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ベトナムからのお礼状ベトナムからのお礼状ベトナムからのお礼状ベトナムからのお礼状    

 

ベトナム担当 末吉孝幸 

 

HINTが1996年ベトナムへの支援を始めたころ

と比べると、ベトナムは少しずつですが変化し

てきました。飲み水にも事欠く地元の人々は、

井戸ができたおかげで清潔な水を使えるように

なり、学校に行けなかった子どもたちは、地元

の学校教育を受けることができるようになりま

した。しかし、医療の手はまだ足りないのが現

状です。 

地域のための医療を目指してタンハー村のシ

スター・リエンが医師になるため、HINT が支援

を始めて 2 年が経過しました。カントー大学医

学部 3 年生になり、勉強に頑張っているシスタ

ー・リエンから手紙が届きました。彼女を応援

するため、すでに現地で勉強中の薬師学生、漢

方医学生ともども、今までと変わらぬご支援を

よろしくお願いいたします。 

また、タンハー村の統括責任者であるホアン

師からも HINT へのお礼状が届きましたので、併

せてご紹介します。 

 

ホアン師とシスター･リエン 

――＊＊――＊＊――＊＊――＊＊――＊＊― 

 

親愛なるみなさん 

 

 はじめに、神のお恵みがありますようお

祈り致します。 

 ここ数年にわたって、困難な状況にもか

かわらず、私に教育費や生活費を援助して

くださったことに、心から感謝します。 

 お忙しい中、私を助けてくれて感謝して

います。2010年度の授業料の援助として20

万円をコーディネーターのニンさんを通

して受け取りました。本当にありがとうご

ざいました。 

 現在、私は2年生の終わりであり、懸命

に勉強をしています。2ヶ月前からは、病

院での研修が始まりました。2010年7月か

らは夏休みとなり、しばらくは研修もお休

みになります。 

 私は医学部での2年目を終了するところ

です。卒業見込みは2012年です。 

 お祈りとお助けをこれからもお願いし

ます。 

2010 年 6 月 4 日 

シスター・グェン・ティ・リエン 
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親愛なるHINTの皆様 

 

 最初に、シスター・リエンのために、HINT

から医学部の奨学金20万円を受けとり、お

礼をお伝えすることが遅くなりましたこ

と、深くお詫びいたします。 

 貴重な援助と協力に対して、深い感謝の

気持ちを表したいと思います。 

 皆様にはまだお会いできませんが、全て

のHINTのスタッフの方々、支援して下さる

方々に、神様の御加護と慈しみがあります

ように。 

 医師になるには、確かに長い時間がかか

りますが、私たちの教区にいる貧困や病気

で苦しむ多くの恵まれない人々を、今後も

HINTの皆様がご一緒に考え、助けて下さる

ことを強く願っております。というのは、

彼らは困窮と賭け事のような生活から逃

れる僅かなチャンスを持っているからで

す。 

 繰り返しになりますが、世界経済の厳し

い状況の中で、私たちの意向に沿って、長

くご支援いただいていることに感謝しま

す。 

 神様のお恵みが皆様にあり、ご健康であ

りますように。感謝のうちに。  

2010年7月4日 

パウロ・グエン・タン・ホアン 

コンゴ事業の現状コンゴ事業の現状コンゴ事業の現状コンゴ事業の現状    

アフリカ担当 高橋章 

HINT は、1996 年から継続してコンゴ民主共和

国の学生への支援を行っています。長い間続い

ていた紛争が収束に向かいましたが、現状は相

変わらず厳しいようです。紛争が終わったらそ

の時から平和が訪れるのではなく、荒れてしま

ったインフラや雇用状況が元通りになるには長

い時間がかかります。その中で、コンゴの未来

を担う学生たちの支援はとても大切なことであ

ると考え、HINT は支援を続けてまいります。こ

れからも変わらぬご支援を、どうぞよろしくお

願いいたします。以下、現地のスタッフからの

レポートです。 

 

タデーさんと子どもたち 

〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜 

コンゴ民主共和国ブカブにおける 

HINTアフリカ事業報告 

 

１ はじめに 

 HINTアフリカは、1996年からコンゴ東部

ブカブでの奨学金事業を展開しています。

以下はHINTアフリカ事業の詳細です。 

 

２ 感謝 

 HINTによるコンゴ東部ブカブでのプロ

グラムにより、援助されている児童及び生

徒達と地元のスタッフは、2009年～2010

年の授業料の支援や、コーディネーターの

タデーさんの入院に対する援助に、日本の

 

タンハー村 
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全ての支援者、HINTメンバーへ感謝してい

ます。おかげさまで、タデーさんの健康状

態は、回復に向かっています。同時に、息

子のアレンさんが、タデーさんに代わり難

しい業務を支えることができたことにつ

いても、感謝しています。 

 

アレンさんから学用品を受け取る生徒 

 

３ 現況 

○経営 

 例年同様、コーディネーターとして専門

知識を持つ人を3人雇用しています。4月の

タデーさんの健康悪化の際、夫人のワタキ

シさんが病院に付き添ったため、息子のア

レンさんが事業を代行しました。アレンさ

んは2010年7月末まで引き続き事業を行う

ことになっています。  

 

○援助した生徒 

小学生：26人（内訳：女子16人 男子10人） 

中学生：35人（内訳：女子13人 男子22人） 

大学生：11人（内訳；女子 8人 男子 3人） 

 大学生のうち2人は卒業見込みです。 

 生徒名簿と成績表は、未払いの学費を期

限内に支払うことができれば、2010年7月

末に送ることができます。 

 日本のHINT理事会は、アレンさんに写真

とメッセージを送ってほしいというこ 

とですが、7月15日頃には届くように送ろ

うと思っています。生徒達が学んでいる環

境を分かっていただくために、写真を送っ

た方が良いと思うからです。 

 生徒達は経済的に危うい状況に置かれ

ています。生徒達の親は、現在の経済状況

の中では、子供たちの学費を捻出すること

ができません。公務員の給料は1ヶ月15～

120ドルですし、GDPは1日につき1ドルくら

いです。 

 

○予算 

 今年度の予算執行状況は、タデーさんの

健康状態が悪くなったため、うまくいくか

どうか心配でした。しかし、HINT日本から

事業継続のための医療費支援をしていた

だいたため、アレンさんが代行し事業を継

続することができました。  

 現状の予算では、未払いの学費を払うこ

とができません。運営資金、生徒の学費や

学用品費などで、USD4,000の未払い金があ

ります。これは、2010年7月31日までに支

払わなければならない事になっています。

こういった状況の中で、タデーさんが生徒

 

ブカブ 
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の年度末試験を受けることができるよう

に、学校長と密かに交渉を続けています。 

 事務所の室料の支払いをしようとして

いることは、昨年3月の収支報告でお知ら

せしたとおりです。先月受け取った予算

USD1,500の収支報告は2010年7月5日頃に

なりそうです。しかし、8月の終わりまで

に、2010年から2011年の次年度に必要な学

用品の準備をしなければならず、それをき

ちんと準備するのが重要です。 

受け取った学用品で早速勉強！ 

 

○問題点 

 上記のように、学生たちの授業料を期間

内に支払う事ができませんでした。それは、

資金不足のため学校側が求める期日まで

に、支払いができなかったということです。

2009年から2010年にかけての年度末前ま

でには支払わなければならなかったので

すが、タデーさんの体調不良から、事業執

行にさまざまな支障をきたしています。 

 

○結論と提案 

 今年は紛争後の他の年に比べても、事業

を行うことが大変難しい年でした。未払い

の負債を支援しようと、寄附して下さる

方々から深い思いやりをいただき、大変あ

りがたいと思っています。さらにいっそう

のご支援をお願いします。 

 

事務を執るタデーさん 

 

負債を支払うことができれば、学校の経

営者の信頼を保てると思います。「よい支

払いはよい友達をつくる」ということわざ

もあります。 

 生徒達も私たちもともに、みなさまのた

めに祈り、ご協力にとても感謝しています。

みなさまから、東部コンゴのブカブの子供

たちに、たくさんの支援をいただいている

ことに本当に感謝しています。 

2010 年 7 月 2 日 

タデー・ムサギ 

アレン・イドゥンボ・ムサギ 

 

学用品を受け取り喜ぶ子どもたち 

 

注：文中の未払い学費、学用品費はその後 HINT か

らの支援で支払いができたことをご報告します。 

また、タデー氏の医療援助については、HINT 役

員有志一同から HINT会計とは別勘定で送金したこ

とも、併せて報告させていただきます。 
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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 JAPAN2010JAPAN2010JAPAN2010JAPAN2010 感想感想感想感想    

  

2010 年 10 月 2 日、3 日の週末は、恒例の日比

谷公園でのグローバルフェスタ JAPAN2010 に出

展しました。今年のフェスタは記念すべき 20 周

年でした。ご参加されたボランティアの方の感

想文です。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

グローバルフェスタJAPAN 2010に 

参加して 

          会社員 藤井記雄 

  

 私は、ウィークデイの時間の殆どが勤務

時間。しかし常に「仕事は大切。だけれど

仕事以外で何か活動してみたい。」と考え

ていました。するとHINTのメンバーの方々

から去る10月2～3日に開催されたグロー

バルフェスタ出展に際して手伝ってほし

いとの依頼があり、「喜んで」参加させて

いただきました。 

 このフェスタのホームページによれば、

参加したNGOは175団体。来場者数10万5千

人だったとの事。2日間とも晴天に恵まれ

たおかげもあるのでしょうが、それ程多く

の方がこのフェスタに興味を持っていら

っしゃるのでしょうね。 

 今回のフェスタでは各参加団体に事前

にグローバルメッセージを記すことが依

頼され、HINTは「世界の子供たちに教育と

医療の機会を」というメッセージにしまし

た。又、ミレニアム開発目標では「世界の

貧困を半減にする」など8つの具体的な数

値項目を2015年までに達成することを目

指しているとの事。例えば「2015年までに

すべての子供が男女の区別なく初等教育

の全過程を終了できるようにする」とあり

ます。 

 私達は教育と医療の機会を当然のよう

に受けてきました。しかし、世界の多くの

地域では教育と医療の機会を得ることが

出来ない子供たちがたくさんいます。HINT

が支援しているコンゴもそのひとつでし

ょう。私も、食料・教育・医療が得られな

い人達に対して、何か手助けが出来ればと

感じています。 

 グローバルフェスタに参加して「こんな

にもNGOが存在しているなんて知らなかっ

た、驚いた。」という印象です。このフェ

スタに参加したNGOは175団体。私は2日間

ともフェスタに参加しましたので、他の団

体の展示場を見学しました。そしてとても

共鳴した他のNGOの会員にもなりました。 

 本当に楽しいフェスタでした。このフェ

スタに参加させていただく機会を与えて

くれたHINTのメンバーの皆さん、そして何

よりもHINTの展示場に足を運んでいただ

いた方々皆さんに感謝です。 

私の感想を読んでくださった皆さん、ど

うぞ次回のグローバルフェスタにご参加

ください。きっとそこで新しい発見がある

と思います。 

 

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、「できる時に、できることを、

できるだけ」をモットーに、サラリーマン

が主として集まり活動をしている NGO で

す。何かしたいけど、何から手をつけてい

いかわからない、誰に聞いたらいいかわか

らない、などと思っているあなた。いちど

HINT に参加してみてください。あなたに

も、できることがきっとあります。あなた

の力を貸してください。 
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2010201020102010 年度総会報告年度総会報告年度総会報告年度総会報告    

 

●日時：2010年6月26日(土)17：00～18：00 

●場所：エポペ 新宿区歌舞伎町 1-2-8 

●正会員数 28 名 出席会員数 14 名 

 

1. 20091. 20091. 20091. 2009 年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

詳細については事務局保管の議事録を参照

してください。 

2. 20092. 20092. 20092. 2009 年度決算報告年度決算報告年度決算報告年度決算報告    

右表をご覧ください。 

3. 20103. 20103. 20103. 2010 年度役員改選年度役員改選年度役員改選年度役員改選    

代表     進藤重光(再任) 

事務局長   石田達也(再任) 

事務局長代行 長野圭子(再任) 

アフリカ担当 高橋 章(再任) 

ベトナム担当 末吉孝幸(再任) 

会計担当   永瀬悟志(再任) 

広報担当   桐山泰柾(再任) 

情報担当   酒井 匠(再任) 

情報担当   竹村太朗(再任) 

監事     国府俊明(再任) 

4444．．．．2010201020102010 年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    

詳細については事務局保管の議事録を参照

してください。 

5. 20105. 20105. 20105. 2010 年度予算計画年度予算計画年度予算計画年度予算計画    

次ページをご覧ください。 

 

振込先振込先振込先振込先    

 

■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    

    

    

    

2222.200.200.200.2009999 年度決算報年度決算報年度決算報年度決算報告告告告    

（2009 年 5 月 1日～2010 年 4 月 30 日） 

単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部   

 １． 会費収入   

  正会員収入 140,000 

  賛助会員収入 395,000 

 ２． 事業収入   

  講演会・学習会 0 

  普及啓発事業収入 57,910 

 ３． 寄付金収入   

  会員寄付金収入 333,349 

 ４． 助成金収入   

  助成金収入 0 

 ５． その他   

  受取利息 63 

 当期収入合計(A) 926,322 

 前期繰越金 192,163 

 収入合計(B) 1,118,485 

支出の部   

 １． 事業費   

  経済的支援事業   

   

ベトナム保健医療支援

事業 200,000 

   コンゴ学資援助事業 662,035 

  普及啓発事業費 41,029 

  広報事業費 30,080 

  事業費 合計 933,144 

 ２． 管理費   

  通信費 1,510 

  送金費 14,710 

  会議費 0 

  旅費交通費 0 

  事務用品費 3,275 

  消耗品費 0 

  図書費 0 

  渉外費 0 

  租税公課 0 

  印刷費 0 

  雑費 1,000 

  管理費 合計 20,495 

    

     

     

当期支出合計（C） 953,639 

当期収支差額(A)-（C） ▲27,317 

次期繰越収支差額(B)-（C） 164,846 
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5.20105.20105.20105.2010 年度予算計画年度予算計画年度予算計画年度予算計画    

（2010 年 5 月 1日～2011 年 4 月 30 日） 

単位：円 

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

（（（（2010201020102010/5/1/5/1/5/1/5/1～～～～2010201020102010/10/31/10/31/10/31/10/31・・・・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。 

 

★上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。 

★封筒ラベルの一番下にある日付が、貴方

の最終振込み日です。 

 

収入の部   

 １． 会費収入   

  正会員収入 280,000 

  賛助会員収入 500,000 

 ２． 事業収入   

  講演会・学習会 10,000 

  普及啓発事業収入 240,000 

 ３． 寄付金収入   

  会員寄付金収入 500,000 

 ４． 助成金収入   

  助成金収入 200,000 

 ５． その他   

  受取利息 1,000 

 当期収入合計(A) 1,731,000 

 前期繰越金 164,846 

 収入合計(B) 1,895,846 

支出の部   

 １． 事業費   

  経済的支援事業   

   

ベトナム保健医療支

援事業 500,000 

   コンゴ学資援助事業 1,000,000 

  普及啓発事業費 100,000 

  広報事業費 100,000 

      

  事業費 合計 1,700,000 

      

 ２． 管理費   

  通信費 25,000 

  送金費 20,000 

  会議費 20,000 

  旅費交通費 20,000 

  事務用品費 20,000 

  消耗品費 20,000 

  図書費 20,000 

  渉外費 20,000 

  租税公課 1,000 

  印刷費 10,000 

  雑費 19,846 

      

  管理費 合計 195,846 

      

 当期支出合計（C） 1,895,846 

 

比嘉  勇也 谷口 義武 

宮下 和彦 井上静子 

高橋 章 支倉 崇晴 

藤井 記雄 岡田 明美 

藤枝 伊都子 石井 健吾 

東矢 高明 古城 かほる 

櫻井 洋 佐賀 邦夫 

吉中 佐和子 松本 良三 

久米一誠 島田  恒 

末吉 孝幸 宮本 龍子 

長野 圭子 木下 はるみ 

西嶋 久恵 末永 恵子 

奥本 直子 國府 俊明 

畠山 千秋 山田 篤 

永見 真孝 普川 容子 

長本 孝一 安藤 和彦 

青崎紀子 石間 裕 

石田 達也・倫子 市川 幸一 

小林 貞 高澤 佳代乃 

桜井 祥子 簗木 純夫 

ＧＡコンサルタンツ 勝本健司  酒井 匠 

渡辺潤子 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事務局にコピー

が届きますが、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。 

 

    

振込先振込先振込先振込先    

 

■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    

    

    

《活動報告》《活動報告》《活動報告》《活動報告》    

 

● 2020202010101010 年度総会年度総会年度総会年度総会を開催しましたを開催しましたを開催しましたを開催しました    

日時：2010年6月26日(土)17：00～18：00 

場所：エポペ 新宿区歌舞伎町 1-2-8 

2009 年度事業報告及び決算報告、2010

年度役員選挙、事業計画、予算計画などに

ついて話し合われました。総会報告が 6～

7 ページに掲載されています。併せてお読

みください。 

 

 

● チャリティーコンサートに参加しましチャリティーコンサートに参加しましチャリティーコンサートに参加しましチャリティーコンサートに参加しまし

たたたた    

日時：2010年8月29日(日)13：00～16：00 

場所：赤羽教会 

恒例となった赤羽教会のチャリティー

コンサートで、支援先各国の雑貨などを通

して、HINT の活動を紹介しました。 

 

●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 JAPANJAPANJAPANJAPAN2020202010101010 に出展に出展に出展に出展

しましたしましたしましたしました    

日時：2010年10月2日(土)、3日（日） 

場所：日比谷公園 

記念すべき 20 回目の開催でした。ボラ

ンティア参加者の感想文が 5 ページにあ

ります。併せてお読みください。 

 

 エポペチャリティークリスマスのお知らせ 

日時：2010 年 12 月 24 日（金）18：30〜 

場所：エポペ 新宿区歌舞伎町 1-2-8 

会費：5,000 円（深夜０時まで飲み食べ放題） 

 HINT はエポペに集う人々の中から 1994

年 12 月 24 日に生まれた NGO です。クリス

マスは HINT にとっても誕生日です。G・ネ

ラン神父や三好満神父とエポペに集まり、

ご一緒にお祝いしませんか。 

 

 

● HINTHINTHINTHINT理事会は毎月最終土曜日に開催し理事会は毎月最終土曜日に開催し理事会は毎月最終土曜日に開催し理事会は毎月最終土曜日に開催し

ていますていますていますています    

HINT はサラリーマンが中心となり、活動

をしている NGO です。2 足のわらじは忙し

く、いつも手が足りない状態です。お手伝

いしてくださる方を募集しています。 

役員にならなくても、どなたでも見学し、

オブザーバーとして参加することができま

す。HINT の活動にご興味のある方は、どう

ぞ自由にお越しください。大歓迎です。 
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