を貯めるように努力します。里親様とご家族の皆様のご多幸、ご健康をお祈りいた
します。僕をご支援くださりどうもありがとうございます。

－ 14 － － 15 －



　　　氏　　　名　　　Phimphon Suwanjaruen
　　　学　　　年　　　高等専門学校　２年生　女子

　こんにちは。私は、ピムポーン・スワンヂャルーンです。現在私は、バンコク技術専門学校
で学んでいます。学年は高等専門学校１年生で、家族の負担を軽くすることと、将来日々生計
をたてることのために、今は仕事をしながら勉強をしています。私は支援者様が奨学金を与え
てくださることに対してとても感謝しています。あなた様の優しさは私にとってとても大きな
意味をなします。それは私に将来や知識、教育、一般と同じチャンスを与えてくれるからです。
自分自身のために学業に励むことをお約束します。繰り返しになりますが、あなた様の優しさ
に感謝いたします。あなた様が健康で三宝のご加護がありますことを。そしていつまでも幸せ
でありますように。

　　　氏　　　名　　　Anatdaa Phonmafuang
　　　学　　　年　　　高校　１年生　女子

　現在、中学３年生が修了したところです。私は高校１年生も同じ学校で学び続けようと思い
ます。ここの学校は進学にあたって入学試験があります。私は合格して理系を選びました。私
は理系の学びは難しく、とても厳しいものだとよく知っています。でも私は支援者様のご慈悲
にふさわしくなるように、教科書を学び、私にできる限り一生懸命に勉強します。父と母が快
適を得られる良い仕事を得るために、そして自分自身の良い将来のために、私にできる限り一
生懸命勉強します。最後に、あなた様のご健勝をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Thirasak Phuulek
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子

　里親様、僕に奨学金をくださりどうもありがとうございます。僕はとても嬉しいです。僕は
Keha Ua Gung地区に住んでいます。僕は友だちがたくさんいて、よく遊んでいます。僕は東
北ガラシンの田舎におばあちゃんに会いに行きました。僕は２人兄弟で、父と３人で暮らして
います。父は請負運転手です。僕はセブンイレブンで働いています。僕は勉強をがんばります。
僕は父にとって常にいい子どもでいるようにします。里親様、どうもありがとうございます。

　　　氏　　　名　　　Apisit Yim Foung Feng
　　　学　　　年　　　専門学校　３年生　男子

　こんにちは。この春僕は職業専門学校２年を終え、新学期から３年生に進級します。僕は家
族の負担を軽減するためにアルバイトもしています。里親様には、僕への教育奨学金を支援い
ただき、本当にありがとうございます。僕はいろいろな知識を得るために、また里親様のご厚
意にこたえるためにも頑張って勉強していきます。里親様のご健康をお祈りします。

－ 14 － － 15 －



　　　氏　　　名　　　Waranda Thongsang
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子

　こんにちは。私はワーラッツダー・トーンサンです。この新学期から私は中学３年生に進級
します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、家計を助けるためにアルバイトをして
います。私の健康状態もかなり良くなってきましたが、月に１回は通院して薬を服用していま
す。私の成績は総合評価で「3.37」（最高は「４」）でした。これからももっと良くなるよう
に努力していきます。それでは、里親様のお幸せを心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Jirayapa Kamnung
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。この新学期から私は中学２年生に進級します。学年末試験の結果ですが、私
の成績は総合評価で「3.74」（最高は「４」）でした。里親様から教育奨学金を支援いただき、
ここまで勉強できています。本当にありがとうございます。また、私は家族と共に引越しする
ことになり、通学する学校も変わりますが、これまで同様に一生懸命勉強していきたいと思い
ます。それでは、里親様、皆さんのご健康を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Pakonlam Chaimontri
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子

　こんにちは。僕はパゴンラム・チャイモントリーです。ニックネームはキムといいます。里
親様にお手紙を書くことができて、僕はとてもうれしいです。この新学期から僕は中学２年生
に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて祖母の世話をして
います。母親は働きに出ているので、祖母を病院に連れて行ったり、家事も手伝っています。
時間ができれば、友だちと一緒にサッカーの練習をしています。それでは、里親様のご健康と
お幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Phairot Malaiwong
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子

　こんにちは。里親様にお手紙を書くことができて、僕はとてもうれしいです。この新学期か
ら僕は中学３年生に進級します。学期末試験の結果、僕の成績はあまり良くありませんでした。
これまで以上に努力していきます。家でも復習をして頑張って大学まで進み、家族の面倒を見
ていけるようにしたいです。それでは、里親様、皆さんのお幸せとご健康をお祈りします。

－ 16 － － 17 －



　　　氏　　　名　　　Phuriphat Phonsuk
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。僕はプーリパット・プーンスックです。この春、僕は小学６年を卒業し、新学
期から中学１年生に進学します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は祖母と２
人で家にいて、祖母の手伝いをしています。授業がスタートすれば、祖母も働き先を探すので
すが、年老いてきているのでなかなか難しいです。僕は里親様のご厚意にこたえるためにも一
生懸命勉強していきます。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございま
す。

　　　氏　　　名　　　Ratchata Sonklin
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はラッチャタ・ソーングリンです。ニックネームはイスといいます。この手
紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて僕ができる家事を手伝っています。この
新学期から僕は小学６年生に進級します。今まで以上にもっと一生懸命勉強していくようにし
ます。この時期はタイの新年（ソンクラーン）の行事として水掛祭りをして高齢者をお祝いし
ます。里親様はお元気ですか。それでは、里親様、皆さんのご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Naphitchaya Sattabut
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。私はナピチャヤー・サッタブットです。この春、私は中学１年を終え、新学期
から中学２年生に進級します。私は踊りが大好きで、いろいろな所に行って踊っています。こ
の手紙を書いている今は暑季休暇中ですので、私は祖父母と一緒に家にいて、掃除などの家事
を手伝ったり、復習をしています。学校では友だちと仲良くし、先生もきちんと教えてくれま
す。ただ私の成績はあまり良くありませんでした。これからは勉学に励んでいきます。里親様
はお元気ですか。心配しています。私は健康に気をつけています。

　　　氏　　　名　　　Thanita Bunlaor
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親様
はお元気ですか。私は一生懸命勉強していきます。この手紙を書いている今は暑季休暇中です
ので、私は家にいて家事を手伝ったり、好きな絵を描いています。将来は大好きな絵を描いて
いくことが私の夢です。是非とも実現させたいです。そして、自分が住んでいる地域の改善に
も取り組んでいきたいです。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

－ 16 － － 17 －



　　　氏　　　名　　　Thanakrit O-keaw
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。この新学期から僕は小学３年生に進級します。里親様
には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。僕は別な学校を見学するチャ
ンスがあり、行って来ました。学校の環境もとても良く、遊び場も充実していてとても良かっ
たです。これからも僕は一生懸命勉強してきます。

　　　氏　　　名　　　Faarong Klaiyruen
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私は元気にしています。この手紙を書いている今は暑
季休暇中です。私は両親、祖母と一緒に住んでいるのですが、借家住まいなため、今住んでい
る場所を引越さなければならなくなり、両親も急いで住む場所を探しました。結局、安心して
住む場所が見つかるまでとても疲れましたが、耐えるのみです。それでは、里親様のお幸せと
ご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Peerada Mungpongphak
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気のことと思います。私は元気にしています。この新学期から私
は中学２年生に進級でき、私はとてもうれしいです。私の祖母が体調を崩しているので、近く
にいて世話をしています。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。私は自
分の夢を実現させるために真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。大学卒業できる
まで頑張ります。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Sainam Sanglek
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。里親様から教育奨学金の支援をいただいて、私はとてもうれしいです。私は
里親様のご厚意にこたえられ、皆の模範になるように真面目に一生懸命勉強していきたいと思
います。家にいる時も家族の手助けになり、自分の将来のために頑張っていきます。学校での
成績ですが、総合評価で「3.40」（最高は「４」）でした。私は大学進学を目指しているので、
これからはもっと良い成績を取得できるように努力します。

－ 18 － － 19 －



　　　氏　　　名　　　Apichat Chaisiri
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕はアティチャート・チャイシリ、ニックネームはエルといいます。新学期
から小学５年生に進級します。僕は一生懸命勉強していきます。里親様には奨学金を支援いた
だき、本当にありがとうございます。授業が終ると、僕はサッカーや水泳の練習をしています。
時には両親とともにお寺に参拝に行きます。里親様にお手紙を書くことができて、僕はとても
うれしいです。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Suphakorn Siengma
　　　学　　　年　　　高校　１年生　男子

　こんにちは。里親様には奨学金をいただき、本当にありがとうございます。里親様はお元気
ですか。この春、僕は中学を卒業し、新学期から高校１年生に進学します。僕の夢は建築士に
なることです。僕は理数系を専攻していきます。オーネットの得点もパスしました。余暇には
絵を描いています。注文を受けて絵を描くこともあり、謝礼をもらうこともあります。僕は日
本に旅行に行きたいので日本語の学習と勉学に励んでいきます。里親様、皆さんのお幸せとご
健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Tanaporn Tongbai
　　　学　　　年　　　専門学校　１年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、ゆっくり休むことができていま
す。この春、私は中学３年を卒業しました。成績は総合評価で「3.50」（最高は「４」）でし
た。新学期から職業専門学校１年生に進学します。里親様には奨学金を支援いただき、本当に
ありがとうございます。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。里親様は
いかがお過ごしですか。里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Boonrat Kerddee
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。里親様にお手紙を書くことができて、とても嬉しいです。この手紙を書いてい
る今は暑季休暇中なので、病気を患って自分では何も出来ない曾祖母の世話をしています。母
に代わって掃除などの家事を手伝います。時間があれば、復習をしています。私は真面目に一
生懸命勉強していきます。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

－ 18 － － 19 －



　　　氏　　　名　　　Chaanchon Phothong
　　　学　　　年　　　専門学校　２年生　男子

　こんにちは。この新学期から僕は職業専門学校２年生に進級します。僕は家計を助けるため
に勉強と仕事を両立していかなければなりません。仕事の方は商品を扱うスーパーで働いてい
ます。時間を作って復習をするようにしています。里親様のご厚意にこたえるためにも、僕は
一生懸命勉強していきます。僕の母親からは生きるために苦労することも必要であると教えて
もらっているので、勉強と仕事を両立していくことに幸せを感じています。それでは、里親様、
皆さんのお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Alankarn Pa-aow
　　　学　　　年　　　高校　２年生　男子

　こんにちは。僕はアランガーン・パアーウ、16歳です。この新学期から僕は高校２年生に進
級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、家計を助けるために働いて母親の負
担を軽くしたいと思っています。働いて得たお金は家族や自分のことなど、とても役立ってい
ます。また、里親様には僕に対して教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。
里親様のご厚意にこたえるためにも、僕は一生懸命勉強していくことを約束します。それでは、
里親様のご健康をお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Phairat Phaopnaak
　　　学　　　年　　　高校　２年生　男子

　こんにちは。僕はパイラット・ポップナークです。僕は高校のサッカーチーム選手で、ゴー
ルキーパーが僕のポジションです。これまでに数々の試合に出場してきています。その他に体
育教育の一環の試合に出たりしています。学校での練習が終ると、スポーツクラブに行ってい
ろいろな体験をするようにしています。家では母親の手伝いもします。

　　　氏　　　名　　　Drem Saman
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子

　こんにちは。今私は中学２年生が終わったところです。同時に、私は３年生に上がるためた
くさんの準備をしなければなりません。なぜなら中学校の最後の学年だからです。高校に進学
するために、さらに真面目に一生懸命学ばなければいけません。全国統一学力試験の準備もし
なければなりません。また、重要なことに、私は生徒会長になりました。だから私は学校の中
でさまざまな規律を実行し、300人に達する学校の下級生の後輩たちに規律を守らせなければ
なりません。でも今は長期休み中です。祖母は下の子どもたちの面倒を見るのを手伝って、家
の仕事もしています。最近とても暑く、私はどこにも出かけないからです。でも、天気不順で
すが、私は体調を崩してはいません。あなた様はお元気でしょうか？そちらの天気はいかがで
しょうか？あなた様のご健勝をお祈りいたします。

－ 20 － － 21 －



　　　氏　　　名　　　Nawaphon Chaiyachit
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子

　こんにちは。僕は無事に中学２年生に進級できて、とてもうれしいです。この手紙を書いて
いる今は暑季休暇中なので、家にいて祖母の手伝いをするようにしています。祖母は物売りに
出る時には一緒に行って手伝えることに喜びを感じています。里親様には教育奨学金を支援い
ただき、本当にありがとうございます。おかげ様で僕も無事に中学校に通学できています。そ
れでは、里親様のご健康を心よりお祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Sukanya Wangdongbang
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。この新学期から私は中学１年生に
進学します。休暇中、タイの新年（ソンクラーン）で田舎に行く機会がありました。高齢者を
敬って水かけ祭りを楽しみました。里親様にも是非是非タイの文化や習慣を見にいらしてほし
いです。お寺や遺跡巡りなど、いい所がたくさんあります。里親様のご厚意にこたえるために
も、私は一生懸命勉強していくことを約束します。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈
りします。

　　　氏　　　名　　　Arisara Kongsup
　　　学　　　年　　　小学　１年生　女子

　　　氏　　　名　　　Panita Tarak
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。里親様には奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。新学期から
私は小学２年生に進級します。学校ではたくさんの友だちがいて、教師たちもとても親切です。
この手紙を書いている今は暑季休暇中です。母は私を祖母の田舎に連れて行ってくれました。
祖母の家ではいろいろな手伝いをし、時には祖母と一緒にお寺にも行きました。将来、私は教
師になりたいので、一生懸命勉強していきます。里親様、皆さんのお幸せとご健康をお祈りし
ます。

－ 20 － － 21 －



　　　氏　　　名　　　Chainarong Chanruem
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕は里親様から奨学金を受けて、とても嬉しいです。里親様のご厚意にこたえ
るためにも、一生懸命勉強していきます。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てて
います。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、家にいて復習をしています。それでは、
里親様、皆さんのお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kavisra Bangkerdpon
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。私はガウィサラー・バンガァートポンです。里親様には奨学金を支援いただき、
本当にありがとうございます。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、補習授業を受けてい
ます。新学期から私は中学１年生に進学します。里親様から奨学金を受けられて、私はとても
嬉しいです。里親様のご厚意にこたえるためにも、私は一生懸命勉強していきます。それでは、
里親様、皆さんのお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Pantita Dejpon
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私は元気にしています。こちらの気候はとても暑いで
す。この手紙を書いている今は暑季休暇です。タイの新年（ソンクラーン）ですので、水かけ
祭りをしたりと、楽しいです。まもなく新学期が始まりますが、私の成績は思ったよりも良く
なかったのでもっと頑張るようにします。里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Rounganapha Mahata
　　　学　　　年　　　幼稚園　３年生　女子

－ 22 － － 23 －



　　　氏　　　名　　　Arissara Sainonthri
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様には奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。学期末試験
の結果、私はクラスで11番目でした。これからはもっと一生懸命勉強していきます。新学期か
ら小学３年生に進級するので、私はとても嬉しいです。それでは、里親様、皆さんのお幸せを
お祈りします。

　　　氏　　　名　　　Phawin Duangpiboon
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様には奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。この春、僕
は小学２年を終えました。成績は総合評価で「3.03」（最高は「４」）でした。新学期から小
学３年生に進級します。これからは一生懸命勉強していきます。この手紙を書いている今は暑
季休暇中なので、僕は家にいて家事を手伝ったり、色塗りをしたり、復習したりしています。
夜にはイスラム教の学習をします。それでは、里親様、皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kwan Suwannachot
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

　　　氏　　　名　　　Natthawut Tapmongkol
　　　学　　　年　　　幼稚園　３年生　男子

－ 22 － － 23 －



　　　氏　　　名　　　Wanchana Kea-Long
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。学期末試験の結果、前期よりも後期の方がよく、総合評価で「3.76」（最高は
「４」）でした。来年は「3.98」の得点が取れるように真面目に頑張ります。新学期から小学
５年生に進級します。家では年下の子たちの面倒を見ています。

　　　氏　　　名　　　Udomsak Sa-addee
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。僕は新学期から小学２年生に進級します。成績は中位です。これからは一生懸
命勉強していきます。放課後は健康のためにサッカーの練習をしています。里親様はお元気で
すか。僕と家族は元気にしています。里親様には奨学金を支援いただき、本当にありがとうご
ざいます。

　　　氏　　　名　　　Thanathip Keanpromma
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕はタナーティップ・ゲーンプロムマーです。里親様には奨学金を支援いただ
き、本当にありがとうございます。僕の成績はあまり良くないので、一生懸命勉強するよう努
力します。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、僕は祖母の物売りの手伝いをします。

　　　氏　　　名　　　Klongthong Buddeewong
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。この春、私は小学２年を終え、新学期から小学３年生に進級します。とても嬉
しいです。里親様もきっと喜んでくれると思います。この手紙を書いている今は暑季休暇中で
タイの新年（ソンクラーン）です。学校では私は絵画が大好きで、色を塗ったりしている時が
とても幸せです。それでも理科、算数、英語の科目もきちんと勉強しています。

　　　氏　　　名　　　Chanyaporn Mahata
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は家にいて掃除、洗濯などの
家事を手伝います。年下の子の面倒も見ます。父は働きに出ています。時間があれば、復習を
しています。

－ 24 － － 25 －



　　　氏　　　名　　　Nontapat Meesomkit
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。僕の家族は皆元気にしています。僕は復習したり、毎
晩サッカーの練習に励んでいます。時には他のチームと試合をしています。将来、僕はサッ
カー選手になりたいので、練習に頑張っていきます。それでは、里親様のお幸せとご健康をお
祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thisuda Chimplikanon
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はティースダー・チムプリィガーノンです。里親様には奨学金をいただき、
私はとても嬉しいです。この新学期から私は小学４年生に進級します。一生懸命勉強していき
ます。里親様はお元気ですか。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、とても暑いです。里
親様のお幸せを心よりお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kittishet Powat
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。僕の家族は元気にしています。この新学期から僕は
小学３年生に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、母が働いているとこ
ろで年下の子たちの面倒を見ています。時間があれば、復習したり、補習授業を受けています。
これまで以上に一生懸命勉強していきます。里親様、どうもありがとうございます。里親様、
皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Songkran Tonsoongnern
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕は一生懸命勉強していきます。家にいても復習しています。土曜日や日曜日
にはプラティープ財団の活動に参加しています。里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Sukanya Ditsatien
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様にお手紙を書くことができて、うれしいです。新学期から小学３年生に
進級します。学期末試験の結果、私の成績はあまり良くなかったのです。今年は里親様のご厚
意にこたえるためにも、頑張ります。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私ができ
る家事を手伝います。

－ 24 － － 25 －



　　　氏　　　名　　　Jirayu Chobtham
　　　学　　　年　　　幼稚園　３年生　男子

　　　氏　　　名　　　Supitcha Prasert
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はスピッチャー・プラセットです。里親様にお手紙を書くことができて、う
れしいです。私は元気にしています。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、タイの新
年（ソンクラーン）で水かけまつりを楽しんでいます。里親様はお元気ですか。こちらはとて
も暑いです。そちらの気候はいかがですか。休暇は少し長いですが、その分家族と一緒に過ご
しています。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Monthakarn Boonyang
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は両
親と一緒に過ごし、掃除や洗濯などの家事を手伝います。あと１ヶ月後には新学期がはじまる
ので、一生懸命勉強していきます。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Panpaporn Deang-Asa
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。そちらの気候はいかがですか。こちらの気候はとても
暑いです。まもなくタイの新年（ソンクラーン）が近いからです。この手紙を書いている今は
暑季休暇です。そちらは落葉がたくさんありますか。こちらは落葉がとても多いです。私はこ
れからも一生懸命勉強していくことを約束します。

－ 26 － － 27 －



　　　氏　　　名　　　Techo Srisiri
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕はテーチョー・スリーシリです。里親様には奨学金を支援いただき、本当に
ありがとうございます。僕は里親様のご厚意にこたえるためにも、一生懸命勉強するよう努力
し、全力を尽くすことを約束します。僕の成績は中位ですが、僕はサッカーが得意です。地域
のチームに参加して試合したことがあります。

　　　氏　　　名　　　Kannika Raharn
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はガンニガー・ラハーンです。ニックネームはバイトーンといいます。新
学期から私は小学５年生に進級します。学校では音楽クラブに所属しています。家では母に代
わって家事も手伝います。宿題を済ませてから友だちと遊びます。夕方には夕食を食べ、皿洗
いは私がやります。私はこれからももっと勉学に励んでいくことを約束します。それでは、里
親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Theerachort Phupeang
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕のニックネームはフェイスといいます。学期末試験の結果、僕はクラスで２
番目でした。成績は総合評価で「3.81」（最高は「４」）でした。将来、僕はサッカー選手に
なりたいという夢があります。僕の夢を実現させるために努力します。里親様から奨学金を受
けて、僕は嬉しいです。里親様もご健康に注意してください。お手紙をお待ちしています。

　　　氏　　　名　　　Boonyarit Thongkert
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。夏休み中、僕は、母に代わって妹のお世話を頑張りました。母は毎朝５時に仕
事に出かけます。僕は、妹が目を覚ましたら布団を片付けてシャワー、歯磨きを済ませ朝食を
食べさせてあげます。午後は、いっしょに本を読みます。母が夕方５時に帰宅して皆で夕ご飯
を食べます。ご飯の後は皆でテレビを見て僕と妹は９時に寝ます。これが僕の夏休みの日課で
した。

　　　氏　　　名　　　Rattanathikan Deeying
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。夏休み中、私は、掃除、皿洗いをして両親の手伝いをしました。そして時間が
ある時は、教科書の復習、まんがや芸能人の雑誌を見たり、携帯電話でゲームをして遊びまし
た。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。これからも一生
懸命に勉強して自分自身が向上できる様に頑張ります。

－ 26 － － 27 －



　　　氏　　　名　　　Phachamom Seangarun
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。今は夏休み中で、家事をして母の手伝いをしています。母は１人で私を育てて
くれているので私は、少しでも母の負担を減らしてあげたいです。私のために教育奨学金を援
助してくださりどうもありがとうございます。新学期からも一生懸命に勉強や宿題をして頑張
り中学に合格できるように頑張りたいと思います。

　　　氏　　　名　　　Aphinya Keawniyom
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私は、アピンヤー・ケェーオニヨム、小学３年生です。私は、４人兄弟です。
兄が１人と弟が２人います。家にいる時は祖母の手伝いで弟たちの面倒を見たり、飲み水をボ
トルに入れたり、掃除をしたり夜、布団を敷いたりします。私は、教育奨学金を頂くことがで
きてとてもうれしいです。家族の負担も減らすことができます。最後になりましたが、私のた
めに教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。これからも良い子で一生懸
命に勉強し、頂いた奨学金を有効に使うことをお約束します。

　　　氏　　　名　　　Diana Menza
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。たく
さんの知識をつけるためにもできるだけ高等教育を受けたいと思っています。そして仕事に就
き両親の負担を減らしてあげたいと思っています。両親は、私を学校へ行かせるために重労働
を強いられています。でも、教育奨学金のおかげで私の教育の問題は、解決することができま
した。これからも良い子で一生懸命に勉強することをお約束します。

　　　氏　　　名　　　Khemmanat Wilaiwan
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私は、ケムナット・ウィライワーンです。５月16日から新学期が始まっていま
す。夏休み中は祖母の用品店の手伝いをしていました。休日や放課後も家で家事の手伝いをし
ています。最後になりましたが、里親様のご健康をお祈りしています。

－ 28 － － 29 －



　　　氏　　　名　　　Orawan Ditbanchong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。その後、里親様は、お元気でいらっしゃいますか。おかげさまで今年私は、小
学４年生に進級します。今年も一生懸命に勉強して、学校の行事にも積極的に参加したいと思
います。家ではできる家事は何でもするようにして母の手助けをしています。夜は宿題をして、
皿洗いやコップや飲料水入れを片付け、テレビを見て８時半に寝ます。そして月曜日から金曜
日までは毎朝、６時に起きてシャワーを浴びて学校へ通っています。

　　　氏　　　名　　　Raweekarn Jindawech
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私のニックネームは、ウンと言います。今、クロントイナーイ小学校の３年生
です。私は、図工のクラスが大好きでとても興味があります。でも、他の教科も一生懸命に勉
強しています。私は、毎日学校へ通うことができてとても幸せです。今は、雨季でいつもちょ
うど家に帰る時に雨が降り、そんな時はとても大変です。里親様の住んでいらっしゃる国は今
どんな季節ですか。最後になりましたが、私のために里親様になってくださりどうもありがと
うございます。洋々たる将来のためにもこれからも一生懸命に頑張って勉強します。

　　　氏　　　名　　　Weeraluck Joorawat
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕のために教育奨学金を援助してくださり里親様とご家族の皆様にとても感謝
しています。僕は、里親様の里子になることができてとてもうれしいです。これからも一生懸
命に勉強して、頂いた奨学金を有効に使わせていただきます。今は、夏休み中で僕は家で教科
書を読んで復習をしています。最後になりましたが、里親様とご家族の皆様のお幸せとご健康
をお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Naphatwan Kiettijindarat
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様から奨学金を受けていて、私はとてもうれしいです。里親様はお元気で
すか。この新学期から私は小学３年生に進級します。まもなく授業が始まるので、私は一生懸
命勉強していきたいと思います。休暇中、私は家事を手伝っています。それでは、里親様のご
健康とお幸せをお祈りします。

－ 28 － － 29 －



　　　氏　　　名　　　Kwannapha Ruengsom
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私が勉強を続けることができる様に教育奨学金をご支援してくださる御慈悲に
とても感謝しています。どうもありがとうございます。おかげさまで学校へ通う事ができます。
これからも良い子で一生懸命に勉強し、里親様にも喜んで頂ける様に頑張ります。最後になり
ましたが、里親様のご健康をお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Duangkamol Aneknen
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。何よりもまず、私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうご
ざいます。おかげさまで学校へ通うことができてとてもうれしいです。頂いた奨学金は自分の
勉強のために役立て、これからも良い子に一生懸命に勉強します。夏休み中は、家で母の家事
の手伝いをしています。最後になりましたが、里親様のお幸せをお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Kittipong Plangklang
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。おか
げさまで学校に通い勉強を、友達と遊ぶことができてとてもうれしいです。僕の夢はスポーツ
選手になることです。自分の明るい将来のためにも一生懸命に勉強して今よりも成績が良くな
るように頑張ります。

　　　氏　　　名　　　Thanaporn Pun-Akas
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。私の
ニックネームは、カラメーと言います。私は、５人兄弟の４番目で、クロントイスラムのロッ
ク７地区に住んでいます。おかげさまで今年から小学６年生になりました。私の暮らしは良い
時もありますが、そうでない時もあります。でも、自分の将来のためにそして高等教育が受け
られる様にこれからも一生懸命に勉強します。最後になりましたが、里親様とご家族の皆様が
お元気にお過ごしになられますようにお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Jirapan Ritthaisong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。里親様から奨学金を受けられて、僕はとてもうれしいです。里親様のご厚意に
こたえるためにも、僕は一生懸命勉強していきます。この手紙を書いている今は暑季休暇中な
ので、僕は家にいて年下の子の面倒を見て、復習をしています。それでは、里親様、皆さんの
お幸せとご健康をお祈りします。

－ 30 － － 31 －



　　　氏　　　名　　　Chayanan Meetiem
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気でいらっしゃいますか。私は、チャナーナン・ミーティヤムで
す。今、小学３年生です。年度末の成績が結構よかったので私の家族も喜び、私もとてもうれ
しいです。今は、夏休み中で家事をして祖母の手伝いをしています。今、タイはとても暑いで
す。最後になりましたが、里親様のお幸せとご健康をお祈りしています。そしてこれからも里
親様に誇りに思って頂けるように一生懸命に勉強することをお約束します。

　　　氏　　　名　　　Supattra Meuntep
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。これ
からも一生懸命に勉強します。夏休み中はどこへも遊びに行かずに家で母の家事の手伝いをし
ています。最後になりましたが、里親様のお幸せとご健康をお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Tamolwan Lapprasert
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私の名前はタモンワーンと言います。私のために教育奨学金を援助してくださ
りどうもありがとうございます。おかげさまで今年から小学５年生になります。年度末の成績
はとてもよかったです。夏休み中は、サタヒップという所でキャンプに参加してたくさんの友
達といっしょに過ごしとても楽しかったです。家では弟妹の世話をして、家族の負担を少しで
も減らそうと手伝っています。家族が大変な思いをしない様に良い子で過ごします。最後にな
りましたが、里親様のお幸せをお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Suchanat Klongkeow
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。私は、里親様が私の里親でいてくださりとてもうれしいです。私のために
教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。年度末の私の偏差値平均は、
「3.81」（最高は「４」）でした。いくつかの科目は偏差値４でクラスの中で偏差値４を１番
たくさんもらいました。とても一生懸命に勉強したのでこの様な良い結果になったと思います。
そしてこうして里親様にご報告することができてうれしいです。最後になりましたが、里親様
がご健康で長生きをされ、全てのことにご成功されることをお祈りしています。これからも里
親様に良いご報告ができる様に一生懸命に勉強します。

－ 30 － － 31 －



　　　氏　　　名　　　Hathairat Im-charoen
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私は学校から家に戻ると、祖母の物売りの手伝いをします。私は２人の祖母、
１人の叔母と一緒に住んでいます。父はいません。母は地方に出稼ぎに行っています。母から
の送金はほんの数回しかありません。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがと
うございます。それでは、里親様のご健康を心よりお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Chonthicha Kitwitthayakorn
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。その後、お元気でいらっしゃいますか。おかげさまで私の家族と私は、元気で
す。私のために教育奨学金を援助してくださりどうもありがとうございます。今は夏休み中で、
母の清掃の仕事を手伝っています。時間がある時は本を読んだり、運動をして過ごしています。
頂いた奨学金は、学用品や自分の勉強のために使わせて頂き、全力で勉強して頑張ります。最
後になりましたが、里親様とご家族の皆様のお幸せとご健康をお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Naphalai Pleumjit
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親様
のご厚意にこたえるためにも、私は一生懸命勉強していきます。里親様はいかがお過ごしです
か。お元気のことと思います。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Rungarun Sornpan
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。僕はと
てもうれしいです。僕の家庭はたいへん厳しいので、勉学ができることに感謝しています。卒
業後は職に就くようにしたいです。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にい
て祖母の手伝いや復習、友だちと一緒にサッカーの練習をしたりしています。それでは、里親
様のご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Wutthichai Subprom
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。僕は一
生懸命勉強していくことを約束します。新学期から僕は中学１年生に進学できて、とてもうれ
しいです。学期末試験の結果、僕の成績は総合評価で「3.01」（最高は「４」）でした。これ
からはもっと良くなるように頑張ります。放課後は友だちと一緒にサッカーの練習をしていま
す。里親様はいかがお過ごしですか。近況をお知らせください。それでは、里親様のお幸せを
お祈りします。

　　　氏　　　名　　　Mintra Jatikawanit
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私は奨学金を受けることができて、とてもうれしいです。自分の将来のため
にも私は一生懸命勉強していきたいと思います。この手紙を書いている今は暑季休暇中ですが、
外出することはなく家にいて、復習をしたり、プラティープ財団の活動に参加しています。

　　　氏　　　名　　　Bongkot Tonteng
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。まもなく新学期が始まります。新たに制服や文具類を準備しなければなりませ
ん。里親様からの奨学金で教材などを求めることができました。里親様には教育奨学金を支援
いただき、本当にありがとうございます。私は自分の将来のために一生懸命勉強していくこと
を約束します。私の夢は獣医になることです。夢を実現できるように頑張ります。里親様のご
健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thanaporn Rachiwong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親
様のご厚意にこたえるためにも、私は一生懸命勉強していきます。私の好きな科目は英語です。
私は将来看護師になりたいので、今から少しずつ貯金をするようにしています。私は家族や親
戚、たくさんの人たちを看護していきたいからです。そのためにも大学卒業まで頑張ります。
それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Peerapong Galated
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はピーラポン・ガーラテートです。僕と家族は里親様から教育奨学金を支援
していただき、本当に感謝しています。僕は自分の将来と里親様のご厚意にこたえるためにも、
一生懸命勉強していきたいと思います。そして、立派な社会人になっていきたいと思います。
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　　　氏　　　名　　　Manasnai Kunachuen
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。この新
学期から僕は小学３年生に進級します。僕は学校のタイ舞踊に参加しています。国際的な平和
の集いのための事業が10月にあるため、皆で猛練習をしています。役立つ活動に参加できるこ
とにとても満足しています。

　　　氏　　　名　　　Natthawat Srisawat
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。この新
学期から僕は小学２年生に進級します。１年の時には一生懸命勉強してきたので、成績は総合
評価で「3.53」（最高は「４」）で、クラスで６番目でした。僕はこれからも熱心に勉学に励
んでいくことを約束します。今の時期は気候が変わりやすいですから、健康に注意してくださ
い。

　　　氏　　　名　　　Monchalerm Sangwon
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕はモンチャレーム・サンウォーンです。この新学期から小学５年生に進級し
ます。僕はこれからも真面目に一生懸命勉強していきます。放課後は、家に戻って家事を手伝
います。いろいろなことを学ぶために財団の活動にも参加しています。それでは、里親様のお
幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Natcha Seangthong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はナッチャー・セーントーンです。ニックネームはミンといいます。新学期
から小学５年生に進級します。私は３人姉妹で、両親と一緒に住んでいます。近所の人たちと
も仲良く暮らしています。母は妹の世話をして、父は日雇いの仕事をしています。とても暑い
ですが、家族と一緒でとても楽しいです。この手紙を書いている今は暑季休暇中とタイの新年
（ソンクラーン）なので、水かけ祭りをします。里親様はお元気ですか。私は元気にしていま
す。里親様のお幸せをお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Ploychumpoo Buakeow
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。この手
紙を書いている今は暑季休暇中なので、復習をしたり、年下の子の面倒を見ています。新学期
から私は小学３年生に進級します。奨学金は学校で必要な教材を求めるために役立てています。
休暇中、私はナコンサワン県の田舎にいる祖母を訪ねて、お寺に参拝して来ました。それでは、
里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thanchanok Ket-uthong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はタンチャノック・ゲットウトーンです。ニックネームはフェリスといいま
す。この新学期から小学４年生に進級します。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当に
ありがとうございます。私はとてもうれしいです。里親様のご厚意にこたえるためにも、私は
一生懸命勉強していくことを約束します。里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Rajcharot Rairaksa
　　　学　　　年　　　幼稚園　３年生　女子

　　　氏　　　名　　　Sukanya Kooyeemud
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。私はこうして里親様にお礼を言えることがとてもうれしいです。私は奨学金を
受けていることもあり、一生懸命勉強していきたいと思います。奨学金は学校で必要な教材を
求めるために役立てます。里親様のお幸せとご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Pongpat Pongsen
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

　　　氏　　　名　　　Ratanamin Malai
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。この新学期から僕は小学２年生に進級します。これからも勉学に励んでいきま
す。奨学金を有効に使っていきます。里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Phoomarin Yamsrisai
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。僕のニックネームはトンといいます。里親様には教育奨学金を支援いただき、
本当にありがとうございます。僕は自分自身のためにも一生懸命勉強していきます。僕はきち
んと薬を服用しているので、家でもいろいろと手伝いができています。

　　　氏　　　名　　　Natthadanai Noptaweesub
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。僕はナッタダナイ・ノップタウィーサップです。ニックネームはハーリーフと
いいます。８歳。新学期から小学２年生に進級します。僕の家族は両親、兄、姉、そして僕の
５人です。兄とは19歳、姉とは15歳も年齢の差があります。今は４人で暮らしていて、親は日
雇いの仕事です。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、家にいて家事を手伝っていま
す。僕は一生懸命勉強していきます。里親様のご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Chonlatee Porncharoen
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。僕は一
生懸命勉強していきたいと思います。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は年下
の子の面倒を見たり、家事を手伝い、復習をし、友だちと一緒に外で遊びます。新学期から僕
は小学３年生に進級します。里親様のご厚意にこたえるためにも、僕は一生懸命勉強していき
ます。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Phattraporn Lertrak
　　　学　　　年　　　小学　１年生　女子

　　　氏　　　名　　　Chanakan Meunwilai
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

　　　氏　　　名　　　Aphisorn Keowsai
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。暑季休暇中、僕はお寺で修行をしました。僕が書く文字は上手ではありません。
新学期から小学５年生に進級します。僕の成績は総合評価で「3.05」（最高は「４」）でした。
里親様には教育奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。奨学金は学校で必要な
教材を求めるために役立てています。これからは文字の練習や勉学に努力していきたいと思い
ます。それでは、里親様のご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Sithitichok Tingchairot
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。里親様から奨学金を受けることができて、僕はとてもうれしいです。里親様は
お元気ですか。僕は元気にしています。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、祖母の
物売りの手伝いをしたり、新学期にむけて勉強しています。タイの新年（ソンクラーン）でも
あり、水かけ祭りを楽しみました。里親様にも是非タイの新年に遊びにいらしてほしいです。

　　　氏　　　名　　　Wanchai Pratoomthong
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。僕はワンチャイ・プラトゥムトーンです。この新学期から僕は小学２年生に進
級します。里親様はお元気ですか。僕は元気にしています。僕は初めて手紙を書くので少し緊
張しています。気候も変化していますので、病気をしないように気をつけてください。それで
は、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Athit Jaisuwan
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕の家族は祖父母、母、弟、そして僕の５人です。僕の好きなスポーツはサッ
カーで、時々試合にも出ています。僕の成績は総合評価で「3.60」（最高は「４」）、クラス
で７番目でした。これからは頑張っていきます。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、
弟の面倒を見たり、復習をしています。僕には父はいませんが、母がいるのでいいです。里親
様には奨学金を支援いただき、本当にありがとうございます。里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thanyasiri Thawongklang
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。その後、里親様は、お元気にお過ごしでしょうか。おかげさまで私と家族は
元気に過ごしています。私のために教育奨学金をご支援くださりどうもありがとうございます。
これからも一生懸命に勉強することをお約束します。成績表を同封させて頂きますのでご覧に
なって下さい。私は、頭の体操になる算数の勉強が好きです。先日、学校の代表で『タイの礼
儀作法を学ぼう』という催しに参加して修了証書を頂きました。今年の夏休みは、父方の祖母
と姉といっしょに過ごし、毎日祖母のお店の手伝いをしました。そして母方の祖母のためには、
家事の手伝いをしました。私は、２人の祖母のために手伝うことができてとてもうれしかった
です。最後になりましたが、里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。
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　　　氏　　　名　　　Ia-rada Urangjit
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。その後、里親様は、お元気にお過ごしでしょうか。おかげさまで私と家族は
元気に過ごしています。私のために教育奨学金をご支援くださりどうもありがとうございます。
これからも一生懸命に勉強することをお約束します。成績表を同封させて頂きますのでご覧に
なって下さい。私は、図工の勉強がとても好きです。図工は、とても楽しいです。先日、学校
の代表でタイ文字の書写を学ぼうという催しに参加して修了証書を頂きました。この夏休みは、
家で母の手伝いをしました。弟妹の世話や掃き掃除や拭き掃除をしました。家族の仕事を少し
でも手伝うことができてとてもうれしかったです。最後になりましたが、里親様のご健康とお
幸せをお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Preeyachat Nawasri
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私は元気にしています。また、新学期が始まったので、
新たな中学校（中学１年生）の環境や友だちに慣れていかなければなりません。小学校の時に
もタイ語のコンテストに出たりしました。今年からは朝早く起きて、登校する準備などで忙し
いです。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は家にいて家事を手伝います。５月
17日から授業がスタートですが、その前に始業式の行事があります。それでは、里親様のご健
康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kitiyakorn Srikongplee
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。その後、お元気でしょうか。おかげさまで私と家族は元気に過ごしています。
手紙と一緒に成績表を同封させて頂きますのでご覧になって下さい。私は、家では毎日家事
をして母の手伝いをしています。学校ではキャンプ、遠足などの行事もあり先生達も親切です。
父と母は、いつも自分の将来のために一生懸命に勉強する様にと私に言い聞かせています。最
後になりましたが、里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Panpat Jetanadee
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。その後、里親様はお元気にお過ごしでしょうか。お蔭様で私と家族は元気に過
ごしています。私のために教育奨学金をご援助くださりどうもありがとうございます。これか
らも一生懸命に勉強することをお約束します。成績表を同封させて頂きますのでご覧になって
下さい。私は、タイ語の勉強が好きです。タイ語は楽しいです。先日、学校の代表で数学コン
テストに参加して修了証書を頂きました。夏休み中は、弟妹の世話や掃除、お皿洗いなどをし
て祖母の手伝いをしました。家族の仕事を少しでも手伝うことができてとてもうれしかったで
す。最後になりましたが、里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。

－ 38 － － 39 －



　　　氏　　　名　　　Pornchita Krungsri
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。その後、里親様はお元気にお過ごしでしょうか。お蔭様で私と家族は元気に過
ごしています。私のために教育奨学金をご援助くださりどうもありがとうございます。これか
らも一生懸命に勉強することをお約束します。成績表を同封させて頂きますのでご覧になって
下さい。私は、タイ語の勉強が好きです。タイ語は楽しいです。先日、『絵を見て話を作ろ
う』という催しに参加して修了証書を頂きました。夏休み中は、お皿洗いや掃除をして祖母の
手伝いをして過ごしました。祖母の手伝いをすることができてとてもうれしかったです。最後
になりましたが、里親様のご健康とお幸せをお祈りしています。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：アシタ・シーマチャン　　　　　　学　　年：小学３年生　男子
ニックネーム：イン　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　サノーン・セーンサニット　　　祖父　62歳
　ソムサック・セーンサニット　　叔父　41歳
　ソムチャート・セーンサニット　父親　38歳　建設現場作業員 6,000バーツ／月
　ワンラパー・シーマチャン　　　母親　37歳　清掃員 4,800バーツ／月
　アシタ・シーマチャン　　　　　本人　10歳　就学中
　ソラチャー・ジェームドゥアン　従姉　12歳　就学中

【奨学生の状況】
　インは、父ソムチャート・セーンサニット、母ワンラパー・シーマチャンとの間に生まれた
子である。現在インは、祖父、叔父、両親、従姉と一緒に住んでいる。インの父親は建設現場
の作業員として働き、月に6,000バーツの収入である。一方、母親は清掃員として働き、月に
4,800バーツの収入である。家族には働いていない祖父と失業した叔父がおり、インの両親の収
入で暮らしていかなければならないため、子どもの養育と生活費を捻出していくにはかなり厳
しい状況である。家族はバンコク郊外のワチャラポン地区にある持ち家に住んでいるので家賃
はかからないが、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ティーラワット・ローブムアン　　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：タイ　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：軍人

【家族構成】
　ノップガウ・ローブムアン　　　父親　36歳　警備員 10,000バーツ／月
　スプラーニー・ニンスック　　　母親　34歳
　ティーラワット・ローブムアン　本人　８歳　就学中

【奨学生の状況】
　タイは、父ノップガウ・ローブムアン、母スプラーニー・ニンスックとの間に生まれた子で
ある。タイの父親は警備員として働き、月に10,000バーツの収入である。一方、母親は失業し
てしまい、まだ働く場所をみつけておらず、タイの通学時と下校時に送り迎えをしている。父
１人の収入なので、家族はかなり節約しながら暮らしている。また、父親が仕事を休むと減給
される。家族は第1-2-3地区にある老朽化したトタンづくりの狭い家に住んでいる。

－ 40 － － 41 －



［新規奨学生］
氏　　　　名：ナームティップ・スリートーン　　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：ナーム　　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ウィタヤー・スリートーン　　　父親　44歳　荷役労働 400バーツ／日
　スパーポーン・リヤントーン　　母親　44歳　デパート従業員 10,000バーツ／月
　ナームティップ・スリートーン　本人　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　ナームは、父ウィタヤー・スリートーン、母スパーポーン・リヤントーンとの間に生まれた
３番目の子である。ナームは両親と一緒に住んでいるが、２人の兄姉は近くにいる祖母の家に
住んでいる。ナームの家はとても狭いため、祖母に毎月3,000バーツをあげて面倒を見てもらっ
ている。ナームの父親は荷役労働に従事してはいるが、仕事は月に４回あるだけなので、日に
400バーツの収入はあってもわずかなのである。その分、母親がデパートの従業員として働き、
月に10,000バーツの収入である。家族は第1-2-3地区にある小さく狭い家でも自分の家に住んで
いるので家賃はかからないが、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ワンタガーン・ダーンクントッド　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：ゲー　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　ニパーポーン・プームナット　　　　祖母　62歳　子守り 2,000バーツ／月
　ワンニサー・ダーンクントッド　　　姉　　11歳　就学中
　オラピン・アルンサワット　　　　　従姉　13歳　就学中
　ワンタガーン・ダーンクントッド　　本人　８歳　就学中
　ワラチャット・ジュージェムジット　従弟　１歳

【奨学生の状況】
　ゲーは、父セークサン・ダーンクントッド、母ワンウィパー・タンマニーとの間に生まれた
２番目の子である。ゲーの父親は彼が７歳の時、昨年の１１月に肺病で死亡。母親はウドンタ
ニ県で働いていて、毎月1,000バーツを祖母に仕送りしてきている。祖母は外に働きに出ず、家
で１歳になるゲーの従弟の子守りをして月に2,000バーツ得ている。家族が生活していくにはか
なり厳しい状態であるが、祖母は節約しながら暮らしている。時には近所の人が困っている祖
母たちのために食事を持ってきてくれている。家族は第1-2-3地区にある祖母の持ち家に住んで
いるので家賃はかからないが、水道・電気代を月に1,000バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ナッタワン・セーチャン　　　　　学　　年：小学２年生　女子
ニックネーム：モーバイ　　　　　　　　　　　　将来の夢：看護師

【家族構成】
　ナッタウット・ワンウィロート　養父　　34歳　　荷役労働 400バーツ／日
　ガンニガー・パオグロム　　　　母親　　27歳
　ナッタワン・セーチャン　　　　本人　　７歳　　就学中
　ナッタプーム・ワンウィロート　異父弟　６歳　　就学中

【奨学生の状況】
　モーバイは、父チャーンチャイ・ジャンタウォン、母ガンニガー・パオグロムとの間に生
まれた２番目の子である。モーバイの兄は母親の知人に預けられてから、そこの家族の一員の
ようになり、知人はモーバイの兄を戻そうとしないままである。モーバイの両親は彼女を妊娠
２ヶ月に離婚し、音沙汰はない。そして、モーバイが１歳の時に母親が再婚し、弟ができた。
養父は荷役労働者として働き、日に400バーツの収入である。母親はこの３月21日にバイク事
故に遭い、左足をバイクに挟まれたため、歩行が困難なため、治療中で働くことができない。
今はリハビリ中であるが、まだ歩くことが難しいようである。養父１人の稼ぎで家族が暮らし
ていくにはかなり厳しい状態である。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ポーンチャイ・アッブスリーラム　学　　年：小学２年生　男子
ニックネーム：ジィウ　　　　　　　　　　　　　将来の夢：警察官

【家族構成】
　タワット・パイロート　　　　　　祖父　　　55歳
　プラティン・レックプラディット　祖母　　　53歳　露店販売 300バーツ／日
　ポーンチャイ・アッブスリーラム　本人　　　８歳　就学中
　ナーウィン・ブンムアン　　　　　近所の子　４歳　就学中

【奨学生の状況】
　ジィウは、父エカチャイ・アッブスリーラム、母ニラモン・パイロートとの間に生まれた子
である。ジィウの両親は麻薬依存症のため生後の彼を祖父母に預けて離婚し、それぞれ別に家
庭を持ち、音沙汰はない。家族はとても貧しく、時にはお寺からの供養品を受けて食べて暮ら
している。祖父は脳梗塞を患い、両手と両足が動かすことができず、舌が思うように動かずに
話すことも困難な状態である。祖父は障害者手当を月に800バーツ得て、自分の経費にあてて
いる。祖母は家の前でつみれの串揚げを売って、日に300バーツの収入である。働かなければ
収入もなく、さらに祖父の世話やジィウ、近所の子を生まれた時から預かって育てているので、
家族の生活はとても厳しい状態である。
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名前 性別 生年月日 年齢 学年

　1 ナンディニ　パチャレ 女子 2008年４月10日 11歳 ４年生
　2 アシュヴィニ　マネラオ 女子 2007年２月19日 12歳 ８年生
　3 パヤル　サドゥメク 女子 2004年６月21日 15歳 10年生
　4 ルクシャ　バンソドゥ 女子 2003年３月13日 16歳 11年生
　5 マンジュシャ　メシュラム 女子 2002年10月10日 17歳 11年生
　6 アシュヴィニ　パチャレ 女子 2003年５月20日 16歳 12年生
　7 カジャル　ワグマレ 女子 2000年２月16日 19歳 大学１回生
　8 ネハ　ドク 女子 2000年６月11日 19歳 大学１回生
　9 プリヤンカ　シェンデ 女子 1999年２月６日 20歳 大学２回生
10 アカンシャ　ウケ 女子 1999年11月13日 20歳 大学１回生
11 スネハ　メシュラム 女子 1999年２月23日 20歳 大学２回生
12 プラガティ　ムーン 女子 1999年８月17日 20歳 専門学校卒業
13 アシュヴィニ　インカネ 女子 1999年６月７日 20歳 大学卒業
14 ニキタ　ジャンバンドゥ 女子 1998年11月26日 21歳 大学３回生
15 パッラヴィ　ムーン 女子 1998年３月23日 21歳 大学卒業
16 プジャ　ガンヴィル 女子 1998年８月10日 21歳 専門学校３年生
17 キルティ　メシュラム 女子 1997年９月５日 22歳 大学卒業
18 パラス　チャチェレ 男子 2012年３月11日 ７歳 ４年生
19 スワディプ　パティル 男子 2008年６月22日 11歳 ５年生
20 アンシュル　マネラオ 男子 2008年７月12日 11歳 ６年生
21 ゴータム　モトガレ 男子 2006年４月４日 13歳 ８年生
22 ニトゥ　バドワイク 男子 2006年６月７日 13歳 ７年生
23 シュバム　モトガレ 男子 2005年３月８日 14歳 ８年生
24 ロヒト　メシュラム 男子 2003年７月30日 16歳 10年生
25 クンマント　バドワイク 男子 2004年11月21日 15歳 ９年生
26 クナル　パチャレ 男子 2001年２月18日 18歳 12年生
27 アミト　パチャレ 男子 2002年10月31日 17歳 12年生
28 アディティヤ　ダヒワレ 男子 2001年８月21日 18歳 大学１回生
29 プラシク　バンソド 男子 2000年９月11日 19歳 12年生
30 マヘシュ　カネカル 男子 2000年６月20日 19歳 大学２回生
31 プラシク　メシュラム 男子 2000年６月25日 19歳 12年生
32 ヴィカス　モトガレ 男子 2000年３月３日 19歳 大学２回生
33 ピユシュ　バンソド 男子 1999年５月24日 20歳 大学３回生
34 スボド　ダヒワレ 男子 1998年12月10日 21歳 大学３回生
35 プラフル　ワグマレ 男子 1997年７月３日 22歳 大学２回生
36 プラヴィン　メシュラム 男子 1996年４月７日 23歳 大学卒業
37 ロヒト　ダンヴィジャイ 男子 1992年５月26日 27歳 大学卒業

パンニャ・メッタ子供の家在園者名簿
（2020年２月１日現在）
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パンニャ・メッタ学園在籍者数一覧
２０２０年１月現在、保育園(１学年)・幼稚園(２学年)及び１年生か

ら１０年生の許可を(１年～４年が小学校、５年～１０年が中学校)得て運営。

保育園 １年生(小学校) ５年生(中学校) ９年生(中学校)

男子 ８名 男子 １３名 男子 １８名 男子 ２１名

女子 ７名 女子 １０名 女子 １３名 女子 ２０名

小計 １５名 小計 ２３名 小計 ３１名 小計 ４１名

幼稚園(年少) ２年生(小学校) ６年生(中学校) １０年生(中学校)

男子 ５名 男子 １６名 男子 ２１名 男子 ２３名

女子 ５名 女子 １３名 女子 ２１名 女子 ２６名

小計 １０名 小計 ２９名 小計 ４２名 小計 ４９名

幼稚園(年長) ３年生(小学校) ７年生(中学校)

男子 ７名 男子 １４名 男子 ２０名

女子 ５名 女子 １４名 女子 １５名

小計 １２名 小計 ２８名 小計 ３５名

４年生(小学校) ８年生(中学校)

男子 １７名 男子 １３名

女子 １９名 女子 ２０名

小計 ３６名 小計 ３３名

【総 合 計】 男子 １９６名 女子 １８８名 総計 ３８４名
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平成25年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】谷口清、平賀敬敏、中農弘三【南　総】法興寺・中村守正、能満寺・髙橋隆叡

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】笹生君枝、谷本千恵【群　馬】興禪寺・権頭俊澄

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】清水亨桐、原田孝、野村幸恵、丹野大【京　都】寂光院・瀧澤智明

【茨　城】西福寺・志鳥融光【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成26年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】岡本佳治・容子、高田孝太【北　総】佛法寺・杉山幸雄

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】峯岸正幸、安井和三郎

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】牛島文子、佐藤光一、松下滋男、原田孝、清水亨桐、津布久伊佐夫、安部利昭

【群　馬】正善寺・齋藤崇謙【茨　城】西福寺・志鳥融光【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成27年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【神奈川】妙樂寺・溝江光運【栃　木】観明寺・勝呂俊裕

【陸　奥】永泉寺・中臣亮啓【山　形】性相院・後藤隆田

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】平野由美子【東　京】玉泉寺・浮岳貞昭、玉泉寺檀信徒会

【茨　城】長松寺・池田晃隆、來迎院・小川晃史

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】大塚基司、佐藤光一、原田孝、曹洞宗・勢國寺【兵　庫】清水寺・清水谷善英

【信　越】長岳寺・入亮純【茨　城】西福寺一隅会【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成29年度（第22回）教育里親制度ご支援者名簿（教区順・敬称略）

※寺院名は登録時のものを記載しています
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平成28年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】青木敏子、ダイセーロジスティクス株式会社、株式会社重田実業

【延暦寺一山】延命院・獅子王圓泰【京　都】覺圓院・奥村慶淳

【兵　庫】普門寺・藤本恵祐【岡　山】新龍寺・一色教圓【神奈川】妙圓寺・池田正顕

【東　京】最勝寺・山田俊和、圓珠院・杉谷義恭

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】日本橋室町若旦那会【兵　庫】鶴林寺【埼　玉】實相院・髙栁妙眞

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】藤原美紀、安部利昭、佐藤光一、清水亨桐、杷野光貴、和田泰

【一　般】重松裕子、矢島裕子【茨　城】西福寺一隅会【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成29年度支援登録者　

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】ジングラス広美、松下澄旺・慶純【京　都】妙法院門跡

【兵　庫】兵庫教区寺庭婦人会【九州東】金光明寺・廣瀬邦照

【信　越】願王寺・萱垣寿満子【神奈川】本覺寺・河村隆哲【東　京】東福寺・清水都嗣

【群　馬】安養寺・船戸義澄、安養寺「にんげん」の会、常住寺・薗實丞

【陸　奥】永清寺・土井賢亮

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】石井英章【東　京】永安寺・金子聡秀･教子【茨　城】安樂寺・渡辺俊晟

【栃　木】淨光寺・植木善見、植木豪見【陸　奥】東雲寺・山田清隆

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】清水亨桐、佐藤光一、久田佐知子、向井浩、安部利昭

【三　岐】朝田寺・新田義哲【群　馬】安樂寺・大澤祐敬、恩行寺・竹村興肇

【茨　城】來迎院・深谷尚永、安樂寺・渡辺俊晟【陸　奥】延壽院・山本峰聖
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平成30年度支援登録者

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】小畠照夫、平賀敬敏、小林圭子、谷口清【九州東】観音寺・阿部昌宏

【群　馬】施無畏寺檀信徒会

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】中農弘三【滋　賀】平等寺・筧慈照

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】清水亨桐、加藤ケン子、佐藤光一、澁谷茂樹、山本一馬、長山範子

【兵　庫】兵庫教区檀信徒会【九州東】第１教部【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成31年度支援登録者　※令和２年１月現在

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】古倉みのり、河原富位香

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】峯岸正幸【山　形】聖徳寺・松本昌順

○里親里子奨学金支援　※平成31年度より制度新設

【一　般】ジングラス広美【山　形】聖徳寺・松本昌順

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】笹本宗壽、波多米子、村山光永、石黒通浩、清水亨桐、川邊ふさえ、工藤秀丸

【一　般】医療法人仁生会、工藤路代、丹よし子、五十嵐光江、木島佳代子

【群　馬】正善寺・齋藤崇謙【栃　木】龍蔵寺・植木徳念【陸　奥】延壽院・山本峰聖

【玄　清】玄清法流本部

平成30年度（第23回）～　教育里親制度ご支援者名簿（教区順・敬称略）
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　皆さまには、平素『教育里親制度』へのご理解、ご協力くださ

いますこと心より厚く御礼申し上げます。

　平成29年度中にお預かりしました「里親育英金」より、タイの「プラティープ財団」イ

ンドの「パンニャ・メッタ子供の家」へ総額2,040,000円をそれぞれ報告のとおり送金させ

ていただき、本年、その報告を受けました。第22回目となります継続支援が前年度同様に

できましたことは、81名の支援者の方々のおかげと重ねて感謝申し上げます。

　タイやインドの国内情勢は相変わらず混沌とした様相であり、都市部と農村部の経済格

差は益々広がる一方です。そのしわ寄せはやはり子どもたちにむけられ、家庭の経済的理

由によりまともな教育を受けられず、子どもたちが犯罪に手を染め、あるいは犯罪に巻き

込まれていくという悪循環がくりかえされています。

　そんな状況の中、タイの「ドゥアン・プラティープ財団」では40年、インドの「パン

ニャ・メッタ子供の家」では30年以上にわたりこの問題に取り組み、教育支援を通してた

くさんの子どもたちへ大人になり社会人としてどう生きるかとの大きな夢と希望を与え続

けておられます。巣立っていった子どもたちは国のあらゆる要職につき、社会を支えてい

く大事な人材に育っているようです。

　教育支援を柱とした取り組みへのサポートは一隅を照らす運動の中心ともいうべき活動

であります。一隅を照らす運動では、これからも伝教大師のみ教えとご精神に基づき、こ

の『教育里親制度』を通じて、子どもたちが学ぶことの喜びを感じ、感謝の気持ちととも

に育ち、社会に貢献できる人となることを願い、皆さまと共に支援を続けてまいりたいと

思います。この活動の輪がますます広がり、一人でも多くの子どもたちの夢が叶いますよ

う皆さまの末永いご支援とご協力をお願い申し上げます。

一隅を照らす運動総本部長　　森　定　慈　仁
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◎ 2019年度中にご協力いただいた場合の流れを例示しています。
2019 年度の支援金協力

支援実績を 2021年度発行の
報告書に記載し、年度末送付 2019年度分支援金を年度末に

２団体に分配して支援

①（2019.4月～2020.3月）

⑥（2022.2月～3月頃）

⑤（2021.4月～12月） ②（2020.3月）

③（2020.4月）

④（2021.4月）

2021年度にとりまとめた
手紙・成績表等を提出

2019年度分の支援金を
2020年度初めに奨学金※DPF
/ 施設運営※PMS として支援

2021年度初めに手紙・成績表等を提出
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教育里親募集のお願い
　一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」では、国外の恵まれない子どもたちのために『教
育里親制度』の協力者を募集しています。世界には、貧しさや不幸な家庭環境のために教育を受
ける機会を失っている子どもたちが沢山います。子どもたちは、これからの地球の未来を担う
「宝物｣です。あなたの真心のこもった支援金を子どもたちのために分けて下さい。
　登録は「個人」のほか、「グループ」でも結構です。

◇育英支援
◎継続支援　●１口15万円（複数口でも可能）
　支援方法①：一括15万円
　支援方法②：分割３万円×５年間＝15万円
◎一時支援：任意の金額
　　　　　（３千円以上の支援協力者に報告書発送）
◇里親里子奨学金支援　※2019年度より制度新設
◎継続支援　●下記４つの入金額（複数口でも可能）
　支援方法①　幼稚園：１万２千円×３年間＝３万６千円
　支援方法②　小学生：１万２千円×６年間＝７万２千円
　支援方法③　中学生：２万５千円×３年間＝７万５千円
　支援方法④　高校生：３万円　　×３年間＝９万円
◇送金方法
◎支 援 先：＊ドゥアン・プラティープ財団（タイ）
　　　　　　＊パンニャ・メッタ子供の家（インド）
◎申込方法：総本部へご連絡下さい。
　　　　　　申込書と関係資料をお送りいたします。
◎申 込 先：一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」
　　　　　　〒520-0113　滋賀県大津市坂本4-6-2
　　　　　　TEL：077-579-0022　FAX：077-579-2516
◎振替口座：０１０５０－１－６９５０５

●この教育里親制度は、皆様からの支援
金を総本部が取りまとめて、責任を
もって支援先に届ける制度です。
●里親として登録いただいた方には、継
続してご支援をお願いします。
●里親の方には、子どもたちからの手紙
等を掲載した支援報告書をお届けしま
す。
●希望の支援先を選択いただきます。指
定がない場合は総本部で分配を決定し
ます。
●里親里子奨学金支援の支援対象者は、
タイ・プラティープ財団を通じた支援
のみとなります。また、支援対象であ
る子どもがその学制を終了するまで支
援継続することを前提にお願いします。
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