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総 会 郵 とメールによる質疑と賛否投票に り替え２回目です。会員数 52（会員の区別をなくし全員投票）、
投票回答 2２、内賛成 22、反対０でした。承認されたと判断します。会計の支 拪 を にきちんとしてい
きます。今後もよろしくお願いいたします。 
 
ラオス てきま  ６月 10 日―７月 10 日の予定です。仕事は、幾つかのグループや支援者の地方視察
同 内、タンミサイ図書館での「図書館学 」実施が勢な仕事です。地方視察は 回、学校校舎を提供した村な
どを訪問し、村人と交 し、子どもたちへ ミシバイや ーム、 をしてきます。「図書館学 」では、地方の
成績優秀な高校生 10 名をヴィエンチャンの図書館へ招待し１週間の勉強（英語、算数、パソコン）を提供します。
費用は一人当たり\15,000 円です。 
 

の活動計画 
 
基本方針  ラオスの田舎の子どもたちの教育向上を目

標に、私たちでやれる範囲のことをやっていくという初

心を れ 、前 の活動の継続をします。 
 
タンミサイ地域図書館での図書館学 と 学   

DEFC が支援している地方の中等学校から、英語と数学

で優秀な生徒を選び、夏休み中に図書館へ招き、1 週間

の勉強の機会を提供します。人材育成が目的です。 
 

 

勘発傆 発 支援 絵 き ン ス  マンネ

リ化しやすいのですが、継続します。 
 
学校等建設支援  幾つかの依頼を受けていますが、実

施上、 のない方 を しながら います。 
 
学校建設と継続支援  来るだけ しますが、担当

者の体 の問 があり 小していかざるを ないと

っています。 
 

総会内容要約 
国内での活動 
「文房具や衣服の寄贈と郵送依頼」 合計 400kg ほど頂

きました。ラオスの田舎の子どもたちは配っています。 

「DEFC ニュース」15，16、17 号を発  

「活動発表会や講演など」 あちこち 

「絵本の会」の停止 ありがとうございました 

事務勰の僔  費用の都合上の処置です 
 
ラオスでの活動 
タンミサイ地域図書館 

子どもたちの学 向上を目的として、定期的な 試しテ

スト（英語と算数）を小学校１ 生から中学・高校生向 

けに始めました。実施はラオスの担当者に任せます。 
 
勘発傆 絵かき ン ス  

40 前のヴェトナム戦争時のクラスター爆弾がいっぱ

い残っているシェンクアン県で、爆発被害を減らすため

の支援です。小学校の勘発弾教育の に合わせ子ども

たちにポスターの絵を描いてもらうのです。1 箱￥100

円のクレヨンを生徒５人に１箱の割りで提供しました。 
 
学校校舎などの建設 

ラオスの田舎の小学校校舎は草屋根、竹壁、土間床です。

雨や風が吹いたら使えません。これもないところもあり

ます。子どもたちが学校へ かない 由の一つです。私 
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たち DEFC は、スレート屋根、ブロック壁、コンクリー

ト床の校舎を作る支援をしています。資 提供者を て、

現地との ちをします。建築 は村人が い、提供

者資 はセメントなど建築資材購入に使います。手数

に 当するものは受けません。 は、フォンサリ県で

水道敷設（１ヶ所、提供者 SIVIO-OG）と小学校校

舎（フォンサリ県２ヵ所、提供者「夢追人」、ルアンパ

バン県１ヵ所 提供者 World Pure Eyes）で、一部は建

設中です。 
 

ら きい変化 

 

１．先生の教え方が変わってきました。写真の拊い先生

は、膝を曲げて、生徒に顔を近づけて、丁寧に教えてい

す。以前は、 配の先生たちは今でも、ムチ（生徒を

く事はしませんが）を持って、上から目線で指図する、 
 

 

教え方でした。写真のような教え方の先生をあちこちで

るようになりました。 
 
２．外国人は、村に宿泊することはできなくなりました。

村人や子どもたちを外国人の い や被害（ 物や拊

い子の誘惑、人身売買など）から守るためとのことです。 

 
校舎などの建設と継続支援グループ、団体紹介 
・国 団体 CHISE  

http://blog.livedoor.jp/say_chise/ 
 
・つぼみ会  
 
・国 団体

http://yumeoibitobluesky.web.fc2.com/ 
 
・学 国 団体 SIVIO http://www.sivio.jp/ 
 
・World Pure Eyes 
http://worldpureeyes.web.fc2.com/ 
 

に校舎建設や、建設後の村小学校を訪問して継続支
援をなさったグループや団体です。情報拻 の観点か
ら、個人による支援紹介を除いています。 
 

 
 

2011 収支  (勭  1$：80\、１￥：96Kip 1B:2.5\） 
 

項  目 収 入 項 目 説 明 

繰 越 2,014,709   

会 費 333,250   

一般寄付 222,922 費目指定なしの寄付  

図書館 60,000   

勘発弾 50,000   

校舎等建設 2,120,000 校舎、生徒 、 水道 

継続支援 340,000   

替え回  559,085 視察団の同 内時の 替 

資 運用 190,825 ラオス通貨による資 運用 

 子 973   

その他 240 つり の 受 など 

収入合計 5,892,004   
 

項  目 支 出 項 目 説 明 

      

      

      

国内活動 354,217 事務所「絵本の会」印刷 交通 

ラオス活動 316,129 ラオスでの一般活動 

図書館活動 141,292 タンミサイ図書館 

校舎等建設 1,114,915 World Pure Eyes、夢追人 

継続支援 807,602 支援学校へ教材や設備 

支出合計 2,734,155   

収出の差額 3,157,849 建設中資 、資 運用を  

為替差額 28,540 外貨換算差額 

12 繰越  3,129,309  学校建設、運用資 を  
 



 - 3 -

 
 

ラオス小史 ２ 
 

ヴィエンチャンの歴史その１ 
2010 ヴィエンチャン遷都 450 記 事が大々的
におこなわれ、ラオス内外の多くの人々が、ヴィエンチ
ャンの歴史に改めて関心を持ちした。このコラムでは、
ラオスの歴史を知るために、ヴィエンチャンに関する歴
史 表を に、その栄枯盛衰の 史を ってみます。日
本の歴史と比較できるように、[  ]内に当時の日本の歴
史事象を附け加えています。 
 
○13 14 世紀：この時期、タイ・ラオ諸族は、次々に

アジア内 部の 地に王国を建国していく。アンコ
ール・クメール帝国の衰退、及び 13 世紀後半のモンゴ
ル元軍の攻撃によるビルマ・パガン王国の崩壊などから
生じた治的軍事的真空状況がそのきっかけになったとい
う。[鎌倉幕府、蒙古襲来、室町幕府] 
 
○1353~ ファーグム（在位 1353 1373）が、ラーン
サーン（「百万の象」の意味）王国建国、王都シェンド
ン（ルアンパバーン）を中心に、強大な軍事 を する
内 交 国として発 。30 万の があったといわれ、
15 世紀に入ると明との 交 を活発に う。 [ 勾

、室町幕府、拒 拣 が日明貿 始] 
 
○1560 セタティラート王（在位 1548―1571）、ヴ
ィエンチャンへ遷都、この前後、版図が最大になる。[戦
国時代＝鉄砲伝来、桶狭間の合戦] 
 
○1570~1600  3 回にわたるビルマの を受け、

、 20 ビルマの属国。 
[織田、豊臣政権＝安土城、本能寺の変、太閤検地、刀狩
り、関ヶ原] 
 
○17 世紀 スリニャヴォングサー王（在位：
1638~1695）の治世下、ラーンサーン王国は、経済・
文化 において最も 栄し、王国の「 時代」を
する。当時のヴィエンチャンについては、オランダ人貿

商、イエズス会 教 などの記 に詳細が記 されて
いる。17 世紀後半の肥前からの陶磁器がヴィエンチャン
から発掘される。（2007 日本 の「 文化 
 

 
財発掘調査」）。[ 幕府初期＝ 印 交 、島原の
乱、 リスト教 教 、 国（ ・オランダ による
交 ）、 成功（國性爺）元禄時代] 
 
○18 世紀前半 ラーンサーン王国、勫つの王国に
（ヴィエンチャン、ルアンパバーン、チャムパッサック）
[ 幕府中期=正徳の治・享保の改革] 
 
○1779 シャムの でヴィエンチャン破壊され、多
数の住 がシャムへ強勧 される。勫王国ともシャム
の属国に（比較的自由な自治権確保）。[ 幕府後期
＝安永・天明時代、田沼意次] 
 
○1828  ヴィエンチャン王国のアヌ・ヴォン王（在位
1804―1828）、シャムからの を めて 招するが、
敗れ、ヴィエンチャン王国滅亡。この時ヴィエンチャン
は徹底的に破壊され 60 以上の間、 と化す。メコ
ン の住 はシャムの土地へ大 強勧 。[シー
ボルト事件、天保の大飢饉、天保の改革、幕末の動乱の
時期、明治維新へ] 
 
○1893  メコン 左 がフランス となり、ルアンパ
バーンは保 、ヴィエンチャンより はフランスの

地拇治となる。[＝明治 26 、大日本帝国 、
日清戦争]  
 
○1899   フランス、ヴィエンチャンを 地ラオスの
首都として再興[＝明治 32 、勘平等 の改正]  
 
○1945   日本軍進駐､日本の敗戦により、フランス再
進駐。[太平洋戦争末期] 
 
○1947  ラオス王国成 、ヴィエンチャンはその首都。
[戦後の混乱期、2・1 ゼネスト] 
 
○1975  革 によりラオス人 勢 国成 、ヴィ
エンチャンはその首都として、現在にいたる。[ベトナ
ム戦争 、日本は経済高 成 期から安定成 期への

] 
 
次回は、ヴィエンチャンの栄枯盛衰について、具体的に
考察します。 

ラオス史研究者 K. 森中 
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収 入  2012 １月 20 日―2012 月 日 
と ご いま 。・総額 596,257 円、・内訳・会費 148,000 円、森元様、沢田ｙ様、沢田ｓ様、

久保木様、谷口ｎ様、谷口ｙ様、谷口 a 様、苫広様、竹村様、辻 y 様、辻 m 様、 様、勽島様、月田様、桐原
様、泉様、家常様、小島様、川島 r 様、川島ｓ様、 ・一般寄付 169,543 円、川島様、本田様、 サ 様、 拖
様、沢田ｙ様、 ・残 勘発弾 50,000 円 雪中華様、・継続支援 130,000 円、桐原様、ライオンズ（愛知）合
同アクト様、・ 替え 回 10,407 円、・ 子 67 円、・ラオスファンド運用 88,240 円 
 

物品寄贈とラオスまでの郵送 
ご と ご いま 。頂いた寄贈品は、支援学校や視察訪問の田舎の学校や生徒たちに直接に手渡して
います。 2011 ９月末から 2012 ５月 14 日までの一部 瀬良様、星嶋様、木村様、久保田様 

 
 

   
の写真左から、日本からの寄贈文房具手渡し、支援学生たちの学校訪問、継続支援による学校への水道敷

設をする村人 
 
事務局から 

 
「物品供与とラオスまでの郵送」について 

ラオスまでの輸送費ご負担でお願いします。頂いた物品
は、地方の学校へ配っています。詳細については、事務
局 npo_defc@yahoo.co.jp へ問い合わせください。 
 
・寄贈をお願いしたい物品は、まだ使える子供用衣服、
文房具、学用品、絵の多い絵本、 ブラシ、レゴやダイ
ヤブロック、積み木、パソコンなど 
 
・受勚り後、 をか た礼状と「DEFC ニュース」を 
 

 
お送りします。荷物の中に手紙や寄贈者住所・名前・
メール、電話番号等を書いたメモを入れてください。 
 
・郵送宛先 C/O DEFC, Lao Rural Development 
Central  P.O.Box 1004、Vientiane Capital、Lao 
PDR 
 
・送り状（英文）の「内容品の詳細な記載」欄へは、 
「USED PROPATY （使用済み品）、NO VALUE (商
品価値なし）」と、ご記入ください。 

 
DEFC ネット事務局とホームページ
http://npo-defc.cocolog-nifty.com/blog/ 
http://npodefc.web.fc2.com/ 
npo_defc@yahoo.co.jp 
 

DEFC 代表 沢田誠二 
電話 0774-63-2060 
メール seiji.sawada@kzc.biglobe.ne.jp 
郵  610－0353 京田辺市松井が丘 1－23－4 
http://ameblo.jp/higechobitsubuyaki/ 

 


