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ベトナム事業の歩みと現状ベトナム事業の歩みと現状ベトナム事業の歩みと現状ベトナム事業の歩みと現状    

 

ベトナム担当 末吉孝幸 

 

2009 年 4 月 25 日(土)、来日したベトナム

コーディネータのニン氏が HINT 理事会に出

席し、現状報告をしました。今までのベトナ

ム事業の歩みを踏まえ、現地の姿をレポート

させていただきます。 

    

◇◇◇◇HINTHINTHINTHINT の歩みの歩みの歩みの歩み    

 

HINT のベトナム事業は、1996 年にベト

ナムの少数民族ラグライ族が住むタン・

ハー村での、学校校舎の建設資金を援助

したことから始まりました。1997 年には、

上水道（井戸）の建設資金の援助、1998

年には（財）東京国際交流財団の助成を

受け、ラグライ族への保健衛生指導プロ

ジェクトを実施しました。 

さらに、村の無料診療所を建設、医薬品

購入資金の提供を開始。子どもたちの栄

養改善を図るために乳牛を贈るプロジェ

クトも始まり、2000 年には乳牛 4 頭分の

購入資金を贈りました。 

この乳牛から毎日搾乳したミルクは、

衛生的な管理のもと、現地の子どもたち

に無料で提供されています。子どもたち

の栄養状態を飛躍的に改善させたばかり

ではなく、子牛も次々に生まれています。 

 

◇◇◇◇薬草園薬草園薬草園薬草園プロジェクトと医師の養成プロジェクトと医師の養成プロジェクトと医師の養成プロジェクトと医師の養成    

 

2002 年には、タン・アン村にも無料診

療所が完成し、現地の人々の保健医療水

準の向上に貢献しています。その後、現

地の人々に雇用の機会と具体的な現金収

入につながるプロジェクトとして、10ha

の薬草園（ハーブ）建設がはじまりまし

た。広大な敷地内で薬草の栽培と同時に、

漢方（伝統薬）医師と薬草園管理者の育

成をしています。さらに、現在ではシス

ター1 名が医学部に合格したため、一般

（西洋医）の医師の養成も始まっていま

す（現在、HINT はこの医学生たちの養成

費用を担っています）。 

成果は既に出てきており、薬草は現地

の人々の健康のためにもなり、販売も行

い貴重な現金収入となっています。 

 

◇◇◇◇現地が貧しい理由現地が貧しい理由現地が貧しい理由現地が貧しい理由    

    

この地域に住む人々は、住民の多くが

ベトナム戦争時に北部から避難してきた

人々と、定住化政策で移ってきた山岳少

数民族です。ホーチミン市内に入ること

はもとより許されず、土地が痩せている

場所に定住を余儀なくされたため、貧し

い生活を強いられています。 

世界的な不況の

影響が現地を襲っ

ており、今なお貧

しい人々が南下し

ていることも大き

な問題です。政府

にも十分な資金が

なく、ホームレス

が増えているのが

現状なのです。現

地の教会では、こ

れらの人々のために住む場所を提供し、

現在までに一世帯 6 人程度で、180 人ほど

の人々を受け入れました。 

 

◇◇◇◇現在の取り組み現在の取り組み現在の取り組み現在の取り組み    

 

現地の教会では、貧しい人々には薬草

を無償で提供するだけでなく、苦しい生

活を続けてきた農家のために子豚の貸し

出しも行っています。子豚と餌代を農家
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に貸し出し、成長して子豚が生まれた後

に売って現金収入を得て、餌代と一緒に

子豚を返すというシステムです。薬草園

の敷地内に設けた豚舎で生まれた子豚は

約 5000 頭で、継続的で循環的な支援を行

うことができるようになりました。貧し

かった農家にも現金収入が入る道筋が見

えてきたのです。 

 

現地の教会の責任者ホアン司教は、15

年の実績をもつ HINT が継続的に医師たち

の養成を行っていただければ大変ありが

たい、と話しています。医師を育てるこ

とは決して楽な道ではありませんが、継

続していくことが重要だと考えています。 

どうか皆様の温かいご支援ご協力をお

願いいたします。 

 

アフリカ事業のアフリカ事業のアフリカ事業のアフリカ事業の奨学生奨学生奨学生奨学生    

 

アフリカ担当 高橋章 

 

昨年始まったコンゴ東部の紛争がおさまり、現地は平和が戻りつつあります。隣国ブ

ルンジへ緊急避難していたコーディネーターのタデー氏一家もブカブへ帰国し、休止し

ていた奨学金プロジェクトを再開いたしました。現在の子供たちの成績表が届きました

ので、下記にご紹介いたします。なお、残念ながら落第となった学生たちについては、

奨学金の停止を含め現地で検討を行います。 

紛争はおさまったとはいえ、この半年間で荒らされた生活は今も厳しい状況です。皆

様からのご支援が、命綱となっていることに変わりはありません。現地の状況をご理解

いただき、どうか引き続きご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

★ 2008 年度奨学生リスト＆成績表★ 

○ 小学生 30 名 

  氏名 性別 学校名 学年 成績 備考 

1 アンジェ イッサ 女 ウワミニフ小学校 4 42.7% 落第 

2 オウガスティン ンワユマ 女 ニャカリバ小学校 3 53.0%   

3 バブンガ マンギ 男 ニャルケンバ小学校 5 68.8%   

4 バレガ ムンデョ 男 ルトンボ小学校 5 54.2%   

5 ボンガ ビンパ 男 ニャカリバ小学校 5 44.5% 落第 

6 ブゲレザ バシュシャナ 男 サロンゴ ウワ小学校 4 59.0%   

7 ドロシー ムサギ 女 イバンダ小学校 6 72.0%   

8 ファジリ ギトガ 男 イマニ パンジ小学校 6 63.0%   

9 ヘンリー マゾンボ 男 ノトレ Ｄ パイクス小学校 2 56.5%   

10 ジョセフィン ンダベロ 女 ママイェモ小学校 2 60.0%   

11 ジョイス・ＭナミヘンダＴ 女 バング小学校 1 62.5%   

12 カブカ ゾンワ 男 ラ サゲッセ小学校 5 56.3%   

13 カンキシンギワカンキシンギ 男 マケドニア小学校 3 54.0%   

14 モデカイ ムソンブワ 男 ２ ニャムゴ小学校 6 57.0%   

15 マリア カイエタ 女 ホダリ小学校 3 44.5% 落第 

16 ンムンガ シュンビャ 男 ２ ニャムゴ小学校 3 60.5%   

17 ムサギ ゲリー 男 ウワミニフ小学校 6 64.0%   

18 ネーマ イネス 女 ウワミニフ小学校 6 77.0%   

19 フィロメネ モーオス カイアラ 女 リセ インターナショナル小学校 4 68.0%   

20 オヘロ ムランバ 男 ラ ベロニカ小学校 5 44.2% 落第 

21 サルム バリクム 男 イバンダ小学校 5 62.7%   

22 シュクル ビジンワ 男 ペンド ムシェレケ小学校 3 61.3%   

23 ワビワ ムツザ 女 ４ イバンダ小学校 6 59.0%   

24 ワンガ ムサギ 女 ラ ミセリカルド小学校 5 64.4%   

25 ワタキシ ザバレガ 女 ウリンビ小学校 6 57.0%   

26 ワニー ムサギ 女 イバンダ小学校 1 73.8%   

27 ウィルソン ビャエン 男 ニャルケンバ小学校 2 84.6%   

28 ウィタンエネ ムカンバ 女 ウワミニフ小学校 3 86.2%   

29 ザイナ エフンガ 女 サロンゴ ウワナ小学校 1 57.0%   

30 ザムジコ アンネ 女 ホダリ小学校 3 70.0%   
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  氏名 性別 学校名 学年 成績 備考 

1 アコンワ バグラ 女 マエンデレオ専門学校 2 60.0%   

2 アリマ オレンボ アンネ 女 アルファジリ国立中等学校 4 47.0% 落第 

3 アリマシ ロドリゲス 男 ウイルソン専門学校 2 65.0%   

4 アミシ シベンダ 男 ニャルケンバ専門学校 1 44.5% 落第 

5 アンジェラーニ ワテンゲ 女 医療技術専門学校 2 51.9%   

6 アセニ ワランガ 男 ホダリ専門学校 3 67.8%   

7 アセンデ ファイジ 男 ファディリ専門学校 2 65.4%   

8 アシフィエ キコビア 男 バイア殿下専門学校 4 ― 中退 

9 バレバンガ ルツング 男 チュプンガ大学 1 55.5%   

10 バイキーオンベ ビタンゲカ 男 ムフング専門学校 5 51.8%   

11 ボラ エササ 女 バイア殿下専門学校 3 50.3%   

12 キャロリン キコバイア 女 エダキエズゲア学校 2 62.5%   

13 ドロシー ムカンビルワ 女 カルンブウワ専門学校 1 68.0%   

14 エメディ アブウェ 男 ムンジヒルバ殿下専門学校 5 53.5%   

15 フィニタ マルーバ 女 ホダリ専門学校 1 50.0%   

16 イセケ イルーバ 男 バイア殿下専門学校 3 51.0%   

17 カンキスィンギ ジュリエンダ 女 メタノイア専門学校 3 50.8%   

18 カゾニ ムカンビルワ 男 カバンバ専門学校 6 53.0%  卒業 

19 ケイカ ポレポレ ジャンヴィア 男 ホダリ専門学校 4 55.5%   

20 キカ ンジギレ 女 エダップ学校 4 45.0%  落第 

21 キロンゴ ワンバリ 女 アヴェニア専門学校 5 53.0%   

22 キメマ ブウィドンベ 男 ツマイニ専門学校 1 ― 中退 

23 キャロンダワ ソンボラ 男 ニャンドジャ専門学校 6 ― 中退 

24 キシンバ ムカンビルワ 男 マペンド専門学校 6    卒業 

25 ルマンヤ ヴェナンス 男 バイア殿下専門学校 1 55.4%   

26 ルテテ ムサギ 男 ブカブ専門学校 2 54.0%   

27 ルサンビア Ｗ ゴデフロイド 男 ヌルンガ専門学校 2 49.3%  落第 

28 マレンガ アテンデキ ダディ 女 バイア殿下専門学校 3 50.6%   

29 マペンジ キトガ 女 イマニ パンジ専門学校 6 ―  落第 

30 マティガ キソンヤ 女 ルミエール専門学校 4 58.0%   

31 ムビラ デュニア 女 シレジ高校 2 54.6%   

32 ムルンバ マブワイア 男 ファヂリ専門学校 3 56.4%   

33 ンムンガ マハンゴ 男 バイア殿下専門学校 4 67.4%   

34 ムケンゲラ ビシンワ 男 ムセケレ専門学校 3 54.5%   

35 ムンギルワ ムティングルワ 男 バガンダ専門学校 2 58.0%   

36 ムワユマ ルコンベ 女 ニャンヂジャ専門学校 6 ―  落第 

37 ナルワンゴ ンガリャ 女 エダップ学校 2 50.6%  落第 

38 ンダリビテ ヘレン 女 ウィマ高校 5 60.1%   

39 ノンド ンビリジ 男 サゲセイ学校 3 59.5%   

40 ンユンバ キリマ 男 キトコ専門学校 5 52.0%   

41 オレンボ マンガ レオン 男 アルファヂリ専門学校 2 69.0%   

42 カピジョ カボベラ 男 フンディマエンボ技術専門学校 6 53.0%   

43 ラマザニ カトトカ 男 バイア殿下専門学校 4 55.8%   

44 サファリ ンタンウェンゲ 男 ハディヒリ専門学校 2 48.3%  落第 

45 サオ ムランバ 女 ウィマ高校 4 63.7%   

46 シャイヂ レアニ 男 バギラ専門学校 3 56.0%   

47 シンマ セビテレコ 男 エスポワール学校 1 60.0%   

48 セレセ イヅンボ 女 ムタンバラ専門学校 2 53.8%   

49 ワバベレ カツロ 女 グイド専門学校 2 49.0%  落第 

50 ワタキシ ムサギ ダビド 男 ツマイニ専門学校 6 53.0%  卒業 

 

○ 中高生 50 名 
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氏名 

性別 学校名 学部 
成績 備考 

1 
アトシャ ヅニア 

女 公立ブカブ大学 法学部 
 52.7%   

2 
ブルメ マペンド Ｊ 

女 ブカブ公開大学 公衆衛生学部 
 61.6%   

3 
エツンバ エディス 

女 ブカブ医療大学 公衆衛生学部 
 55.6%   

4 
イヅンモ ムサギ エレイン 

男 公立ブカブ大学 医学部 
 61.0%   

5 
カボンガ カブングル 

男 コンピューターサイエンス大学 情報科学学部 
 54.9%   

6 
カンキシンギ Ｍ. ジャンピエール 

男 ブカブ公開大学 経済科学学部 
 59.2%   

7 
カンキシンギ サヂキ アドルフ 

男 グレートレイクス自由大学 経済科学学部 
 63.8%   

8 
キャタロ ヅニア 

男 ブカブ公立大学 国際関係学部 
 52.7%   

9 
ルナンガ エササ 

男 ブカブ公立大学 地質学部 
 52.5%   

10 
ルタラ ニュセメ ジャン バプティスト 

男 ブカブ公開大学 国際関係学部 
 56.7%   

11 
ンキュング ンセンゲルワ 

男 ブカブ公立大学 経済科学学部 
 57.0%   

12 
ムサギ キタンギルワ テャド デウス 

男 ブカブ公立大学 経済科学学部 
 61.5%   

13 
ムサギ マコぺ ヴィッキー 

女 ホープアフリカ大学ブジンブラ校 社会福祉学部 
―  病気 

14 
ンガンヅ ムサギ アベリーズ 

男 ホープアフリカ大学ブカブ校 平和開発学部 
 58.0%   

15 オレンボ フェザ 
女 公立ブカブ大学 経済科学学部  63.0%   

16 
ウィンバ ムウェシュア 

男 ホープアフリカ大学ブカブ校 農学部 
 57.0%   

17 
ヨハリ シャンミ ダイアン 

女 ブカブカトリック大学 農学部 
 66.5%   

 

○ 大学生 17 名 

 

インターナショナルデーに参加してインターナショナルデーに参加してインターナショナルデーに参加してインターナショナルデーに参加して    

 

2009 年 4 月 26 日(日)、目白・東京カテド

ラルでインターナショナルデーが開催されま

した。この催しは、毎年春に行われ、在日・

対日外国人との交流を深める、カトリック教

会の定例行事です。HINT はサングリアとベト

ナム雑貨等での出展をしました。ボランティ

アで参加してくださった方々の感想をご紹介

いたします。 

 

＊楽しい国際交流の場＊＊楽しい国際交流の場＊＊楽しい国際交流の場＊＊楽しい国際交流の場＊ 

会社員 迫野 いく子  

いつもお客で参加しているインターナ

ショナルデーでしたが、今年はフリーマ

ーケットのボランティアとして参加しま

した。目白駅から椿山荘に行くバスの中

で、麻布教会のインド人やシンガポール

人と仲良くなりました。その一人が、私

が出したコートを買ってくれて、嬉しか

ったです。思いの外、客足は途絶えず大

忙しでしたが、老若男女いろんな国籍の

方とのやりとりは楽しかったです。 

欲を言えば、出展の参加者は大変忙し

いので、終了後に参加者やお客さんがざ

っくばらんに交流できて、お友達になれ

る打ち上げのような場があると、もっと

いいですね。 

サングリア班 

 

＊大忙しの３班体制＊大忙しの３班体制＊大忙しの３班体制＊大忙しの３班体制＊＊＊＊    

主婦 奥本直子  

 毎年恒例のインターナショナルデーが

やってきました。心配したお天気も、や

や風が強いものの快晴。前日に仕込んだ

サングリアも今日はよく売れそうです。 

 今回は、サングリア班、ベトナム雑貨

班、フリーマーケット班と3ブースの出展

で、私はフリマ班を担当しました。皆さ

んの協力で集まった衣服や雑貨をブース

に並べていると、まだ開始時間前にもか

かわらず、多くの人がブースに集まって

きました。そして、あれよあれよという
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間に売れ筋の品物は予約で一杯。フリマ

の達人たちは、オープン前より下見をし

て決めておくものだと、あらためて感心

しました。11時になり開始してからは、

まずまずというところでした。 

 そしてお楽しみのランチタイム。交代

で各国の料理がならぶテント会場へ。今

年は韓国のチヂミ、ベトナムのフォー、

中国の水餃子などなど、とてもおいしそ

うな料理で一杯でした。お腹を満たした

ところで、サングリア班の応援に行くと、

こちらも好調でした。そうこうしている

うちに、フリマの終了時間が間近となり、

最後の追い込みをすると、在庫品はかな

り少なくなりました。  

 サングリアは好評のうちに終了し、ベ

トナム雑貨もフリマもまずまずで、成功

のうちに終了したインターナショナルデ

ーでした。が、一つ残念なことが・・・

司祭の館のネラン神父様がご入院のため、

いらっしゃいませんでした。でも、手術

は無事に成功されたということで、来年

のインターナショナルデーは元気なお顔

を見せてくださることでしょう。 

 当日は多くの方にHINTブースに遊びに

きていただきましてありがとうございま

した。また、来年も出展となることでし

ょう。フリマ品のご協力などして頂けた

ら幸いです。 

 

 

    

お手伝いしてください！お手伝いしてください！お手伝いしてください！お手伝いしてください！    

    

HINT はサラリーマンが中心になって活

動をしています。二足のわらじは時には

忙しく、目は回っても、手が回らないこ

とがあります。お手伝いしてくださる方

を常に募集しています。 

パソコンが得意な方、名簿の管理をお

願いします。計算が得意な方、会計のお

手伝いをお願いします。金はないが力は

ある方、イベントの荷物運びを手伝って

ください。きっとお手伝いいただけるこ

とが見つかります。 

理事会は毎月最終土曜日 16：00 からエ

ポペで開催しています。会員でなくても、

役員にならなくても、参加できます。 

一度のぞいてみませんか。 

会費納入者・寄付者及び物品寄贈者名簿会費納入者・寄付者及び物品寄贈者名簿会費納入者・寄付者及び物品寄贈者名簿会費納入者・寄付者及び物品寄贈者名簿    

（（（（2008200820082008/11/1/11/1/11/1/11/1～～～～2009200920092009/4/30/4/30/4/30/4/30・順不同・敬称略）・順不同・敬称略）・順不同・敬称略）・順不同・敬称略）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご支援・ご協力ありがとうございました。 

★左記期間内に会費を納入されている方

やご寄付をされている方で、名簿に載っ

ていない方は、お手数ですが事務局まで

ご連絡下さい。 

★HINT は皆様の会費で運営されています。 

年会費 5000 円で、ベトナムでは約 500 人

分の給食を提供できます。コンゴでは中

高生約 2 人分の 1 年間の学費です。皆様

のご支援ご協力をお願い申し上げます。 

安達 裕美 神山 智子 

櫻井 洋 捧 亮平 

高沢 佳代乃 竹村 太郎 

村上 夫光子 長本 孝一 

岡田  直子 末永  秀雄・美津代 

佐賀 邦夫 行山 武志 

酒井 匠 岩瀬 真理 

石間 裕 相馬 篤 

末永 恵子 岸田 万紀子 

門田 俊一 禹 満 

古城 かほる 坂口 昭二 

三橋 重一･理江子 船山 幸哉 

山田 篤 安藤 秀樹 

桐山 泰柾 岩佐 みつ江 

東矢 高明 渡辺 修子 

高橋 宗嗣 オリビエ シェガレ 

加藤 順子 岡田 多恵子 

森川 浩一郎 小林 貞 

神山 和美 末吉 孝幸 

碇井 徹 上村 武夫 

安藤 和彦 副島 和穂 

荘 芳子 宮下 和彦 

松本 良三 田中 三一子 

島田  恒 市川 幸一 

比留間 博之 長野 圭子 

國府 俊明 野坂 俊弥 

寺田 京 松下 和代 

（株）クレーヌ 匿名の皆様 
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★2 年間会費のお振込みのない場合は、会

員資格を失い、以後ニュースレター等の

送付が行われなくなります。 

★振込み先は、下記をご覧ください。郵

便局の振込金受領書は、正式な領収書で

すので、大切に保管してください。 

★振替用紙は郵便局からコピーが届きま

すので、判読しづらい場合があります。

楷書で分かりやすくご記入いただきます

とたいへん助かります。 

★引き続きご支援くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

    

会費会費会費会費振込先振込先振込先振込先    

    

お振込みは同封の振込用紙を使用して

いただくか、下記口座へお振込みくださ

いますよう、お願いします。 

○賛助会員：1 口 5,000 円から 

○学生会員：1 口 2,000 円から 

 

***会費の振込先*** 

■郵便振替口座：00120-2-47868 

口座名義：ヒューメイン・インターナ

ショナル・ネットワーク 

 

■銀行口座：三井住友銀行 新宿支店 

普通預金 3390001 

口座名義：特定非営利活動法人ヒュー

メイン・インターナショナル・ネットワ

ーク 

 

 

 

HINTHINTHINTHINT 事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ    

    

《総会のお知らせ》《総会のお知らせ》《総会のお知らせ》《総会のお知らせ》    

● 2009200920092009 年度年度年度年度    総会及び活動報告会を開総会及び活動報告会を開総会及び活動報告会を開総会及び活動報告会を開

催します催します催します催します    

日時：2009年6月27日(土)17：00～ 

場所：エポペ  

議題：2008 年度活動報告、2008 年度決算、

2009 年度役員改選、2098 年度活動計画、

2009 年度予算計画 

 どなたでもご参加いただけます。HINT

の活動について、ご関心のある方は是非

おいで下さい。予めご連絡は不要です。 

 

 

● 2009200920092009 年度年度年度年度 HINTHINTHINTHINT 役員を募集します役員を募集します役員を募集します役員を募集します 

HINT の実務にかかわっていただける方

を募集しています。上記の総会で選任さ

れます。毎月最終土曜日の理事会に出席 

し、HINT の活動内容の決定や、事務など

を担当していただきます。 

 会員、非会員にかかわらず、ご参加い

ただけます。皆様の積極的な立候補をお

待ちしています。 

連絡先：HINT 事務局  

TEL: 03-3232-8363  FAX: 03-5272-3040 

E-mail: hint@epopee.co.jp 

    

《活動報告》《活動報告》《活動報告》《活動報告》    

● インターナショナルデーに出展しまインターナショナルデーに出展しまインターナショナルデーに出展しまインターナショナルデーに出展しま

したしたしたした    

日時：2009年4月26日(日)11時〜16時 

場所：目白・東京カテドラル 

好天に恵まれ、サングリア（フルーツ

入りワイン）が好評でした。ボランティ

ア参加者の感想文が P4-5 にあります。併

せてご一読ください。 

    

《今後の活動予定》《今後の活動予定》《今後の活動予定》《今後の活動予定》    

● グローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタ JAPAN2009JAPAN2009JAPAN2009JAPAN2009 に出展に出展に出展に出展

しますしますしますします    

日時：2009年10月3日（土）4日(日) 

場所：日比谷公園 

    すっかり定着したNGOのフェスタです。

今年も多くの人に NGO を知ってもらい、

参加の機会となるよう、HINT も出展する

予定にしています。楽しんでいただける

ようなフェスタを目指しています。 

 

    

お手伝いお手伝いお手伝いお手伝いしてください！してください！してください！してください！    

 

各自が得意な分野を持ち寄り、活動を

していこうというのが、HINT のモットー

です。 

パソコンが得意な方、名簿の管理をお

願いします。計算が得意な方、会計のお

手伝いをお願いします。金はないが力は

ある方、イベントの荷物運びを手伝って

ください。きっとお手伝いいただけるこ

とが見つかります。 

理事会は毎月最終土曜日 16：00 からエ

ポペで開催しています。会員でなくても、

役員にならなくても、参加できます。 

一度のぞきに来て下さい。 
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