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インド孤児招聘に奔走し、ネパールの大地震に心痛め、東北大震災の避難
者の方々に元気をいただき・・・季節はもう九月。この間もたくさんの方か
らご協力、ご支援をいただきまして感謝申し上げます。ところで、今更記す
こともないことかと思いますがボランティアの基本理念について左記のよ
うにいわれています。
「奉仕するには何の資格もいらない。ただ他を思いやる心と、誠実さと、な
によりも人として生まれ来た者への課せられた義務であることを認識する
ことである。
」と。

幸いにして休校日だったので子ど
も達は全員無事です。今、学校を
建て直す方向で進んでいますが、
カトマンズの中心で昔からある大
きな寺院が幾つも壊れ、家々も壊
れ資材など、どうなるのだろうか
と先がよめない状態ですが、建築
家との話し合いが続いています。

を配らせて頂き、喜んでもらいま
した。

ネパールの被災地で中国の国旗が大

きく張られたテントが設置されてお

り、その数の多さに驚くと共に、今

後ネパールの行方がどうなるかと、

考えさせられました。
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今後も人として義務を遂行できますよう祈念いたします。

〇ゴルメスワリー校
ゴルメスワリー校も被害にあっ
ていましたが、当協会で建てた校
舎はなんとか免れていました。混
乱の中、５・６年生が勉強をして
いました。時間がかかるでしょう
が少し落ち着いたら、全員が勉強
出来るのではないかと希望を繋い
でいます。これから政府の援助も
あり、校舎の少し崩れた内部に手
を入れることが約束されていると
の事で安心して帰って来ました。
子ども達へ持っていったお菓子等

仮の教室

民家

壊れた図書室

✩ 大震災後のネパールを訪問
６月 日より７月３日まで
〇ドリケル校
ネパール大地震の被害状況視察の
ドリケルは被害が大きく、簡単
為、現地調査に行ってきました。
なレンガを積み上げただけの家の
為、村全体が全滅でした。
〇エル・エンジェル校
村人は無事です。
ポカラは被害が少ないとの報告
下の学校も潰れてしまい、上のエ
を受けていました。
ル・エンジェルで建てた学校はか
エル・エンジェル校の校舎はしっ
ろうじて残っているものの、中は
かり鉄骨を入れ、頑文に建ててい
方々にひびが入り危なくて壊すし
たので、被害はありませんでした
かない状態です。子ども達は学校
が、給食室の建物にはひびが入り
に通うことが出来なくて休校の状
横の保育室も危険とのことで使っ
態です。
校舎の横の空き地にはテントが張
てない状態でした。
すぐに修繕するよう手配しました。 られ村の人達が住んでいました。
現在工事の順番待ちです。
隣りにあった図書室は悲しいほど
にペチャンコでした。

愛は愛によってのみ得られる
愛の力は無限なり

２９

も楽しんでいました。
何事も吸収しようとする彼らの意欲
に感動しました。
ダイソーでは品数の多さに驚き、
当協会からのおこづかい１万円でベ
ルトやアクセサリーを選びレジで支
払い嬉しそうでした。ユニクロで見
て廻るも、何も買おうとしませんで
した。聞くと「インドより値段が高
いから」との返事。当協会から好き
なものをプレゼントすると説明する
と、ニコっと満面の笑みで…ジーパ
ンやスキニーを選びました。
夕方から、はとバス「極まる東京
夜景」に参加、２階建てのオープン
バスで２時間半都内の夜景を見て廻
りました。連立するビルやレインボ
ーブリッジのライティングの写真を
撮るのに夢中な３人でしたが、特に
東京タワーの下を通る時には、美し
さに声を出し、上を見上げたままず
っと写真を撮っていました。一番の
見どころ、お台場の観覧車に乗り、
空高く都内の夜景を見渡した時にも、
美しさに見とれ、高さに怖がりなが
らも大喜びでした。
５月 日（日）４日目
八景島シーパラダイスへ。嬉しか
ったのでしょう、２人は昨日買った
ジーパンを履いていました。水族館
を目指すも、着いた途端、入口にあ
る遊園地のブルーフォールに乗るこ
とに、１０７ｍからの垂直落下にチ
ャレンジしました。３人とも顔がこ
１７
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わばっていたのに、あっと言う間の
スリリングな体験に、終わると大笑
い。

日（月）

敷地内のゲームセンターでプリク
ラも３人で体験しました。女子は少
しですが書き込みも楽しめました。
でもクマール君は入った時からゲー
ムをじっと見つめてて、プリクラを
写し終えるとすぐにゲームを見つめ
…やりたそう、でも言いだせない感
じ。車を運転するゲームに乗りたい
かを聞くと目をキラキラさせて満面
の笑み。初めての運転に何度もぶつ
けながらもゴール、楽しい体験がで
きたのでは
夕方、ホテルに戻ってから、スイ
ーツデコ体験をしました。ネパール
の子ども達にもとても好評だったの
で、今回もお土産にしてもらえれば
とフォトフレームや手鏡などを用意
し、三人とも楽しんで作っていまし
た。一晩乾かし、ラッピングして手
渡すと、とても喜んでくれました。

５月

撮りまくっていました。

くりバスで移動、バスの中から写真を

ー）
」に参加しました。皇居周辺をゆっ

「 スカ イツリ ーと浅草（ 外国語ツア

午後２時からは５時間半のはとバス

点選びました。

ュナさんはルームウエア・セットを２

クマール君はＴシャツを２枚、クリシ

買い物、
当協会からのプレゼントです。

に、見入っていました。ユニクロでお

ーのきれいに陳列された様々な食べ物

三越へ。地下２・３階では食品フロア

午前中は銀座をぐるっと散策して、

１８

絶叫マーシン

水族館の「海の仲間たちのショー」
で、イルカのジャンプ、シャチの演
技に声を出しはしゃぎ、巨大水槽で
泳ぐエイや、水槽の中を通るエスカ
レーターにも驚いていました。特に
喜んだのは、
「ふれあいラグーン」で、
イルカを触ったことです。１回触っ
たら、交代するのですが、３人は何
度も触って、とても喜んでいました。

シーパラダイス

〇 インド孤児 日本滞在記２
５月 日（金）２日目
広島で大勢のボランティアの歓迎
を受け、大勢の方々が自分達を守っ
て下さっていることに心強い思いを
抱いて広島を後にしました。超高速
で正確、日本が誇る新幹線に乗って
小田原に向かいました。小田原から
箱根と少し強行軍でしたが、せっか
く日本に来たのだからいっぱいの思
い出を作ってもらいたい、私達の大
きな思いでした。
芦ノ湖で船に乗りました。疲れてグ
ッタリしていたのに初めての船で興
奮し疲れがふっとんだように嬉々と
し、当協会でプレゼントしたカメラ
でパシャパシャと湖や山を撮ってい
ました。ホテルで夕食後、女の子は
ボランティアのＹさんに誘われて温
泉に入りました。３つのお風呂！全
部入ったそうです。初体験、これも
日本の思い出。初めて乗った新幹線
の速さ、大きな湖、大きなビル、き
れいな道路、観るもの触れるものす
べてにおいて驚きだったようです。
日（土）３日目

降りるまでの駅を数えたり…電車さえ

名を読み、
声に出したり、
メモしたり、

液晶パネルでの英語表示にも驚き、駅

ましたが、車中での、行先や路線図の

買わず電車に乗れることにも驚いてい

宿へ。パスモをかざしただけで切符を

箱根を出発、ロマンスカーに乗り新

５月

１５

１６

浅草寺では、台湾の方が着物を着て
いて、着物の珍しさに一緒に記念写真
を撮っていました。スカイツリーでは
高速エレベーターの速さと内部の凝っ
たデザインに驚き、展望台からの都内
を見渡す高さと眺めにさらに驚いてい
ました。床がガラスになって地面が見
える所では、ラクシュミさんは怖さに
腰が引けて、それを見て他の２人は大
笑い、ガラスの上に立ち得意げな顔で
した。
夕食、新丸ビルのインドカレーのお
店で当ボランティアさんの勤務先にい
るインドの方とお会いしました。日本

〇 クマール君の挨拶

☆ ネックレスの指導

☆ 参加者の声

「一緒に避難してきた主人が認知症に

なり入所して、今、一人寂しく暮らし

ているの。都内に住む娘は家庭があり

近くに親もいるし、息子は結婚してな

くて、子ども達には、迷惑かけたくな

いから、主人が認知症になり大変な時

から一人で頑張ってきて、今も頼らず

生活しているの。
人間関係が嫌になり、

家に籠って誰にも会わず、ふれあいサ

ロンも３か月来てなくて、自分で鬱に

なるんじゃないかって心配してたの。

エル・エンジェルさんが手作りをやる

と聞いて、エル・エンジェルさんの手

作りはとっても楽しいから、手作りし
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ている最中は嫌な事忘れるから、来て

みたの。やっぱり手作りは楽しい。ア

レルギーがあって金属製のネックレス

はつけたくても、つけられなくて、こ

れは、かゆくならないからいいね。来

てよかった。手を動かすのってホント

楽しいよね。
」この一瞬ですが、お役に

たてたことを感謝いたします。

似合うかしら？

東京都の東日本大震災孤立支援事
業で町田に避難している方を対象に
ネックレスの指導をさせていただき
ました。
当日は小雨が降っていましたが、
大勢参加していただきました。
それぞれが自分の好みの品を手に、
Ｅさんの指導で作りはじめました。
皆さんはそれぞれ真剣です。写真を
撮らせていただくと「ポーズ、とろ
うか」
「ありがとう」と声を掛けてく
ださり嬉しかったです。
作業の時間も皆さん楽しく会話が弾
んで、出来上がったネックレスをし
て見せてくださいました。
ここに参加することで「楽しい時間
を過ごせた」と言ってくださり、嬉
しかったです。短い時間でしたが、
私達も楽しかったです。
終了後、当協会よりお土産を配らせ
ていただきました。
これからも頑張ってくださいと心よ
り願っています。

なるのかしら？

１６歳
･

『私はキラム・クマールといいま
す。機械工学を学んでいます。
私はスリシャの弟で、姉が言いまし
たように両親はエイズの犠牲者です。
エ ル エ ン ジ ェ ル の メ ン バ ー の 方々
に援助して頂いて何年間もお世話し
て頂いた上に日本へも来させて頂き
ました。
今の状況では、私の人生において外
国へ来られるなんて想像も出来ませ
ん。それを可能にしたのは皆さんの
ご親切と愛のお陰です。一生の間、
皆さんのご親切を覚えているでしょ
う。勉強を終えたら仕事に就きます
が、私は皆さんにどんなに助けて頂
いたかを心に留めて、一生、貧しい
人や困っている人たちを助けたいと
思います。困
っている人
たちを助け
ることが私
の人生の目
標です。
大変ありが
とうござい
ました。
』

どんなネックレスに

で出会った母国の方との母国語でのお
話に、花が咲いていました。

大喜び

東京スカイツリーで
ソフトクリームに

日（土）
・

☆ 支える会より

〇７月

日（日）

２６

時集合テントを張ったり、照明用のロープ

成瀬台祭りに参加しました。

２５

を張ることから始まりました。男性のボランテ

ィアの活躍に感謝です。
「妖怪ウォッチ」と「ア

ナと雪の女王」のくじ千個やガチャポンを作り、

子ども達に楽しんでボランティアに参加してい

ただきました。

毎年のことながらたくさんの人出で賑わいまし

日（土）

た。お陰で２８８、３８０円の売り上げがあり

ました。

〇８月

月

日（日）

から勇気をいただきました。

ありがとうございました。

（Ｉ）

験を強さと優しさに変えられたその弾ける笑顔

えない明るさ、温かさを感じました。つらい体

せて頂き、未曾有の被害にあわれた方々とは思

町田に避難されている方との支援事業に参加さ

秋風が待ち遠しい今日この頃です。

〇 編集後記

町田第５小学校「子ども祭り」

福祉園「みのり祭」

〇

バザーの日程

とても協力してくださいました。

くださり、神社の氏子さん達が準備や片付けに

３回目の参加ですが、たくさんの方が楽しんで

杉山神社の夏祭りに参加しました。

２９

１８
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１２

１０

０９６６５９７
普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

✩ご寄附に感謝

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

〇 進和学園様より
進和学園様より３月 日に平塚
市役所市長室において寄附金を頂き
ました。長きにわたりご支援を賜り
深く感謝申し上げます。幸いにして
エル・エンジェル校は震災の影響が
少なく進和ライブラリーは無事でし
た。増冊させていただきます。
ありがとうございました。
〇 二宮西光寺様より
二宮西光寺様より義援金を寄せて
いただきました。ネパール大地震が
起きた翌日早速にご住職様より被害
状況の事などをご心配していただき
すぐ「ネパールの子ども達に学校を」
と一筆を添えて募金箱を設置してく
ださいました。
「いつネパールにいか
れますか？子ども達は学校に通えて
いますか？」と温かい心を寄せてく
ださいました。募金に御協力頂きま
した檀家の皆様に感謝申し上げます。
〇 美容院グリーンルーム様より
長きにわたり募金活動をお続けく
ださり感謝申し上げます。支援に役
だたせていただいております。

U

あふれる心
ボランテ ィア仲間のＥさ
んは、日頃より、支える会
として、バザー品の手作り
を初め、出店の計画や準備、
販売とパワフルに活動され
ています。
あ まりの パ ワ フ ル さ に 、
皆さんから案じる言葉や労
いの言葉にも笑顔で「わた
し、楽しませてもらってい
ます」とこと もなげに言い
切られるみごとさに感心さ
せられます。
ご 家族 も あり 、 時 間 の制
約もあるでしょうにボラン
ティア活動に惜しみなく力
を注がれるＥさんは、ご自
分の中から湧き上がる、 あ
ふれるような思い・・・・・
そのこころのままに具現さ
れているのかと思いまし
た。
お仲間として一緒にボラ
ンティア活動をさせていた
だける、このご縁に感謝し、
Ｅさんに少しでも近づくこ
とが出来たらと思っており
ます。
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

１７

又、大勢の皆様よりお振込み頂い
たり、直接当協会にご寄附頂いたり、
たくさんのお心を寄せて頂いており
ます。
心より深くお礼申し上げます。

“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。
○
○

～
ろ
こ
こ
～

