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　天台宗「一隅を照らす運動総本部設立５０周年」の記念行事の一環として、インド・タイ
両国から青年たちをお招きいただきましたことは、一年を過ぎた今も感謝に堪えません。長
い歴史を誇る日本仏教－天台宗発祥の聖地・比叡山においての日本の青年たちとの交流は、
とても有意義な時間であり、タイの青年たちが人として成長するうえで大いなる指針をいた
だけたものと深く感謝申し上げます。
　また、タイの子どもたちへの奨学金支援に対しましても厚く御礼申し上げます。多くの子
どもたちが安心と安定を約束された中で勉学に励むことが出来ております。
　一例として、二人の奨学生のことをお話しさせていただきます。
　一人目は昨年貴総本部に招待いただいた６人中の１人＝ユパー・ガンサーン（ニックネー
ム＝クワン、女子）さんです。高等専門学校２年在学中でこの３月に当事業部で研修期間に
入ってまもなくコロナ禍のために学校側は安全第一ということで全ての研修が中止となり、
彼女は地域の予防に役立つマスクやフェイスシールド作りを研修レポートとしたのです。そ
の後は、財団の地域調査班の一人として参加し、コロナ禍により厳しい状況下にある寝たき
り老人や障害者たちが日々の食べ物に欠けていることから、募った予算で一皿飯売りをする
屋台に弁当を作ってもらい、彼女と友だちが一緒に食事を持って老人たちの家庭を訪問する
など、貴重な３ヶ月間を実体験しました。
　二人目はマヒドン大学医学部６年を首席で卒業したサパンユー・プロームマー（ニック
ネーム＝ミン、男子）さんです。「スラムだから勉強しなくていいんだ」という言葉に見向
きもせずに勉学に励み、父親が病死した中学生の時に財団の奨学金を受け、「医者になる」
という強い目的を目指して、トップの成績とインターンを維持してきました。卒業式は１０
月の予定ですが、現在はサラブリー県庁病院の医師として活躍中です。
　２０２０年に入り、世界中が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受けるよ
うになりました。当地タイのクロントイ・スラムでは４月に５人の感染者（うち２人はタイ
キックボクシング場、３人は酒場＝バーにて）が出ました。タイ政府は早急に緊急事態宣言
を出し、家にいて必要以外の外出は避けるようにと発令。しかし、密集した家屋が立ち並ぶ
スラム内では身動きがとれない状態になることを察し、当財団では地域住民委員、寺院、ク
ロントイ消防隊、地域ボランティアらと協力し合い、コロナ予防対策を実施することになり
ました。活動は広範囲にわたり、消防隊員チームは地域内にある学校、幼稚園、市場、住宅
などを消毒、障害者がいる家庭の調査、緊急事態下による失業者対策、寝たきり老人（人口
１０万人中約３００人）への食事提供などです。
　支援活動面においては、主婦グループによるマスクづくり、乳幼児や子どもたちに対して
栄養補強となるミルクの提供、在宅高齢者へ食事の配布、さらに生活必需品袋（米、調味
料、缶詰、乾物類、アルコール消毒液等）８，０００個の配布、寝たきり老人（約３００
人）に対して４ヶ月間の食事提供など多くのご協力をいただきました。
　ご承知のように、タイ国内でのコロナ感染者はほとんど出ておりませんが、出入国者には
必ず１４日間の隔離が義務付けられています。私たち仏教徒として、一日も早いコロナの終
息と平和な日々が戻ることを願って止みません。
　貴総本部には、今年度も大勢の奨学生たちに対して奨学金をご支援いただき、心より厚く
御礼申し上げますとともに、益々のご繁栄をお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合掌

天台宗「一隅を照らす運動総本部」さまに寄せて

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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　平素より当PMS パンニャ・メッタ・サンガがインド国内外において行っております教育
支援、社会福祉、医療活動、被災地支援等の活動に多大なるご理解、ご支援を賜っており
ますことに深く感謝申し上げます。
　2019年末に確認されたコロナウィルスは一年経った現在もその脅威は収まるどころか一
層増しており300万人の人口を有しています当協会本部及びパンニャ・メッタ子供の家、パ
ンニャ・メッタ学園のありますナグプール市では感染者数104,668人、死亡者数3,464人、
禅定林、パンニャ・メッタ図書館があります120万人の人口を有するバンダラ県では感染者
数9,004、死亡者数228人(全て11月8日現在)と発表されており、ここ数日、上昇率が減退し
たとはいえ市民は先行き不安な日々を送っています。禅定林も3月末マハラシュトラ州政府
より境内閉門の指令が出され、今なお継続中。関係者といえども外部からの訪問者には所
定部署の許可が必要となっています。パンニャ・メッタ学園は通学禁止のためオンライン
授業を行い、パンニャ・メッタ図書館は閉館や指令により一切の出入りが禁じられ、パン
ニャ・メッタ子供の家の子供たちは自宅での自主学習、もしくは自宅でのオンライン授業
が続いています。PMS パンニャ・メッタ・サンガは年間通して諸行事、様々な活動を展開
していますが州政府の命令によりその大半を延期、もしくは中止せざるを得ない現状にあ
ります。世界中の願いと同様我々パンニャ・メッタ協会関係者も一日も早いコロナ禍が終
息し、以前にも増しての活動ができるよう準備を整え、その日が来るのを待ち望んでいます。
　平常の活動に加え本年は緊急支援としまして食料品及び衛生用品配布を行いました。コ
ロナ禍のために4月にインド全国に緊急事態、外出禁止令が発令されました。ナグプール
には近郊から多くの家族が出稼ぎに来ています。緊急事態によって日雇い労働の全てが休
止になったために日々の糧を得る手段を失い、公共・民間全ての移動手段が中断され帰郷
することもかなわず、蓄えを持たない人たちは瞬く間にその日の食事を得ることすら困難
になりました。このような貧窮状態にある家族に米、麦、豆、香辛料、油、塩、砂糖、紅
茶葉等の食料品及びマスク、消毒液等の衛生品を２万個以上配布、合わせて行政と話し合
い、彼らが帰郷できるようバス等の移動手段を準備それぞれの村まで送り届けました。こ
の先も第3波、4波の来ることが予想されます、衛生に対する啓蒙活動及びその時々で必要
とされる活動を継続していきたいと考えています。
　合わせまして8月末には禅定林がありますルヤード村をはじめ、近郊にある多くの村が
1994年以来の大洪水に見舞われ、禅定林も村も大きな被害を受けました。村人は数日間
村を出ることを余儀なくされたため、パンニャ・メッタ図書館を避難場所として解放。ル
ヤード村の40家族が逗留、その間の食事もパンニャ・メッタ・サンガが提供しました。
数日間、田畑も水没したため不作の年となり、村民の大半が農業で生計を立てているのが
実情であることから不安な日々を過ごしています。子供たちへの教育が不可欠と理解して
いながらも経済的な現状にて通学を断念せざるを得ない状況が発生し、特に真っ先にその
被害者になるのは女子学生です。この現状からの救済、学生たちが安心して通学できるよ
う、ルヤード村にあります県立小学校(1年生から4年生)の全学生に年明け再開校後すぐに教
材の贈呈と合わせて校舎、グランドの整備をする予定です。世界中でのコロナが終息、生
きとし生けるものが平和に共生できることを祈ります。
　今後ともPMS パンニャ・メッタ・サンガの活動にご理解をいただき、ご支援をよろしく
お願い申し上げます。
　紙面をお借りしてではございますが、元一隅を照らす運動総本部本部長獅子王圓泰大僧
正様の遷化に際し、謹んで御冥福をお祈り申し上げます。大僧正様には幾度と無くはるば
るインドまでお越しいただき、パンニャ・メッタ協会の活動に深いご理解とご協力を賜り
ましたことに感謝申し上げます。

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３０年度（第２３回）教育里親制度支援報告

平成３０年度教育里親制度 収入支出

収 入 金 ５，５３１，２５１ 円
支 出 金 ２，０４０，０００ 円

収入支出差引額 金 ３，４９１，２５１ 円（次年度繰越金）

教育里親支援金収入内訳

【１】平成３０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26年度 (第19期) 継続支援 5回目 ２１０，０００
平成27年度 (第20期) 継続支援 4回目 11 ３３０，０００
平成28年度 (第21期) 継続支援 3回目 19 ５７０，０００
平成29年度 (第22期) 継続支援 2回目 23 ６９０，０００
平成30年度 (第23期) 継続支援 1回目 8 ２４０，０００
平成30年度 (第23期) 一時支援 １，９９１，２５１
一 括 支 援 預 り 金 １，５００，０００

計 68 ５，５３１，２５１

＊継続支援・・・ １口 ３万円 × ５ヶ年

【２】平成３０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26年度 (第19期) 一括支援 1年分 3 ９０，０００
平成27年度 (第20期) 一括支援 2年分 6 ３６０，０００
平成28年度 (第21期) 一括支援 3年分 3 ２７０，０００
平成29年度 (第22期) 一括支援 4年分 10 １，２００，０００
平成30年度 (第23期) 一括支援 5年分 2 ３００，０００
継 続 支 援 繰 入 金 24 ▲７２０，０００

計 １，５００，０００

＊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３０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 48 １，４４０，０００
パンニャ・メッタ 20 ６００，０００

合 計 68 ２，０４０，０００
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　　　氏　　　名　　　Or-Wadeepan Nuupayan
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。この春、私は小学５年を終えました。新学期から６年に進級します。学期末試
験の結果、私の成績は総合評価で「２．８９」（最高は「４」）でした。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の家事を手伝ってから、友だちと一緒に遊ん
でいます。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。私は真面目に一
生懸命勉強していくことを約束します。

　　　氏　　　名　　　Supakit Seechana
　　　学　　　年　　　中学　１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。この春、僕は
小学６年を卒業し、新学期から中学１年に進学します。新たに友だちもでき、先生にも教えて
もらえるでしょう。これまで以上に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、家にいて家事を手伝い、勉強したり、友だちとサッカーの練
習をしたりしています。ところで、里親様とご家族の皆さんはお元気ですか。僕と家族は元気
にしています。
それでは、里親様、ご家族の皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kochakorn Petklanpanow
　　　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なので、家にいて家事を手伝ったり、復
習をしています。里親様のご厚意にこたえるためにも、これからも私は一生懸命勉強していき
たいと思います。学期末試験の結果、私の成績はクラスで８番目でした。
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　　　Nittayaporn Chaopothisa
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。私はニッタヤーポーン・チャオポーティサです。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。学校で必要な教材を求めて、一生懸命勉強していきたい
と思います。私は奨学金を受けることができて、とてもうれしいです。この手紙を書いている
今は暑季休暇中です。これからは立派な社会人になるために頑張っていきます。

ドゥアン・プラティープ財団奨学生
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　　　氏　　　名　　　Arada Keawkeow
　　　学　　　年　　　小学　４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、私はとてもうれしいです。今年は暑季休
暇がいつもより長いです。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
中なのですが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡がってきているため、外出もで
きず家にいます。家事を手伝い、復習をしています。授業が始まれば、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たいと思います。
　それでは、里親様、ご家族の皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Prakaikaew Kiewkao
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。この新学期から私は小学４年に進級します。この手紙を書いている今は暑季
休暇中です。私は家にいて祖母に代わって掃除などの家事を手伝い、年下の子の面倒を見ます。
余暇にはこれまで学んできたことを復習しています。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たいと思います。
　それでは、里親様、ご家族の皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Nattarika Pa-Ob-thong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はナッターリガー・ポーブトーンです。この手紙を書いている今は暑季休暇
中です。但し、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡がっているために外出してはい
けなくなり、私は祖母たちと家にいます。私が好きな科目はコンピューターです。学年末の試
験の結果、成績は総合評価で「３．３３」でした。里親様に感謝します。

　　　氏　　　名　　　Natthakan Pannarong
　　　学　　　年　　　中学　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。奨学金を大
切に使っています。私は絵を描くことが大好きで、時間があれば描いているのでとても楽しい
です。また、英語を書く練習もこれからきちんとしていきたいと思っています。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　　　Pongpat Pongsen
　　　学　　　年　　　小学　１年生　男子

　こんにちは。僕は頻繁に健康上の問題があり、ちょうど試験の時に熱が出て受けることがで
きなかったため、小学１年を再び勉強することになりました。里親様、本当に申し訳ありませ
ん。これからは一生懸命勉強していきます。

　　　氏　　　名　　　Meerakarn Kunsaang
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。私のニックネームはグラティップといいます。この手紙を書いている今はコロ
ナ感染症（COVID-19）が拡がってきています。ちょうど暑季休暇中なので、家にいて習った
科目の復習をしています。また、叔母が練習ノートを用意してくれたので、頑張ってやったり、
ビデオクリップを見たりしています。里親様のご厚意にこたえるためにも、私は一生懸命勉強
していきたいと思います。 それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Chisanupong Wongsa
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。この春、僕は小学校を卒業できて、とてもうれしいです。新学期から中学１年
に進学します。この手紙を書いている今は暑季休暇が終っても、コロナ感染症が拡がってきて
いるので、オンライン授業を受けています。また、楽器のレッスン、日本語や英語などを習っ
ています。休暇中、僕は母や祖母の手伝いをするようにしています。地域内に食事やマスクを
届けることも手伝っています。 それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Wasupol Manmungyon
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。僕はワスポン・マンムンヨンです。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。奨学金は大切に使い、一生懸命勉強していきます。家では交通事故に
遭って寝ている兄の面倒を見ています。母もすでに死亡したので、土曜日や日曜日には兄の面
倒以外に掃除や炊事などの家事をやります。父は土曜日や日曜日も働いています。
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　　　氏　　　名　　　Nontakan Mouangsai
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。僕はノンタガーン・モアンサイです。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。奨学金は大切に使います。新学期から僕は中学１年に進学します。
僕は祖父母と一緒に住んでいて、祖父母は食堂を開いています。僕は野菜を洗ったり、皿洗い
など忙しくしています。タイは立憲君主の国なので、僕としては軍人となって国を守るように
なりたいと思っています。 それでは、里親様、皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Piyamin Srisin
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕の成績は中位です。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家
にいて弟妹の面倒を見ています。僕の両親が仲直りをしてくれて、以前のように家族が一緒に
なってとてもうれしいです。ところが、コロナ感染症が拡がってきているために、両親は仕事
がなくなり、とても困っています。両親がお寺に行って食料をもらい、僕たちが生きていける
ように頑張っています。里親様にはとても感謝しています。

　　　氏　　　名　　　Massika Koncham
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。里親様にはとても感謝しています。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。
私は家にいて、家事を手伝い、年下の子の面倒を見ています。また、私の家族も皆楽しく元気
に過ごしています。私は里親様のご厚意にこたえるためにも、真面目に一生懸命勉強に努力し
ていきたいと思います。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kwanjira Akkrapong
　　　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、しかもコロナ感染症が拡がってきています。よって、なるべく家族に感染
しないように外出をひかえています。学校の授業も結局、７月１日からスタートすることにな
ります。里親様もコロナには十分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。

－ 6 － － 7 －



　　　氏　　　名　　　Wanchai Keawklang
　　　学　　　年　　　小学　５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。僕の祖母が死亡し
た時、僕は葬儀先のお寺で小僧になりました。僕の前からいなくなり、とても悲しいです。そ
れでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kwan Suwannachot
　　　学　　　年　　　小学　２年生　男子

　こんにちは。新学期から僕は小学２年に進級できるので、とてもうれしいです。僕は一生
懸命勉強していきます。僕は学校から帰ると、家事を手伝っています。今はコロナ感染症が拡
がっていますから、十分に気をつけてください。僕はとても心配しています。

　　　氏　　　名　　　Jirapon Bunpuek
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はジラーポーン・ブンプアックです。１１歳。新学期から小学５年に進級し
ます。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。よって、私は家にいて家事手伝い、復習な
どといろいろと時間を有効に使っています。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。ちょうど、今はコロナ感染症が拡がってきているので、安全のために家
にいて、一生懸命勉強しています。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Anucha Jeetes
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　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です。僕の成
績はどの科目も良く、総合評価で「３．６５」でした。この新学期から僕は小学４年に進級
するので、一生懸命勉強していきたいと思います。また、今は新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）が拡がっているので、ずっと家にいて復習をしたり、家事を手伝ったりしてい
ます。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Anchalee Wongsalai
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。新学期から私は中学２年に進級します。私の得意な科目は数学で、数字が好き
なのです。ただ、英語が苦手で発音が難しいです。現在、私は両親と一緒に住んでいて、両親
は日雇いの仕事をしています。家では掃除や炊事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大切に使います。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Natthawat Kunsak
　　　学　　　年　　　高校　１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。こ
の春、僕は中学を終え、新学期から高校１年に進学します。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。僕はとてもうれしいです。奨学金は学校の教材を求めるために
大切に使います。僕の好きな科目はタイ語と数学です。好きなスポーツはサッカーです。サッ
カーをプレーしている時はとても楽しいです。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　　　Phavinee Loobngam
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子

　こんにちは。私はパーヴィニー・ループウガームです。新学期から私は中学３年に進級し
ます。私は、母、祖母、養父、弟と一緒に住んでいます。母と養父は日雇いの仕事をしていま
す。私は弟と家にいます。祖母は脳梗塞を患い、糖尿病等の持病もあって話すことができませ
ん。家では母に代って掃除や炊事などの家事を手伝います。奨学金は教材を求めるために大切
に使います。 それでは、里親様、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Anatthachai Tertthai
　　　学　　　年　　　大学　２年生　男子

　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、コロナ感染症が拡がって
きていますから、里親様も十分に気をつけてください。僕も同様に気をつけています。よって、
大学の授業はオンラインで受けています。新学期から僕は大学２年に進級します。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、里親様のご健康をお祈
りします。

－ 8 － － 9 －



　　　氏　　　名　　　Nawaporn Posri
　　　学　　　年　　　中学　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
は中学２年を終え、新学期から中学３年に進級します。僕は段々と高学年になっていくという
感覚になっています。授業が終ると、僕は急いで家に戻り、家事を手伝います。外で重労働を
して帰ってくる母が疲れないように気をつけています。それでは、里親様のご健康をお祈りし
ます。

　　　氏　　　名　　　Sornpet Pingkratok
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子

　こんにちは。新学期から僕は中学３年に進級します。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。僕の家族は元気にしています。今年は中学最後の年なので、これま
で以上に一生懸命勉強していきたいと思います。高校に進学するためにも、良い成績を取れる
ように頑張ります。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thiranan Pungngen
　　　学　　　年　　　小学　５年生　男子

　こんにちは。僕はティーラナン・ポアンウガンです。この手紙を書いている今は暑季休暇中
です。新学期から僕は小学５年に進級します。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。僕は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。学期末試験の結果、
僕はクラスで１０番目でした。

　　　氏　　　名　　　Supraphada Kaewpaka
　　　学　　　年　　  中学　１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。この手紙を書いている今は暑季休暇
中です。学期末試験の結果、私はクラスで１番目で、成績は総合評価で「３．５０」（最高は
「４」）でした。新学期から私は中学１年に進学するので、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。それでは、里親様のご健康とお
幸せをお祈りします。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Thaworn Yokkratok
　　　学　　　年　　　高校　１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
は中学を卒業して、新学期から高校１年に進学します。現在、僕は祖母、弟、妹、叔父叔母と
一緒に住んでいます。弟は１１歳、妹は８歳。僕はタイ楽器の演奏が得意で、ここ２年間学校
の代表として出場して第１位です。学校から戻ると、掃除などの家事を手伝います。これから
も僕は真面目に一生懸命勉強していきます。

　　　氏　　　名　　　Sasithorn Preecha
　　　学　　　年　　　高校　２年生　女子

　こんにちは。私はサシトーン・プリーチャーです。新学期から私は高校２年に進級します。
現在、私は両親、姉、従妹と一緒に住んでいます。学校では理数科で学んでいて、多くの人か
らは難しくないのと言われますが、私にとっては決して優秀ではなくても常に一生懸命勉強し
ているので大丈夫です。何事にも頑張れるという気持ちになれますし、私の両親の方がもっと
厳しい状況の中で私たちを育ててくれていますから。私は自分の将来のために熱心に学んでい
きます。

　　　氏　　　名　　　Sasimol Sukomgkol
　　　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。里親様のご
厚意にこたえるためにも、私は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。学期末試験
の結果、私の成績は総合評価で「３．６４」（最高は「４」）でした。クラスで１番目で、と
てもうれしかったです。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kriangsak Kidtook
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕はクリアンサック・キッドトゥークです。この手紙を書いている今は、暑
季休暇中です。学期末試験の結果、僕はクラスで１１番目で、成績は総合評価で「１．６０」
（最高は「４」）でした。これからはもっと一生懸命勉強していくことを約束します。僕は奨
学金を受けることができて、とてもうれしいです。

－ 10 － － 11 －



　　　氏　　　名　　　Patcharaporn Sukloi
　　　学　　　年　　  小学　４年生　女子

　こんにちは。私はパッチャラポーン・スックローイです。この手紙を書いている今は、暑季
休暇中です。学期末試験の結果、私はクラスで２番目で、成績は総合評価で「２．９３」（最
高は「４」）でした。これからも真面目に一生懸命勉強していきます。また、何よりも奨学金
を受けることができて、私はとてもうれしいです。家では掃除などの家事を手伝っています。

　　　氏　　　名　　　Wiphaporn Oonlum
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はウィパーポーン・オーンラムといいます。この手紙を書いている今は、暑
季休暇中です。学期末試験の結果、私はクラスで３番目で、成績は総合評価で「２．８１」
（最高は「４」）でした。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。
そして、皆と仲良く話すようにします。里親様、本当にありがとうございます。

　　　氏　　　名　　　Kanyapat Phaykum
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はガンヤーパット・パーイカムです。新学期から私は小学５年生に進級し
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。教材を求めるために
使っていき、私は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。家では両親の言うことを
きちんと聞いて手伝います。

　　　氏　　　名　　　Wiphada Lakkhasorn
　　　学　　　年　　  小学　５年生　女子

　こんにちは。私はウィパーダー・ラッガソーンです。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５年に進級します。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。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。学期末
試験の結果、私はクラスで１番目でした。とてもうれしかったです。里親様に感謝しています。

　　　氏　　　名　　　Supattra Khetprakit
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はスパットラー・ケートラキットです。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５年に進級します。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。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。 学期
末試験の結果、私はクラスで６番目でした。うれしかったです。

－ 12 － － 13 －



　　　氏　　　名　　　Chanatda Wareun
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。私はチャナッダー・ワルアンです。ニックネームはイェームといいます。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。新学期から私は小学５年に進級
します。里親様のご厚意にこたえるためにも、私は真面目に一生懸命勉強していきます。里親
様にはとても感謝しています。

　　　氏　　　名　　　Peeraphat Jaronlum
　　　学　　　年　　　小学　５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。里親様のご
厚意にこたえるためにも、僕は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。学期末試験
の結果、僕はクラスで１７番目でした。これからはもっと頑張ります。それでは、里親様のお
幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Ashita Seemachan
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕の学校は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡がっているため、暑
季休暇が過ぎても未だに休暇中なのです。僕と僕の家族は元気にしています。但し、僕の両親
は失業してしまったので、暮らしは少し厳しい状態です。ところで、里親様はいかがお過ごし
ですか。お元気ですか。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、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Pooriwat Ungsrikram
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はプーリワット・ウンスリクラーム、ニックネームはオームといいます。
スーンルアムチャイ小学校で学んでいます。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかも
コロナ感染症が拡がっているので、授業も延期となり、３ヶ月の長い休みです。里親様のご厚
意にこたえるためにも、僕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。

－ 12 － － 13 －



　　　氏　　　名　　　Busakron Fengpong
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。新学期から私は小学６年に進級します。学期末試験の結果は３月３１日に出て、
成績は良い方でした。私は常に一生懸命勉強しています。また、家では祖父母の手伝いをしま
す。放課後には友だちと一緒にサッカーやバドミントンなどのスポーツを楽しみます。休み期
間中は掃除や洗濯などの家事を手伝い、祖母のタイ風麺類売りを手伝います。それでは、里親
様のご健康と幸運をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kemmika Chan-ngam
　　　学　　　年　　　高校　２年生　女子

　こんにちは。里親様とご家族の皆さんはお元気ですか。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。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡
がっているために家にいなければなりません。家では祖母に代って家事を手伝います。本来で
すともう新学期が始まっているのですが、未だに授業はスタートしていません。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　　　Walumporn Poondee
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はワラムポーン・プーディーです。新学期から私は小学４年に進級します。
自分の将来（教師になること）のために一生懸命勉強していきます。自分が習ったことを多く
の子どもたちに教えていきたいからです。里親様はお元気ですか。心配しています。この手紙
を書いている今は暑季休暇中です。それでは、里親様のご健康を心よりお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Chamaiporn Sriboonyadee
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。私のニックネームはグラプックといいます。この手紙を書いている今は、ちょ
うどコロナ感染症が拡がっているので、マスクをしています。外出できないので家にいて、家
事を手伝っています。朝起きて、寝具を片付け、雑貨店に行き、留守番をします。私ができる
ことも限られていますが、やるようにしています。２匹の可愛い犬がいます。ピンと名付けて
いる犬と遊ぶのが大好きです。

　　　氏　　　名　　　Kwannapha Ruengsom
　　　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。里親様の
ご厚意にこたえるためにも、私は真面目に学校に行き、一生懸命勉強していきたいと思います。
それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

－ 14 － － 15 －



　　　氏　　　名　　　Pornchanok Tongyod
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。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。私はとてもうれしいです。奨学金を大切に使います。私は祖父母と一緒に住んで
いて、年老いた祖父母に代って自分でできる家事を手伝います。新学期から私は小学４年に進
級します。私はこれからも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　　　Chanyanuch Piwpueak
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。新学期から私は小学４年に進級するので、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、私は家にいて家事を手伝い、復習をしています。学期末試験
の結果、私の成績は良い方でした。これからももっと一生懸命勉強していきます。私は全科目
が好きで、楽しいです。また、食事（おかず作り）の準備から後片付けまでやっていると、小
さいのにと皆が驚くようです。全力を尽くしているだけです。それでは、里親様のご健康をお
祈りします。

　　　氏　　　名　　　Namtip Sritong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。里親様はいかがお過ごしですか。お元気ですか。私は元気にしています。新学
期から私は小学５年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は母のお
菓子売りの手伝いをして、お小遣いは学校に行く時に使うようにします。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。里親様のご厚意にこたえるためにも、私は一生
懸命勉強していきたいと思います。里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Wantakarn Dankhuntod
　　　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。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、しかもコロナ感染症が拡がっているので、学校の授業は未だ始まっていま
せん。里親様もコロナには十分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い
たします。

－ 14 － － 15 －



　　　氏　　　名　　　Nattawan Saechan
　　　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で、しかもコロナの関係で休みが延期
になっています。私は家にいて、宿題をしたり、家事を手伝っています。里親様はいかがお過
ごしですか。お元気ですか。私は真面目に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　　　Pornchai Aubsrirum
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。新学期から僕は小学３年に進級します。成績は中位です。これからは真面目
に一生懸命勉強していきます。僕の祖父は全身不随を患っているので自分では何もできません。
祖母が惣菜売りとして雇われて日に100ﾊﾞｰﾂの収入です。家族が暮らしていくにはとても厳し
いです。祖父母に同情しています。里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Anatdaa Phonmafuang
　　　学　　　年　　　高校　２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。また、コロナ感染症が拡がってき
ているので、学校の授業は未だ始まりません。私は家にいて復習をしたり、両親の物売りの手
伝いをしてはいますが、コロナのために人が出て来ません。里親様はお元気ですか。里親様も
コロナには十分に気をつけてください。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　　　Waranda Thongsang
　　　学　　　年　　　専門学校　１年生　女子

　こんにちは。私はワーラッダー・トーンサンです。この春、私は中学を卒業しました。新
学期から職業専門学校１年に進学することになります。おかげ様で私の健康状態も良くなって
きています。今は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡がっていますから、里親様も
十分に気をつけてください。学校の授業も延期になったので、私は家にいて家事を手伝ったり、
パートタイムの仕事があれば家計を助けるために働いています。私は真面目に一生懸命勉強し
ていきたいと思います。それでは、里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Nawaphon Chaiyachit
　　　学　　　年　　　中学　３年生　男子

　こんにちは。学期末試験も終り、僕の成績も少しずつ良くなってきています。僕は一生懸命
勉強してきたので、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、全て
の科目について再度復習をしています。将来、両親や祖母の面倒を見ていくためには大学卒業
まで頑張っていきたいと思います。

－ 16 － － 17 －



　　　氏　　　名　　　Jirayapa Kamnung
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子

　こんにちは。私の学校ではオンライン授業を開始したので、私も家にいて授業を受けていま
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。里親様のご厚意にこたえ
るようにします。家での授業なので、家事を手伝ったり、年下の子の面倒を見たりもできます。
今はコロナ感染症が拡がっていますので、里親様も十分に気をつけてください。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　　　Pakonlam Chaimontri
　　　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、僕は家にいて家事の手伝いや祖母の世話をしています。時間
があれば、復習やオンライン授業を受けたりしています。今はまだコロナ感染症が拡がってい
ますから、里親様も十分に気をつけてください。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　　　Phuriphat Phonsuk
　　　学　　　年　　　中学　２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、僕は中学１年を終え、今年度
から中学２年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、祖母と一緒に家に
いて、家事を手伝っています。新学期が始まれば、祖母も僕が通学できるように働かなければ
ならないのですが、年老いてきているので働くのもたいへんです。里親様のご厚意にこたえる
ためにも、僕が一生懸命勉強していくことだと祖母から言われています。僕も頑張って勉強し
ます。

　　　氏　　　名　　　Naphitchaya Sattabut
　　　学　　　年　　　中学　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。私は中学２年生として学んで
います。本来なら進級しているはずなのですが、試験にパスできませんでした、本当に申し訳
ありません。これからは里親様のご厚意にこたえるために、頑張っていきます。私は祖父母と
一緒に住んでいます。将来はお菓子職人（パティシエ）になりたいと思っています。私は学校
のタイ舞踊団のメンバーになっています。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。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。

－ 16 － － 17 －



　　　氏　　　名　　　Thanita Bunlaor
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は、ちょうどコロナ感染症（COVID-19）が拡がって
きているため、外出できずに家にいます。授業はオンラインで受けています。学期末試験の結
果、私の成績も良かったので満足しています。ところで、里親様はお元気ですか。私は元気に
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。新学期から中
学３年に進級ですので、一生懸命勉強していきたいと思います。里親様もコロナには十分に気
をつけてください。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　　　Thanakrit O-keaw
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。里親様はいかがお過ごしですか。お元気ですか。僕は元気にしています。この
新学期から僕は小学４年に進級します。去る２月、僕はバーンジャークサッカーチームのメン
バーに選ばれました。今は確実なメンバーとなりました。毎日夕方４時から６時まで友だちと
一緒にサッカーの練習をした後、食べ物も提供してくれています。これからも他のチームと試
合していくために一生懸命練習に励んで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。

　　　氏　　　名　　　Faarong Klaiyruen
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。里親様はいかがお過ごしですか。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、しかもコロナ感染症が拡がってきているので、家にいます。きっと里親
様の所もタイと同じような状況と思います。里親様も十分に気をつけてください。私はとても
心配しています。財団側では長くなっている休暇中に子どもたちのためにミルクを提供してく
れています。学校での授業も延期となっているため、オンライン授業を受けています。早く
財団の隔週土曜日の活動を実施してほしいです。新学期から中学１年に進級します。それでは、
里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Peerada Mungpongphak
　　　学　　　年　　　中学　３年生　女子

　こんにちは。私はピーラダー・マンポンパックです。新学期から中学３年に進級します。こ
の手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染症（COVID-19）が拡がっているの
で、学校の授業開始も７月１日からと延期になりました。よって、オンライン授業を受けて、
内容のまとめが終ると、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使いま
す。私は真面目に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。

－ 18 － － 19 －



　　　氏　　　名　　　Sainam Sanglek
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。里親様には奨学金を支援いただき、私はとてもうれしいです。自分の将来の
ために非行に走って悪い事をすることなく、里親様のご厚意にこたえるためにも、私は一生懸
命勉強していきたいと思います。学期末試験の結果ですが、あまり良い成績ではなかったので、
これからはもっと頑張っていきます。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Apichat Chaisiri
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はアピチャート・チャイシリです。新学期から僕は小学６年に進級します。
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。この手紙を書いている今
は暑季休暇中ですが、コロナ感染症が拡がってきているので、出かけることなく、家にいます。
家から出るのは飲料水を求める時だけです。僕は１２歳になりました。夕方には友だちと一緒
にサッカーの練習をしますが、予防のために必ずマスクをかけています。これからも僕は一生
懸命勉強していくことを約束します。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Suphakorn Siengma
　　　学　　　年　　　高校　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、本当にありがとうございます。今は新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）が拡がってきているので、学校の授業は未だに始まってい
ません。これからの授業はもっと難しくなっていくので、頑張っていきます。一日も早くコロ
ナの治療薬が完成して終息することを願います。とても厳しい状態です。それでは、里親様の
お幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Tanaporn Tongbai
　　　学　　　年　　　専門学校　２年生　女子

　こんにちは。この新学期から私は職業専門学校２年に進級します。しかし、コロナ感染症
が拡がっているため、５月１８日からオンライン授業を受けています。家での勉強になるので、
時間ができると祖母の手伝いをします。祖母は子守りの仕事をしています。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。それでは、里親様のお幸せとご健康をお
祈りします。

－ 18 － － 19 －



　　　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、私は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、私は病気を患っている祖母の面倒を見ています。祖母は自分
で何もできないので、ご飯を食べさせたり身の回りの世話をし、家事も手伝います。時間があ
れば、復習をしています。これからも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、皆さんのお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Chaanchon Phothong
　　　学　　　年　　　専門学校　３年生　男子

　こんにちは。新学期から僕は職業専門学校３年に進級します。この手紙を書いている今は
暑季休暇中で、学校の研修プログラムで職業実習に行っています。実習から戻ると、ロータス
（スーパーマーケット）でアルバイトをします。ただ、今はコロナ感染症が拡がっているので、
十分気をつけるためにマスクを着用します。余暇には復習をしています。それでは、里親様の
ご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Alankarn Pa-aow
　　　学　　　年　　　高校　３年生　男子

　こんにちは。僕はアランガーン・パアーウです。１７歳。新学期から高校３年に進級します。
この手紙を書いている今は暑季休暇中で、コロナ感染症が拡がっています。家族の生計を立て
ている母親がコロナのために失業したので、とても厳しい状態です。僕は母に負担をかけない
ように努力しています。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。僕
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。奨学金は大切に使っていきま
す。

　　　氏　　　名　　　Phairat Phaopnaak
　　　学　　　年　　　高校　３年生　男子

　こんにちは。僕の人生で初めてうれしい出来事がありました。タイ国の学生サッカーチー
ムとしてアジア大会への出場ということで、たくさんの経験をすることになります。非常にス
ケールの大きな試合で、バンコク都の代表チームとして他県での試合なのです。とても素晴ら
しい試合で、今僕は高校２年にしてタマサートチームからスカウトされています。

－ 20 － － 21 －



　　　氏　　　名　　　Drem Saman
　　　学　　　年　　　専門学校　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。この手紙を書いている今は暑
季休暇中なので、祖母が唐辛子畑で作業する手伝いをします。また、新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）が拡がっていて危険なため外出をひかえています。５月に新学期が始まれば
新しい友だちに会うことでしょう（実際は７月からスタートに延期）。私が職業専門学校で専
攻した科はエレクトロニック科で、大部分が男子生徒であると思いますが、私が好きな分野な
のです。 コロナでたいへんな時期ですので、里親様にはたくさん栄養を摂られ、ご健康に気を
つけてください。ご健康をお祈りしています。

　　　氏　　　名　　　Sukanya Wangdongbang
　　　学　　　年　　　中学　２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。ちょうどコロナ感染症（OVID-19）
が拡がってきているので、家にいます。外へ出る時には必ずマスクをつけて、アルコール消毒
液を持って行かなければならないので、なかなか地方へも行けません。新学期から私は一生懸
命勉強していきます。休暇中、家事手伝い、子守りの手伝いをします。母は祖母の世話に忙し
いからです。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Panita Tarak
　　　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。新学期から
私は小学３年に進級します。友だちもたくさんいます。この手紙を書いている今は暑季休暇中
なので、家にいて掃除などの家事を手伝っています。将来、私は教師になりたいので、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、皆さんのお幸せとご健康をお祈りしま
す。

　　　氏　　　名　　　Chainarong Chanruem
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。今は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡
がっていますので、僕はずっと家にいます。里親様、十分に気をつけてください。この時期、
僕の家は少し厳しい状態です。コロナのために母親の会社が２ヶ月間休みとなり、父親も失業
したので、節約しながら暮らしています。授業はオンラインで学んでいます。この新学期から
僕は小学６年に進級します。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くことを約束します。

－ 20 － － 21 －



　　　氏　　　名　　　Kavisra Bangkerdpon
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。私はガウィスラー・バンガァードポンです。里親様にお手紙を書くことがで
きて、私はうれしいです。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染症が拡
がってきています。里親様の方ではいかがですか。十分に気をつけてください。休暇中は家に
いて復習をしています。新学期から私は小学２年に進級します。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。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、皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Pantita Dejpon
　　　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、私はとてもうれしいです。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、ちょうどコロナ感染症
が拡がってきているので、学校の授業開始が延期になり、オンライン授業を受けています。自
分の将来のために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　　　Arissara Sainonthri
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私は祖父母と一緒に住んでいます。祖父は港の労働者として働いています。祖
母は宝くじ券売りをしています。ところが、コロナ感染症のためにかなり厳しくなってきまし
た。両親が働いても半分の収入になり、兄も失業してしまいました。新学期から私は小学４年
に進級します。それでは、里親様のお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Phawin Duangpiboon
　　　学　　　年　　　小学　４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。奨学金は学
校で必要な教材を求めて活用しています。この新学期から僕は小学４年に進級し、父親が住む
地域の学校に転校しました。今は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡がっています
ので、里親様も十分に気をつけてください。それでは、里親様、ご家族の皆さんのご健康をお
祈りします。

－ 22 － － 23 －



　　　氏　　　名　　　Chayanan Meetiem
　　　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。私の家
族は里親様のご親切を有難いと思っています。学校での私の成績は良い方で、どの活動にも参
加しています。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。

　　　氏　　　名　　　Wanchana Kea-Long
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　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コロナ感染症が拡がってき
て、授業は予定通りに始まりません。学期末試験の結果、僕の成績は総合評価で「３．３６」
（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。僕は里親様からいつも激励されているので、これからも一生懸命勉強していきたいと思い
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　　　Udomsak Sa-addee
　　　学　　　年　　　小学　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、しかもコロナ感染症が拡がって
いるので、家にいて復習をしています。新学期から僕は一生懸命勉強していきます。それでは、
里親様、皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Klongthong Buddeewong
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私は小学３年を終え、新学期から小学４年に進級することになるのでとてもう
れしいです。この手紙を書いている今は暑季休暇中です。休暇中なのですが、新型コロナウイ
ルス感染症が拡がっているので、家にいてどこへも行くことができません。学校の成績も良く
なってきました。里親様も喜んでくださるでしょう。私は体育が大好きで、友だちと一緒に楽
しく活動しています。また、創造性を育む絵画も大好きです。里親様、ご健康に十分気をつけ
てください。

－ 22 － － 23 －



　　　氏　　　名　　　Chanyaporn Mahata
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はチャンヤポーン・マハーターです。この手紙を書いている今は暑季休暇中
で、しかもコロナ感染症が拡がっています。時間があれば外でボール遊びをしているのですが、
今は外出してはいけないので、家にいて勉強しています。それでは、里親様のご健康をお祈り
します。

　　　氏　　　名　　　Monthakarn Boonyang
　　　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。里親様はとても親切な方であ
ると思っています。私はとてもラッキーです。それでは、里親様のご健康とお幸せを心よりお
祈りいたします。

　　　氏　　　名　　　Thisuda Chimplikanon
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。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、しかもコロ
ナ感染症が拡がっているので、外出できずに皆が家にいます。家族がそろって食べるのでとて
も美味しいです。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
真面目に一生懸命勉強していきます。里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kittishet Powat
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕はキッティセット・ポーワットです。里親様はお元気ですか。新学期から僕
は小学４年に進級します。学期末試験の結果、僕はクラスで６番目でした。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。学校で必要な教材を求めて、一生懸命勉強し
ていきます。時にはスポーツを楽しんだり、家事を手伝います。それでは、里親様、皆さんの
ご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Songkran Tonsoongnern
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕は里親様にお手紙を書くことができて、とてもうれしいです。僕と家族は元
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。でも、コロナ感染症が拡がって
いるので、ずっと家にいて家事を手伝い、復習をしています。授業が始まれば、僕は一生懸命
勉強していきたいと思います。それでは、里親様、ご家族の皆さんのご健康をお祈りします。

－ 24 － － 25 －



　　　氏　　　名　　　Sukanya Ditsatien
　　　学　　　年　　　小学　４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、しかもコロナ感染症が拡がってきています。よって、なるべく家族に感染
しないように外出をひかえています。学校の授業も結局、７月１日からスタートすることにな
ります。里親様もコロナには十分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　　　Peerapong Galated
　　　学　　　年　　　中学　１年生　男子

　こんにちは。僕はピーラポン・ガーラテートです。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。奨学金は大切に使いたいと思います。学校の成績も良くなって
きています。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Supitcha Prasert
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。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、しかもコロ
ナ感染症が拡がってきているので、外出できずに家にいます。ただ、田舎から妹がやってきた
ので、友だちの家で遊んだりと、とても楽しく過ごしています。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。私は一生懸命勉強していくことを約束します。それでは、
里親様のご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Panpaporn Deang-Asa
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子
　
　こんにちは。新学期から私は小学４年に進級します。私は学校の代表として各学校絵画（色
塗り）コンクールで第２位でした。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、母と一緒に
地域の清掃作業を行いました。母は毎日地域を掃いています。ところで、里親様はお元気です
か。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。

　　　氏　　　名　　　Techo Srisiri
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はテーチョー・スリシリです。ニックネームはテーチョーといいます。この
手紙を書いている今は暑季休暇中です。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世
界中に拡がっているため、僕は外出することなく家にいます。外へ出る時には感染しないよう
にマスクをかけます。本来ですと、新学期もスタートするのですが、延期になりました。先生
や友だちに早く会いたいです。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

－ 24 － － 25 －



　　　氏　　　名　　　Kannika Raharn
　　　学　　　年　　　小学　６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
期から小学６年に進級します。学校ではブラスバンドに属しています。家では掃除などの家事
を手伝います。午後には洗濯物を片付け、妹たちの面倒を見ます。夜に夕食、その後片付けで
一日が終ります。私は真面目に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、
ご家族の皆さんのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Saifa Boonyanan
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。新学期から僕は小学３年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中
なので、僕は家にいて家事などを手伝っています。僕はよい成績を得られるように、真面目に
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　　　Theerachort Phupeang
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕はティラチョート・プーペェーンです。学校名はワットクロントイ校で、新
学期から小学４年に進級します。学期末試験も無事に終り、暑季休暇に入り、僕は家にいて掃
除などの家事を手伝っています。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。僕は真面目に一生懸命勉強していくことを約束します。

　　　氏　　　名　　　Boonyarit Thongkert
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。新学期から僕は小学６年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇
中で、しかもコロナ感染症が拡がってきていますが、僕は学校でタイ舞踊の練習をしています。
タイ舞踊が得意ということで日本へ行く機会がありました。タイの文化を外国に紹介するとい
うことで、数回にわたって披露し、とても興奮しました。僕たちは初めて飛行機に乗るなど、
とても貴重な体験でした。

　　　氏　　　名　　　Rattanathikan Deeying
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。私はラッタナティガーン・ディーインです。新学期から私は小学４年に進級し
ます。私は将来、医者になりたいので全力を尽くして勉学に励みたいと思います。医者になっ
て両親や祖母の治療に当りたいのです。里親様はお元気ですか。十分に気をつけてください。
この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、私は掃除などの家事、祖母の食事の世話などを
手伝っています。それでは、里親様のご健康を心よりお祈りします。

－ 26 － － 27 －



　　　氏　　　名　　　Phachamom Seangarun
　　　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、しかもコロナ感染症が拡がっている
ので、私はコラート県にいる祖母のところで野菜や果物畑の手伝いをしています。自分で植え
た物を収穫して食べることができ、私はとてもうれしいです。もし自分で植えていなければ買
うしかありませんから。菜園の散水も手伝います。農作業をしていると幸せです。

　　　氏　　　名　　　Naphatwan Kiettijindarat
　　　学　　　年　　　小学　３年生　女子

　こんにちは。私はナパットワン・キィヤッティジンダーラットです。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。私は真面目に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、私は家にいて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。

　　　氏　　　名　　　Diana Menza
　　　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。私は
勉強が大好きで、漫画本を読むことも大好きです。また、学校では親切な先生に教えてもらい、
良い友だちに囲まれています。学校へ行かないということはほとんどなく、どうしても両親の
手伝いをしないといけない時だけ休むこともあります。これからもたくさんの知識を得ていき
たいです。

　　　氏　　　名　　　Khemmanat Wilaiwan
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。この春、私は小学３年を終えました。この新学期から小学４年に進級します。
この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、家にいて掃除などの家事を手伝い、勉強をして
います。将来、私は美容師になりたいと思っています。働いて、祖母や両親の面倒を見ていき
たいのです。今はまだ幼いですが、大学卒業まで頑張っていきます。里親様にはとても感謝し
ています。自分のために全力を尽くします。

　　　氏　　　名　　　Rungarun Sornpan
　　　学　　　年　　　中学　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、本当にありがとうございます。新学期から僕
は中学２年に進級します。授業の方も段々と難しくなっていくので、休暇中に復習をして勉学
に励むようにします。この手紙を書いている今は暑季休暇中なので、僕は家にいて家事を手伝
い、友だちとサッカーの練習をして過ごしています。コロナ感染症が拡がっているため、僕は
いつもマスクをつけています。本当に危険な病気です。里親様も十分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。

－ 26 － － 27 －



　　　氏　　　名　　　Orawan Ditbanchong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。新学期から私は小学５年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇
中で、しかもコロナ感染症が拡がってきているので、私は家にいます。いつもより休みが長く
なり、友だちに早く会いたいです。月曜日から金曜日までオンライン授業を受けて、家事を手
伝ったり、復習をしています。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Kittipong Plangklang
　　　学　　　年　　　中学　１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。この春、僕は小学６年を卒業
しました。新学期からワットタートーン中学校の１年に進学します。但し、新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）のために未だ学校に行けていません。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。里親様のご厚意にこたえるためにも、僕は一生懸命勉強し
ていきたいと思います。

　　　氏　　　名　　　Thanaporn Pun-Akas
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。私はタナポーン・パンアガートです。今年、１４歳になります。そして、新学
期から中学１年に進学します。学校の成績も良い方ですが、自分の将来のためにもっと一生懸
命勉強していくよう努力します。私の家族はおかげさまで元気にしています。里親様から教育
支援をいただき、私はとてもうれしいです。ところで、里親様はお元気ですか。本当にありが
とうございます。

　　　氏　　　名　　　Jirapan Ritthaisong
　　　学　　　年　　　小学　６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が、僕は外出することなく、家に
いて家事を手伝い、勉強をしています。僕はクラスの友だちに会いたいので早く学校へ行きた
いです。そして、これまで以上に一生懸命勉強をしていきます。それでは、里親様、ご家族の
皆さんのご健康をお祈りします。

－ 28 － － 29 －



　　　氏　　　名　　　Supattra Meuntep
　　　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、私はとてもうれしいです。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が、コロナ感染症が拡がっている
ので、ずっと家にいます。家事を手伝い、復習をしています。新学期からもっと一生懸命勉強
していきたいと思います。それでは、里親様、ご家族の皆さんのご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Tamolwan Lapprasert
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。私はタモンワン・ラープラサァートです。この手紙を書いている今は暑季休暇
中で、しかもコロナ感染症が拡がっているので、外出時にはマスクを着用したり、検温をしな
ければなりません。活動がある時には頻繁に手洗いなど、十分に気をつけています。タイ国で
の感染者は治療を受けて完治する人、死亡する人もいるため、とても心配しています。里親様
も十分に気をつけてお過ごしください。

　　　氏　　　名　　　Suchanat Klongkeow
　　　学　　　年　　　中学　１年生　女子

　こんにちは。学期末試験の結果、私はクラスで１番目だったので、とてもうれしかったです。
両親もとても喜んでくれました。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染
症が拡がっているので、私の家庭はとても厳しくなってきて、家賃や光熱費を支払うためのお
金を探さないといけません。父はバイクタクシーの運転手として働いていて、コロナ禍の最中
はほとんど仕事がなかったのです。私たち家族は節約しながら暮らしています。

　　　氏　　　名　　　Hathairat Im-charoen
　　　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なので、私は祖母の物売りの手伝いをし
ています。私は祖母、母と一緒に住んでいます。祖母も健康を害してきているので、家事のほ
とんどをやるようにしています。また、ちょうどコロナ感染症（COVID-19）が拡がってきて
いるので、外出をすることなく、家にいて勉強しています。この新学期から私は中学１年に進
学します。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。それでは、里親
様のご健康をお祈りします。

－ 28 － － 29 －



　　　氏　　　名　　　Chonthicha Kitwitthayakorn
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。学期末試験の結果、私はクラスで２番目でした。新学期から小学５年に進級し
ます。私は常に復習をして、一生懸命勉強しています。この手紙を書いている今は暑季休暇中
で、しかもコロナ感染症が拡がってきていて、とても厳しい状況です。父はタクシーの運転手
として働いているので、乗客があまりいないと嘆いています。母も物売りをして生計を助けて
いるのですが、コロナの影響で物売りも厳しくなり、借家住まいなので家賃の心配もしていま
す。

　　　氏　　　名　　　Naphalai Pleumjit
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。新学期から私は中学２年に進級します。授業の方も徐々に難しくなってきてい
ますが、復習に重点を置いて、一生懸命勉強していきます。私は大学進学を目指しているので、
きっと頑張れると思っています。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、まもなく雨季に入
るはずなのですが、毎日とても暑い気候です。里親様はお元気ですか。健康には十分に気をつ
けてください。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Wutthichai Subprom
　　　学　　　年　　　中学　２年生　男子

　こんにちは。僕はウティチャイ・サッププロムです。新学期から僕は中学２年に進級します。
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。この手紙を書いている今は
暑季休暇中で、しかもコロナ感染症が拡がってきているので、里親様も十分に気をつけてくだ
さい。頻繁に手洗いをして注意していきましょう。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈
りします。

　　　氏　　　名　　　Wannida Kornsawad
　　　学　　　年　　　中学　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
私は中学２年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染症が
拡がってきています。よって、学校の授業開始も延期になったので、月曜日から金曜日までオ
ンライン授業を受けています。最初は少し戸惑いましたが、徐々に慣れてきました。ところで、
里親様はお元気ですか。私と家族は元気にしています。きっといつか里親様にお目にかかれる
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。

－ 30 － － 31 －



　　　氏　　　名　　　Bongkot Tonteng
　　　学　　　年　　　中学　２年生　女子

　こんにちは。新学期から私は中学２年に進級します。これからはもっと成績がよくなるよ
うに努力していきたいと思います。里親様からの奨学金は、学校で必要な教材を求めるために
役立てています。私の祖母は経済的にたいへん厳しいですが、毎日なんとか食べられています。
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　　　Thanaporn Rachiwong
　　　学　　　年　　　小学　５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。私は真
面目に一生懸命勉強していくことを約束します。そして、成績の方も良くなり、自分の夢に向
かって頑張っていきます。将来は医者になりたいので、そのために全力を尽くしていきます。

　　　氏　　　名　　　Manasnai Kunachuen
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。僕はわずかのお金も大切に貯めるようにしています。貯金箱がいっぱいになる
と通帳に預けます。新学期が始まれば、家族にあまり負担をかけないためです。今年度から僕
は小学４年に進級します。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
ご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Natthawat Srisawat
　　　学　　　年　　　小学　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。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で、しかもコロナ感
染症（COVID-19）が拡がってきているので、十分に気をつけないといけません。小学２年の
時、僕はクラスで６番目の成績でした。新学期から小学３年に進級します。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くことを約束します。

　　　氏　　　名　　　Monchalerm Sangwon
　　　学　　　年　　　小学　６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。この手紙を書
いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染症が拡がってきているので、僕は家にいて手伝
いをしています。授業が始まれば、里親様のご厚意にこたえるためにも、これまで以上に一生
懸命勉強していきます。それでは、里親様、皆さんのご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Natcha Seangthong
　　　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
季休暇中なので、私は家にいて家事や祖母の物売りの手伝いをしています。私の両親は離婚し
たため、私は祖母と一緒に住んでいて、コロナのために経済的に厳しくなってきています。里
親様には奨学金を支援いただき、私はとても嬉しいです。一生懸命勉強していきます。

　　　氏　　　名　　　Ploychumpoo Buakeow
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。今はコロナ感染症が拡がってきていますから、里親様
も十分に気をつけてください。新学期から私は小学４年に進級します。私の父は事故に遭って
死亡してしまいました。悲しみを乗り越えて、今は母と一緒に家族を支えていくようにしてい
ます。母のケーキ作りを手伝って、一緒に市場に売りに行っています。それでは、里親様のお
幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Thanchanok Ket-uthong
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。この手紙を書いている今は、ちょうどコロナ感染症が拡がってきていて、たい
へんな時期です。里親様には十分に気をつけてください。学期末試験の結果もでて、里親様の
ご厚意にこたえるためにも新学期からもっと一生懸命勉強していくようにします。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。

　　　氏　　　名　　　Sukanya Kooyeemud
　　　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１７番目でした。総合評価で「２．４５」（最高は「４」）でした。こ
れからはもっと一生懸命勉強するよう努力していきます。学校の授業以外に、私はイスラム教
経典の勉強もしています。また、財団の隔週土曜日の活動にも参加して、いろいろなことを学
んでいます。いつか里親様にお会いできるとうれしいのですが。その時を楽しみにしています。
それでは、里親様のご健康をお祈りします。
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　　　氏　　　名　　　Ratanamin Malai
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕は奨学金を受けてから、早速学校で必要な教材を求めるようにしました。こ
の手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染症のために新学期の始まりが１ヶ月
も延期になりました。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。

　　　氏　　　名　　　Phoomarin Yamsrisai
　　　学　　　年　　　小学　３年生　男子

　こんにちは。僕はプマリン・イェムスリサイです。新学期から僕は小学３年に進級します。
この手紙を書いている今はただ、コロナ感染症が拡がってきているので、学校の授業はまだ始
まっていません。里親様が住んでいらっしゃる所はいかがですか。十分に気をつけてください。
タイは少しずつ良くなってきているので、授業は７月からスタートします。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、皆さんのご健康をお
祈りします。

　　　氏　　　名　　　Natthadanai Noptaweesub
　　　学　　　年　　　小学　３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フとい
います。９歳です。僕の家族は、両親、姉と僕の４人です。この手紙を書いている今はコロナ
感染症が拡がってきて、母だけが働いているため、家計はとても厳しいです。授業はオンライ
ンで受けていて、授業が終ると家事を手伝います。ところで、里親様はお元気ですか。ご健康
には十分に気をつけてください。皆が力を合せてコロナを乗り越えましょう。僕は一生懸命勉
強することを約束します。

　　　氏　　　名　　　Chonlatee Porncharoen
　　　学　　　年　　　小学　４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。新学期か
ら僕は小学４年に進級します。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、しかもコロナ感染症
が拡がってきているので、新学期はいつもより遅く始まります。よって、今は家にいて、家事、
子守り、父のお菓子売りなどを手伝っています。僕はこれからも真面目に一生懸命勉強してい
きます。
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　　　氏　　　名　　　Phattraporn Lertrak
　　　学　　　年　　　小学　２年生　女子

　こんにちは。私のニックネームはウンセンといいます。新学期から私は小学２年に進級し
ます。学期末試験の結果、私の成績は総合評価で「３．３」（最高は「４」）でした。私は祖
母（私は母と呼んでいます）と一緒に住んでいます。祖母は惣菜づくり（注文に応じて作る料
理）をしていて、皿洗いなどできる仕事を手伝っています。家ではテレビをみています。学校
の授業は７月１日から始まるので、私は一生懸命勉強していきます。それでは、里親様、皆さ
んのお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Chanakan Meunwilai
　　　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、本当にありがとうございます。おかげ様で
僕は勉強できています。新学期から僕は小学２年に進級します。僕の成績もよい方なのでうれ
しいですし、これからも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　　　Aphisorn Keowsai
　　　学　　　年　　　小学　６年生　男子

　こんにちは。僕はアピソーン・ゲーウサイです。ニックネームはユーローといいます。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。奨学金は学校で必要な教材を求
めるために大切に使います。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、僕はお寺で小僧の修業
をする予定でしたが、コロナ感染症が拡がってきたので、出来なくなりました。よって、僕は
家にいて祖母の手伝いをしています。それでは、里親様のご健康とお幸せをお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Sithitichok Tingchairot
　　　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。この手紙を書いている今は
ちょうどコロナ感染症が拡がってきているので、里親様も十分に気をつけてください。お出か
けの際には必ずマスクを着け、手洗いを頻繁にするようにしてください。タイも同じように身
動きができないため、とてもたいへんな事態になってきています。これからも僕は一生懸命勉
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します。
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　　　氏　　　名　　　Wanchai Pratoomthong
　　　学　　　年　　　小学　３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３年に進級
します。この手紙を書いている今はちょうどコロナ感染症が拡がってきています。僕と家族は
元気にしています。今回、僕は初めて里親様にお手紙を書くことになります。本来ならもう新
学期なのですが、コロナの関係で学校の授業は７月１日からスタートします。それまで僕と姉
は家にいます。里親様も十分に気をつけてください。

　　　氏　　　名　　　Athit Jaisuwan
　　　学　　　年　　　小学　４年生　男子

　こんにちは。今年も里親様にお手紙を書くことができます。新学期から僕は小学４年に進級
します。この手紙を書いている今は暑季休暇中で、弟の面倒を見ています。弟はとてもかわい
いです。ただ、コロナ感染症のために保護者が失業し、皆がかなり厳しい暮らしをしているの
ですが、少しばかりの辛抱です。一日も早く終息してほしいです。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。僕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。

　　　氏　　　名　　　Thanyasiri Thawongklang
　　　学　　　年　　　小学　６年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私の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。これからも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、私は叔母の物売りや家事を手伝っています。また、コロ
ナ感染症が拡がってきているため、新学期は７月１日から始まるようになり、オンライン授業
を受けています。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Ia-rada Urangjit
　　　学　　　年　　　小学　４年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私の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。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なので、私は家にいて家事を手伝っています。コロナ感染症が拡がって
きているので、新学期は７月１日からと延期になり、オンライン授業を受けています。
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　　　氏　　　名　　　Preeyachat Nawasri
　　　学　　　年　　　中学　２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、しかもコロナ感染症が拡がってきているので、家にいなければなりません。
家では家事を手伝っています。これからも自分の将来のために私は一生懸命勉強していくこと
を約束します。里親様のご厚意に対して感動しています。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　　　Kitiyakorn Srikongplee
　　　学　　　年　　　中学　２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、しかもコロナ感染症が拡がっているために休みが続いています。私は家に
いて家事を手伝い、オンライン授業を受けています。私は自分の将来のために一生懸命勉強し
ています。学期末試験の結果、私の成績は良い方でした。それでは、里親様のお幸せとご健康
をお祈りします。

　　　氏　　　名　　　Panpat Jetanadee
　　　学　　　年　　　小学　５年生　女子

　こんにちは。里親様はお元気ですか。私の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。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。コロナ感染症が拡がっているため、新学期は７月１日から
スタートになり、オンライン授業を受けています。それでは、里親様のお幸せとご健康をお祈
りします。

　　　氏　　　名　　　Pornchita Krungsri
　　　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。私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。この手紙を書いている今は暑季休暇も
終って、学校の授業が始まる頃なのですが、ちょうどコロナ感染症が拡がってきて、皆が家に
いる状態です。最終的に授業は７月１日から始まることになりました。それまではオンライン
授業を受けています。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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［新規奨学生］
氏　　　　名：チャマイポーン・スリーブンヤディー　　学　　年：小学５年生　女子
ニックネーム：グラプック　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：実業家

【家族構成】
　サックダー・ルンルアン　　　　　　　　養父　　36歳　雑貨売り 6,000バーツ／月
　ペンポーン・スリーブンヤディー　　　　母親　　36歳　雑貨売り
　チャマイポーン・スリーブンヤディー　　本人　　11歳　就学中
　サシポーン・ルンルアン　　　　　　　　異父妹　  8歳　就学中

【奨学生の状況】
　グラプックは、父キッティ・サウェーンウガン、母ペンポーン・スリーブンヤディーとの間
に生まれた子である。グラプックの両親は彼女が生まれて９ヶ月の時に離婚。父親が別の女性
と家庭を持って家を出たためである。その後、彼女が２歳の時に母親が再婚し、養父との間に
妹が生まれた。現在、グラプックの両親は家で雑貨類を売って生計を立てている。平均して月
に6,000バーツの収入であるが、家族４人が生活していくにはかなり厳しい状態である。よって、
家族は節約しながら暮らしている。家族はバンコク郊外のワチャラポン地区の持ち家に住んで
いるので家賃はかからないが、水道・電気代を月に2,000バーツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：ポーンチャノック・トンヨット　　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：ムック　　　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　ポーンプラパー・ペットシラー　　　母親　　34歳　飲料水売り 8,400バーツ／月
　パッチャラポン・ペットシラー　　　　兄　　15歳　就学中
　ポーンチャノック・トンヨット　　　本人　　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　ムックは、父マッサート・トンヨット、母ポーンプラパー・ペットシラーとの間に生まれた
２番目の子である。父親が別の女性と家庭を持ったため、ムックの両親は離婚。その後、母親
一人で２人の子どもを養育してきている。現在、ムックの母親はバンコク大学内のドリンク店
の店員として働き、月に8,400バーツの収入である。母親の収入だけで家族が生活していくには
かなり厳しく、常に節約しながら暮らしている。どうしても足りない時には近所の知人から借
りて間に合わせている。家族は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1,500バーツ支払っている。
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［新規奨学生］
氏　　　　名：ワラムポーン・プーディー　　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：ゲーム　　　　　　　　　　　将来の夢：教師

【家族構成】
　サムローン・プーディー　　　　　　　　祖父　　51歳　港湾労働 300バーツ／日
　チャワリー・プーディー　　　　　　　　祖母　　55歳 
　パークプーム・ラーチャシー　　　　　　叔父　　21歳　港湾労働 300バーツ／日
　ワラムポーン・プーディー　　　　　　　本人　　10歳　就学中
　パッサーワディー・トロワットマンカー　異父妹　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　ゲームは、父アヌポン・ドゥアンモーン、母ポーンスダー・プーディーとの間に生まれた子
である。ゲームの両親は彼女がまだ幼い頃に離婚。その後、母親が再婚し、ゲームと異父妹を
祖父母に預けて家を出て行ったのである。母親は時々しか養育費を祖父母に送ってこないため、
かなり厳しい状態である。祖父と叔父はクロントイ港の荷役労働者として働き、日に300バー
ツの収入であるが、仕事がない時もあるため不安定である。一方、祖母は持病（喘息、高血
圧）があって外で働くことができず、家にいて子どもたちの面倒を見ている。家族には持ち家
がないため、フラットの借家住まいで家賃を月に4,000バーツ、水道・電気代を月に2,100バー
ツ支払っている。

［新規奨学生］
氏　　　　名：チャンヤーヌット・ピィウプアック　学　　年：小学４年生　女子
ニックネーム：イン　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢：医者

【家族構成】
　ブンポーン・ムーンプローム　　　　　祖母　60歳
　チューチャート・ピィウプアック　　　父親　45歳　雇用運転手 9,000バーツ／月
　チャンヤーヌット・ピィウプアック　　本人　10歳　就学中

【奨学生の状況】
　インは、父チューチャート・ピィウプアック、母ジャンペン・スポートとの間に生まれた
子である。インの両親は、彼女が１歳の時に離婚。母親が別の男性と家庭を持ったためである。
よって、父親一人でインを養育してきている。父親は雇用運転手として働き、月に9,000バーツ
の収入である。家族には持ち家がないため、借家住まいで家賃を月に3,500バーツと水道・電気
代などその他の経費の負担が多く、とても厳しい状態で足りない時には近所の知人から借りて
補い、常に節約しながら暮らしている。
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名前 性別 生年月日 年齢 学年

　1 ヴィシャカ　カハル 女子 2012年12月11日 ８歳 ４年生
　2 ナンディニ　パチャレ 女子 2008年４月10日 12歳 ５年生
　3 プラティクシャ　カハル 女子 2010年３月12日 10歳 ７年生
　4 アシュヴィニ　マネラオ 女子 2004年６月21日 16歳 11年生
　5 パヤル　サドゥメク 女子 2004年６月21日 16歳 11年生
　6 ルクシャ　バンドド 女子 2003年３月13日 17歳 11年生
　7 マンジュシャ　メシュラム 女子 2002年10月６日 18歳 11年生
　8 アシュヴィニ　パチャレ 女子 2002年５月20日 18歳 大学１回生
　9 カジャル　ワグマレ 女子 2000年２月16日 20歳 大学２回生
10 ネハ　ドク 女子 2000年６月11日 20歳 大学２回生
11 プリヤンカ　シェンデ 女子 1999年２月６日 21歳 大学３回生
12 アカンシャ　ウケ 女子 1999年11月13日 21歳 大学２回生
13 スネハ　　メシュラム 女子 1999年２月23日 21歳 大学２回生
14 プラガティ　ムーン 女子 1999年８月17日 21歳 専門学校卒業
15 ニキタ　ジャンバンドゥ 女子 1998年11月26日 22歳 大学３回生
16 パッラヴィ　ムーン 女子 1998年３月23日 22歳 大学卒業
17 アシュヴィニ　インカネ 女子 1999年６月７日 21歳 大学卒業
18 キルティ　メシュラム 女子 1997年９月５日 23歳 大学卒業
19 パラシュ　チャチェレ 男子 2012年３月11日 ８歳 ５年生
20 スワディプ　パティル 男子 2008年６月22日 12歳 ６年生
21 アンシュル　マネラオ 男子 2008年７月12日 12歳 ７年生
22 ゴータム　モトガレ 男子 2006年４月４日 14歳 ９年生
23 タタガタ　メシュラム 男子 2006年４月17日 14歳 ９年生
24 ニトゥ　バドワイク 男子 2006年６月７日 14歳 ８年生
25 シュバム　モトガレ 男子 2005年３月８日 15歳 ９年生
26 クヌマント　バドワイク 男子 2004年11月21日 16歳 10年生
27 ロヒト　メシュラム 男子 2003年７月30日 17歳 11年生
28 クルナ　パチャレ 男子 2001年２月18日 19歳 大学１回生
29 アミト　パチャレ 男子 2002年10月31日 18歳 大学１回生
30 アディティヤ　ダヒワレ 男子 2001年８月21日 19歳 大学２回生
31 プラシク　バンソド 男子 2000年９月11日 20歳 大学１回生
32 マヘシュ　カネカル 男子 2000年６月20日 20歳 大学３回生
33 プラシク　メシュラム 男子 2000年６月25日 20歳 大学２回生
34 ヴィカス　モトガレ 男子 2000年３月３日 20歳 大学３回生
35 ピユシュ　バンソド 男子 1999年５月24日 21歳 大学卒業
36 スボド　ダヒワレ 男子 1998年12月10日 22歳 大学卒業
37 プラフル　ワグマレ 男子 1997年７月３日 23歳 大学２回生
38 プラヴィン　メシュラム 男子 1996年４月７日 24歳 大学卒業
39 ロヒト　ダンヴィジャイ 男子 1992年5月26日 28歳 大学院卒業

パンニャ・メッタ子供の家在園者名簿
（2021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
２０２１年１月現在、幼稚園(１学年)及び１年生から１０年生の許可を
得て運営。(１年～６年が小学校、７年～９年が中学校、１０年が高校)

幼稚園 １年生(小学校) ５年生(小学校) ９年生(中学校)
男子 ８名 男子 １０名 男子 ２３名 男子 １５名
女子 ５名 女子 ７名 女子 １３名 女子 １１名
小計 １３名 小計 １７名 小計 ３６名 小計 ２６名

２年生(小学校) ６年生(小学校) １０年生(高校)
男子 １３名 男子 １８名 男子 １５名
女子 １２名 女子 １４名 女子 １４名
小計 ２５名 小計 ３２名 小計 ２９名
３年生(小学校) ７年生(中学校)
男子 ２０名 男子 ２２名
女子 １７名 女子 １５名
小計 ３７名 小計 ３７名
４年生(小学校) ８年生(中学校)
男子 ２０名 男子 １６名
女子 １４名 女子 ８名
小計 ３４名 小計 ２４名

【総 合 計】 男子 １８０名 女子 １３０名 総計 ３１０名
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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・志鳥融禅【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）

【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、来迎院・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、 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

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）

※寺院名は登録時のものを記載しています
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○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、谷本千恵【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

平成30年度支援登録者　

○継続支援（５年間の支援）

【一　般】平賀敬敏、小林圭子、谷口清【九州東】觀音院・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

－ 42 － － 43 －



平成31年度支援登録者　

○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】工藤路代、丹よし子、五十嵐光江、木島佳代子、医療法人仁生会

【群　馬】正善寺・齋藤崇謙【茨　城】來迎院・深谷尚永【栃　木】龍蔵寺・植木徳念

【陸　奥】延壽院・山本峰聖【玄清法流】玄清法流本部

令和２年度支援登録者　※令和３年１月現在

○継続支援（５年間の支援）

【栃　木】観明寺・勝呂俊裕【陸　奥】永泉寺・中臣亮啓【山　形】聖徳寺・松本昌順

○一括支援（15万円一括の支援）

【一　般】谷本千恵【東　京】玉泉寺・浮岳貞昭、玉泉寺檀信徒会

【茨　城】千福寺、来迎院・小川晃史、東福寺・佐藤章舜

○里親里子奨学金支援　

【一　般】岡部修幸

○一時支援（継続、一括以外の支援）

【一　般】佐藤光一、萩庭寿山、村山光永、松本由利子【陸　奥】延壽院・山本峰聖

平成31年度（第24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30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23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、86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。それに加えて、昨年からは新型コロナウイルスの影響が教育里

親制度の支援家庭にも及びました。家計を支える人の仕事が減って、その穴埋めに子供た

ちが労働力として駆り出されたため、教育を受ける機会などが減るということも起きてい

ます。家庭の経済的理由によりまともな教育を受けられない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これまでの悪循環が、さらに大きくなることが懸

念されます。

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

ニャ・メッタ子供の家」が30年の長きにわたって取り組んでおられる教育支援はますます

重要です。それはたくさんの子どもたちに大きな夢と希望を与え、巣立っていった子ども

たちは社会を支えていく大事な人材に育って、国の様々な要職にも就いているようです。

　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　　竹
たけ

　内
うち

　純
じゅん

　照
しょう
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株式会社滋賀銀行坂本支店
株式会社関西みらい銀行坂本支店
株式会社S･C･Cコミュニケーションズ
株式会社ティーシーエス
うお栄
下野三楽園
株式会社ＩＴＰ
おごと温泉観光協会
日本橋室町若旦那会
株式会社くれおーる
株式会社重田実業
岡田電気設備管理事務所
株式会社芙蓉園
株式会社桜井デザイン

滋賀県大津市
滋賀県大津市
東京都新宿区
滋賀県大津市
滋賀県大津市
栃木県宇都宮市
京都府京都市
滋賀県大津市
東京都中央区
大阪府大阪市
京都府八幡市
京都府京都市
滋賀県大津市
兵庫県川西市

滋賀県甲賀市
三重県津市
滋賀県大津市
滋賀県大津市
滋賀県大津市
大阪府大阪市
京都府京都市
京都府京都市
京都府京都市
滋賀県大津市
東京都文京区
京都府京都市
滋賀県大津市
滋賀県大津市

医療法人社団仁生会甲南病院
クラシカルこころの整体院
株式会社本家つる㐂
鶴㐂そば製菓株式会社
株式会社吉田造園
ヨシダ印刷株式会社
嵯峨野観光鉄道株式会社
株式会社京信システムサービス
京都山門出入方
株式会社ハン六
ダイセーロジスティクス株式会社
株式会社メディアプラン
山門坂本出入方
株式会社ビルケン

第23回 教育里親支援報告
令和３年２月

ホームページ：https://ichigu.net

◎ 2020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。
2020 年度の支援金協力

支援実績を 2022年度発行の
報告書に記載し、年度末送付 2020年度分支援金を年度末に

２団体に分配して支援

①（2020.4月～2021.3月）

⑥（2023.2月～3月頃）

⑤（2022.4月～12月） ②（2021.3月）

③（2021.4月）

④（2022.4月）

2022年度にとりまとめた
手紙・成績表等を提出

2020年度分の支援金を
2021年度初めに奨学金※DPF
/ 施設運営※PMS として支援

2022年度初めに手紙・成績表等を提出

竹 内 純 照
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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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