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しか来ていないことになります。
本当に助けが必要な家庭では、そ
もそも教育に関心が無かったり、
ネグレクト（育児放棄）のような
状況だったりで、来れないことも
多いと思います。
「行きたいんだけど駅前だと遠す
ぎて行けないんです」という電話
を頂いたこともあります。

家の近くでやってあげたい気持ち
もあるのですが、まだ先生の数も
少なく、家の近くだと友達と会う
可能性も高くなり、どうしたらい
いのかいろいろ悩みながら行って
います。教えてくれる先生は３０
代の働き盛りのひとから６０代の
仕事を引退した人まで様々です。
しばらく数学をやっていなかった
ので教えられるかどうか心配」と
言われていた 代の先生はすぐ
に参考書を買って、もう一度数学
の勉強をやり直して授業に臨んで

頑張って勉強していまーす

☆無料塾 ねこの手
１０

残暑お見舞い申し上げます

記録的な豪雨で浸水

ないように思えます。
福 岡 県 に ７ 月 日 見 舞 金 を 送ら
せて頂きました。
被災地の皆様に心よりお見舞い申
し上げます。

現在、生徒は小
６～高１まの 人、
先 生 ８人で 授 業を
しています。
場所は本厚木の駅
から５分の健康福
祉センターの４階
でやっています。
多 く の 生 徒に 来て
もらうためには人
通りが多い、アミュ
ー あ つぎ など で開
催 し た方 がい いと
思うのですが、この
塾自体が経済的に
苦しい家庭のための塾ということ
があり、知っている友達に会うと
「ここに何しに来ているの？」と
聞かれることになります。
人通りが多いところだとちょっ
と恥ずかしい思いをしてしまうこ
とがあるかもしれないということ
があり、そういう思いをさせたく
ないということから駅前でありな
がらあまり人通りが多くない静か
なところで勉強をしています。
まだまだ必要な子供に対して手が
行き届いていないことを感じます。
厚木市だけでも中学生は約６００
０人。その中の７分１が貧困層だ
として８５０人の対象者がいるは
ずですが、現在はそのたった１％

６０

年々暑さが増していくようです。世界のあちらこちらで異常気象の深
刻さが報じられ、日本でも各地で何十年に一度の大雨とかで、予想を超
えた被害におののかされた夏でした。そんな中、私たちがこれまで歩ん
できたボランティアの成果が喜びとなってネパール校やインド孤児院か
ら届いています。長きにわたりご支援くださる皆様の賜です。
ネパール、エル・エンジェル校の様子は次号にてお知らせさせていた
だきます。

２９

☆九州北部豪雨被害
年 ７ 月 ５ 日 か ら ６ 日に かけ
て福岡県・大分県を襲った記録的
な豪雨は、川の氾濫、土砂崩れな
どを発生、道路の寸断、停電、電
話の不通、村の孤立など多くの被
害をもたらしました。
被災地には大量の流木が見られ、
土砂崩れでなぎ倒された杉などの
木が、川の流れをせき止めて氾濫
させ、住宅地にも押し寄せた流木
によって家屋にも又農作物にも大
きな被害をもたらしました。
８月５日の情報では、福岡県で
人、大分県で３人死亡が確認さ
れ、行方不明者もおられます。
住宅の被害も多く確認され、日常
の生活が出きない避難者の方も多
数おられます。
自然の力の大きさに、なすすべも
３３

清らかな想いは 清らかな人生を作る

１３

http://www.l-angel.or.jp

います。
残 念な がら 代の先生は８月か ら
転勤になって、
「ねこの手」に来れな
くなってしまいました。でも、
「楽し
かったです。転勤した先でもやりた
いんで、知っている無料塾は有りま
すか？」と聞かれたのがうれしかっ
たです。
お互いに助け合う、共生の社会がで
きればいいなと思っています。
（ｙ ・ｋ）
いただきました。
プレゼントが届いた途端『私お母さ
んになったよ、育て方上手でしょ』
と遊んでいます。ありがとうござい
ました。 歳になり私も頑張らなけ
ればと思っています」とお婆様より
お礼の電話がありました。
昨年の誕生日祝いは、お星様を見て
亡きお母様を捜したい、とのことで
天体望遠鏡を申し出てきたのですが、
今年はたまごっち。比奈ちゃんの成
長を見る思いがしています。

２０１５年来日キラム・クマール
２０１６年来日ガンガ・ラジュ
特待生で大学と大学院へ

☆孤児院便り

７０

駐在員のジャナ・キラム氏が興奮
して電話をして来ました。
「男の子二人、特待生で大学生・大
学院生になった、国が無料で学費を
見てくれる、優秀な子ども達に与え
られる特典だ。
」と嬉しさが誇らしさ

２２

が興奮が電話から溢れていました。
在学校にとっても、とても栄誉なこ
とですばらしい出来事だとのことで
す。
学費、寮費、生活費等々日本円で約
万 円程のお金 が毎 月国から出 る
そうです。子ども達にとって、どれ
ほど栄誉なことか、どれほど頑張っ
て努力を重ねたことか頑張りと努力
に敬服しました。

１８

２０

大学に受かったキラム・クマールさ
ん 歳 機械工学を学んでいます。
スリシャさんの弟です。前にもお知
らせしましたがお父さんはエイズで
亡くなりお母さんも治療を受けてい
ます。
本人たちも毎年検査を受け大丈夫だ
と駐在員より報告を受けています。
そのような境遇の中でもチャイルド
ホームで勉学に励み、難関を突破し
ました。
スリシャさんはボランティア便りで
ご報告させて頂きましたが、ビシャ
カパトラムの病院で薬剤師として働
いています。
寮費以外すべてをチャイルドホーム
に持って来たとその行為に感動した
ことが昨日のような気持でいたとこ
ろ、弟のキラム・クマール君の特待
生で大学生という快挙に嬉しさが溢
れました。
そして大学院に受かったガンガ・
ラジュさん 歳 機械工学部 「勉
強は難しいですが、プライベートス

クールに通わせて頂いているお蔭で
ついていけます」という話をしてい
ましたが特待生で大学院に行くとい
う快挙を成し遂げました。彼は目が
少し悪く（斜視）病院に行き随分良
くなりました。
駐在員のジャナ・キラム氏が彼はと
てもまじめで信頼がおけると言って
ました。

私達は子ども達に教えられ、勇気と
元気をもらっていることを強く感じ
ます。チャイルドホームをつくって
良かった、ここで過ごしている子ど
も達の、今も未来もいこいの家庭で
あって欲しいと願っています。

皆様のご支援のお蔭で子ども達は伸
びやかに育ち大きな成長をしており
ます。有難うございます。
今後共ご支援頂きますよう宜しくお
願い致します。
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☆石巻の子ども達へ
○Ｈちゃんへのお誕生日プレゼント
７月で８歳になるＨちゃんへのお
誕生日プレゼント、何が良いのかお
婆様にお聞きすると「いつも良くし
ていただいて、皆様のお蔭で不自由
のない生活を送れています。本人は
ゲームが欲しい、買って欲しいとい
つも言っていますが、まだ与えたく
なくて。学校では皆がやっているよ
うなのですが」とおっしゃり何が欲
しいのか電話の側のＨちゃんに代わ
ってくださいました。何が良いか聞
くと、
「ゲーム」とのことでしたが側
で「ゲームはダメ」とのお婆様の声。
「改めて考えます」とのことで３日
後に再度連絡することを伝えました。
やはりたまごっちの最新版とのこと
でした。誕生日１週間後に発売にな
るので遅れますと伝え、たまごっち
とネックストラップ、商品券と、ゼ
リー、バースデーカードを送らせて

キラム・クマー
ル君

ガンガ・ラジュ
君

３０

映画「ライオン

年目のただいま」ストーリーは、インドのスラム街で暮

らしていた５歳児が、兄と仕事を探しに出かけた先で停車中の電車で眠り込み、
家から遠く千五百キロ離れた言語も伝わらない町で迷子に。路上生活の中で臓
器売買や人身売買の危機を繰りぬけ孤児院に収容されるも劣悪な環境でした。

オーストラリアの夫妻に養子に迎えられ大学に入学、グーグルアースなら地球
年後再会したという実話です。

上どこでも見れると教えられ、おぼろげな記憶を頼りに、生母や兄が暮らす故

郷を諦めることなく探し出し、
自分を探して心配している生母や兄の気持ちが痛いほどわかり会いたい気持
ちが募ります。養父母に感謝しつつも生親を探すことは裏切行為になるのでは

と悩み苦しみます。思い切って探していることを告白すると、
「あなたを産んで

☆支える会より

日（土）

○つくし野神社の夏祭り

８月

月

日（日）

○今後のバザーの予定

笑顔に暑さも吹き飛びました。

何度も繰り返しくじを引く子ども達の

て、
３百個のくじも早々完売しました。

ってくださいます。お蔭様をもちまし

張や照明の取り付けなど率先して手伝

することを歓迎してくださり、テント

も達がとても喜んでいるから」と参加

世話役の氏子の方々が「多くの子ど

２６

〇編集後記

た。
早速検討させて頂こうと思います。

ら」との有難いご提案をいただきまし

ろ そろ 募 金箱 のパ ッケー ジを 替え た

「いろいろ活動されているのだからそ

当 時の 被害の写 真 を貼って ま したが

募金箱を置いて下さっています。その

た美容室様が以来、６年間に渡って、

てることがあれば」と申し出て下さっ

東日本大震災の時に「何かお役に立

町田第５小学校 子ども祭り

町田福祉園 みのり祭

２２
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普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

くれた母親に感謝したい。私達夫婦は考え方が一緒で、自分の子どもを産むこ

とは出来たが自分の子どもを産み育てるより、世界中にいる恵まれない子供を

１０

事情は様々あれど、厳しい環境下
で、子供達が夢や目標を持って、健
気に頑張る姿に、秋の花、曼珠沙華
が持つ意味、
「天上に咲く赤い華、
良い事がある前兆」に重ねたい。
（Ａ・Ｉ）
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育てたい。その方が意味があるそう思って２人の養子を育てた」との養父母の
告白に、寛大な覚悟と大きな愛に感動しました。
年目の奇跡の再会、そこにはお互い相手を思う、決してあきらめることのな

い沢山の愛があふれていました。

生母は彼をずっと探し続け、戻ることを信じて住む場所を変えること無く帰り
を待っていました。兄は彼が迷子になった日、電車にひかれて亡くなっていま
した。生母は、同時に二人の子を失っていたのでした。
愛と感動でいっぱいになり涙が止まらなくなった時、映画の最後の画面に「イ

ンドでは毎年七千人の子ども達が行方不明になっています。」の文字が映りま

す。その数字に胸が痛くなり、エル・エンジェルチャイルドホームの子ども達
の笑顔を思い出しました。
路上生活の苦労や臓器売買や人身売買の危険等、沢山の苦難を乗り越えどん

なトラウマを持ってホームに入って来たのでしょう。しかしそんな過去を乗り

越えエル・エンジェルの子ども達が大学に進学したり、日本招聘の時に笑顔で
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語った将来の夢を見れることの幸せ、この映画を見てさらに深く感じました。

U

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
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当協会で活動に参加できることを心から感謝いたします。
（Ｙ・Ｅ）

“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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