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特定非営利活動法人 AFMET

2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。

2020年 12月

2020年 12月24日発行（1）

駐日 東ティモール大使
イリディオ・シメネス・ダ・コスタ氏と 福島を訪問
AFMET理事長

Dr. 小林 裕

今年の2月末に着任されたイリ

に大 使は、福 島 県 の

ディオ・シメネス・ダ・コスタ駐日東ティ

有機農家から提供さ

モール特命全権大使並びにヌノ・ア

れた大豆をAFMET

ルベス参事官、AFMET側からは山

現 地スタッフがロス

口道孝副理事長と金山重之理事、そ

パロスの畑に実験的

れに私の総勢5名で11月11〜13

に植えてみた話に興

日福島県を訪問しました。

味を示されました。そ

福島訪問のきっかけは、5月中旬

して、
コロナ禍が落ち

に東ティモール大使館からAFMET

着いたあかつきには、

事務局宛に送られてきたメールでし

是非福島を訪れたい

た。
「イリディオ大使が、新型コロナ

と希望を述べられた

ウイルスによる緊急事態宣言解除後

ことで、今回の訪問が

の できるだけ 早 い 時 期に、東ティ

実現しました。

二本松市の三保恵一市長と会談するイリディオ大使

モールで活躍している日本のNGO

イリディオ大使は、
東ティモール政

の代表者と意見交換、情報共有の場

府で勤務される以前、NGOワーカー

を設けたいと希望されています。そ

として働いておられた経験もあるそ

の実現のため、日程の調整を願いま

うで、AFMETがこれまで活動してき

す」。これを受けた私たちは調整の

たラウテム県に隣接するバウカウ県

末、6月5日に山口副理事長、漆原理

の出身とおっしゃられ、
ラウテム県の

事、そして私の3名で大使館へ赴き、

小さな村々のことまで良くご存知で

イリディオ新大使、
ヌノ参事官と意見

した。とても気さくで、積極的に行動

交換の場を持ちました。山口副理事

されるイリディオ大使とこれから私

長が、これまでのAFMETの東ティ

たちはご一緒に何かできそうな良い

モールでの活動を説明する中で、特

予感がいたしました。

訪問日程
１1月１１日
（水）
午後
▪大使館から専用車で出発
▪東北自動車道を通り二本松へ

１1月１2日
（木）
午前
▪大玉村副村長武田正男氏表敬訪問
▪三和製作所視察
▪有機農家大内信一氏の畑視察
午後
▪二本松市長 三保恵一氏表敬訪問
▪都会から移住した若い有機農家を訪問
▪カトリック二本松教会訪問
▪奥の松酒造訪問

１1月１3日
（金）

二本松市市役所職員の出迎えを受けるイリディオ大使とヌノ参事官

午前
▪カトリック原町教会にてミサ参加
幸田和生名誉司教と面談
▪津波被災地視察（松川浦周辺）
途中「相馬市伝承鎮魂祈念館」付近
慰霊碑にて黙とう
▪南相馬市長門馬和夫氏表敬訪問
▪カリタス南相馬訪問
午後
▪国道6号線を南下しながら、津波と
原発事故による被害地域を視察
▪東京電力廃炉資料館視察
▪常磐自動車道を通り大使邸へ帰着

No.42

2020年 12月

（2）

イリディオ大使インタビュー
福島訪問中にイリディオ大使から伺ったお話の一部をご紹介します。
AFMET副理事長

山口道孝

▪塩事業への企画並びにマーケティング
支援
▪二本松、南相馬両市内での農業実習
▪ソーラーシェアリング＊ の実験的実施

大内農園のソーラーシェアリング

今回の福島訪問はいかがでしたか。
日本に着任して７ヶ月になります。
コロナ禍もあって、ほとんど東京での
仕事でした。それでも広島、長崎、京
都、そして石垣島に行きました。しか

強く感じました。
今回の福島訪問の中で、
特に印象に残ったことがありましたか。
たくさんありますが、
特に、
百年以上

▪村単位での小規模灌漑施設の整備と水
使用に関する啓蒙活動
▪アジア学院への実習生派遣への協力
２．
工業部門
▪東ティモールの状況に適した小規模な
作業所・工場での諸機械の生産
▪小規模灌漑システム構築に必要な諸機
械の整備と生産

し、今回の福島のように長い距離を車

交流・パートナーシップ部門
前、大玉村出身の方がペルーに渡り、 ３．

で移動したことはなかったので、日本

マチュピチュ村の初代村長になられた

の様々な風景が見れて嬉しく思って

歴史を基に、大玉村とマチュピチュ村

います。

が姉妹提携を結ばれたというお話は

大使が一番重点をおかれている
使命は、何でしょうか。

興味深かったです。大規模なプロジェ
クトではなく、小さな村と村が姉妹関
係になるという発想は新鮮で、東ティ

東ティモールは、若くて貧しい国で

モールのどこかの村と日本の村が姉

す。先ず必要なのは、人材です。将来、

妹関係になれたら良いと思いました。

国を背負う人材を育てるため、
日本の
方々に協力していただく可能性を絶え
ず探っています。
特に、
どんな分野での協力を
期待されていますか。
AFMETが試行されている、海藻キ

４．
日本語教育部門
▪日本での農業・技術研修前に東ティモー
ルで実施する基礎的な日本語、日本文
化、習慣、法規等の学習場の開設と運営

環境関連部門
将来的なAFMETの協力活動の可能性 ５．
〜 イリディオ大使との対話の中から 〜

１．農業漁業部門
▪ 大豆、その他の豆類の実験的栽培と実
施のための支援
▪キリンサイ養殖およびその他の水産加
工品製造のための技術支援

リンサイの養殖と大豆栽培に興味を
持っています。農業での人材は急務な
ので、
アジア学院などへの実習生の派
遣や福島県内などでの短期農業実習
の受け入れを考えていきたいです。ま
た、そうした研修に必要な最低限の日
本語や日本文化、習慣、法律などを派
遣前に学べる教室をディリに開いてい
ただけたら有難いです。また、今回見
学したソーラーシェアリングも、東ティ
モールのひとたちに、電力源のひとつ
の可能性として知って貰えたら良いと

▪両国の村と村の姉妹関係作り
〜農業、漁業、海、歴史などの共通項の
ある村と村・技術移転・若者の交流
▪東ティモール人人材育成のための日本
での受け入れ
▪研修生の宿泊場所としてのカトリック教
会・修道院・学生寮等の活用

収穫を体験するイリディオ大使

▪水中ドローンを使った東ティモール国
内のサンゴ礁の健康状態の検査
▪東ティモール国内に於ける将来的な観
光業の可能性についての調査研究
＊ ソーラーシェアリングとは、営農を続け
ながら太陽光発電を行う設備。
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東ティモールフェスタ 特設ネットショップ
AFMET理事

金山重之

かった方々にも東ティモールの味をお

２０２０年の東ティモールフェスタ

届けすることを企画しております。特設

は、当初２０２０年５月２３日
（土）
に予定

ネットショップはまもなく開店。ただい

されていましたが、新型コロナウイル

ま鋭意開店準備中です。

ス感染症拡大防止のため、残念ながら
中止となってしまいました。

また、東ティモールフェスタ２０２１は
味わう体験をしていただくことができ

２０２１年５月オンライン開催に向け

AFMETは実行委員会として参画し

ません。そこで、実行委員会では東ティ

て、こちらも鋭意準備中です。開催日

ており、中止決定後もオンラインでの

モールフェスタ特設ネットショップを開

等の詳しい情報は、ホームページをご

実行委員会で協議を重ね、
２０２１年の

設し、今まで遠方でご来場いただけな

覧ください。

東ティモールフェスタはオンライン配
信で開催することとなりました。東ティ
モ ー ルフェスタは、例 年「 知って、味
わって、つながる」をテーマに開催して
おり、映画やステージでの講演会だけ
ではなく、東ティモールならではの美
味しいコーヒーショップなども出店し、
文字通り
「味わって」いただけるフェス

特設ネットショップ

東ティモールフェスタ
ホームページ

タとなっていました。
２０２１年はオンラ
イン配信になってしまうので、
こうした

現地からのレポート

AFMET現地代表 ジュベンシオ
・ソアレス

現地のAFMET代表からレポートが届きました。
テトゥン語のまま掲載します。

キリンサイの収穫、
ミゲル・アルガンジョとテレジタ夫婦

干潮時のキリンサイ畑（ラウテム県コム村）

Reportazen rumput laut
Toʼo agora aktidade rumput laut lao diak. semana
kotuk Sr. Miguel Arganjo ho Sra Terezina kuda fali
foun tanba sira faan hotu ona iha merkadu lospalos.Kada semana 1 sira faan karon 12 nee duni sira bele
hetan osan $60 kada semana.
Konaba aktividade seluk, hau halo ona grupu piskador
foun no agora sira komesa buka ikan no iha tasi.
maibe agora sei limitadu tebes tanba fasilidades
peskas limitadu liu.Sira nebe inklui iha grupu nee
joven sira nebe la kontinu ona estudu.
Hau espera katak sira bele kontinua aktividade nee ho
diak no bele hetan benﬁsiu hodi trata sira nia moris
loron loron.

訳
キリンサイについて
現在に至るまで、キリンサイ事業は順調で、先週も
ミゲル・アルガンジョとテレジタ夫婦は、収穫した全て
のキリンサイをロスパロスの市場で売ることができ
ました。今は新たに植え付けをはじめていて、毎週12
袋分の収穫があり、60米ドルの収入になっています。
また、別の活動として、新しく漁業グループを作りま
した。
このグループのために良い漁場を探しています
が、正直にいうと漁に必要な機材が十分に揃ってい
ません。
グループの中には、勉強を中断している若者
もいるので、
この活動を継続させ、彼らの日々の生活
が良くなっていくことを期待しています。
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訃報

皆様、二人の仲間のためにどうぞお祈りください。

去る10月23日午前11時34分、聖母訪問会の
シスターゴレッティ遠藤マツエ元理事が帰天されま
した
（享年83歳）
。
シスターゴレッティは、AFMET（東ティモール医
療友の会）
発足の時から積極的にかかわってくださ
り、現地へも度々派遣され、看護師として、また
AFMETチームのお母さん役として皆を支えてくだ
さいました。東ティモール派遣以前は、
フィリピンの
イザベラ州ギバン村を拠点に宣教され、
特にプライ
マリ・ヘルス・ケア活動の先駆者でした。

シスターゴレッティと山口副理事長

石鹸づくりを主目的として２００８年に発足した
FINI (Fuan Ida Neon Ida、
意味は 一心一同体 )の
代表カロリーノ・
ドス・サントスさんが１０月末に帰天
されました
（享年４５歳）
。
カロリーノさんが逝去されたとのこと、
とても残念
に思います。もう15年前のことですが、私がロスパロ
スに行って直ぐの頃、
CHW第6グループのリーダーと
していつも1番前に座ってレクチャーを聞いていた彼
の姿が思い出されます。彼の魂の平安をお祈りします
（小林裕理事長）
。

カロリーノさんと小林理事長

東ティモールに於けるコロナ禍の状況 感染者数

31 回復者数 30 死亡者数 0

（2020年12月４日現在）

写真：ロスパロスの広大な大地

献金のお願い

理事一同

いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまし
て、ありがとうございます。
現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地
スタッフが中心となって進めてきたプロジェ
クトも試行錯誤のうえ、対象となった現地住
民のみなさんの生活環境を整える第一歩を
踏み出して終了することができました。

ゆうちょ銀行振替口座

国情により困難なことも非常に多いのです
が、
これからも他地域での活動を含め、
ＡＦＭ
ＥＴは現地スタッフとともに、
よりいっそうの活
動を続けていきたいと思っております。
東ティモールの方たちの健康と生活向上
をめざして活動を続けるスタッフ、
並びに現地
スタッフに、引き続きご支援をたまわります
よう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

00200-5-29126

◎正会員…年会費5000円 ◎賛助会員…年間一口3000円
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特定非営利活動法人

理事長 小林 裕 新住所：〒248-0032 神奈川県鎌倉市津550 聖母訪問会内
TEL 0467-38-6077 FAX 0467-32-5691
E-mail info1@afmet.com
http://afmet.com/

