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☆年度末にあたり
初春を寿ぎ、平安なる一年でありますようお祈り申しあげます。
日を年度末としており、この一年間たくさんの方からご理解ご支援

日頃より当会へのご理解ご支援を賜りますことを心よりお礼申し上げます。
３月
をいただきましたお陰で報告の通りボランティア活動を行うことが出来ま
したことを感謝申し上げます。この先天災や、世相の変化に驚くことがあっ
ても、私達は常に助け合うことの大切さをぶれることなく心して参る所存で
す。愛をもって愛を行うことは人としての義務であり、世界平和に寄与する

・青少年育成事業継続

・
「ボランティア便り」の

・福祉事業

◎インド事業

・エル・エンジェルチャイルド

てガッツボーズをとり、悔しくてう

つむいてしまい、もちろん監督も我

を忘れ試合にのめり込み大声で指示

を出し、お父さんもお母さんも一緒

に気持ちが走り回り、ここにいるみ

んながひとつになる子どもの力の強
さを思いました。

昨年ご縁を頂きエル・エンジェル杯

が誕生し、子ども達の熱戦を楽しま

せて頂きました。この子ども達の中

○ミニバスケットボール大会

日エル・エンジェル杯ミ

式の勝ち上がりです。

試合人数８人制、トーナメント戦方

カピカの顔をし、メダルを「これ本

したチームの子ども達は嬉しさにピ

日頃の練習の成果を発揮し見事優勝

を行わせていただきました。

の賞品を用意し、表彰式で賞品授与

終了後には参加賞及び入賞チームへ

かもなどと喜びも頂きました。大会

いました。

ートでそれぞれ日頃の成果を競い合

ムがＢ、Ｃブロック分かれ３面のコ

５チームがＡブロック、男子

総合体育館で開催されました。女子

ニバスケットボール大会が海老名市

月

関係者の方は早朝より準備をされて

物の金かなー」などと空にかざして

・孤児３名招聘

（５月１０日～１６日）

◎ネパール事業

・学校支援継続

皆様の善意に支えられての

者に、父母の方すべての人達に「あ

りがとうございました」の感謝の大

合掌に導かれました。スポーツを通

して学ぶ大切さを大人達に教えても

らい、心に刻んでいくことを思いま
した。

チー

いました。

ホーム 運営継続

場準備、試合運営をされている関係

いました。大会委員長が協賛させて

から将来のサッカー選手が生まれる

ボールを追いかけて

必死にブロックしている姿に思わず

小さい子が相手チームの大きい子を

ュートにつなげる、
そんな展開の中、

むね大きい子にボールを集めて、シ

程大きい子と小さい子がおり、おお

チームには同じ小学生とは思えない

ナイス、シュート

一歩であるといえましょう。

・熊本・大分県義援金
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４月１日から新年度となりますが今後ともご協力を賜りますよう宜しく

・東日本大地震支援継続

１２

お願い申し上げます。

◎国内事業

２６

生まれてわずか７年しか経っていな

嬉しいね

頂いているエル・エンジェルに、会

ご協力お願いします。

いのに必死にボールを蹴り、嬉しく

ボランティアです。

☆青少年育成事業

１０

○サッカー大会
１４

厚木市内、近隣市外から のサ
ッカーチームが参加して第二回エ
ル・エンジェル杯が行われました。
キックオフ 時、Ａコート７チー
ム、Ｂコート７チーム。

平静２８年度事業報告

１２

３１

人としての成功を望むなら
内在する愛の力を発揮することです
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頑張れと応援してしまいました。
ドリブルをしてパスをつなぐ子、シュ

○貧困家庭の学習支援

厚木の社会福祉協議会

貧困の連鎖を断ち切る

ど、思いおもいの団旗を掲かげチーム
の場所をお借りし、毎週

ートする子、シュートするたびにあが

の精神や目標が選手を後押ししている
末に２時間ほど小学生か

ためには十分な教育を受

ようでした。
ら高校生までの勉強をボランティアの

る歓声。みんなそれぞれ一生懸命で色

決勝戦は男子のＢ，Ｃブロックの勝者
先生が見ています。

けることが必要というこ

同士の競い合いになり、女子はＡブロ

厚木市の広報やタウンニュースに記事

彩りのシューズがプレーするたびキュ

ックの勝者が優勝となりました。当協

を載せてもらい生徒を募集しています。 ○Ｓさんのお誕生日プレゼント

とで始まった無料塾「ね

会より優勝チームに優勝旗と金メダル、

今までわからないところを、なかなか

ツ、
キュツと体育館に響いていました。

準優勝チームには銀メダルを渡させて

学校の先生に見てもらえなかったり、

この手」への支援を行い

もらいました。子ども達がメダルを嬉

質問ができずにつまずいてしまってい

「自分を信じて仲間を信じて」とか

しそうに手にとって眺める姿や凛とし

た生徒が勉強を見てもらえるようにな

ました。

た大きな声で「ありがとうございまし
りました。

クリスマスプレゼント

１８

なります。素敵な女性になって、活
躍していただきたいと願います。

○Ｋ君のおばあ様より

「お誕生日プレゼントありがとうご
ざいました。（中略）中学になって
部活道は柔道部に入り体を鍛えてお
ります。充実した中学生活を送って
います。皆様によろしくお伝えくだ
さい」とお礼状をいただきました。

☆震災避難者支援

月２日、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
方を対象にバラのリース作りを指導
させていただきました。
被災地の解除により地元に帰られ
る方も出、参加される方も減り、残
された方々は焦りや不安もあると思
いますが、笑顔で「可愛いわ。同じ
材料なのにこんなにも個性が出るの
ね」「今までのも全部飾ってあるの
よ」と楽しんでいただきました。く
じ引きでプレゼントの賞品や持ち帰
りバッグを引いていただいた時もで
すが、お土産のクッキーにも喜ばれ
ました。
まだまだ続く復興、頑張っていただ
きたいと願うばかりです。
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「栄光に近道なし、栄光に涙あり」な

た」とお礼をいう姿にスポーツから学

支援金は教材の他、授業の合間の軽

１８

１ 月で 歳 に な る Ｓ さ ん へ の プ
レゼント、いろいろと考えたものの
女の子の喜びそうなものは沢山あり
すぎ、お好きなものを買っていただ
こうと商品券にし、クッキーと手書
きのバースデーカードを添えて贈ら
せていただきました。
お 誕 生日 プレ ゼ ント は 歳 まで
となっていますので、今回が最後に

１２

護者の方にインドで購入したスカー
フを贈らせて頂きました。今回は、
ラッピング作業の際に、美大出身で
プロとして活躍されているＹさんが
参加して下さり、クリスマスカード
に可愛いイラストを添えることが出
来ました。子ども達が喜んでくれる
顔を想像しながら、気持ちを込めて
ラッピングを行いました。
その後、Ｍ・Ｋさんのお祖母様よ
りプレゼントの御礼のお電話を頂き、
毎日部活を頑張っていて、元気に過
ごしていると報告して下さいました。

んだ清々しさにこちらが感動をもらい

食、おやつ代に当てられます。
（ｋ）

昨年に引き続き、今年も石巻の子
ども達にクリスマスプレゼントを贈
らせて頂きました。あれから６年の
歳月が過ぎようとしています、幼か
った子ども達も大きく成長し、好み
や生活スタイルも様々な為、今年は
クリスマスカードにメッセージを添
え、商品券、チョコレートの他、保

○ クリスマスプレゼント

☆石巻の子ども達へ

おもいきり拍手を送りました。

感じました。

そとそのご尽力に心から感謝と敬意を

指導されている関係者の方々あってこ

日々、スポーツを愛し、子どもを愛し

おめでとう！

年度事業まとめ

〇熊本地震
４月 日震度７の地震発生。
熊本県・大分県に義援金
４ 月 日本部より皆様に義援金の
お願いを緊急発進した所、たくさん
のお心を頂きました。

〇青少年育成

優勝旗・メダル・トロフィー・参加
賞をとても喜んでくれました。
励みとなり練習に弾みがつくと思い
ました。
未来に向っている子ども達を応援し
たいと思います。

☆海外事業
〇インド孤児招聘
５月 ～ 日
ジャナ・キラム氏に引率され、ガ
ンガ・ラジュ君、アヌシャさん、ギ
ータン・ジャリーさん３名の子ども
達が来日しました。
広島→東京→長野→東京
立山の雪は本当に嬉しそうでした。
ディズニーランドも楽しみました。
日本での楽しい思い出をいっぱい詰
めてインドに帰国。
多くのボランティアさんに参加して
頂き共に喜び楽しんだ招聘でした。

おめでとう！

☆国内事業
〇２０１１年３月 日
東日本大震災発生・継続支援
※誕生日祝い
どんなものが喜ばれるか毎回悩み
ます。年齢、男女、好み、周りを見
渡し、同じくらいの年齢の子に、焦
点を合わせて見るけれど好みとなる
と千差万別、最後の手段Ｅさんが直
接電話で伺うことも。
喜びの声やお手紙も頂きました。

※クリスマスプレゼント
クリスマスカードを選びます。
店には溢れる程のカード、迷って悩
んで楽しんで色々なカードを選びま
した。
お店で購入したカードにＹさんがと
ても素敵なイラストをサラサラと描
いて下さり送ることが出来ました。
エル・エンジェルからのプレゼント
は 歳 まで と し まし たので 今 回 で
終わりの人が３名いられます

１６

上高地

〇エル・エンジェル校訪問
地震による被害修理・確認
校舎のペンキ塗り替えきれいになっ
て気持ち良く勉学に励んでいること
と思います。

ディズニーランド

東日本で被災された方々には長く
支援を続けたいと思っております。
熊本・大分地震では速く確実に見舞
金を送りたいと現地に問い合わせ対
応させていただきました。
青少年育成は試合を見学し子ども
達の頑張る姿を見せてもらいました。
皆様のご協力をいただいての一年
の活動でした。
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プレゼント
熊本県益城町宮園・徳島新聞

クリスマス
地震で倒壊した住宅。

１４

１７

※ねこの手
貧困家庭の学習支援
※ドッジボール大会
※サッカー大会
※ミニバスケット大会

１０

１１

２８
１８

お誕生日プレゼント

こども食堂
今、日本はとても豊かな国です。
お金を出せばすぐ食べられる物が手
に入ります。
お湯をかけるだけで、レンジでチン

☆インド国
○金融の変化
報道等ですでにご存知かと思い
ますが昨年 月末をもってイン
ド紙幣が変わり、これまでの高額
の古い紙幣は使えなくなりました。
また、金融機関のシステムも変わ
ることになりました。
月初め、このニュースが入り、
月 日 か ら 日 本 人ス タ ッフ が
インド・ビシャカパトナムを訪れ、
チャイルドホームの口座を止める
など手続きを行って参りました。
世界中がテロにおののく中、イン
ド国としても他国籍人が多く住む
国とていろんな策を講じているも
のと思われます。
１２

○孤児院だより

☆お知らせ

〇総会のお知らせ
４月 日（日） 時 分～
当会の総会を催います。
場所 回転寿司ふじ丸
電話 ０４６３（９１）１４００
ご参加可能な方は４月 日迄に本部まで
お申し込み下さい。
〇絵画教室
毎月第一週目の金曜日、午後一時より本部
にて絵画教室を行っています。
若林泰子先生
ご参加希望の方は三日前迄にお申し込み
下さい。
この教室は自己啓発に連がっています。

３０

１６

するだけで温かい物を食べることが

できます。

しかしそれは本当に幸せなことなの

でしょうか？
私が 育 っ た時 代は 今ほ ど 豊 かで は
ありませんでした。しかし、忙しい

母が 家族のために毎日、３６５日、

３食作ってくれました。夕方に家に

帰る途中家々から夕げの支度の匂い
がしてきました。買ってきたものや
チンするものでは匂いはしません。

今の子ども達の中には匂いの思い出

も、料理をする人の後ろ姿も思い出

にない子もいるのではと少し寂しい
気がします。
相手を思い料理を作り、作ってくれ

１１

（Ａ・Ｉ）

せんでした。忘れることなく、寄り添ってい

６年前の３月はこのような季節とはなりま

茂る月」です。

３月は弥生「いよいよますます草木が生い

☆支える会
○報告とお礼
ハガキ・切手・図書カード等々皆様から
ご寄付をいただきました。
３月末までの１年間で合計金額は３万
３千４８８円になりました。
活動資金に使わせていただきます。
ありがとうございました。
今後も引き続き、商品券・ビール券・クオ
カード・旅行券なども集めています。
ご協力よろしくお願いいたします。
☆編集後記

２３

きたいと改めて思いました。
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０９６６５９７
普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

６８１０７１９１
口座番号
１０２９０
記号

６８１０７１９
普通預金 口座番号
店番 （０２８）
店名 （０２８）

た人を思いながら食べる。そんな時間

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

が人を育てるのだと思います。

豊かな日本で食べることすら難しい
環境にいる子どもが少なからずいる
と言われています。

そんな子ども達の為に全国で「こど

も食堂」ができています。

たとえ家族で無くても回りに心配し
てくれる人と、お腹を満たす場所が
（Ｅ・Ｍ）

あればと。
「こども食堂」を作りたい
と考えています。

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

１５

月ビシャカパトナムを訪れた
おり、孤児院に行くとすっかり大
きくなった子どもたちに驚くとと
もにどの子もしっかりしていて子
供たちの「ここは私の家」という
雰囲気に、ホームの運営の確かさ
を感じました。勉強が好きな子、
苦手な子、といろいろながら、そ
れぞれがここの住人であることに
喜びをもっていることは駐在員の
尽力のお陰であることはもとより、
きれいで広いホームを建てたこと
も良かったことといえましょう。
室内もきれいに使われていました。

“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。
○
○

１２

１２

１２

～
ろ
こ
こ
～

