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HINTHINTHINTHINT アフリカアフリカアフリカアフリカ講演会のお知らせ講演会のお知らせ講演会のお知らせ講演会のお知らせ    

日 時：2013年6月29日(土)15：00～17:00 

場 所：東京 YMCA 山手コミュニティーセンター4階会議室 402号室 新宿区西早稲田 2-18-12 

講演者：高倍宣義 元駐コンゴ民主共和国大使 

題 目：中部アフリカの巨像―コンゴ民主共和国― 

＊同日 14 時からの総会（詳細は最終ページ参照）に引き続き行ないます。 

    

ベトナムから医学部卒業のお礼状ベトナムから医学部卒業のお礼状ベトナムから医学部卒業のお礼状ベトナムから医学部卒業のお礼状    

 

理事 末吉孝幸 
 

2012 年に医学部を卒業し、医師となったシスタ

ー・リエンから、HNT へのお礼状が届きましたの

で、会員の皆さまにお知らせします。 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

親愛なる HINT メンバーの皆さま 

最初に、皆さまが私をとても大切に思っ

てくださり、多くの支援をしてくださっ

ていることに深く感謝していることをお

伝えします。 

私は、4 年間

で、カントー省

にある医科大学

の全てのプログ

ラムを修了し、

私の奉仕修道会

へ社会サービス

のために戻って

きました。 

私の修道会では、それぞれの会員が、

各々の専門能力を活かして働いています。

そして今、私は、人口 7 万 2 千人程度の

ビンチュアン省ハム・タン県で、精神に

障害を持つ人々とハンセン氏病を持つ

人々へのケアと調査を担当しています。 

これら二つの仕事は、とても小さく見

えますが、大変な困難を抱えているこれ

らの人々に仕える時、私は大きな幸せを

感じます。 

私は学校を修了したばかりで、治療を

行うための経験はほんのわずかしかあり

ません。どうか、私に彼ら彼女らを助け

ることができるようお祈りください。 

この地域の人々は、農作業によってな

んとか生計をたてています。経済的困難

と病気による苦しみは日々増えていく一

方です。 
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彼らの家はとても小さく、容易に家族

中に病気が感染してしまいます。どうか、

私たちに対する経済的な支援をお願いい

たします。 

今後も皆さまへ報告をさせていただく

つもりです。 

皆さまの健康と神の恩寵があることを

祈ります。 

2013 年 5 月 6 日 

マリア・マルティノ・グェン・ティ・リエン 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

 

＊HINT のベトナム支援は、現在 3地区に行ってい

ます。 

① ビントゥアン州ハムタン県タンハー村 

井戸、学校建設、薬草園の管理者支援の後、

医師になるシスター・リエンの医学部学費支

援を行いました。 

② ビントゥアン州ハムタン県タンアン村 

無料診療所建設を支援後、漢方医のシスター

の病気のため、代わりのシスターの勉強のた

めの学費支援をしました。 

③ ドンナイ省ロンカイ県ニャンギア村 

近隣の山岳地帯から通う生徒のために、中古

自転車購入資金を支援しました。その後も、

継続して自転車の修理費を支援しています。 

 

今後とも、皆さまのご支援をよろしくお願いいた

します。 

 

 

コンゴ東部紛争避難経緯及びコンゴ東部紛争避難経緯及びコンゴ東部紛争避難経緯及びコンゴ東部紛争避難経緯及び    

HINTHINTHINTHINT 理事会決定事項理事会決定事項理事会決定事項理事会決定事項    

代表 進藤重光 

 

HINT 理事会は、コンゴ民主共和国（以下コ

ンゴ）で、2012 年 11 月に発生した反政府勢

力 M23 の侵攻に際して、プロジェクトを維持

するために、一時的にブカブからコーディネ

ーターを避難させることはやむを得ないと決

断いたしました。以下は、紛争経緯と経過報

告の抜粋でございます。 

おかげさまで、皆さまの温かいご支援のも

と、現在は無事帰国を果たし、通常の奨学基

金業務を行っております。厳しい現地の状況

ではありますが、国連の介入により明るい兆

しも見えてきており、現地の子供たちへの支

援継続の必要性は一日もなくなりません。ど

うか、今後とも皆さまのご支援ご協力を役員

一同、心よりお願い申し上げます。 

 

◆コンゴ東部紛争経緯 

M23 は 2012 年 4 月 4 日、約 300 人の兵

士によって結成されました。大多数は旧

CNDP（人民防衛国民会議：コンゴ政府と

の武力対立から 2009 年 3 月 23 日の和平

協定によって一政党となることを約束、

M23 はこの日に由来）のメンバーで、国軍

の劣悪な状況と、政府が和平協定を履行

していないことに対して不満を述べ、主

としてツチ族で構成されています。グル

ープの議長はジャン=マリー・ルニガ・ル

ゲレロ、軍事部門はボスコ・ンタガンダ

大佐に率いられ、ルワンダとウガンダに

支援を受けているといわれています。 

M23 はコンゴ東部で活発に活動し、7 月

8 日、スルタニ・マケンガ将軍は、M23 を

潜伏場所から追い出そうとした政府の攻

撃は失敗したこと、北キブ州都ゴマに向

かう途中の数都市で逆に政府軍兵士を捕

らえたことを発表。11 月 18 日までに、M23 

  

ＨＩＮＴの支援する 3 地区 
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の部隊はゴマ近郊まで兵を進め、11 月 20

日には市内に侵攻。コンゴ国軍はほとん

ど戦闘することなく退却し、国連平和維

持軍は一般市民の保護が目的であること

を理由に、M23 によるゴマ制圧に介入しま

せんでした。同日、国連安全保障理事会

は、M23 の武装解除と外国の支援停止を求

める決議案を採択しました。 

一時、M23 は、南はキロシェ、北西はム

シャキ、北はキンギまで支配地域を拡大

しましたが、11 月 24 日、コンゴ民主共和

国、ケニヤ、タンザニア、ウガンダの各

大統領がウガンダのカンパラで会談。M23

に対してゴマからの 11 月 26 日深夜まで

の撤退と、戦闘の停止を求める共同声明

を発表。また、同日、コンゴのカビラ大

統領は、カンパラでウガンダのムセヴェ

ニ大統領の仲介で、M23 の政治部門のトッ

プ、ジャン=マリー・ルニガ・ルゲレロと

直接会談を行いました。 

11 月 26 日、アフリカ連合は、コンゴ東

部へ中立部隊の派遣の検討を表明。11 月

30 日、ついに M23 はサケからの撤退を開

始し、12月1日にゴマからの撤収を完了、

国連コンゴ安定化派遣団(MONUSCO)の兵

士が治安維持のためにゴマに展開し、12

月 3日、コンゴ国軍がゴマに入りました。 

2013 年 2 月 24 日、コンゴとその周辺諸国

（ルワンダとウガンダを含む）10 ヶ国の

リーダーは、エチオピアのアディスアベ

バで、東部コンゴに平和をもたらすため

の合意文書に調印しました。続く 3 月の

国連安全保障理事会では、コンゴの国連

ミッション（MONUSCO）の任務をリニュー

アルし、3000 人の兵士からなる "コンゴ

介入旅団"の創設を承認しました。 

 

◆避難経緯及び HINT 理事会決定事項 

①2012 年 11 月 22 日現地コーディネータ

ーのタデー氏よりメール：ブルンジへ

の避難初期経費及び 2 ヶ月間の滞在費

USD2,500 要請。 

②11 月 24 日 HINT 理事会決定：タデー氏

の息子アレン氏（タデー氏代行予定者）

治療費と避難費用 USD3,000 を送金決定、

11 月 26 日送金。 

③12 月 8 日発行のニュースレターでコン

ゴ緊急支援要請を掲載。 

④12 月 5 日タデー氏よりメール：ブジン

ブラへ到着、送金受取＆お礼。 

⑤12 月 22 日 HINT 理事会決定：現状報告

を 依 頼 し 、 確 認 で き 次 第 奨 学 金

USD1,800 を送金することを決定。 

⑥2013 年 1 月 5 日タデー氏よりメール：

現状報告＆学費送金依頼等。 

⑦1 月 16 日奨学金 USD1.800 を送金。 

⑧1 月 24 日タデー氏よりメール：ブカブ

への一時帰国及び現状報告。 

⑨1 月 26 日 HINT 理事会決定：送金の精算

報告を求める。 

⑩2 月 13 日、14 日、23 日タデー氏よりメ

ール：奨学金受取報告＆お礼。8−12 月

奨学金精算報告。現状報告及び、3 ヶ

月分避難経費 USD3,700 送金要請。 

 

 

ゴマ 

ブカブ 



HINT News Letter No.HINT News Letter No.HINT News Letter No.HINT News Letter No.37373737    

2013201320132013 年年年年 6666 月月月月 8888 日発行日発行日発行日発行    

4 

⑪2 月 23 日 HINT 理事会決定：USD3,700

避難経費の送金を決定。会員宛緊急支

援要請を決定。 

⑫2 月 27 日 USD3,700 送金。 

⑬3 月 2 日会員宛緊急支援要請文発送。 

⑭3 月 7 日タデー氏よりメール：送金受領

＆お礼。 

⑮3 月 23 日 HINT 理事会決定：現地報告を

待つ。緊急支援要請により 34 万円集ま

ったことが報告される。 

⑯4 月 27 日 HINT 理事会決定：タデー氏の

みブカブへ帰り奨学金事業運営をして

いるとの電話連絡があり、次期奨学金

USD1,700 送金を決定。 

⑰4 月 30 日奨学金 USD1,700 送金。 

 

 皆さまのご支援に深く感謝いたします。 

 ブカブに帰ったコーディネーターのタデー

氏から、ご支援いただいた皆さまへお礼の手

紙が届きました。 

 ここにご紹介申し上げます。 

 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

HINTの皆さま 

2012年から2013年にかけての緊急支援

を心から感謝しています。 

東部コンゴは1996年から紛争が続いて

おり、更に2012年11月にM23による侵攻が

始まりました。 

皆さまからのご支援のおかげで、反政

府軍がブカブに侵攻後、即座に避難が可

能となりました。 

現在はグローバルな経済危機のため、

いくつかのNGOはコンゴ民主共和国の窮

状に手を差し伸べることが出来ないでい

ますが、日本のHINTの皆さまは、我々に

手を差し伸べてくださいました。 

私たち（生徒たち、ローカルスタッフ）

の願いを聞いてくださり、寄付をしてい

ただいた皆さまにお礼を申し上げます。 

全能の神様の御恵みが皆さまとHINTの

活動にありますように。 

2013年5月20日 

ムサギ・タデー 

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

 

★コンゴの子供たちに聞きました！★ 

                         No.2 

質問項目 

①兄弟姉妹は何人いますか？ 

②自宅では手伝いをしますか？ もしするのならば

どんな事をしますか？ 

③何をしているときが幸せですか？ 

④将来何になりたいですか？ 

⑤尊敬する人は誰ですか？ 

⑥好きな教科、嫌いな教科は何ですか？ 

⑦好きな食べ物、嫌いな食べ物は何ですか？ 

⑧ブカブの好きな面、嫌いな面を教えてください。 

 

１、カチマ君(中学 2 年男子) 
① ５人兄弟、１人姉妹です。 

② 兄弟達の宿題の手伝い、そして彼らのため   

に食事を用意します。 

③ 家族そして自分のために働いているときが幸

せです。 

④ 医者あるいは大学教授になりたいです。 

⑤ 神様、両親、そして家族です。 

⑥ 算数とフランス語が好きな教科で、嫌いなも

のはありません。 

⑦ 無回答 

⑧ ブカブには木々がありません。その代わりに

飢饉があります。不衛生でストリートチルド

レン、武装強盗がたくさんいます。こんなブ

カブには良い面はありません。 

 

２、キコビャさん(高校 3 年女子) 

①２人兄弟と２人姉妹、どちらも双子です。 

②床掃除、食事の用意の手伝いをします。 

③家族そして友達と仲良くしているときが幸せ

です。 

④看護師になりたいです。 

⑤みんな尊敬しています。 

⑥好きな教科 フランス語、歴史、化学、情報

処理、美術、生物学、音楽、 

⑦ 好きな食べ物 焼き魚、肉、牛乳 

嫌いな食べ物 豆類、一部の野菜 

⑧ 好きな面 ブカブでショッピング、レストラ

ン、水泳、ピクニックをすること、そして

キブ湖 

嫌いな面 酔っぱらった子供たち。乾季には

埃っぽくて雨期になると泥流となること。 
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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    

（（（（2012201220122012/11/1/11/1/11/1/11/1～～～～2013201320132013/4/30/4/30/4/30/4/30・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。 

 

★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 は皆さまの会費で運営されていま

す。年会費 5,000 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、右記をご覧ください。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：00120-1-596327 

口座名義：特定非営利活動法人 HINT 

 

■ゆうちょ銀行口座： 

記号 10010 番号 26990711 

（他銀行から振り込む場合 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 

 

 

 

 

藤井 記雄 国府 俊明 

池田 ゆう子 比留間 博之 

神山 和美 渡辺 修子 

藤枝 伊都子 西嶋 久恵 

松本 良三 三橋 重一・理恵子 

前田 陽一 野坂 俊弥 

簗木 純夫 高田 真希子 

山田 篤 佐賀 邦夫 

碇井 徹 篠塚 彰 

持田 二郎 大野 容子 

高澤 佳代乃 長本 孝一 

田中 三一子 竹村 太郎 

井上 静子 高橋 章 

村上 夫光子 神山 智子 

西 道弘 佐藤 健一 

石田 達也 末吉 孝幸 

安藤 秀樹 桐山 泰柾 

小林 貞 進藤 重光 

畠山 千秋 酒井 匠 

石間 裕 国分 一也 

禹 満 上村 武夫 

古城 かほる 中本 裕之 

加藤 順子 島田 恒 

前田 陽一 勝本 健司 

石原 達哉 小林 貞 

徳島 巌 田中 京子 

末永 恵子 野坂 俊弥 

東矢 高明 谷口 義武 

市川 幸一 捧 亮平 

都藤 清美 久米 一誠 

野口 和恵 匿名の皆さま 
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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》    

● 2013201320132013 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：2013年6月29日(土)14：00～15：00 

場所：東京 YMCA 山手コミュニティーセン

ター4 階会議室 402 号室 

新宿区西早稲田 2-18-12 

議題：2012 年度活動報告、2012 年度決算、

2013 年度役員改選、2013 年度活動計

画、2013 年度予算計画等 

 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。事前のご連絡は不要です。 

 

● 2013201320132013 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。 

 

 会員でなくても、役員になれます。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  

電話＆FAX:03-6279-1080 

E-mail:hint_info@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》    

● 講演会を開催講演会を開催講演会を開催講演会を開催しますしますしますします    

日時：2013年6月29日(土)15：00～17:00 

場所：東京 YMCA 山手コミュニティーセン

ター4 階会議室 402 号室 

新宿区西早稲田 2-18-12 

講演者：高倍宣義 元駐コンゴ民主共和国大使 

題目：中部アフリカの巨像―コンゴ民主共和国― 

＊ 総会に引き続いて行ないます。 

 

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

出展します出展します出展します出展します    

日時：2012年8月25日（日）13:30～ 

場所：赤羽教会  

 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、久米小百合（久保田早紀）、

山口ブラザーズバンドです。 

 

● 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JAPAN2013JAPAN2013JAPAN2013JAPAN2013 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：2013年10月5日（土）、6日(日) 

   両日とも10：00～17：00 

場所：日比谷公園  

    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。 

 

 

＜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＞    

〒〒〒〒164164164164----0002000200020002 東京都中野東京都中野東京都中野東京都中野区区区区上高田上高田上高田上高田 3333----24242424----7777    平兵衛平兵衛平兵衛平兵衛内内内内    

電話＆電話＆電話＆電話＆FAX:03FAX:03FAX:03FAX:03----6279627962796279----1080108010801080    

EEEE----mail:hint_infomail:hint_infomail:hint_infomail:hint_info@epopee.co.jp@epopee.co.jp@epopee.co.jp@epopee.co.jp    

Web:Web:Web:Web:http://www.epopee.co.jp/hinthttp://www.epopee.co.jp/hinthttp://www.epopee.co.jp/hinthttp://www.epopee.co.jp/hint    


