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支援継続のお願いとネラン師帰天のご報告支援継続のお願いとネラン師帰天のご報告支援継続のお願いとネラン師帰天のご報告支援継続のお願いとネラン師帰天のご報告    

    

 

代表理事 進藤重光 

 

東日本大震災により亡くなられた方々の永遠の安息をお祈り申し上げますとともに、

被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

当会の支援先であるベトナムやアフリカなどからも、お見舞いのメールや電話を多数

いただきました。ベトナムの医学部で医師になるために努力を続けているシスター・リ

エンをはじめ、アフリカの農村開発や医療の充実のために尽くそうと勉学に励むコンゴ

民主共和国の子どもたちも、日本のために心からのお祈りをささげながら、自分たちに

できる勉学を懸命に続けているとのことでした。 

当会においても、震災対応について話し合いがもたれ、発足当初に阪神淡路大震災が

起きた際の炊き出しや地域のコミュニティ新聞の支援などの経験を踏まえ、NGO や教会

のネットワークの中で継続的な活動を計画しております。 

 このような大震災の復興の最中、海外への支援をお願いすることは非常に厳しい状況

であることを全役員が認識しておりますが、ご承知のように本会が続けている教育支援

は継続することがなによりも重要です。どうか、なにとぞご理解を賜り、引き続きのご

支援をよろしくお願いいたします。 

                ＊ ＊ ＊ 

 当会の設立に精神的な指導を与えたジョルジュ・ネラン師は、去る 3 月 24 日、社会

福祉法人聖ヨハネ会桜町病院において安らかに帰天いたしました。享年 91 でした。こ

こに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。故人の永遠の安息をお祈りく

ださいますようお願い申し上げます。 

今後とも、広く世界の人々との結びつきへと導いてくださったネラン師の遺志を継ぎ、

皆さまとの絆を大切にしながら、役員一同、本会の運営を着実に続けてまいります。 

なお、森一弘司教の司式による「ジョルジュ・ネラン神父祈念の集い」が 6 月 26 日

（日）午後 1 時より、真生会館＊にて執り行われる予定です。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

＊真生会館 新宿区信濃町 33 番地 真生会館ビル ＴＥＬ：03-3351-7121 
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アフリカアフリカアフリカアフリカ現地報告現地報告現地報告現地報告    

理事 高橋章 

HINT は 1995 年からアフリカへ教育資金支援を

続けています。当初から現地コーディネーターを

務めているタデー氏から最新の現地報告が到着し

ましたので、皆さまにご紹介します。 

現地では相変わらず厳しい状況が続いています。

現地の状況をご理解いただき、変わらぬご支援を

お願いします。 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

現地コーディネーター ムサギ・タデー 

 

 はじめに、このたびの東日本大震災に

より、亡くなられた方々のご冥福をお祈

り申し上げますとともに、被災された地

域の皆さまに心よりお見舞い申し上げま

す。 

 

◆現地の状況現地の状況現地の状況現地の状況 

十数年続いた戦争後、2006 年に第 1 回

目の民主的な選挙が行われた。現在コン

ゴ民主共和国(以下コンゴと記す)は、現

政府と大統領の監督のもと、第 2 回目の

選挙（2011 年 9 月）の準備を進めている。

多くの人々が自分の土地や街から追われ

た紛争の期間は、コンゴの最初の人道的

な危機であった。状況は改善してきてい

るが、依然として子供たちを含めたもっ

とも弱い立場の人々には、人道的な対処

が求められている。 

HINT は、1995 年以来コンゴにて活動し

ている。現在までに、ブカブの学校へ必

要な物資支援を行い、成果を挙げている。

治安状況は改善し、人々が戻ってきてお

り、ブカブに拠点を置く支援チームが地

域を訪問することができるようになった。

地域では何が必要であるかが判明し、７

つの州では緊急に物資の必要性にせまら

れている。その中には、シャブンダのあ

る南キブ州が入っている。 

シャブンダは面積 25,216k ㎡で、約 50

万人の帰還者を持つ、南キブ州の中で最

も大きな地域である。ルワンダ共和国

(25,215k ㎡)とほぼ同じ面積を持つ。人々

は鉱業で生活しているが、鉱山開発は紛

争のもととなるとして、政府により禁止

されていた。 

現在、開発禁止は解除されてはいるが、

政府によって通常の生活をもどすために、

条件的制限が設定されている。 

 

◆今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望 

  HINTと現地のNGOの協力のもとに作成

された 15年計画の内容は下記のとおりで

ある。 

○短期展望 

・ブカブとシャブンダの最も貧困な子供

達を対象とする。 

・教材を上記の子供たちに供給する。 

・可能な限りこの支援活動を続けていく。 

○中期展望 

・対象とする学校に教材や本を提供する。 

・HINT が支援している生徒の学校に、机・

椅子の支給とともに、トイレの建設を通

して衛生環境を改善する。 

○長期展望 

・いくつかの学校設備の再建。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コンゴとブカブの紹介コンゴとブカブの紹介コンゴとブカブの紹介コンゴとブカブの紹介  

 

 

ブカブ 
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○国の概要 

面積: 2,345,410 k ㎡ 

人口: 6,780 万人  

首都: キンシャサ (人口約 900 万人) 

国民: 200 以上のアフリカ民族があり、大

部分がバンツー系 

言語: フランス語（公用語）、リンガラ

語、スワヒリ語、キコンゴ語、チルバ語 

宗教: ローマカトリック 50%、プロテス

タント 20%、ンバング 10%、ムスリム 10%、

伝統宗教等 10% 

通貨: コンゴ・フラン 

政党: 現在、100 以上の政党がコンゴにあ

る 

大統領: ジョセフ・カビラ ( 2006 年選出) 

加盟している国際機関: 国連,アフリカ連

合, 南部アフリカ開発共同体、東及び南

部アフリカ国グループ 

 

○地理 

コンゴは赤道上にあり、9 つの国（コン

ゴ共和国・中央アフリカ共和国・スーダ

ン・ウガンダ・ルワンダ・ブルンジ・タ

ンザニア・ザンビア・アンゴラ）と国境

を接している。大西洋側に小さな海岸線

地帯がある。中央地帯は赤道気候で高温

多雨、北部と南部地帯はそれと異なる気

候である。 

 

○経済 

コンゴの主要産業は、鉱業（銅・コバ

ルト・ダイヤモンド）である。しかし、

数十年に及んだ失政、腐敗、内紛により、

実質的な経済は崩壊した。2001 年 9 月、

政府は通貨の自由化、為替制限の解除、

ダイヤモンド輸出販売の独占終了といっ

た包括的な経済政策の変更を発表した。

しかし、経済の回復は依然として遅い。 

コンゴは、豊富な鉱物資源、森林(国土

の 75%が森林）、エネルギー資源を有して

いるため、アフリカの中で裕福な国にな

る可能性を持っている。しかし現在は、

最貧国のひとつである。国民一人当たり

の実質 GDP は、1960 年に 380 ドルだった

のが、2004 年には 115 ドルと減少してい

る。緊迫した政治状況、内紛そして密輸

により、2003 年 10 月に国連パネルにて鉱

物資源の不法搾取が強調された際には、

開発資本が減少し、鉱業及び他の産業の

成長が抑制された。 

 ブカブの属する南キブ州は、今でも鉱

業に頼っており、その豊富な資源はムウ

エンガとシャブンダにある。しかし、そ

こに住む人々は、自分たちの土地から利

益の恩恵を受けていない。ブカブにはブ

ラリマというビールとレモンソーダを生

産するビール製造会社の工場がある。 

キブ湖の近くにあるブカブは、コンゴ

の中で素晴らしい風景の町である。年間

の気温は 15～27 度ぐらいである。1 年を

通して雨が多いため緑が豊富である。キ

ブ湖上の交通が南キブと北キブ両州の行

き来を容易にしている。  

 

○人道的状況 

農村部では、治安状況が今も不安定で

あり、人々は都市部または開発された郊

外に集中している。武装グループによる

犯罪が多発している。また、レイプが多

いためエイズの比率も高い。衛生状況は

ひどいままである。多くの医療施設は破

壊され、それらは復旧されていない。教

育施設も同じ状態である。 

多くの NGO や、ユニセフ、国連開発計

画、国連難民高等弁務官事務所など多数

の国際機関が、南キブ州で支援活動を行

っている。 

しかし、国内の公務員は、このような

課題解決のためにあまり動かず、HINT が

支援する生徒の親には、職のないものも

多い。 
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◆結び結び結び結び 

現在状況は改善してきているが、十数年

に及んだ戦争の爪痕が残っており、地方

では人道的状況は改善されていない。都

市部では安全面では改善されたものの、

職のない人々も多く、生きるために必要

な基本的なものに対応できていない。 

かつてコンゴを略奪してきた国々との

関係も改善されてきた。そして次回の選

挙がうまく運営されれば、コンゴは明る

い未来に向かって、成長するためのスタ

ートを切ることが出来るだろう。 

（2011 年 4 月 14 日記） 

 

    

地域医療を支えるシスター･リエン地域医療を支えるシスター･リエン地域医療を支えるシスター･リエン地域医療を支えるシスター･リエン    

    

 

理事 末吉孝幸 

HINT のベトナム支援は、地元のカトリック教会

による支援要請により、ベトナムの少数民族ラグ

ライ族の住む貧しい地域であるタンハー村に、井

戸や学校を建設したことがその端緒です。 

その後、厳しい栄養状態の子供たちの栄養改善

に役立てるために乳牛を 4 頭贈り、ミルクの配給

を開始。あわせて地元の方々のために漢方薬用の

薬草栽培、漢方医の育成、診療所の建設などに対

する支援も行ってきました。 

現在では、他の NGO の協力もあり、広大な地域

で灌漑設備を整え、肉牛や豚の飼育、バイオマス

によるガス設備や発電設備など、未来型の農業に

向かって開発が続けられています。 

さて、この地域で、かねてより修道女として人々

の医療のために高等看護師として働いていたシス

ター・リエンは、地元の人々はもちろん、長年こ

の地域の開発を指導しているホアン司教の信認も

篤い方です。 

数年前、シスターから、さらに貧しい人々のた

めに医師として生涯奉仕を続けたいと相談された

当会では、その志を応援することを決定し、医学

部の学費の支援を継続して行っています。4 年間

で卒業する予定で、現在は優秀な成績で 3 年生の

勉強を続けています。 

そこで簡単ではありますが、現地コーディネー

ターのニン氏によるシスター･リエンの横顔を紹

介いたしますので、皆さまの変わらぬご支援をど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○シスター・リエンのプロフィール 

・ 名前：マリ

ア・ニャン

グエン・テ

ィ・リエン 

 

・ 身長：1ｍ53

ｃｍ 

・ 年齢：29 歳 

・ 髪の色：黒 

 

 

・ 家族構成：両親と 5 人兄弟の 4 女 

・ 出身地：ベトナム社会主義共和国、

グ・アン州エン・タン地区ドゥック・

ラン村 

・ 活動：大学に通いながら「慈善活動と

社会の修道院」に所属し、貧しい人た

ちへの奉仕を行なっている 

・ 好きな食べ物：ベトナム料理 

・ 好きなこと：修道生活、医学・看護面

での活動、貧しい人たちへの奉仕と愛

情 

・ 教養：非常に高い 

・ 彼女が暮らすタンハー村の現状：田舎

の貧しい村ゆえに村の人たちは仕事

を求めており、それに対する支援が必

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンハー村 
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会費納入者・寄付者及び物品寄会費納入者・寄付者及び物品寄会費納入者・寄付者及び物品寄会費納入者・寄付者及び物品寄贈者名簿贈者名簿贈者名簿贈者名簿    

（（（（2010201020102010/11/1/11/1/11/1/11/1～～～～2011201120112011/4/30/4/30/4/30/4/30・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 は皆さま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。ご

支援ご協力をお願い申し上げます。 

★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のお願い振込のお願い振込のお願い振込のお願い    

    

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 

 

***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 

 

■ゆうちょ銀行口座： 

記号 10010 番号 26990711 

（他銀行から振込む場合 店名：008  

種目：普通 番：26990711） 

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 

 

■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 

 

 

    

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。 

 

桐山 泰柾 島田  恒 

末永  秀雄・美津代 佐賀 邦夫 

神山 智子 オリビエ シェガレ 

中本 裕之 古城 かほる 

山口 正幸 佐藤 健一 

品田 和之 上村 武夫 

徳島 巌 西 道弘 

石田 達也・倫子 比嘉  勇也 

池田 ゆう子 山田 篤 

岡田  直子 碇井 徹 

普川 容子 神山 和美 

安藤 秀樹 田中 三一子 

行山 武志 三橋 重一･理江子 

岸田 万紀子 持田 二郎・裕子 

村上 夫光子 市川 幸一 

禹 満 川井 貞子 

東矢 高明 國府 俊明 

安達 裕美 高澤 佳代乃 

都藤 清美 簗木 純夫 

森川 浩一郎 小林 貞 

加藤 順子 原 辰治 

篠塚 彰・久美子 匿名の皆様 
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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》    

● 2011201120112011 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：2011年6月25日(土)17：00～ 

場所：エポペ  

議題：2010 年度活動報告、2010 年度決算、

2011 年度役員改選、2011 年度活動計画、

2011 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。 

 

● 2011201120112011 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。皆さま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 

 

《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》    

● 赤羽教会チャリティーコンサ赤羽教会チャリティーコンサ赤羽教会チャリティーコンサ赤羽教会チャリティーコンサートにートにートにートに

出展します出展します出展します出展します    

日時：2011年8月28日（日） 

場所：赤羽教会 13:30〜 

 アジアとアフリカの子どものためのチ

ャリティーコンサートです。出演者は、

本田路津子、ゴスペルグループ Choub、山

口ブラザーズバンドの予定です。 

 

 

● インターナショナルデイに出展しまインターナショナルデイに出展しまインターナショナルデイに出展しまインターナショナルデイに出展しま

すすすす    

日時：2011年9月25日（日） 

場所：東京カテドラル 10:00〜 

 その名のごとく国際的な教会のお祭り

で、どなたでもご参加いただけます。中

国、韓国、べトナム、タイ、フィリピン

など各国のフードが楽しめます。 

 

● 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 JAPAN20JAPAN20JAPAN20JAPAN2011111111 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：2010年10月1日（土）、2日(日) 

場所：日比谷公園 10:00〜 

    すっかり定着したNGOのイベントです。

今年も多くの方にHINTを知っていただき、

参加の機会となるよう、皆さまに楽しん

でいただけるフェスタを目指しています。 

 

    

会費会費会費会費振込のお願い振込のお願い振込のお願い振込のお願い    

    

 

***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 

 

■ゆうちょ銀行口座： 

記号 10010 番号 26990711 

（他銀行から振込む場合 店名：008  

種目：普通 番号：26990711） 

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 

 

■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 

 

 

＜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（＜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（＜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（＜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＞）事務局＞）事務局＞）事務局＞    
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