
３）2021 年度国際協力推進プロジェクト 

（2020 年～2021 年ＭＨＣ第 24（6 名）と 25 期（9 名）奨学生計 15 名の短期大学生） 

① 国際協力事業基金の積立  

2021MHC 登山講習及び寄付金、講演料、物産展示販売の収益が国際協力事業基金に積立てられました。

私達の小さな活動がネパールの青少年の教育の為に役立っています。 

②カトマンズのカレッジへ通学するクムジュン校を卒業した勤勉学生への奨学金及び 

奨学金事務局運営費支給  

2020～2022 年ＭＨＣ第 25 期生は今年度卒業となります。コロナ禍の影響で、学校 

閉鎖が続き、事情が少し変わり、それでも頑張り通して、卒業することが出来ました。 

カトマンズ盆地に在る短期大学へ進学する勤勉学生へパサンダワ事務局長が 1 人づつ、そして 1 ヶ月毎

に、学校生活の様子を確認し、2021 年度は 1 人 Rs4,000/月支給。MHC 奨学生 15 名×奨学金(Rs4,000/1

人/月×12ヶ月)＝ Rs 奨学金事務局運営費 Rs720,000/年 が支給されてました。 

2 年目奨学生 9 名・・25 期生 

１）名前 ：アティ・ヤンハン（Atit Younghang） 

住所 ：Phortse Solukhumbu 

学校名：St.Lawrence College 

専攻 ：Hotel Management 

2）名前 ：ダワ・ヌル・タマン（Dawa Nuru Tamang） 

住所 ：Khunde 

学校名：St.Lawrence College 

専攻 ：Hotel Management 

3）名前 ：パサン・カジ・タマン（Pasang Kazi Tamang） 

住所 ：Khunde 

学校名：St.Lawrence College 

専攻 ：Hotel management & Travel Tourism 

4）名前 ：フィンジョ・ソナム・シェルパ（Finjo Sonam Sherpa） 

住所 ：Khumjung, Solukhumbu 

学校名：Little Angels College 

専攻 ：Management 

5）名前 ：ペンバ・ジャンム・シェルパ（Ms Pemba Jangmu Sherpa） 
住所 ：Bung Solukhumbu 

学校名：Vinayak Siddhi ollege 

専攻 ：Education 

6）名前 ：シェリン・ワングチョ・シェルパ（TTshering Wangchu                                 

住所 ：Khumjung  

学校名：Islington College 

専攻 ：BSC Hons Computing 

7） 名前 ：ペンバ・ドルジ・シェルパ（Tshering Palden Sherpa） 

住所 ：Khumjung  

学校名：St.Lawrence College 

専攻 ：Management  
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8） 名前 ：ミグマ・ドルマ・シェルパ（Ms Mingma Dolma Sherpa） 

住所 ：Khumjung  

学校名：St.Lawrence College 

専攻 ：Hotel Management 

9）名前 ：ラクパ・ツェリン・シェルパ（Tshering Palden Sherpa） 

住所 ：Khumjung  

学校名：St. Lawrence College 

専攻 ：Managemen 

医学生の奨学生 1 名 

名前 ：ツエリン・タシ（Mr Tshering Tashi Sherpa） 

住所 ：Chabahil クムジュン   

学校名：Nepal Medical Collage（ネパール医科大学）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ＭＨＣ15 期生ツエリン・タシ・シ

ェルパ 

Nepal Medical Collage 卒業、イ

ンターンを経て現在医師として活

躍  

 Dear Suzuki San   

Namaste 

Thank you very much for the telephone call. I am very 

happy to know that you and your family are all in good 

health. We are all in good health. I have informed 

Mr Shanta Ram Pokharel to write a short message to 

MHC Japan for the AGM 2022. I also asked him to 

write if there is any new proposal for the new activities 

and the activity done during the pandemic. 

Now the confirmed cases of Covid are decreased and 

the government of Nepal has allowed all business and 

education institutions.  

Tourists are allowed to travel with a full vaccine 

certificate or PCR negative test report on arrival.  

The Following 8 students will complete their grade 12 

course in July.and Tshering Wangchuk Sherpa will 

complete his bachelor degree in July 2022. 

1. Finjo Sonam Sherpa 

2. Dawa Nuru Tamang 

3. Pasang Kazi Tamang 

4. Atit Younghang 

5. Pemba Jangmu Sherpa 

6. Lhakpa Tshering Sherpa 

7. Mingma Dolma Sherpa 

8. Pemba Dorjee Sherpa  

9. Tshering Wangchu Sherpa  

This year there are 45 students who are going to take 

the SEE Examination from Khumjung school. We will 

take 9 new students among 45 who pass the SEE 

Examination this year and join in grade XI.  

Please find the attached file with estimated 

Scholarship Budget 2022-2023 

 

 

親愛なる鈴木さん 

ナマステ 

お電話ありがとうございます。。私は、あなたとあ

なたの家族が皆健康であると知ってとてもうれ

しい。私達皆健康です。私は、サンタラム・ポハ

レル氏に MHC 総会祝辞を日本に書くように、伝

えた。また、私はもし大流行病の間にされた新し

い活動と何かの新しい活動提案があるならば、彼

にも、書くように頼んだ。 

現在、コロナの確認された症例は減少し、ネパー

ル政府はすべてのビジネス及び教育期間を許可

しています。 

ネパールの観光客は、到着時 PCR 陰性検査報告

書を持って旅行することを許可されています。 

次の 8 人の学生は、7 月に 12 年のコースを修了

し、ツェリン・ワンチョク・シェルパは 2022 年

7 月に学士号を取得します。 。 

1. フィンジョ・ソナム・シェルパ 

2. ダワ・ヌル・タマン 

3. パサン・カジ・タマン 

4. アティ・ヤンハン 

5. ペンバ・ジャンム・シェルパ 

6. ラクパ・ツェリン・シェルパ 

7. ミグマ・ドルマ・シェルパ 

8. ペンバ・ドルジ・シェルパ 

9. シェリン・ワングチョ・シェルパ 

今年、クムジュン学校から SEE 試験を受ける 45

人の学生がいます。私達は、今年 SEE 試験に合

格した 45 のうち 9 人の新入生を受け入れ、グレ

ード XI に参加します。 

奨学金予算(2022-2023）の添付ファイルをご確認

ください。 

※パサン・ダワ事務局長から以下のように伝えてきています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全員、カトマンズの大学でホテル経営学、教育学コース、エンジニアコース、医師などを専攻し苦学し

ています。若い彼らが、ネパールの将来を背負って立つ事でしょう。既にクムジュン校教師、デンボチ

ェ、ロブジェ、ゴーキョなどのロッヂ経営者、医師となっています。※私達の小さな活動がネパールの

青少年の教育の為に役立ち、彼らの生活の向上と、社会的地位の向上に役立つ事を願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ MHC は、2002 年 3 月 15 日よりクムジュン校の学生寮、食堂、台所、シャワー室、水道引き込み

工事(600ｍ)等の工事を展開。建設の主な資金が、外務省本省から 33,998 ドル（約 440 万円当時）

が支給され、2002 年 7 月 4 日建物完成、引渡し。総工費約 510 万円。現在、運営費の一部負担をし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 年にクムジュン校内に建設した、学生寮以外のもう一棟、食堂台所棟は、クムジュン校運営委員会

   

 

      

建設中の学生寮       2002 年完成時の学生寮      600ｍ水道引込みと貯水槽 

 

講堂に周辺村人が集まる    学生寮完成祝賀会開催    学生らによるお祝いの踊り 

  

2021 年～2022 年度奨学金などを、八十二笹賀支店より 2021 年 5/31、100 万円を借り入れ、7/26 カ市

の奨学金事務局へ送金しました。 

・MHC 奨学生 15 名分×(Rs4,000/月×12 ｹ月)の奨学基金 720,000 Rs、 

・奨学事務局運営費一年分 36,000Rs 

・エベレスト街道沿いのクムジュン校 MHC 学生寮の電気料等一部運営費一 

年分とクムジュン校 MHC 学生寮教師 2 名の宿舎舎監費用一年分 108,000Rs   

 計 876000Rs+銀行送金及び為替換金手数料⇒(約 926,500 円)・・奨学金やク 

ムジュン校運営費の一部を奨学金事務局へ 7/26 送金。 

※上記金額の受領書はメールで届いています。 

 

 

 

      

2021 年～2022 年ＭＨＣ第 26 期生 6 名 

 

クンガ・ドマ・

シェルパ 

Little Angels 

College 

 

ミグマ・ラ

ム・シェルパ 

Little Angels 

College 

 

リンジャン・

ドルジ 

Xavier 

Internatinal 

College 

 

 

チェワング・

グルメン・シ

ェルパ 

St.Lawrence 

College 

 

ダワ・ツェリ

ン・シェルパ 

 

Golden Gate 

College 

 

キム・グルン 

 

Shi-Gan Health 

Foundation 

 

 

 

ネ政府から表彰 

表彰の盾を校長らと記念撮影 

 

 



により、学生寮に改造されました。また、校庭北門入り口付近に、寮生全員が入れる、新食堂・台所を建

設。Golden Jubilee House(50 周年記念建物)と名づけられました。2021 年度、ＭＨＣ学生寮 2 棟には、6 年

生から 10 年生までの 24 名、入寮しています。 

④MHCカトマンズ支部運営費 100,000 円/年 ・・MHC本部一般会計より 

MHC ネパール支部は、ネパール政府公認の委員会となり、サンタラム・ポハレル氏が 

支部長として運営責任に当たり、TEL、FAX、メール、打ち合わせ会など事務所諸経費 

や 2021 年度は活動費として、100,000 円送金予定したが、コロナ禍の為、活動一時休止の為、2021 年

度の送金は一時休止とした。 

慨歴 

・献血活動・・MHC-ネパール支部の青年部門 

・カトマンズ市とカ地域・・献血キャンペーン 献血協力 

カトマンズ市は広報活動で協力 

・清掃活動・・毎週土曜日、カトマンズ市と協働、川と都市の清掃 

       ヒマラヤを起源とするカトマンズ市東西を流れる川沿いで 

       遺体は荼毘に付され、その骨灰が川に流されます。この川は、 

       ガンジス川の源流部をなしており、インドに流れると大河と 

なりインド洋に流れます。その川の清掃活動です。 

・学校訪問・・カ市の震災孤児たちへランドセル、帳面等教材配布  

       公立学校、150 人分の教材無料配布、震災孤児 4 人へ 

奨学を金提供しました。 

   

④ ネパールの物産品の展示・販売活動 

上高地などで展示販売する、ネパール物産製品をレストラン・ウェルカムカトマンズの店主カトリバーム

氏の協力を得、また NGO 団体ネパリ・バザーロからも仕入れ支援活動を行う。 

 

 

 

献血キャンペーン 100 人参加 

公立学校文具支給、後方はカトマンズ

市長、前面左横はカ市副市長です。 

河川清掃活動 

      

 

シェルパザック 毛糸帽子 毛糸手袋 キーホルダー  ネパールカレー     ネパール紅茶 

仏陀像 数珠   アンモナイトの化石   アイマスク   

主に、ネパール手作り物産の紹介をしておりますが、アなるべく安価に購入していただこうと 

松本市営の上高地食堂、ロッヂ、ホテルの売店や MHC 記念館、写真展会場の限られた場所で、

国際的郵送料と事務経費のみを商品値に加えて、販売しております。ほとんどはボランティア

サービスです。 

 


