結婚・誕生
おめでとう！
ダムさん（ラオス・会・2003）
（写真右）
ご結婚されました！
赤い蝶ネクタイが決まってま
す。
コロナ落ち着いたらまた飲み
ましょう！

チャン ゴック チャ ミーさん
（ベトナム・会・2016）
（写真右）
1/12 ご結婚されました！
旦那様と撮ったお写真はどれも色
鮮やかで、きれいで、どれを掲載
しようか迷ってしまいました。

張怡さん(中国・奨・2013)
（写真左）
2/17 ご結婚されました！
足立区の婚姻届けはとてもかわ
いいデザインですね
末永くお幸せに！

蔡虹さん(中国・会・2013)
全敏佑さん(韓国・奨・2019)
長男ユル君が誕生しました！
会館生と奨学生のビッグカップ
ル。ユル君も将来岡本財団に来る
かい？？

（
２
０
２
０
奨
）

蘇
雅
さ
ん
卒

バヤラ君 卒
（2019 会）

（
２
０
２
１
奨
）

オ
ノ
ン
さ
ん
卒
アルタンさん 卒
（2019 奨）

ホァン君 卒
（2017 会）

春は卒業
そして
別れの季節
またお会いしましょう！

ザヤさんファミリー 家族寮退寮
（2019 会緑）また遊びに来てね！
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コロナと岡本財団 ２年間の総括
舘上 浩太（財団スタッフ）
新型コロナウイルスの流行から、２年が経ちました。生活や環境が一変
した OSF ファミリーの皆さんも少なくないと思います。私たち岡本財団
も、試行錯誤の毎日を過ごしてきました。今回は紙面を借りて、コロナ禍
の２年間の総括と財団の未来についてご紹介しようと思います。

Ⅰ

はじめてコロナと向き合った日々

財団で最初にコロナの話題が出たのは、2019 年の 12 月でした。「新型の
肺炎が流行っているらしいよ」と、スタッフが口にした一言に、私たちは
「ふーん」という反応。一泊旅行も、OBOG 会も、年忘れパーティーも、中
止などこれっぽっちも想定していませんでした。
年が明けて、状況はどんどん悪化。この頃は世間の対応も定まっておら
ず、財団は楽観視と危機感の間で大いに揺れました。議論の結果、2 月の

2020 年２月のカレーパーティー（会）
。
財団行事としての外での食事会は、
残念ながらこれが最後となりました…

たこ焼きパーティー（奨）
、そして大イベントである 3 月の一品料理会
（奨・会）を断腸の思いで中止。消毒用のアルコールやマスクは気づいた
時にはどこにも売っておらず、毎日西千葉駅の西友で在庫をチェックして
いました。
そして 4 月、初の「緊急事態宣言」
。日常がコロナに侵されていき、財
団もイベントどころではなくなりました。当然ながら 4 月例会、5 月一泊
旅行（奨）は中止。さらに本部を一定期間閉鎖することになりました。街
に出ればイオンは休業、飲食店の明かりはない。テレビではウイルス変

オンライン例会のための WEB カメラが、どの
店舗でも欠品中で困り果てました。(2020.5)

異、強毒化の報道。見えない敵や恐怖との闘いがいつまで続くのか、当時
は不安しかなく、同じコロナ禍でも現在とは心持ちが全く違いました。

Ⅱ

奨学生例会の試行錯誤

コロナ前、奨学生の例会といえば「大皿料理を食べて、飲んで、交流」
が主であり、このざっくばらんな雰囲気が岡本財団の特色だと自負もして
いました。しかし当然、コロナ下でこんな例会はできません。私たちは大
きな変化に迫られました。
「例会はオンラインか、対面か」。私たちはこの
２つを状況に応じて使い分けることとしました。
まずオンライン例会。自己紹介や研究発表、クイズ大会をしたりと、
色々な企画を実施しました。皆さんの研究内容など、興味をそそられる内
容がいくつもあり勉強にもなりましたが、肝心の「交流」がオンラインで
はどうしても弱くなってしまいました。
（次ページに続く）

奨学生とは、2020 年 6 月に初めて対面。
４名ずつ３回に分けて実施しました。
「３枚の写真を使った自己紹介」など、
飲食なしでどのように例会を成立させるか、
全く手探りの状態でした（現在もですが…）。
新しい試みと
して、クイズ大
会なんかも試
し て み ま し
た！問題を考
えるのに知恵
を絞りました。

2020 年 10 月ゲーム大会の様子。ラケットでお
椀にボールを入れるだけのゲームですが、これ
が意外に難しくて、ハマりました！他にもスト
ップウォッチで１分測るゲームや、お絵かき伝
言ゲームなど。思い出に残る例会でした。

2021 年 11 月、奨学生たこ焼きパーティー。
感染者数の減少をうけて、飲食を復活させてみ
ました。たこ焼きは火が通ること、作る時と食べ
る時を分離できる点がメリットです。みなさん
２回目にはもう店を出せるくらい上達！

時折フリーズする小さな画面越しでは、情報交換はで

2022 年 3 月、最後の奨学生例会では写真の
展示会を行いました。昨年４月に渡した写ル
ンですを使って、１年間撮影した写真を展
示。みなさん自身でベストショットを決めて
もらいました。フィルムは味があります！

Ⅲ 会館生、一品料理会の中止

きても交流はしにくいのです。ちなみにオンラインで最

コロナ下の学生会館については、対応をとても苦慮し

も盛り上がったイベントは「ビンゴ大会」でした。シン

ました。建物の構造上共用部分が多いことに加えて、会

プルイズベスト？いや、景品の力かな？(笑)

館生の交流の中心となっていたのが、みんなで作った大

いかに食事なしで楽しい例会にするか、私たちは精一

皿料理をシェアする「一品料理会」であったからです。

杯知恵を絞りました。正直、盛り上がらない企画もあっ

残念ながら、どちらも決してコロナと相性がいいもので

たと思いますが、皆さんマスク越しにもわかるくらいの

はありません。長らく会館の象徴的な存在であった一品

笑顔で例会に参加してくれました。奨学生の一人に話を

料理会ですが、コロナで中止を余儀なくされました。水

聞くと「とにかく人と会えたのが嬉しかった」と話して

曜日の交流会、机の上から食事が消え、会館生のみなさ

くれました。せっかく日本に来たにもかかわらず授業は

んは全員マスク姿。その様子から、みなさんの無念が伝

オンラインだけ、もちろん飲み会もなく、同じ国出身の

わってくるようでした。

コミュニティも自粛ムードでほとんど機能していないと

しかしながら、会館生のみなさんは本当によくコロナ

いう状態とのこと。最も状況が酷い時には、ただ集まる

対策に協力してくれました。一品料理会を奪われ、自由

だけという例会もありましたが、やはり皆さんのお顔を

な行動すら半ば制限されても、こちらの感染対策依頼を

直接拝見できることには無二の価値がありました。皆さ

しっかりと守ってくれました。彼らにとっては外国であ

んと生の交流をすることは財団にとってもやる気の源で

るはずの日本のために精一杯協力してくれたこと、この

すし、コロナ下で財団が「留学生のためのオアシス」と

場を借りてお礼を言いたいです。

なれていたのなら、こんなに嬉しいことはありません。
会館、毎週水曜日の
例会。食事が無くて、
少し寂しそうです。
これは最も感染者数
や世間の雰囲気が厳
しかった時の様子。
みんなでこれから観
る映画を投票で決め
たり、ジェスチャー
ゲームをしたり。楽
しい時間を過ごすた
めの工夫をしていま
した。

その後、水曜日の例会については現在まで、委員長が
中心となって様々な企画を考えてくれています。ゲーム
や、映画鑑賞会も新鮮で楽しかったね！感染が落ち着い
ているときには、感染対策の上で一品料理会を復活させ
たりもしました。みなさんの若い発想力、行動力にいつ
も助けてもらっています。
感謝感謝と、ちょっとほめすぎちゃったかな！？(笑)
でも、本当にこのように思っていますよ。
ちなみに西千葉公園でのお花見だけは、毎年継続して
います（アルコールなし、距離とりながら）。満開の桜を

会館にはケーキ作り
の達人が何人もい
て、メンバーの誕生
日には腕によりをか
けてケーキを披露し
てくれます！
写真のケーキはちょ
っとロウソクを立て
すぎですね（笑）。息
を吹きかけるのでは
なく、手でブワッと
あおいで、願い事し
ながら消します！

見ると、コロナの閉そく感も吹っ飛びます！
2021 年 12 月。制限ばか
りだった１年間の終わ
りに、せめてもの思い出
ということで、会館のみ
んなが稲毛駅前でボー
リングをしました。
アイスをかけたグルー
プ対抗勝負！私（舘上）
はゴルフだったらプロ
級のスコアでした（お察
しください）
。

Ⅳ

Ⅴ

OBOG との交流

財団の未来に向けての歩み

さて、コロナによって「年忘れパーティー」と「会館

これからの岡本財団ですが、学生との生の交流を第一

OBOG 会」は２年連続で中止となってしまいました。特に

とする考え方は変えることなく、その手段についてはこ

年忘れパーティーは 2020 年度からリニューアルしようと

れまで以上にたくさんの可能性を模索し、実施していき

思っていただけに、無念でなりません。何とか開催できな

たいと思っています。いちど自粛に偏ってしまうと、そ

いかと知恵を絞りましたが、やはり立食、しかもアルコー

こから新しくイベントを立ち上げることは（モチベーシ

ルを含む会の実施には厳しいものがありました。

ョンの観点から）極端に困難になるので、財団の事業が

そのような中でも、緊急事態宣言の合間を縫ってたくさ

委縮しないように絶えずトライ＆エラーを繰り返してい
こうと思います。

んの OBOG が財団本部に遊びに来てくれたことがとても嬉
しかったです。みなさんマスク姿で、こちらは気の利いた

私たちはコロナウイルスと 2 年間、ともに過ごしてき

お茶菓子すらも出すことができませんでしたが、どんな状

ました。この迷惑な隣人に壊された財団のイベントや伝

況でも昔話に花は咲くものです。

統は数知れませんが、すべてがマイナスだった訳ではあ

また、今は世界中の OSF ファミリーがコロナに負けず暮

りません。コロナは私たちに、新しい例会のかたちや交

らしている姿を発信することも重要だと考え、OSF 便りに

流活動の方法を考えるきっかけをくれました。この騒ぎ

おいて OBOG のみなさんの現状を複数回にわたりお伝えし

が完全に収束するにはまだ時間が必要でしょうし、ある

ました。逆境の中、各国でたくましく生活されているみな

いは今後二度と復活できない財団のイベントもあるでし

さんの書いてくださった文章を読むと、元気をもらうこと

ょう。それらを穴埋めするのは新しい交流の試みであ

ができました。

り、現役留学生のみなさんの若いパワー、そして OBOG
2020 年 9 月、夏の
思い出がない奨学
生のために、稲毛
の海岸で手持ち花
火をしました…
が、開始 10 分で雨
が降り始めるとい
うアンラッキーぶ
り。雨宿りの東屋
での会話が盛り上
がりました。

のみなさんとの強い繋がりだと感じています。一緒に岡
本財団を盛り上げていきましょう！
最後になりますが、みなさんの健康とご多幸、そして
世界が一日も早く日常を取り戻すことを心からお祈りし
ます。

岡本財団 舘上

2021 年のある日、
会館にいくと見
たことのあるお 2
人が…
元会館生のテグ
シェさん（モンゴ
ル）が、奥様と会
館を懐かしんで
車で来てくれた
とのこと。こんな
に嬉しいことは
ありません！
2021 年秋、感染者数の減
少を見て「このタイミン
グならいける！」と、会館
の一品料理会を再開。大
皿と飲食スペースを離
し、取り分けの際は都度
アルコール消毒するな
ど、様々な工夫を施した
うえで会館生のみなさん
に料理を作ってもらいま
した。みんな張りきって
しまい、写真のような豪
華な食事会に！
ただ量を多く作りすぎて
しまい、食事の終わりご
ろには皆おなかがパンパ
ンに…
感染者が減ったら、これ
からもやりましょう！

思い返せば、この 2 年間、コロナ禍であっても留学生のみなさんの様々な姿を
見ることができました。ビンゴの景品をゲットして喜んだり、その景品（菅元
総理マスク）をかぶって一枚撮らせてくれたり、ダンスしてくれたり、会館の
ホールで楽しく過ごしてくれたり…。以前のような自由な交流ができないのは
残念ですが、最も大事なことは、みなさんの楽しそうにしている姿を見られる
ことだと思っています。これからも、楽しくやっていきましょう！

