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師走を迎えお忙しいことと存じます。
今号で、ネパール・エンジェル校の様子をお知らせさせていただきます。長年
の皆様のご支援のお陰であり、成果です。
ご協力を賜りましてありがとうございます。
ボランティアをするにも色々な支援の形がありますが、特に今年は大水害後の
片づけを汗みどろになりながら手伝われる方々のお姿に頭が下がりました。
“何かお役に立ちたい”そんな思いがよぎった時、今、自分に出来ることそ
れは理由づけによる削除ではなく、むしろ一寸無理と思われることも一歩踏み
出してやってみることが自分の心に添うことになるのでしょう。

公認会計士

・ ルケナス ゴータム

幾つかの例は左記のとおりです。

新しい年が良い年でありますよう祈念申し上げますと共に今後ともご支援を
宜しくお願い申し上げます。

☆エル・エンジェル校便り
（ネパール）
この度、エル・エンジェル校の様
子が届きました。
ポカラ市ラマチョール村においてエ
名からの

ル・エンジェル校を一九九八年に開
校、ナースリを含め生徒

・ へムラジ パウデル
ネパールのパスポート部のシニ

スタートでした。
当時、村には電気もなく、道らしい
年、当会のたくさんの方

ア オフィサー

あれから

道・道路の整備・・等インフラを整
備することが出来、村も豊かになる
につけ学校の生徒も増し、今はネパ
ールでも有名校となりました。一部
ですが、生徒の目覚ましい成長に、

薬剤学・理学士 号( を)終了して、
病院勤務
・ スリジャナ アチャーヤ
薬剤学理学士（号）を終了

愛しみ合うことは 人として義務である

喜びを分かち合いたく存じます。

・ プレム ゴータム

道もない貧しい村でした。

68

に支えられて学校の運営、電気・水

19

・ クリシュナ バンストラ

ＭＢＡ（経営学修士）を終了、
銀行員（バンクオフィサー）
・ クリシュナ アチャーヤ
政府の学校に勤務
・ バルシャ タパ
ＢＳＣ病院勤務看護師

ル・エンジェル校の校長ではなくな

りましたが、エル・エンジェル校の

コミュニティーのメンバーです。

現在、私は他の学校に勤務をしてい

ますが、エル・エンジェル国際ボラ

ンティア協会に貢献頂いた事柄を忘

れることができません。

ＬＡＩＶＡは私のキャリア（職歴）

の発展において主要な役割を果たし

てくれました。

校長としてのポジションを確立して

ＬＡＩＶＡはポカラ村での成功した
・ ギーター パウデル

くれ、また学校を運営する機会を与

方がたを思い出します

者）を無くした感覚があり、よく貴

特に最近、そのような保護者（守護

を忘れることはできません。

やる気を起こさせるような、ご指導

ア（仕事）に対する、貴方からの、

私の個人的なまた職務・プロキャリ

ことができません。

ル・エンジェル校の環境から離れる

職を離れましたが、精神的には、エ

から、ポカラ村の成功した校長の役

環境は個人の要求とはあわないこと

期待や要求は制限がなく、すべての

えてくれました。

アメリカで看護師
・ ラジェシュ パウデル
政府役員
・ ウルミラ パウデル
ＢＤＳドクター
・ ロジーナ ゴータム
看護師
・ サンギータ パウデル
経営学修士取得中

他の生徒達も、頑張っています。

ラマチョーの家族や、エル・エンジ

ェル校、そして私個人に対する貴方

私は元気にしています。皆さんも

近い将来お会いできることを祈って

貴方に会えなくてさみしく思います。

の支援に心から感謝しています。

変わらず元気でいることを祈ってい

います。

☆前校長より

ます。

既にお伝えした通り、現在私はエ
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○Ｋ君へのお誕生日プレゼント

１４

た。またチームに貢献した子には個人
賞が贈呈されました。個人賞に選ばれ
る子が呼ばれると、チームメイトから
も歓声があがります。チームワークっ
て素晴らしいなと感じました。

○第３回エル・エンジェル杯
サッカー厚木市 年生大会

見て「え～、あんな大きなトロフィ
ーがもらえるの？」
「頑張るぞ！」と
気合が入っていました。
優勝～３位までのすべての選手にメ
ダルが送られる大会はエル・エンジ
ェル杯だけです。
表彰式ではキラキラしているメダル
を首にかけてもらってうれしそうで
した。
これからも応援を続けていきたいと
思います。

☆東日本大震災支援

１０

☆ 青少年育成事業
〇第２回エル・エンジェル杯
ドッジボール大会
９月 日（日）海老名市北部体育館
で大会が行われました。
当日は台風一過で 度になる真夏の
ようなお天気でした。そんな暑さにも
負けずにたくさんの子供たちが９時半
から集まっていました。
参加したのは幼児の部６チーム、低
学年の部 チーム、高学年の部 チ
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○Ｇ君へのお誕生日プレゼント

月で 歳 になるＫ君へ のお誕
生日プレゼント、何が良いのか叔母
様にお聞きすると「本人に聞いてみ
ても何が欲しいかわからないと思い
ます。」とのことでしたので「商品
券はいかがでしょうか」とお聞きす
ると、「商品券だと欲しいものが思
いついた時購入できるのでその方が
本人も喜ぶと思います」とおっしゃ
いました。商品券とクッキー、手作
りバースデーカードを贈らせていた
だきました。叔母様から「お誕生日
プレゼントありがとうございました。
男の子なので華々しいお祝い会など
は望んでいませんがプレゼントは大
変うれしい様でした。 歳は何かと
多感な時期ですが元気に勉強やスポ
ーツに励んでおります。確実に成長
していると実感しています。
（後略）」
とお礼状をいただきました。日々成
長するＫ君に愛情をもって見守って
いることに感動します。

１４

ームでした。
広い体育館を２面に分け、それぞれの

９月で 歳になるＧ君へのプレ
ゼント、いろいろと考えたもののお
好きなものを買っていただこうと商
品券にし、クロスのボールペンとク
ッキーと手作り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
なっていますので、今回が最後にな
ります。クロスのボールペンは大人
になって使っていただく為 歳の
誕生日にお渡ししています。
とても礼儀正しい青年で、お父様
や親族の方々の温かい環境の中、思
春期を過ごしたのだろうと思い、胸
が熱くなります。今後も大きく成長
して活躍していただきたいと願いま
す。
１８

部ごとに総当たり戦で戦い順位を決め
ました。そして午後は順位によるトー
ナメント戦が行われました。

子供たちも一生懸命ですが、そのチー
ムを応援する保護者の方も子供の一投
ごとに声援を送っていました。体育館
の２階席は保護者の方でいっぱいでし
た。また、たくさんのゲームを仕切る
役員の皆さんがてきぱきと大会を運営
されます。

「いいぞー」
「がんばれ～！」と保
護者の声援が響きます。
厚木市の河川敷のグラウンドで、サ
ッカーの小学一年生大会が行われま
した。
このエル・エンジェル杯はこの地区
の小学１年生にとっては初めての大
きな大会です
厚木、愛川地区の９つのサッカーチ
ームの選手がボールを追いかけてい
ます。秋風がだんだんと冷たくなり、
外で遊ぶ子が少なくなっていくこの
時期、子どもたちはその寒さに負け
ずにボールを追い
かけ、走り回ってい
ます。
この年代の子供は
サッカーと言うよ
りは、みんなボール
に触りたくって追
いかける「だんごサ
ッカー」になってい
ます。
子どもたちは本部
前に置かれたトロ
フィーやメダルを

１８

29

上位３位のチームにエル・エンジェ
ルからカップやメダルが贈呈されまし

１８

17

優勝旗を渡され
誇らしげな選手たち

1

24

21

○Ｍさんへのお誕生日プレゼント

☆無料塾 ねこの手

月でねこの手も開塾をし
てから 年を迎えることが

探り状態で先生 人、生徒
人でやり始めたのですが、今で

できました。
やり方もわからぬまま、手

1

素直
インド リシュケシに行かせ
て頂きました。
ある日ヒマラヤの
見える所、
４０００メートル位の
山に車で登りました。
前方はヒマラヤ
（曇りではっきり
は見えませんでしたが）
眼下にガ

ンジス川が見え、
とても気持ちの
良いゆったりした所でした。

代表が、
天空に向って願いごとを
大きな声で叫ぶといいわよと言

われ、
「・・・さんの病気が治り
ますように」
と突然大声で叫ばれ

月 で 歳 に な る Ｍさ ん への
プレゼント、お好きなものを買っ
ていただこうと商品券にし、クッ
キーと手作り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 婆 様 から の お礼 の 電話 の 中で
「合唱コンクールでピアノを弾い
てとても素晴らしいと褒められま
した。進むべき方向をしっかり考
えて勉強に励んでいます」との事
でお婆さまの
お喜びが伝わ
ってきました。
今までのご苦
労がむくわれ
る事かと存じ
ます。

☆福岡県よりお礼状

12

今では生徒も 人程度、先
生も 人程度になりました。

1

教える側は素人がほとんど
ですが、経済的な理由で十

分な教育の機会がなく、
貧困の連鎖が続きかねない子供たちのため

に少しでも役に立てればとボランティアで
毎週通ってきてくれます。

中学 年生も 人通ってきており、受験に
向けて追い込みをかけています。

エル・エンジェルからは毎週の授業の休憩時
間に子供たちが楽しみにしているお菓子を

出したりしてきましたが、 月には授業で
使用するテキストを子どもたちにプレゼン

トすることができました。テキストが無いた
めになかなか宿題を出すことができずに効

果的な勉強ができなかった子供たちの助け
になっているようです。 月にはささやか

なクリスマスパーティを開催できるように
チョコレートのお菓子を生徒と先生にお渡

しさせていただく予定です。

○編集後記
被災地の子ども達の成長の蔭に、親代わり

（Ｍ・Ｓ）

になって支えて下さる方々がいらっしゃる
事を思います。敬意と併せて、人知れぬご苦

労にも思いを馳せます。
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０９６６５９７
普通預金 口座番号
海老名支店（４０９）

10

3

ました。するとＴさんも「・・・
さんの病気が治りますように」
と
すぐに大声で叫ばれました。
私も
叫びました。他の人も又「お父さ

んの腰が治りますよう」
「みんな
が元気になりますように」
と叫び

ました。みんなの声が、願いが、
大きなふところに吸い込まれる

ようでした。
こんな風に大声で仲間の病気回

復を祈る仲間の人達。
素直に叫ぶことで心が結び合う
そんな嬉しい思い。
人の幸せを願
う。
心が喜ぶってこんなことかな

と思いました。
心の喜ぶこといっぱいしたいな

と大自然のふところのもとで素
（Ｓ・Ｉ）
直に思いました。

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

11

12

口座名

６８１０７１９
普通預金 口座番号
店番 （０２８）
店名 （０２８）

６８１０７１９１
記号
１０２９０
口座番号
特定非営利活動法人エル・エンジェル
ゆうちょ銀行

１５

年７月５日からの大雨災害か
ら半年が過ぎました。
当協会からのお見舞いに対し、福
岡県共同募金会よりお礼状を頂き
ました。
「被災市町村を通じ被災さ
れた方々にお届け致します。義援
金に託された励ましが何よりも大
きな心の支えになる」と記されて
いました。
皆様のご支援ご協力に感謝申し上
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。
○
支援金振込先 郵便口座 口座名 特定非営利活動法人エル・エンジェル
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