海外から来てくださった皆様
8/2 カリビヌルさん（H23・
緑町・中国）
、オマルさんご
夫婦が、日本を発つ前に遊び
に来てくれました。
弟のミル君（会館生）とパシ
ャリ！カナダでも、頑張って
ください！！

8/20 ジルモトさん（H24・奨・中
国）が来団！これから、母国で先生
として活躍されるご予定との事。す
ごく似合っています！

10/3 倪悦勇さん
（H17・奨・中国）が
息子さんと来団。現在
は北京にてご活躍。当
時の奨学生同期の話で
大いに盛り上がりまし
た！

10/1 陳婧嫣さん
（H26・奨・中国）が
お仕事で来日！今は上
海にて大活躍中、また
来年も来日予定との事
です！

9/13 徳志偉さん
（H12・会・中国）が
奥様と来団して下さ
いました。今回の来
日では富士山にも登
ったそうです！
徳さんには、冒頭の
会長夫人との対談企
画で、大変お世話に
なりました。ありが
とうございました！

誕生、おめでとう！
テオさん

メンディさん

（H16・奨・マレーシア）

（H23・会・モンゴル）

女の子が誕生！

女の子が誕生！

7/28 ニ ウ ェ さ ん
（H13・会・ネパール）
一家がアメリカより
16 年ぶりに来日しま
した！会館の同期で
ある篠さん・秀賢さん
夫妻（H14）、盧貝漫さ
ん（H12）、タンさんフ
.
ァミリー（H15）も大
集合！！

（ニグレンちゃん）

現役生のイベント

OBOG ニュース

8/17
ヴ ァ ン さ ん
（H13・奨・ベトナム）
が一家で来てくれまし
た。当日は同じベトナム
の仲間・マイさん（H18）
と夫のデラさん、タンさ
ん （ H15 ）、 リ ン さ ん
（H15）も来て下さり、
大盛り上がりでした！

7 月・バーベキュー（奨）

9 月・手巻き寿司（会）

9 月・カレー屋さん（奨）

【財団本部よりお知らせ】
長年にわたり、当財団の会計処理業
務をご担当頂いておりました税理士
の川島登美枝先生が、この度当財団
のご担当を離れられる運びとなりま
した。これまで毎回緻密に帳簿等書
8 月・鴨川市

海の家（奨&会）

今年の夏は猛暑に台風と、安定しない天候が続きましたが、留学生の皆さん

類のチェックを頂き、また岡本財団
の為に様々なアドバイスを頂戴しま
した。財団一同、感謝の念に堪えま

は思いっきり日本の夏を楽しみました！こちらに載せきれないほど写真があ

せん。

ります。Facebook「私たちの OSF」もぜひご覧になってください。

本当に、大変お世話になりました。

岡本財団のホームページもご覧ください！
www.osf-family.com
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OSF(Okamoto Scholarship Foundation)の活動案内
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2、留学生へ奨学金の支給

聞き手：徳
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osf-midori1911@coda.ocn.ne.jp

3、留学生の学習＆人生相談・国際交流

志偉さん（H12・会・中国）

前号（夏号）から掲載している、岡本光子会長夫人と、会館生 OB の徳志
偉さんとのインタビュー。後半の今回は、事業を引退した故・岡本正会長
が、外国人留学生支援の財団を設立するまでの経緯をご紹介します。

【財団設立まで】
（徳）これまで、岡本正会長（以下、会長）の経営者
時代の様子や、仕事に対する心構えを教えて頂きまし
た。ここからは、現役を引退した会長が、どのように
岡本財団を設立する事になったのか、お聞かせくださ
い。
（会長夫人）会長は、お金を「もうけるのは技術、使
うは芸術」と常日頃から言っていました。彼の仕事は

↗このような学生が将来の国々の原動力、リーダーと

大勢の人に支えられ、正にその”技術”と闘いながら

なっていくのだなと感じると共に、少しでもこの人た

の、大変な 40 年でした。ところが、”使うは芸術”の

ちの力になり勉強をバックアップしてあげたい、とい

方は、何しろ未知の世界なので、活きたお金の使い方

う感情を持ちました。これが岡本財団をつくる、そも

をして社会に還元する方法は何かと、ずいぶん悩みま

そものきっかけです。

した。当時の各省庁からは、老人ホームや環境保全団

財団の設立にあたっては、会長が経営者時代にお世

体等の設立要請がありましたが、どれも決め手に欠け

話になった方々をはじめ、様々な方がほとんどボラン

る、と迷っていました。

ティアで協力して下さいました。本当に人に恵まれ、皆

その時期、訪れた文科省で、留学生を援助する財団

さんの善意に支えられた人生でしたね。（次ページへ）

を作ろうと迷わず決心したのには、理由があったので
す。今から 35 年位前、2 人で中国へ観光旅行に行った
帰途、上海から乗った機内で、10 人くらいの気になる
グループに会ったのです。彼らは珍しくスーツを着
て、とても緊張していました。その中の一人との話に
よると、自分たちは若いころ勉強する機会が得られな
かったので、これから日本でバイトをしながら大学へ
行くとの事でした。30 歳前後の好青年たちでした。
この学生たちは、私たち夫婦がそれまで想像してい
た他国の学生像とは大きく違っていました。皆、若い
時に勉強の機会を得られなかった為に、外国に行って
でもみずからの学業を修めようとしている。↗
会長夫妻のツーショット（`８７年 アメリカにて）

財団初のバス旅行。
（１９９2）
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（徳）会長は、経営者時代にも、自らの会社に対する
明確なビジョンや目標があったとお聞きしました。岡
本財団設立にあたっては、どのような夢を描いていた
のでしょうか？
（会長夫人）これはもうはっきりしていましたね。会
長は常々、財団を「日本一の財団にする」と話してい

初の理事会・評議員会（１９９2）

ました。日本一というのはもちろん規模の事ではな
く、事業内容の「質」で一番になると。目指したのは、
留学生の「オアシス」となるような財団でした。設立
当時は今のように携帯電話もインターネットも無く、

（徳）現在、日本でがんばって勉強や研究をしている
学生に、会長とのこれまでの経験を基に、どのような
事を伝えたいでしょうか？

母国にも簡単に連絡は取れなかったので、日本でひと
りぼっちで寂しい思いをしている留学生がたくさん

（会長夫人）留学生の皆さんには、ぜひ「力は出るも

いて、そういう方々の心が休まる場所を作りたいとい

の、出せるもの」と思ってほしいです。私はこれまで

う事でしたね。なので、この財団の奨学金は今でも手

の人生で、幾度となく「もうだめだ」というピンチを

渡し支給なんですよ。いくらネットが普及しても、私

経験してきました。太平洋戦争の末期、自宅に焼夷弾

たちは直接対面して交流する事が人間関係では最も

（爆弾の一種）を投下された事があります。火が燃え

重要だと考えてます。これが会長の遺志です。↗

広がり、もうだめかと思いましたが、気が付くと私は
無我夢中で火を消していて、自宅が全焼するのを防げ
たんです。自分でも信じられないくらいの力が出まし

第一回目の奨学生例会（１９９2）

たよ。人間、もうだめだ、と思った時からの「なにく
そ！」と立ち向かうパワーは、すごいものがあります。
留学生の皆さんには、辛いことがあっても、「なに
くそ！」の精神で、ぜひそこから力を出して、学業や
研究を修めてほしい。私たちは、いつでもそれを応援
していますよ。

（徳）貴重なインタビューとなりました。ありがとう
ございました！

マラタ ザヤ（家族寮）
モンゴル（ウランバートル）
千葉大学 融合理工学府
（地球環境科学）

↗近年、今日の人間の活動（土地利用、化石燃料、材木の伐採、

モンゴルからの留学生ザヤと申します。千葉大学の博士課程

採掘）の増加は急速に変化しています。明確な例の一つは地球温

１年生の学生です。私の専攻は地理情報システムとリモートセ

暖化です。地球温暖化により、海面水位や危険な気象条件が高ま

ンシングです。

り、降水量が変化します。それはまた、農業、氷河、降りやまな

私が大学 4 年生だったとき、私は自分の研究を選択する方法

い雪、様々な種類の動植物など、多くの事柄にも影響を与えま

がよくわかりませんでした。そんな時、修士だった私の友人が

す。さらに、将来の地球温暖化の程度とそれが世界の地域に与え

ちょうどリモートセンシングを研究していて、その事について

る悪影響については、よく理解されておらず不明確です。このた

私に紹介してくれました。私はリモートセンシングについて真

め、最近では、研究者は将来の変化を予測するために多くの方法

剣に考え、それが新しく進歩的かつ発展的な研究である事を知

を模索しています。

ったので、友人と同じく研究対象として選択することにしまし
た。

私は人工衛星で地球の表層を観測する技術である「リモート
センシング」を用いたモンゴルの陸域植生における炭素循環の

リモートセンサーは、地球から反射されたエネルギーを検出

モニタリングに関する研究を行っています。日本はリモートセ

することによってデータを収集します。これらのセンサーは、

ンシングの研究と経験が豊富な国なので、日本に留学すること

人工衛星に搭載することも、航空機に搭載することもできま

に決め、さらにモンゴルのような広大な陸地についての研究が

す。リモートセンシングには、さまざまな分野で幅広い用途が

盛んである千葉大学を、入学先として選択しました。教授の先生

あります。たとえば、沿岸地形のマッピング、海水温と波高の

方は地球規模の炭素循環に精通しており、研究室には実験設備

測定、ハリケーンの追跡、地震、浸食、洪水、土地利用の監視、

が完備されているので、この機会を利用してさらに調査し、知識

湿地のマッピングなどがあります。↗

を深めていきたいと思います。

グェン ティ メン （会館生）
将来、私はマーケティングに関する仕事で働きたいです。
どんな職種、業種でもマーケティングが必要だと思いま

ベトナム（ハノイ） 敬愛大学 経済学部（経営）

す。例えば、普通のボールペンの価値は１００円ぐらいで

↗その後、先輩からマーケティングについて教えてもら

すが、オバマ大統領のような有名な人の話を付ければ、そ

いました。しかし、ベトナムでは顧客が何を必要としてい

のボールペンの価値はもっと上がるかもしれません。商品

るかということよりも商品の PR に集中するだけです。

の価値は原料やデザインなどだけではなく、マーケティン

例えば、SHISEIDO の有名な製品 A を売るために売り手

グでも決まります。

はブランドを前面に出したり、効果を過大に宣伝するだ

高校生の頃、私は化粧品をフェイスブックで PR し、売

けです。しかし実は、私たちの肌は同じわけではありませ

れた個数に応じて手数料を得る仕事を経験しました。その

ん。脂性肌の方もいるし、乾燥肌の方もいます。製品 A が

頃から、インターネットを使ったマーケティングに興味を

有名でも、誰もが合うわけではない。私は高い価値の製品

持つようになりました。

を買ったのに、自分の肌に合わないから、にきびができま

近代化につれてインターネットを使っている人が増え

した。お金や時間が無駄でした。

ているので、フェイスブックを通すと商品が多く売れると

現在、化粧品だけではなく多くの分野でマーケティン

思いました。しかし、そのとき、マーケティングの知識や

グというものが重要です。将来、私は会社のために利益を

販売の経験がないので商品の写真や説明をそのまま使っ

得るだけでなく、顧客に満足なアドバイスができるよう

て載せました。そのため、少ししか売れませんでした。↗

になりたいです。

広島・京都旅行の体験（9 月 2 日～4 日
李

敏（奨学生）

千葉大学

融合理工

９月２日から９月３日まで広島の原爆平和記念館に行
ったことは非常に勉強になりました。知らない人と行く
という不安もありましたが、浩太さんに丁寧に案内して
いただき、みんなもやさしくて、すごく、広島に行って
良かったと思います。
広島ではまず原爆ドームを見て、平和記念公園に行
き、その後資料館を見学しました。平和記念公園では、
「原爆ドーム」がありました。「原爆ドーム」を見て、
様々な思いが込み上げてきました。建物を残しておくこ
とは大切だと考えました。戦争について考える機会が増
えることができると思います。
原爆平和記念館で数多くの遺品、体や顔に火傷を負った
人々の写真などが展示されていました。資料館の一つ一つ
の展示物には、人々の苦しみ、悲しみ、怒りが込められ、
本当に胸が張り裂けそうになりました。「戦争はやっては
いけない！もう二度とこのような悲劇が繰り返されるこ
とがないように！！」という想いが浮かんできました。↗

劉

鴻鼎（奨学生）東京医科歯科大学

医歯学総合

2 泊 3 日の日程で広島と京都を旅行し、具体的には広
島の平和記念公園、宮島、京都の金閣寺、銀閣寺、清水
寺などを回りました。広島の戦争関係の場所を直接見た
ことで、平和の意味や国際理解の意味、重要性を感じる
良い機会になりました。
広島旅行は平和への理解を深めるのが目的だと財団か
ら説明を受けました。1 日目は宮島の厳島神社を観光
し、2 日目には広島市内の観光として平和記念資料館と
原爆ドームを見ました。
平和記念資料館の見学は、非常に強く印象に残ってい
ます。実際に原爆が落ちた建物の模型、被爆した人々の
遺品を見たり、被爆した当時を説明した音声ガイドなど
を聞きましたが、正直見続けることができないほど悲惨
なものばかりでした。原爆と直接関係のない中国出身の
私でも長く見ていることはできず早く資料館を出たいと
も感じてしまうほどでした。現在はとても美しい広島の
街でこのような悲惨な状況が発生していたことがとても
信じられず、原爆の恐ろしさにただ恐怖を感じました。
続けて、原爆ドームを近距離で見学しました。原爆ド
ームは現代的で美しい広島の街に普通にありましたが、
ドームの付近の雰囲気だけは厳正な様子で当時の様子を
伝えていました。また私の印象より建物はとても大き
く、まだ壁や鉄の支柱なども残っていて、原爆の破壊力
を想像するのに十分印象的でした。
2 日目の午後に京都へ移動、世界的に有名な美しい神
社や寺院を見学しました。いくつかは以前にも観光した
ことはありましたが、財団の仲間と一緒に観光したこと
でより楽しく充実した観光になりました。
この３日間で、財団の仲間たちと一緒に日本の歴史の美
しい部分と悲しい部分の両方を見たことで、個人旅行では
できない経験ができたと思います。来年の卒業に向けて、
財団の活動も残り少なくなりますが積極的にいろいろと
参加したいです。

参加者の作文）

↗見学で学んだことを今後につなげていきたいと考えてい
ます。そのためには、当たり前のことを毎日しっかり行うこ
とが大切だと思います。一つの国家はコミュニティからな
り、一つのコミュニティは家族からなり、一つの家庭は男性
と女性で構成されています。だから、すべての根源は人間で
す。一人の力では、今も世界中にある数多くの核兵器を無く
すことはできませんが、平和な人生を世界一人一人の人達と
共につくり上げ、 戦争をやらない、やらせない世界を次の
世代へ継続することはできます。また、いかに人を幸せにす
るかということは、私たちがずっと研究してきたテーマで
す。もちろん、平和的な環境は必要ですが、一人一人が幸せ
になれば、自然と家庭は円満になり、国家も必ず繁栄します。
そして今後、世界が戦争、核兵器のない平和で一人一人が幸
せな世界へとなっていくことを永遠に願っています。

ムンプバヤラ セレンゲ（奨学生）
千葉大学

融合理工

今回の広島・京都の旅行は楽しかったですが、色々考え
させるとても意味のある旅でした。旅の初日は 9 月 2 日に
広島を訪れました。広島の第一印象は、とてもきれいで、
静かで、近代的でした。素敵で閑静な街が私たちを迎えて
くれました。船で宮島に着き、ユネスコの世界遺産に登録
されている厳島神社と宮島の景色を見ました。厳島神社と
宮島の景色はとても美しかったです。旅行の 2 日目は広島
と京都を観光しました。この日の広島観光は原爆ドーム、
平和公園、平和記念資料館などを訪れました。 私は平和記
念資料館に入るまで、広島に関する知識を持っていると思
っていました。なぜなら、広島について中学生のときに学
んだり、佐々木 禎子さんの追悼のためにモンゴル人作家の
書いた曲を勉強したからです。
しかし、平和記念資料館を見学した後では自分の知識の
少なさを感じました。特に、戦後の広島はいろんな建物が
建てられ、復興しましたが、いまもなお戦争の影、悲しさ
が依然として人々の心の中にあることを感じたときに私は
胸が痛くなりました。また、核は科学技術の大きな成果で
すが世界の人たちの平和のために使われずに、戦争に使わ
れたことについて知り、悲しくなりました。このことか
ら、私は世界が平和になることについて願っていると同時
に世界のすべての人たちにも平和について考えてほしいと
思いました。
広島から悲しい気持ちのまま京都へ行きました。しか
し、伝統文化が溢れた素敵な京都は私を慰めてくれまし
た。なぜなら京都は私が日本に来て一番行きたい場所の一
つだったからです。私が京都観光で一番印象に残ったのは
ユネスコの世界遺産に登録されている金閣寺でした。ま
た、私は職人が心をこめて一生懸命に作った作品を見るこ
とができて感動しました。
旅行の最終日は暑かったが、浩太さんのおかげで旅行は
正常に完了しました。旅行する機会を提供して下さいまし
た岡本国際奨学交流財団に心より感謝申し上げます。

佐々木 禎子さんの追悼のために
モンゴル作家の作って下さった曲です。/1973 年
https://www.youtube.com/watch?v=53uT3mXM5UY

“少女の折鶴”／白鳥加奈子(cover)

李

俊亨（会館生）千葉大学

融合理工

バトスーリ
千葉大学

OSF の家族と一緒に行くことができて嬉しいです。鴨川
旅行にも参加出来なかったので、奨学生のメンバーと会え
るいい機会でした。もっと元気に旅行出来たらいいなと思
いましたが、風邪でそうできなくて残念だと思っていま
す。
４時間ぐらい新幹線で走った後の広島で、初めて目に入
ってきたのは広電。スコットランドで運営されていた路面
電車とはまた違う雰囲気で、古い感じを出しながらも、都
市の風景に溶け込んでいて面白かったです。広電と、フェ
リーに乗って着いたのは宮島。会館の先輩たちの写真を見
た海の中の鳥居を直接見られるのが楽しみでしたが、工事
中。逆に滅多に見ることのできない姿を見たということ
で、次また来て見ると決めました。風邪のせいで少し苦労
しましたが、弥山の頂上に登ったらいつも話で聞いたこと
しかない瀬戸内海の姿が見えました。頑張って登った甲斐
がありました。日程が終わった後、食べた広島お好み焼き
は美味しかったです。麺の少し焦げたところのカリカリし
た食感が特に良かったです。
二日目訪問した広島の原爆ドームと平和記念館が旅行の中
では一番印象に残りました。一発の原子爆弾によってどの
ぐらい莫大な被害と犠牲者が出たのかが生々しく伝わって
来るところでした。戦争の残酷さとともに、これが技術で
作られた惨状であることを考えると、どうしても技術分野
の研究をして、技術で仕事しようとしている私にとって、
原爆ドームと平和記念館は考えることが多くなる場所でし
た。
その後 8 年ぶりに行った京都は相変わらず暑くて美しい
ところでした。清水寺と稲荷大社、哲学の道、金閣寺と銀
閣寺など様々なお寺を見てきました。また、京都の鴨川の
川沿いで食事出来たのはとても良かったです。食べたのが
タイ料理だったのがまた面白かったです。今回の旅行はい
い思い出になると思います。来年行く学生たちもきっとい
い旅行になると思います。3 日という短い期間でしたが、
お世話になりました。とてもいい旅行でした。

アシドマー（会館生）

融合理工

2019 年 9 月の 2 日〜4 日は岡本財団のお陰で広島と京都
へ旅行に行くことが出来ました。 個人的に広島は 2 回目
の旅行でしたが、今回も色んなことを思わせた旅行になり
ました。
1 日目は日本への旅行雑誌にいつも載っている厳島神社、
海の中の鳥居を見ました。 残念ながら、鳥居は工事中で
したが、鳥居のもう一つの顔を見ることができて嬉しかっ
たです。 季節や時間帯によって変わる建築として有名な
厳島神社の鳥居の 3 番目の顔を見られて、これからの授業
にも使えるものが見られたと思いました。
次に、岡本会長様が昔よく登山されていた弥山に登りまし
た。途中まで、ロープウェイで行って、頂上まで 30 分ほ
ど歩きました。暑かったし、大変だったので、下から自分
で登ったらどのぐらい大変だろうと思っていました。 頂
上からの景色は日本の三大景色と言われているように息を
飲むほど美しかったです。前行った時は晴れていたが、今
回は霧が出ていて島が浮いて見え、海を見ているか、山岳
を見ているかわからなくて、見応えがあって雄大だなと思
いました。 都会に住んでいる私達には 360°何もないどこ
へも見渡せるという体験は珍しいものなので、この旅行で
の良かったことの一つでした。
次の日には、原爆資料館を見学しました。原爆資料館は 3
回目、広島の資料館は 2 回目でしたが、とても感動的でし
た。何回見ても、涙が浮いてくるほどで、こんな苦しいこ
とを体験して現在に至った日本の偉大さがわかりました。
何のための戦争であれ、何のために落とした原爆であれ、
こんな苦しみを人間に味わせたり、家族や夢を奪ったり、
命を取ったりするほどのものではないと思いました。 今
の平和は何万人を犠牲にして成り立ったのか？私達は二度
とこんなことが起こらないよう、原爆や戦争についてちゃ
んとした知識をつけて、周りに広げ、今の平和を守るべき
と思いました。
留学生旅行で広島に行くのは、もちろん会長様の生まれ
育った場所であるという意味でもあると思いますが、原爆
のことを知る意味でもとても良いことだと思いました。
3 日目は京都に旅行しましたが、もっとも印象的なのが哲
学の道でした。右と左の景色が違って、左は神社やお寺が
多くて、右に個性的なお店や喫茶店が並んでいて、小さい
川が流れる音や途中出会ったストリートミュージシャンな
ど、思い出に残る哲学の道を歩けて良かったです。
この、3 日間の旅行で日本について知識も仲間も増え
た、いい 3 日間になりました。

今回の広島・京都旅行は、夏の暑さを避け、9 月初旬に実施しました。お陰で、毎年恒例の宮島・弥山登山も、例年に
比べると無理なく実施する事が出来、天気の幸運にも恵まれました。旅の目玉である平和記念資料館は今年 4 月に
リニューアルされたばかりで、より原爆の脅威・悲惨さが胸に迫ってくる展示となっていました。この旅行が、参加者
の皆さんにとって「平和」について何かを考える機会となれば、こんなに嬉しいことはありません。（舘上）

