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新年度にあたり

☆ 千羽鶴を
平和公園の原爆の像へ

２９

☆

２６

一昨年エル・エンジェル校へ託
した折り紙で生徒さん達が千羽鶴
を（千羽を超えていましたが）折
ってくれていました。
広島へ持ち帰り手分けして繋げま
した。中には鶴になっていない物
もあり「ごめんね。せっかく折っ
てくれたのに」と謝りながら折り
直しました。その時、指にザラザ
ラと砂が当たりました。
「あ～砂の
あるあの机で折ってくれたんだな
～」と思いながら折りました。
小さな砂粒が指に当たるたびにネ
パールの子ども達と繋がっている
ような気持になりました。
そんな子ども達のたくさんの気持
ちのこもった千羽鶴を平成 年
１月 日広島の６人で「平和公園
の原爆の像」横の折り鶴置き場に
納めました。

鶴にはネパール語、英語、日本
語で「世界が平和でありますよう
に」と書いたリボンを付けて。
この皆の願いが叶えられる未来で
ありますように。

☆ 卒業生に聞く

質問１．今、何をしていますか？
答え・働きながら学んでいて将来
はＩＴ関係で働きたい。
・経営学を学んでいて会計士に。
・医学部で医師に。
・薬剤師に。
・看護士に。

エル・エンジェル校の卒業生の
その後を皆さん気にかけて下さっ
ていらっしゃるのではないでしよ
うか。この度、卒業生に質問をし
てみました。

みんなで奉納

・フードテクノロジーに関わりたい。
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五月一八日、理事会および総会を開きました。
まず、 年度の事業報告ならび収支報告をさせていただきました。
ご出席者全員の方々から収支・会計が正しく行われており、事業活動
も意欲的かつ円滑に行われ、運営も良好とのご承認をいただきました。
次、 年度の事業計画・予算について話し合い、貴重なご意見をいた
だくことが出来ました。
今年度はこれまでの事業に捉われることなく、時世を見据え、左記
の計画を新たなる思いでボランティアに臨む所存です。
今年度も皆様のご理解ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。

両親を尊ぶことが出来ないで
どうして神を尊ぶことが出来よう。
父の日・母の日に寄せて

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１８日理事会及び総会を開催しました。

２５

２６

平成２６年事業計画
◎ 国内事業
・東日本大震災支援継続
・福祉事業（高齢者福祉）
・青少年育成事業継続
・活動に必要な支援金確保
・
「ボランティア便り」の発行・配布
◎ ネパール事業
・エル・エンジェル校運営協力継続
・ゴルメスワリー校運営協力継続
・ドリケル校運営協力継続
◎ 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
・タミルナードゥ州でのハンセン病患者
への飲料水確保（井戸堀り）事業協力

世界が平和でありますように

２５

すでに免許を取得して会計士や看護師

質問４．卒業生でエル・エンジェル
校の教師になっていますか？
答え・２００８年卒の女性一人
・２０１１年卒の男性の二人。

１１

数百人の卒業生がエル・エンジェル校
で学んだ事を糧に社会に貢献してくれ
ていると信じています。親になって教
育の大切さを感じて我が子に教育を受
けさせる事でしょう。そんな連鎖を思
う時、改めて教育の力と我々のボラン
テアの意義に身が引き締まります。

もいろいろありました。ヨーロッパ
☆ 進和学園様より寄附金を！
風の絵で日本でも見かけそうな物で
進和本人自治会連合会様より２月
した。インターネット時代でありま
日に平塚市役所市 長室において
すが、教育現場にいろいろ取りこむ
積極的な姿勢に感心させられました。 寄附金を頂きました。長い御支援を
下さり、深い感謝を申し上げます。
昨年の 月には、利用者様と職員１
☆ 青少年育成
名でネパールの旅に参加して頂き進
国内事業の青少年育成
和図書室も見て頂きました。とても
楽しい旅だったとの感想でした。帰
剣道・ミニバスケット・卓球に支
国後は進和学園の皆様にネパールの
援させていただきました。
話をしてくださったという事です。
海老名市剣道大会に招待されました。 又、会報にネパールボランティアの
海老名市・厚木市・大和市・横浜市・
旅としてまとめてくださいました。
茅ヶ崎市などより４１１名の少年少
女剣士が集まり、８時 分より 時
まで技が競われました。
２月の寒い中、皆素足で、はちきれ
んばかりの元気な姿に又、礼儀正し
さに感動しました。エル・エンジェ
ルボランティア協会より、各部門の
この旅を通して、ネパールの多くの
優勝・準優勝・３位・敢闘賞の子ど
も達に竹刀や木刀などを贈りました。 子ども達と接することが出来、又、
国の事情を肌で感じてきました。皆
が笑顔で接してくれましたが、日本
のように恵まれた環境ではなく、そ
れでも勉強に励む姿を見て感動を覚
えました。エル・エンジェルの長浦
御夫妻、山梨様はじめ会の皆様には
大変お世話になり安心安全で無事に
旅を終える事ができました。
ありがとうございました。心より感
謝申し上げます。
社会福祉法人 進和学園 本橋温志
上原聡
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☆ ドリケル校
教室を見に行くと、制服を着た小
さい女の子が赤ちゃんを抱っこして
出てきました。赤ちゃんを教室に寝
かせていたようでした。階段を降り
るのが危ないのではと「大丈夫」と
声をかけるも通じるはずもなく、た
だ見守るだけでしたが、その女の子
は子守りをしながら学んでいるのか
なと心に残りました。
また、教室では、勉強の到達度を示
す表のような物が掛けられてあった
りして先生の熱意と工夫を感じまし
た。一番驚いたのは、絵の作品があ
ったことでした。作品は生徒ひとり
一人冊子にしてあり、カラー鉛筆で
人物や、物や花、建物と道路などが
描かれていました。躾の絵と思われ
る熊の親子の絵が貼ってありました。
手を洗っている絵であったり、お片
付けをしている絵であったり、他に

１６

賞品贈呈

として活躍している卒業生もいます。

質問２．エル・エンジェル校で学ん
で良かった事は？
答え・先生がとても良いです。
・日本のお陰でこの学校は、非常に
良い教育をしてくれています。
・貧しい生徒も教育を受けられます。
・生徒達がさまざまな技術を学ぶ機
会を得た事で更に意欲的になりまし
た。
・教育を受けた事が自分の人生の全
ての始まりなので日本の皆さんに感
謝しています。
・日本に行かれたことで、日本の文
化に触れることができ、とても良か
ったです。特に広島の原爆が印象に
残っています。日本の方々が歓迎し
てくださった事に感謝しています。
質問３．エル・エンジェル校ができ
た事で、貴方、友人、地域はどんな
影響を受けましたか？
答え・授業料が安いので貧乏でも学
校に来られる事です。
・日本に行って、綺麗さ、親切さを
学び、友達や村の人達に話したら、
村が綺麗になり人が優しくなった。
・日本人のお陰で知識、技術を得る
ことが出来ました。
・日本に行ったことで影響を受けネ
パールも綺麗で良い国にします。
・生徒が多芸・多才です（毎年行わ
れる技術大会での様々な体験の事）

３０

２１

☆ 孤児院便り
成長と共に。喜びと 悩み
孤児をお支え下さるみな様のお蔭
で子ども達は、それぞれがホームを
我が家として規則正しい生活を送っ
ています。成績優秀な男の子は、ご
褒美にもらったパソコンを手にした
後、ＩＴ企業に就職したいと考える
ようになり、大学のそのコースは難
関とのことで、いっそう勉学に励ん
でいるとのことです。他の子どもた
ちもそれぞれの夢に向かって頑張っ
ていて、頼もしくさえ思えるそうで
す。
ただ、今困っていることがあり、
才になった女の子、思

☆ 東北支援

桜 畑 仮 設住 宅 の 人 たち が １２ ４個 の 帽
子を編んで送ってくださいました。バザー
やお店に置いて下さったり、ご近所の方に
お声かけし 個も買って下さった方や、
東 北 支 援 に 対 す る 皆 様 の お 心 が あり 完 売
いたしました。
こ れ か ら は暑 い 季 節 に向 か う の で 秋 口 に
なったらと、残りの毛糸は引き続きお願い
しております。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

日（土）
・

日（土）

日（日）

ご協力お願い致します。

子ども達が喜びそうな物を集めています。

今年も人気の子どもくじを作ります。

杉山神社 夏祭りに参加します。

〇８月

成瀬台祭りに参加します。

〇７月

〇５月 日（土）ポッポ町田
福祉バザーに参加しました。大勢の方が朝
早くから並び、協力してくださいました。

☆ 支える会より

１６

編集後記
今年も桐の花が青空に凛と咲き、エル・
エン ジェルボラ ン テ ィア協会の新年度が
始まりました。新たな思いで国内外事業に
取り組んでいきたいと思います。国外では
井戸の要請が入っております。私達に出来
ることを進めていきたいと思います。
本年度もどうぞ宜しくお願い致します。
（Ｓ・Ｉ）
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それは今年

春期を迎え異性に対する興味が強ま
り、ホームの男子には家族と思うの
か、なにも問題はないのですが、ホ
ームの外では異性の視線を誘うよう

２７
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な言動が見られ、話して聞かせても
なかなか分かってもらえず、勉強も
苦手でスタッフの方たちも手を焼く

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

始末。現地の責任者のジャナキラム
氏も彼女の今後の生き方について、
温かい思いで今、模索してくれてい
ます。
子どものお世話をするということ
は、
どんなにか大変なことでしょう。
そんな中、
日本の皆様の高潔な心に、
私達も頑張れます、と有難い言葉を
いただいています。今後ともご支援
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口座名
ゆうちょ銀行
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日本一短い「母」への手紙
福島県丸岡町が公募した手
紙文のコンクールに全国から
３万２千通もの作品が寄せら
れたそうです。母への思いは年
を重ねるほどに思い出され、感
謝と 申し訳ない気持ちが溢 れ
ます。
短い手紙の中に溢れる程の愛
を見、涙がポロポロと流れ人前
では読めません。
「耳そうじ、かあさんの膝は温
かい、そのときは、私だけのか
あさんだね
６歳 本の中より」
「あなたから もらった物は数
多く返せる物はとても少ない
歳 本の中より」
短い文の中にみんなどんな
に母さんのこと好きか、ずっし
り詰まっています。
あんなに母さんが大好き だっ
たのに、いつの日か忘れてしま
っていました。
母さん毎日毎日ごはん作って
下さってありがとう、母さん孝
行しなくてごめんなさい。
母さんの亡くなった年を越し
ました。
そして今年も母の日が来まし
た。
賜りますようお願い申し上げます。

“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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