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☆ 新年度にあたり
５月９日、理事会・総会を開きました。
年度の事業報告をさせていただき収支・会計が正しく行われているこ
とを出席者全員よりご承認いただきました。
年度の事業計画・予算は左記のように計画しております。
今年度は孤児の第一回招聘を計画し、５月に迎える事が出来ました。
これもひとえに皆様のご支援のお陰と深く感謝申し上げます。
ネパールの大地震については、交通手段の有無を確かめそれぞれの学校を
訪ね必要な支援をさせていただきたいと思っております。
今年度も皆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。

が発生、エベレスト周辺で雪崩も
起きています。
被災した各地で電気や交通網が遮
断され、その全容は明らかではあ
りませんが死者は最終的には一万

皆様の善意に支えられてのボランテ

ィアです。ご協力をお願い致します。

5 月９日理事会及び総会を開催しま

した。

☆ ネパ―ル大地震
２ ０１ ５年 ４月 日 ネ パー ル
でＭ７．８の大地震が発生、多く
の住宅や建物が倒壊、甚大な被害
２５

愛を現わせる 与えられた機会を 大切にしなさい

◎ 国内事業

・ 東日本大震災支援継続

・ 災害時における支援

・ 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の確保

・ 「ボランティア便り」の発行

◎ 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

・ 孤児 3 名を日本に招聘

（５/１４～２１）

◎ネパール支援

◎国際災害支援

がれきの中を歩く人々

たが、５月 日大規模な余震が起き
二次災害の恐怖が現実化しました。

人達が、テレビで放映されていまし

と不安で、テント暮らしをしている

多く、次の地震がくれば家は壊れる

レンガを積み重ねた簡素な住宅が

いるなか心配です。

連絡を受けましたが被害が拡大して

ル・エンジェル校他３校は無事との

人を超えるのではないかと言われて
います。４月 日の現地情報でエ
２８

これから雨季になり環境状態が悪

い中、衛生面や病気、伝染病の流行
なども大変心配です、エル・エンジ

ェル校を卒業し、カトマンズの大学

に行った子もいますがその子ども達
は無事との事です。

さまざまな不安の中、日本からも

カトマンズ北部サシガル

又多くの国際社会からの支援も増し、
カトマンズのガレキの中にも、救援

が遅れている山村地域にも多くの支

当会の支援する学校は僻地にありま

すので道路が寸断されている個所が
多く、状況を見ながら現地入り出来

る日を待っている状態です。

はやる気持ちの様にはいかないもど

かしさがあります。

お亡くなりになられた方々に心より
お悔やみ申し上げますと共に、被災

された方々にお見舞い申し上げます。

ネパールへの募金を募っています。
皆様の御協力お願い致します。

☆ 来日決定

インド ビシャカパトナム チ
ャイルドホームの子ども達３名が
駐在員の付き添いで来日しました。

68 - 1

２６

２７

平成２７年事業計画予定

１２

援の手が届くのではないかと願いを
込め祈る思いは皆様もご一緒だと思
います。

クマール君
１６才

ラクシュミさん

スリシャさん
２０才

１７才
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品など一つひとつ、良いものを安く、

ンドの孤児たちにとって生まれたこと

インド孤児招聘の一番の難題は、イ
しょう。日本で、少しでも自分好みの

の服や物を買ってもらう事ができたで

親がいたら、だだをこね、自分の好み

心を込めて選ばせていただきました。

の証である戸籍がなかったこと、日本
物を買えたらと小遣い１万円づつサイ

○ 招聘の準備

人にとって有り得ないことでした。
フに入れ準備しました。

〇 スケジュール表

インド駐在員が孤児たちの幼かった記
憶をもとに、村から村に走り回り、や
っと見つけた村で村長さんに出生の証
明をお願いするなど、計り知れないご
苦労だったと思います。
戸籍が取れても、
問題はありました。
テロによりビザの発行が難しくなって
いたのです。
子ども達の将来を考え労を惜しまず
動いて下さった駐在員さんのお心に感

とのことでした。
広島では大勢のボランティアの出
迎えを受け互いに再会を喜び合いま
した。

〇 原爆資料館

年間をチャ

てくれました。
頂いたご親切を一生涯、

っています。皆さんはそれを可能にし

私の人生で日本に来るのは無理と知

ました。

生活の一つ一つにまでご指導して頂き

イルドホームで過ごしました。そして

お 世 話 して 導 いて 頂 き

の子と一緒にジャナキラムおじさんに

るのは皆さんの援助のおかげです。他

ています。このように順調に勉強でき

学の学位をとり今は病院で研修を受け

いて学ぶことに決めました。そして薬

私は母を助けたいという思いで薬につ

ければなりません。

生きるためにとてもきつい薬を飲まな

母は同じ病気で治療を受けています。

ました。 私の父はエイズで亡くなり、

の美しい国日本へ来るチャンスを頂き

『皆さんのご親切と思いによってこ

〇 スリシャさんの挨拶

平和公園にて

ずっと大切にしたいと思います。

ありがとうございました。
』
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謝致します。招聘の計画が出たその日
以来、滞在先や、見学場所など、何を

５月 日原爆資料館を見学しＦさ
んの丁寧な英語での説明を真剣に聞
き資料を熱心に見つめていました。
広島の方々の指導で今回は平和を
祈るメッセージ入りの大きなつるを
折り、奉納しました。
たくさんの「つる」が納められてい
て平和を祈る心が世界規模でたくさ
ん詰まっているのを感じてくれたと
思います。と同時に戦争の悲惨さに
ついても心の中にとどめてくれたこ
とでしよう。広島の復興の速さに驚
いたとの感想を述べていました。
１４

会社を休み又仕事を早めに切り上
げたりと、それぞれが子ども達の為
に駆けつけてくださり、ディナーは
フルコースのカレーパーティーで歓
迎会を開いて下さいました。大勢の
ボランティアの笑顔の中で子どもた
ちは当協会に対する感謝の挨拶をし
てくれました。

つるを奉納

学び、楽しんでもらおうかといろいろ

日 関西国際空港到着
日 広島原爆資料館
歓迎会
箱根周遊
はとバス （都内夜景）
シーパラダイス
はとバス （スカイツリー）
ディズニーランド
科学未来館
成田より帰国

日
日
日
日
日
日
日

１０

話し合ってきましたが、ビザ取得の知
らせが入った途端、

3

心わくわく、スケジ

〇 感激の再会
１２

ュールを作成しまし
た。皆の心にあるの
は、「日本を楽しんで

1 １４

１４ １４
２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５

５月 日ビシャカを出発し、イン
ド ネ シ アで 一 泊 し 、 日 ７ 時 分
関空に孤児 名 引 率 名が無 事 到
着し、ボランティアが出迎えました。
関空→新大阪→広島と子ども達は飛
行機、新幹線、経験することすべて
が初めてのことで、勉強してきたと
はいってもカルチャーショックが大
きかったようです。
道路のきれいさ、ビルの大きさ、自
動改札のスムーズさ、新幹線と、ど
れひとつとっても驚きの連続だった

１２

もらいたい。日本の
素晴らしさを知って
欲しい。孤児だから
と言って臆すること
なく将来を考え世界

友達へのお土産、おやつ、薬や衛生用

時計、リュックやショルダーバック、

げて欲しい」と。

さんやお母さんがいることを希望に繋

的視野を培い、なによりも日本のお父

楽しみが詰まったお土産

☆ 支える会より

１４

１６ １４

☆ ネパール・義援金募集

〇 バザーのお知らせ
成瀬台祭り
７月 日（土） 時から
７月 日（日） 時から

２６ ２５

お問い合わせ ０４６５―６２―８１９０

（東京都千代田区内幸町一―五―一）

場所 内幸町ホール

日時 七月十七日（金）午後２時より

佐藤瑞玲シャンソンリサイタル

☆ お知らせ

子どものくじを作ります。子どもが喜びそ
うな物のご寄付をお願い致します。
当日は人手が足りませんので販売のお手伝い
していただける方を募っています。
よろしくお願い致します。

〇つくし野杉山神社夏祭り
８月 日（日） 時から

２９

〇 編集後記
来日したインドの子ども達と８泊９日間、
寝食を共に行動させていただきました。運命
と受け入れて生きてきた子ども達の、喜ぶ顔
や楽しむ姿に一瞬一瞬に感動し、又ボランテ
ィアのみな様の子ども達を慈しむお姿にも感
動しました。
与えられた機会であったことを感謝しており
（Ｅ）
ます。
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０９６６５９７
普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

感動・感謝
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

６８１０７１９
普通預金 口座番号
店番 （０２８）
店名 （０２８）

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

６８１０７１９１
口座番号
１０２９０
記号

ネパール地震についてテ
レビでのニュースが薄れゆ
く中、現地では厳しい状況
が続いています。学校に通
えない子どもも大勢います。
当会では義援金を募集して
います。
皆様の御支援を賜りますよ
う宜しくお願い致します。

U

☆ 被災者への支援
６月 （金）
町田市民フォーラム４階
ボランティアセンター会議
室東日本大地震孤立支援事
業で町田に避難している
方々を対象にしたふれあい
サロンでアクセサリー作り
を指導させていただきます。

☆ インド旅行案内
１０

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

１９

月３日～ 月９日
ブッタの足跡を訪ね、人と
しての原点を知る旅であり、
なぜボランティアかを理解
出来る旅です。
詳しくは当協会迄お尋ね
下さい。

“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。
○
○

「今朝、本が出来上がりまし
た」と大きなダンボールをカー
トに乗せ自ら引いて届けて下さ
ったｙさん。
若いとはいえ、きゃしゃな体で
自宅から電車を乗り継ぎ海老名
駅からカートを引きながら坂道
を歩いて１００冊の本を届けに
来て下さったのです。その重さ
はとても一人では持ち上げるこ
とができず、これを一人で運ん
できたかと思うと、早く届けた
いの一心でこの箱を運んできた
彼女のこころに感動し涙が溢れ
ました。
箱を開け、現れた本の表紙の
すばらしさにまたまた感動！
「美大出の彼女はイラスト・原
稿の並べ順・紙の選定・製本社
への依頼などすべてを担って下
さいました。静かな雰囲気の彼
☆
女ですが“喜んでもらいたい”
そんな気持ちが伝わり来、本出
版にあたりの呼びかけにすぐ原
稿をお寄せ下さった方々のお心
し
と共に感動と感謝の連続です。
な
出来上がった本の題は『しあわ
出
せ拾い』
。まさしくです。
下

１０

～
ろ
こ
こ
～

