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ーランド招待は喜ばれることでし
ょう”との意見をいただき、夏休
みに入ってすぐの７月 ・ 日に
実施することにいたしました。子
供さんのサポートボランティアに
ご協力をお願いいたします。
詳細は本部までお尋ね下さい。

○成績優秀のご褒美

大きなデパートに二人はびっくり
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☆ チャイルドホーム （インド） ました。そしてとてもいい顔をし
新年度にあたり
ていました。
○ご褒美にかけつけました
５月 日、理事会・総会を開きました。
日本から鉛筆やボールペン、ノー
年度の報告をさせていただくにあたり、ご出席者全員の方々から運営・
ト等文具など持って行き、男の子
活動及び収支が正しく行われていることをご承認いただきました。
にはシャツとズボン、女の子には
また、 年度の計画・予算につきましては貴重なご意見をいただくことが
可愛いバンジャビードレスなどの
出来、今年度も当ボランティアの理念に添って活動をさせていただく所存で
お土産を渡しました。
す。東日本大震災で被害に遭われた方々への支援、インドの孤児支援、ネパ
久しぶりに子ども達に会えて本当
ールの生徒たちへの支援等など、心を込め、少しでもお役にたてますよう、
に嬉しかったです。
今年度もみな様のご理解ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
孤児の成長を見てボランティアの
皆様には、本当に長い援助を頂い
☆東日本大震災
ているのだと深い感謝を思いまし
た。
被災孤児支援
どうぞ今後共孤児達のことをよろ
しくお願い申し上げます。

被災された方々の支援に、仮設
にお住いの方への温泉一泊招待牡
蠣棚の寄附、被災孤児ディズニー
ランド招待等の企画を現地の役所
に問い合わせたところ“ディズニ

ガンガラジュ君とキラヌ君成績
優秀のご褒美としてこれからはパ
ソコンの時代だとの理事長の考え
でパソコンを買いに行きました。
大型電気店に行くのに二時間強か
かりました。

ジュ君

２３

１２

２５

◎国内事業
・東日本大震災支援・他災害見舞
・福祉事業（ディサービス等）
・青少年育成
・活動に必要な支援金の確保
・
「ボランティア便り」の発行・配布
◎ネパール事業
・エル・エンジェル校運営継続
教室増築・技術競技大会
・ゴルメスワリー校運営協力継続
図書室補修
・ドリケル校運営協力
◎インド事業
・孤児院エル・エンジェルチャイルド
ホーム運営継続

２２

皆様の善意に支えられてのボランテ
ィアです。ご協力お願い致します。
５月１２日理事会及び総会を開催し
ました。

２４

平成２５年事業計画

奉仕は人間のなすべき重要な義務である

エル・エンジェルチャイルドホ
ームへ数人で行って来ました。
目的は頑張っている子ども達を励
ます為、頑張っている子どものご
褒美です。そして子ども達に「頑
張っているね」と直接声をかけて
あげたかったことです。二〇〇六
年に孤児院が出来七年目を迎えま
した。
突然の訪問に数人が学校を早退し
て出迎えてくれました。孤児達は
とても成長していました。まず身
体が大きくなったことに驚きまし
た。結婚して出て行った子もいま
す。
七年の歳月の重さを感じました。
部屋は綺麗に整頓され、台所には
大きなお鍋、庭には野菜が実りと
ても優しい風が吹いていました。
両親がいないということは本当に
悲しくつらいことだと思いますが、
エル・エンジェルチャイルドホー
ムに入り、皆様の援助のお陰で学
校に行き、自分達のやる気があれ
ば大学にも行けるということはイ
ンドに於いては恵まれたことだと
思いました。又、それ以上にたく
さんの日本人の親がいるというこ
とがどんなに心強いかと思いまし
た。子ども達はみんなしっかり勉
強し、未来へ向かって頑張ってい
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か、夢が持てるということは幸せな
ことだと思ました。

粘土の本を借りてきて考えました。
ンに出品してみました。
本の中でお皿とかぺん立てが載って
バザーの値札に六００円とついてい
いました。小さい物より喜ぶので大
た新品電動ミルが１，８００円、新
きいものを選びました。子供達や自
品猫の電動餌やり機１，０００円が
分が出来る物にして練習しています。 ３，０００円、中古のミントンのテ
子供達に喜んでもらえると嬉しいで
ィーカップ２客で８００円が２，０
す。
」
（娘）
００円、バザーとの違いに嬉しくな
このように娘が一人で３年生のク
りました。
ラスの粘土を担当させていただきま
オークションはとても不思議です。
した。 今まではいつも親子セットで
いろんなジャンルでのマニアがコレ
授業を担当させていただいていまし
クション品を熱心に集めています。
たが、初めて、別々でクラスを担当
企業が配ったピンバッチが１，７０
しました。一人でできるかどうかと
０円、車を購入した時もらったシー
ても不安でしたが、参加されたボラ
ルが６００円、ソフトバンクのエコ
ンテイアの方々や担任の先生のお陰
バックが５００円、これらの品はバ
で達成感を味わうことができ、やり
ザーでは５０円程度でしか売れない
終えたときの笑顔は輝いていました。 ものです。これら企業が配るものは
ボランテイア活動でいただいたこの
非売品でなかなか手に入らないので
ようなチャンスによって娘の成長を
とても人気があるのです。他に、ア
いただきました。この成長で終える
ニメおたくは好きなアニメのキーホ
ことなく、次のステップに向けて楽
ルダーはかなり古くても新品タグ付
しく頑張りたいと思います。
だと５００～１，０００円で売れま
今年も子ども達が楽しみに待って
す。また、ゲームセンターでゲット
いることと思います。ボランテイア
する景品類や企業のプレゼント・懸
の皆さんとともに子ども達が喜ぶも
賞で当選した物は希少価値があり、
のを考えて、試作などの準備をして
高額で売れることもあります。
います。
（母）
バザーでの販売活動は人手がかか
り、日時指定がありますが、ネット
支える会より
オークションは自宅で気ままに出来
るという大きなメリットがあります。
今後はネットでの活動も強化したい
と思っています。
皆様にお願いがあります。こんな
ものと思わず、非売品・景品の新品
は捨てずにご協力ください。

〇ネットオークションに挑戦
「昨年の 月、一人で３年生の子供
達と粘土細工を一生縣命しました。
バザーでの販売は千円を超える
また緊張しますが、頑張りたいです。 となかなか売れません。でも良い物
昨年子供達は粘土遊びを喜びました。 だから安く売るのはもったいないと
今年も粘土をやりたいので図書館で
思い去年四月よりヤフーオークショ
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○先生誕生？

１０

した様子でした。そんな経験がなか
ったのでしょう。パソコンを前にし
ても状況がよくわからないようでし
た。パソコンを購入し、自分の物と
して向き合い、店の人にいろいろ教
えてもらいながら、初めて嬉しそう
な表情になってきました。これから
パソコンの学校にも行き、使いこな
せるように頑張るとの事でした。
勉強が山積みの様です。
がんばれ！精一杯声援を送りたいと
思います。
シリシャさん（ 歳）はジュニア
カレッジを卒業し、四月から先生に
なる為の学校へ通っています。二年
間です。成績は上位との事です。も
うすぐエル・エンジェルチャイルド
ホームから学校の先生が誕生しそう
です。ジュニアカレッジに通ってい
るのは 年生アヌーシャさん、ハリ
ラクシュミさんの二人です。ハリラ
クシュミさんもシリシャさんを追っ
て学校の先生になりたいと頑張って
います。アヌーシャさんはとてもチ
ャーミングな女の子になっていまし
た。夢は結婚です。ギーターさん（女
の子）は相変わらず元気で迎えてく
れました。いつもニコニコとして愛
嬌のある笑顔です。
あの笑顔があれば色々なことを乗り
越えられると心強く思うほどです。
新たにサイクマール君（ 歳）サイ
トーシクマーブ君の兄弟も入ってい
ました。みんなが兄弟、大家族です。
１８

☆ボランティアから得た
娘の成長 ネ(パール )

１１

１１

〇将来の夢
先月号でお知らせしたガンガラジ
ュ君（九年生）は１７０センチ位の
背丈で立派な青年でした。大学進学
も思いのままの成績ですが、本人は
国家公務員として安定している警察
官になりたいとの事です。
片目に少し違和感がありましたが、
大丈夫だろうとの事でした。彼はと
ても責任感が強く真面目な性格で信
頼出来る人物だと厳しい責任者が太
鼓判を押しています。
妹も孤児院にいましたが、成績優秀
で飛び級で学年が上がり卒業し、結
婚して家庭を築いたとの事です。
嬉しい報告です。同じく九年生のキ
ラヌ君はガンガラジュ君と抜きつ抜
かれつの成績だそうです。
彼の夢はエンジニア、 年生卒業後
五年間学校へ行くそうです。
日本での大学生ということでしょう
１０

口座名 特定非営利活動法人エル・エンジェル国際ボランティア協会
三菱東京ＵＦＪ銀行

○ハガキ・切手や図書カード
等の換金報告

皆様にお願いをして集めさせていただ
いていたこれらの品々、 年度分を換金
させていただくと３３，９１０円になり
ました。活動資金として大切に使わせて
いただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

日（土）
・

成瀬台祭り

７月

日（日）参加します。

２４

ネパールボランティアの旅 募集
日程
十一月二日（土）～十日（日）
エル・エンジェル校技術大会、
ゴルメスワリー校修学旅行等
ドリケル校訪問
エル・エンジェル校技術大会に於いてはボ
ランティアの参加人数に応じて競技種目を
選ぶ必要があります。
お申し込みの方はお早めにお願い致します。
皆様の楽しいアイデアも募集しています。
技術大会の内容は次号にてお知らせします。

お知らせ

お願い致します。お問い合わせください。

子どもが、喜びます物の御寄附をよろしく

28

編集後記
風薫る季節になりました。インド孤児の
報告ができ、皆様の御支援のお陰で成長し
ていることと、心より感謝しております。
又、被災地の方々のご要望に応えるべくス
タンバイしています。
（Ｙ・Ｅ）
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０９６６５９７
普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

６８１０７１９
普通預金 口座番号
店番 （０２８）
店名 （０２８）

６８１０７１９１
口座番号
１０２９０
記号

桜の下でバザー

U

特定非営利活動法人エル・エンジェル
口座名
ゆうちょ銀行

口座名 特定非営利活動法人エル・エンジェル
支援金振込先 郵便口座
U

喜びの支援
当協会がネパールの山奥
に学校を建設し、子ども達
が学校に通い始めて長い月
日が過ぎました。毎日、食
べて生きてゆくことが大変
で子ども達の教育など考え
られなかった頃を思い返す
時現在自分の力で考え将来
の夢と希望を語ってくれる
生徒の姿に教育の素晴らし
さと力の大きさに驚かされ
ます。勉学に励み努力して
いる生徒の様子に支援させ
て頂く喜びをいただきます
しかし、卒業後の進路や
自立のできる職業につけた
のだろうかと思っていた時
に医者、看護師、教師等々
になって働いている現状に
教師の指導や環境の整備は
もちろんですが本当に生徒
の頑張りには感服致してお
ります。多くの皆様の御支
援のお陰で子ども達は希望
を持てるようになり、頑張
っています。
これからはネパールの子
ども達が、まわりの方に支
援出来るようになってくれ
たら嬉しいです。

桜並木の側の駐車場を借りて２日
間バザーを開催しました。
エコたわしを５枚と手作り小物を買
って頂いたお客様に「エコたわし一
個１００円ですけどいいですか？」
と、お聞きしたら「いいわよ。毎年
楽しみにしているのよ。頑張ってね」
と励ましのお言葉をいただきました。
他のバザーでは１枚３０円で売って
いるところもあり、少し気がひけた
のですが、お客様の温かいお気持ち
に頭が下がりました。
小学生の男の子が、中学生のお兄
さんとかなりの時間をかけて１つ１
つ吟味していました。翌日、母親と
やってきて、自分のためのガンダム
のプラモデルやタオルの他に、お兄
さんとお母さんへの物も選び、合計
２，３５０円分、買おうとしました。
母親が「そんなに買ってどうするの、
こずかいは５００円でしょ」と言う
と、
「役に立ちたいから、だからお年
玉も使わずに貯めてたんだからいい
でしょ」
「よく考えなさい」
「買う」
言い合いの末、ついに母親が折れて
許してくれました。
この男の子は、一昨年開催した時、
ネパールの子ども達の話を聞いてい
た子でした。その時の話を、彼は真
剣に受け止めてくれていたのだと思
うと、涙が出るほど嬉しく、私達の
思いが小学生にも伝わっていると思
うと、とても感動しました。

“共に助け合いたい”それが私たちの願いです。ご協力、よろしくお願いいたします。
○
○
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