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迎春
昨年は、皆様のご支援ご協力のお陰で沢山の活動ができましたこと
を感謝申し上げます。世界の人が皆幸せになるように一人ひとりが今
出来ることを考え、ボランティアの輪がより広まりますよう参加して
いただくことを願います。そしてエル・エンジェルの愛が・優しさが
満ち溢れますよう願っております。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

サンデベシ校

制服のお礼
前 回三十 四号 のボラ ンテ
ィア便りで「サンデベシ校の
子供達に制服を」と御願い致
しましたところ、たくさんの
方々 の暖かいお 心をいただ
き本当にありがとうござい
ました。十一月十六日より二
十三日まで ネパールを訪問
しその際制服を子供達のサ
イ ズ に 合 わ せ調 達 して お り
ま し た ので 生 徒 四 百三十 八
名全員一人ずつに手渡すこ
とができました。先生方には
セー ターをプレ ゼントしま
した。子供達は身体中から嬉
しさが溢れ制服を大事に抱
えて、喜び一杯の笑顔で飛び
跳ねていました。幾山を越え
て通っているのでしょう。帰
路遥か山の上の方からいつ
まで も 手を振って くれて い
ました。本当に本当に喜んで
いただけました。
御協 力いただ い た皆様に心
より深く感謝申し上げます。

☆ 制服と
運動会と
リボンと

☆ 特別賞与

エル・エンジェル校

狭い校庭にイスが並び一学年から順
にカレーが配られました。皿に大盛り
のご飯が盛られ、次に野菜や豆のカレ
ーがかけられました。最初、スプーン
で食べていましたがなかなか思うよう
に食べれません。先生がスプーンを回
収し手で食べるように言われるとあっ
という間に大盛りカレーを完食です。
次から次におかわりが配られ、二・三
日分を食べているのではと思われるほ
どの気持ちいい食べっぷりでした。

☆ 大盛のカレー

サンデベシ校
訪問する度に子供達の成長が見られ
ます。
学校に到着すると、道の両側に生
三階にあるゲストルームは少しでも
徒全員が花飾りを持って並んで、私
長く進学の為の勉強がしたい、向学心
達一人ひとりに歓迎を込めて、花輪
に燃えた生徒達が寄宿し、生徒を支え
をかけてくれ、温かく迎えていただ
る先生達も住んでいました。
きました。
医者になりたい・弁護士になりたい
等生徒達は未来に夢を持っています。
一人ひとりに制服を手渡すことが
未来にキラキラした夢を持てる、未来
できました。どんなにか嬉しいので
に希望を持てる。その子供達に未来を
しょう男子も女子も満面の笑みでし
希望を見ました。
た。
私達が想像する以上にエル・エンジ
ェル校の子供達の成長はめざましく、
教育の質の大事さを改めて思いました。
その後生徒全員の参加のもと、校
庭で学年別に徒競走をしました。低
学年はかけっこを、高学年はうさぎ
生徒の成績向上が先生方の努力によ
跳び競争をして、一等賞にはぬいぐ
るものであるということで先生方にボ
るみ、二、三等賞には文具の賞品を
ーナスを支給させていただきました。
渡しました。賞品を手にした子供た
努力すれば報われることで、今後の先
ちはこれまた笑顔で溢れていました。 生達の励みになると思います。
校庭の周りを村民の方々総出で取り
囲んで、徒競走に参加した生徒一人
ひとりに声援を送って、楽しんでい
エル・エンジェル校
ただきました。
ネパールの学校では女生徒が髪に
リボンをつけておしゃれを楽しんで
います。サンデベシ校ではつけてい
ない生徒がいたので、持って行った
白やピンクのリボンを結んであげる
と、次から次へとつけていない女生
徒が列を成して大賑わいでした。リ
ボンを結んでもらった生徒はとても
嬉しそうでした。
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カレーの後でプレゼントを渡しました。
杉本小学校・南毛利中学校から頂いた
文具類にキャンディ・ガムを添えまし
た。学年ごとに分けたはずなのに残っ
て数がバラバラでした。まだモクモク
とカレーを食べている子供達がいたの
でした。もり
と食べている子供達
の食べっぷりに私達は圧倒されました。
こんなにも食べることに真剣で米一粒
も大事に食べる尊い姿を見せて頂きま
した。ボランティアで来させていただ
いて本当に有難いことだと思いました。
杉本小学校・南毛利中学校の皆様い
つもネパールの子供達に心を寄せてく
ださりありがとうございました。

◇ 国際交流
英語版紙芝居
エル・エンジェル校
海老名市立杉本小学校の皆様より手
づくりの紙芝居や、学校紹介・海老名
市紹介・自分達の紹介などいろいろと
心のこもったプレゼントをいただきま
した。
英語教育が行われているエル・エンジ
ェル校で早速紙芝居を一クラスより十
クラスまでしました。
日本の童話の浦島太郎・桃太郎でした。
浦島太郎が最後にけむりでおじいさん
になった場面では子供達の笑いが出ま
した。
一生懸命聞いてくださいました。自分
も作ってみたい・絵がきれいなどとて
も喜んでいただけました。どんなこと
でも吸収しようというネパールの子供
達の意欲に圧倒されます。

☆ ナヤガン校
訪問

文部大臣からは、
「エル・エンジェル
協会のボランテイア活動は神様の御業
のようにすばらしくネパールのたくさ
んの子どもたちや親たちからも感謝の
声が届いています」と当協会の活動を
称賛され感謝の言葉を述べられました。
また、当協会が最初に建設・運営して
いるエル・エンジェル校を高く評価し
ていただき、エル・エンジェル校を訪
問し、どのようなことが参考になるか
見てネパールの学校に広く取り入れた
いと話されました。
エル・エンジェル校がネパール国での
モデル校として発展していることをう
れしく思うとともに皆様からの温かい
ご支援のおかげだと思いました。

会長は挨拶のなかで初めてネパール
を訪問したとき、路上で物売りの少年
が字が読めるようになりたいと言った
子供の切なる思いや、別のところでは
十歳過ぎた女の子を一人も見かけなく
て貧しさゆえに売られて行った子供た
ちのことを知り、一人でも多くの子供
たちに勉強してもらいたい、学校を作
りたい思いなどからネパールに学校を
と奔走し、現在三つ目の学校建設に着
手しつつあることを話されました。

ネパール国の文部大臣が私たちの宿
泊ホテルまで来られ、当協会のネパー
ルでの学校建設に対して政府からの感
謝状を会長に手渡されました。

ネパール政府から

◇ 感謝状

カトマンズから車で険しい山道を
約三時間走った、山奥深い村にある
ナヤガン校を訪れました。
校舎はレンガを積んだ、平屋造りの
古びた建物で、屋根はトタンを石で
押さえていただけで、約二百二十名
の子ども たち が 勉 強して います 。
教室は四教室ありますが、内部は暗
く床面は土のままでした。 教室は
日本の学校の教室の約五分の一ほど
の広さで子どもたちが勉強をしてい
ます。 砂ぼこりの机や椅子は半ば
壊れていて、子どもたちが勉強でき
るような状態ではありませんでした。
当協会は校舎建て直しの準備をして
います。
子どもたちにはえんぴつなどの文房
具や飴を渡しました。 どの子ども
たちも純朴そのもので、恥じらいな
がら受け取ってくれました。
山奥の子どもたちは飴など食べた
こともないらしく、飴の包み紙をむ
くことも分からなく、そのまま口に
する子どももいて、紙をむいて口に
いれてあげると顔がほころんでいま
した。
子どもたちは学用品をいれるカバ
ンも無くノートや教科書をそのまま
こわきにかかえて通学していました。
破けて肩や肘の見える制服を着て、
それでもニコニコ小さな野の花を手
に私たちを迎えてくれた子どもたち。
せめて制服とカバンを揃えて上げた
いと切に願います。
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☆ フリー
☆ 関東地区
マーケット
バザー

☆ 喜びの輪

町田サポート事業

｢

｣

来月も参加します と言って参加家
族や福祉園やボランティアの皆様が帰
られる時、とても有難く参加させて頂
く喜びの思いが溢れます。
笑顔の子ども達を見る時、幸せな気持
ちが心に溢れます。怪我や事故が無く
サポート事業が終了すると、参加した
皆に笑顔が溢れます。
事業を計画する人、参加する人等、皆
様の協力で運営されております。３月
まで残すところ３回となりました。こ
れからも油断しないで感謝の気持をも
って活動していきたいと思います。
今後の予定として計画しています。
１月２８日（日）凧揚げ大会（凧作製）
２月２５日（日）
イチゴ狩り
３月１１日（日）
デイズニー

参加家族の感想
○ 内観をすることによって、落ち着
いて子供に接することが出来るよう
になり、心のゆとりが出てきた。
○ 子どもが以前より落ち着いてきた
ように思う。

編集後記
ネパールやインドの子どもたちの喜
ぶ顔が見たくて次の訪問に思いをめぐ
らせています。
新しい年を迎え、心新たに世界中の
人たちの幸せを願い、微力ながも活動
を進めてまいります。今年も皆さまの
ご協力をいただいてボランティア便り
を年４回発行の予定です。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
（ス）
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☆ 今年の
活動予定
一、インド学生の衛生指導
トイレ建設
一、ナヤガン校建設
一、エル・エンジェル校の生徒の
制服支援
一、ナ ヤ ガ ン 校 の 生 徒 の 制 服 支
援と教科書を入れる物（場所
柄を考慮するとリュックが
最適と思われる）
一、サンデイベシ校・ナヤガン校
の生 徒にワラ ゾウリ の作り
方を教える。（裸足の生徒が
多いが辺境の地域のためゴ
ムゾウリや靴等はサイズ等
も含め購入が困難です。藁は
現地にあり使用後は肥料に
なります）
一、文具（鉛筆・ノート・消しゴ
ム等）の支援

ＩＮ広島
一年を通して
日時：
年 月 日
報告者：若林弘美
五月に町田ボラン
ティア連絡協議会の
去年に続いて、
「おりーぶの秋祭り」 バザーを始めとして、
単独バザーやフリー
があった老人ホーム「おりーぶえん」
マケット等、計八回
でフリマを開催しました。
参加させて頂きまし
今年は、余剰品の販売に加え、手作り
た。特に印象に残っ
作品をたくさん用意する方針をたてて
たのは、十月に参加
挑みました。準備期間はおよそ１０ヶ
した町田第五小学校
月。クッションやテーブルクロス、袋
小物など多種多様の作品が出来上がり、 の子供祭りでの事で
す。
「あてくじ」を昨
去年並みの品揃えと売り上げにつなげ
年の倍、四百個用意
ることができました。当日好評だった
しました。多くの子
のは、薄型クッションです。
供達が集まり、その
車イスでは、背中やひじに当てて使う
時にネパールやイン
とラクだという理由から、施設に入所
ドの子供達の話をし
されている方が気に入って下さいまし
たところ、彼らはく
た。
じや焼き菓子を購入
作品作りにあたっては「布」のご提供
しただけでなく募金
をいただいたこと、プロ並みの製作者
をしてくれたり、他
がスタッフにいたことがきっかけとな
の子へ声をかけて販
りましたが、作品のアイデアを出すな
売に協力してくれま
ど話し合いの場を持ちながら参加者が
した。純粋で優しい
心を一つにして取り組むことができた
子供のこころに胸が
と感じています。このほか、フリマの
温かくなりました。
趣旨に賛同した方からの手作り作品も
多く寄せられました。
ご寄付を頂いた
方々や、ビラの配布
また、エル・エンジェルの活動内容を
や販売等ご協力して
紹介する写真・資料などを九州からサ
頂いた方々の暖かい
ポートをいただき、周りに支えられて
思いのおかげで、今
のフリマ体験となりました。
年も、楽しく有意義
本当にありがとうございました。
なバザーを何度も体
験させて頂きました。
有難うございました。

U

☆ 只今
紙袋製作中

ネパール・インドの子供たちに
渡すお土産を入れる袋は、環境の
ことを考え今後は包装紙、チラシ
等の紙袋を使用する予定です。
一回の訪問で約１０００の袋が必
要です。Ａ３サイズ（仕上がり２
５センチ×３５センチ）で約２セ
ンチのマチ付きの袋を製作中です。
環境を汚さず真に喜ばれる支援を
心掛けるように考えていきたいと
思っています。

特定非営利活動法人エル・エンジェル
１０２９０
番号
６８１０７１９１
口座名
記号
郵便口座
支援金振込先
U

○

“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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