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亡くなれた方々に深くお悔やみ
申し上げます。
当協会より広島市役所にお見舞
金として５０万を届けさせて頂き
ました。

未明の豪雨で大規模土砂災害が発生
した広島市安佐南区八木地区の現場

級クラスの２～３名を日本へ招聘
することにいたしました。

〇 困難なパスポート取得
人数が確定しないのは、孤児で
あるが故にパスポートの取得が大
変困難だからです。
出生証明による戸籍の登録、私
達が当然のことに思える事ですが、
カースト制度があり貧富の差の激
しいインドで、まして路上生活を
していた彼らに身分を証明する物
など何もなく、現在、取得する為
に子どもの記憶をたよりに、駐在
員が路上生活していた所での聞き
込み調査などに翻弄しています。
そのご苦労を思うと頭が下がりま
す。全員の戸籍の証明ができるこ
とを祈らずにはいられません。

また、上級生の招聘で、次に続
く孤児達にもこの上ない新たな目
標が持てたのではないでしょうか。

滞在先や、見学場所など、何を学
び、楽しんでもらおうか、そう思
うと今から胸がワクワクします。

皆様からのご支援により、彼ら
の願いが叶い喜びに繫がることを
願っています。

詳細は次号でお知らせ致します。
今後も宜しくお願い申し上げます。
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☆ 孤児院（インド）

エル・エンジェルホームでは、
他の孤児院のような鉄条網はあり
ませんが、そのかわり駐在員や職
員による孤児達を誘惑や犯罪から
守る為の厳しい見守りがあります。
心から彼らを大切に思う見守りで
す。
そして遠く日本からも、皆様の
暖かいご支援をいただいている事、
それらが彼らにも伝わっていて前
号でもお伝えしましたように日頃
からとても頑張って成績優秀です。
学校での勉強だけでなく、ホーム
内でも夜遅くまで職員の指導のも
と勉強をしています。
大学を卒業して学歴取得後就職し
て、孤児院を出て、自分一人で生
きていかなければならない将来の
事を考え躾も身につくようどこに
出ても恥ずかしく無い子に育てた
いと職員一同頑張ってくれていま
す。

〇 孤児招聘
そのような孤児達の頑張りに、
インド国内の修学旅行に行く予定
にしていましたが、 月 日ハリ
ケーンの直撃を受け中止になりま
した。
楽しみにしていた孤児達のこと
を思い、インドの夏休みにあたる
５～６月（未定）に成績優秀な上
１２

☆ 年の瀬を迎えて

４４

師走に入り、イルミネーションの光や、商戦の呼びかけの声と賑わう街。
この一年の悲しい出来事を打ち消したいとのことでしょうか？
今年も各地で自然災害による被害で多くの方々が、悲しみにくれる一年
でした。
これ迄にないような大きな台風襲来、火山の爆発、また世界を震撼させ
ているエボラ熱の発症。突然のこの病気はグローバル化した昨今、各国を
今もって恐怖に陥れて、個ではどうしようもなく確固たる治療のみつかっ
ていない病気、このようにこの先も何が起きるか解りません。
心を澄ませて、私達のボランティアの出来ることをキャッチして、いっ
そう人々のお役に立てることを願っております。

１９

☆ 広島水害
２０１４年８月 日深夜か
ら 日未明けにかけ局地的な
短時間大雨によって、広島市
安佐地区可部・安佐南区八木
・山本緑井などの住宅地後背
の山が崩れ、同時多発的に大
規模な土石流が発生、１３３
軒が全壊したのをはじめ３３
０棟の家屋が損壊しました。
死者 名、重軽傷者約 名。
瞬時の大災害に呆然とされ
たことと思います。
この死者 名という数は、土
砂災害による人的被害として
は過去 年間の日本で最多と
いうことです。
７４

３０

光は、それがどこからくるか考えない人をも 照らす。
ブロンデル

１０

２０

７４

素直な心

☆ 支える会より
子ども達に喜んでもらえる物は

年になると、恥ずかしいと

ていました。そのくらいの

事をしながら頑張って走っ

ら楽しそうに、娘さんも返

父さんは何か声を掛けなが

さわやかな秋風の中を、お

くらいでしょうか、

女の子は小学校５年か６年

ました。

が目の前を走り過ぎて行き

ジョギングをしている父娘

うと家を出た時、ちょうど

バザーを無事に終える事ができま

皆様のご支援のおかげで、秋の

無いようたくさん準備しました。

そこで、秋のバザーでは品切れの

っていました。

てしまい子ども達がとても残念が

これらが開始２時間半で売り切れ

を当たりとして約百個作りました。

ポンの二百円には
「妖怪ウオッチ」

円を百個作りました。またガチャ

個と、
「アナと雪の女王」のくじ百

くじ３百円・２百円・百円を各百

神社夏祭りで、
「妖怪ウオッチ」の

日、杉山

か人目を気にしたりとかで

した。ご協力ありがとうございま

ないか考え探し、８月

お父さんとジョギングなん
した。

ケートに連れて行ってもら

あのくらいの頃に、父にス

作り体験だけでしたが、売り上げ

作り品の販売とスイーツデコの手

とになっていた為、おもちゃや手

○ 月 日（日）
町田第５小学校子ども祭り
「妖怪ウオッチ」のくじ百円を三百個と「ア
ナと雪の女王」のくじ百円を三百個、手作り
品の販売を。小学生なのでスイーツデコの手
作り体験は夏祭りの半額の設定にしました。
ガチャポンはたくさん用意し、ガチャポンだ
けで４６，０００円売れ、子ども祭りの総売
り上げは１４１，３６１円でした。

○ 月１日（土）
ぽっぽ町田
雨の為、２月へ順延
○ 月９日（日）
支援センター 湧和 風呂敷市
雨の為、施設２階での開催で、
「妖怪ウオッ
チ」のくじ百円を百個と、
「アナと雪の女王」
のくじ百円を百個、おもちゃや手作り品の販
売、ガチャポンも持っていきましたが人出が
少なく、売り上げは１２，６００円でした。

１９

☆ 本出版のご案内
ボランティア仲間の住川ひろ子さんが
「天気になあれ」という本を文芸社より出
版されました。店頭に並んでいます。
温 か な こ と ば で 綴 る メ ッセ ー ジ が い っ ぱ
い詰まっています。

〇 編集後記
今年も師走迎える季節となりました。ボラ
ンティアをさせていただいたことで皆様の温
かいお心に触れさせていただき嬉しい思いを
たくさんさせていただきました事に感謝申し
（Ｍ・Ｓ）
上げます。
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普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

先日の日曜日、出かけよ

て出来ないと思うのに・
・。
○

日（日）

何故かほわっとした気持ち

青葉台フリーマーケット

月

になり印象に残りました。

ったことを思い出しました。

は３９，５００円でした。

くじとガチャポンはできないこ

一人でつっぱっていて、「せ
っかくのお父さんとの思い

○

日（土）

出をさびしくしていたな

町田福祉園みのり祭

月

ぁ・・」と気付き、素直で

と「アナと雪の女王」のくじ百円

「妖怪ウオッチ」のくじ百円を百個

あるかを学ばせてい

を百個、おもちゃや手作り品の販

あることはどんなに大切で

ただきました。
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売り上げは３８，１００円でした。

“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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