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エンジェル校生徒来日
第三回目の生徒招聘です。十年
生の成績優秀者、男子二名・女子
二名・引率者二名・計六名日本に
招聘する計画を進めています。昨
年も日本から多くのことを学び又、
エル・エンジェルのボランティア
精神を学んだ来日でした。広島で
は原爆慰霊碑で平和を願い折り鶴
を納めさせて 頂く ため、広島の
方々に千羽鶴を折って頂いていま
す。また若い人達が、来日に向け
て英語の冊子を作ったり、スケー
ジュルを練ったりしています。来
日に向けてボランティアを募集し
ております。御協力よろしくお願
い致します。
16 日

滞在内容

（ロック・フェラー）

人は与える時に有能になり、与える程に成功する

今年度の事業計画

制服のお願い！

（ゴルメスワリー校）
エル・エンジェルで支援を始
めた三校目の学校です。
サンデベシ校よりももっと辺地
で栄養失調の子・病気の子、貧し
さも又一段と厳しい所です。
通学カバンなどもちろんなく、
むきだしで教科書を持ったままの
通学です。この生徒達に制服をと
思いましたが、
崖を駆け登ったり、
道なき道を通学路としている子も
多く、ジャージの方が生徒達には
動きがよいのではないかと思って
います。校舎が完成すると、生徒
数約二百名になる予定です。ぜひ
皆様の御協力を賜りたく、どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

子供の病気治療

（ナヤガン村）
みな様のご支援のお陰をもちま
して子どもの病気治療も順調に進
んでいます。脊髄カリエスの女の
子は五月三十日にカトマンズの病
院にて手術をすることができ、術
後の経過も良好とのことです。今
は、患部に溜まる水を抜くなど、
治療が続いています。発見がおく
れた結核性の病気とて完治は難し
いともいわれています。「タータ
ー・ターター」とかわいい声で、
いつまでも膝から降りなかったあ
の子の温もりがいつまでも残り、
完治して、あの山道をおもいっき
り駆けて欲しいと願います。

心と体に栄養を

（インド）

（ゴルメスワリー校）
図書室が完成しました。 多く
の本を読んで知識を広め、心豊か
に育ってほしいと思います。
現在はネパール語の本しか読めま
せんが、将来は英語の本が読める
ように成長してほしいと願ってい
ます。ゴルメスワリ校は山奥深い
ところにあるので、栄養失調によ
る病気がちの子どもが多く、
全校生徒（約１３０名）に肝油と
ミルク２５０㎖を毎日支給してい
ます。まだまだ栄養は十分とは思
えませんが、病気がちの子ども達
が少しでも無くなり、元気に通学
できることを望みます。

孤児院だより

くん１２才（弟１０才
BASHA
（入所児）
・母、病弱ながらも肉屋
の賃金）
でメイド、一日３０ RP
五月一〇日、孤児院を脱走しバイ
クを盗み警察から連絡が入り、ジ
ャナ氏とホームのマザーとで出頭、
警察もホームへ来て色々と調べて
行きました。「もう二度とこのよう
なことはしません。勉強します。
」
と母子で涙ながらに約束したとの
ことです。原因は１２才になり勉
強が難しくなり学校に行くのが嫌
になったからだとのことです。
＊ 子どもたちに少しでも温か
な思いを届けて上げたい、
そして、
将来に希望が持てれるシステム作
りを、と考えています。
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全て、みな様の善意に支えられてのボ
ランティアです。ご協力お願いします。

NPO エル・エンジェル国際ボランティア協会
〒243-0406
神奈川県海老名市国分北二丁目１７番１６号
tel 046-236-0001
fax046-236-0002

（2008 年 06 月）

宿泊先
9月

○国内
・町田サポート事業
・エル・エンジェル校、生徒来日案内
・バザー ・パネル展
○インド
・孤児院運営
○ネパール
・エル・エンジェル校
運営 及び給食
生徒招聘 英語図書補充
交流・技術競技大会
・サンデベシ校
交流・技術競技大会
・ゴルメスワリー校
子供の医療ケアー ・栄養補給
制服支給・図書補充
交流・技術競技大会
○その他・災害における支援（国内・外）
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成長する学校
（エル・エンジェル校）

八・九・一〇年生クラスの生徒全員が先に実施され
た国家試験で今年もまた特Ａ、Ａと優秀な成績を修め、
その評判が広まっています。ネパール国でクラス全員
がＡ以上の優秀な成績を修める学校は他に例がないと
のことです。
エル・エンジェル校で学びたい、そう評価される学
校になり、入学又編入することを望む生徒の数が増え
ています。現在七教室が収容できる二階建ての建物が
出来上がりました。その中の二教室は寄宿生のために
使われます。今まで十年生まででしたが、これで十二
年生まで学べることになりました。
現在国に申請中です。
これもひとえに皆様の
御協力・ご支援の賜物
とお礼申し上げます。

出逢い

･

Ｅさんのエル エンジェ
ルボランティアへの熱意が
溢れる土曜日の町田バザー
会場。八才の女の子との出
逢い。ネパールの写真を見
ながら現状を説明する。女
の子は目を潤ませながら聞
き入ってくれ、母親に話し
ていた。代金を払う母親に
笑顔が溢れ、そこに六月の
やさしい風がそよいでいた。

集めています！
○ ぬいぐるみ・文具（ノートを除く）
十一月、ネパールへ持参します。
○ バザー用品（アクセサリー等）

お知らせ
ネパール・ボランティア旅行を十一
月八日～十八日まで予定しています。
三校合同での技術大会を行います。
お楽しみにご参加ください。

チェンナイ供与漁船の現地調査
三年前に外務省の協力で供与した十
艘の漁船の保有状況をチェンナイ領事
館担当者が調査する為、会長・他ボラ
ンティアが四月十日から十九日まで現
地を訪れ担当者立会いのもと一艘づつ
存在を調査、確認しました。

~ そよ風 ~

編集後記
エル・エンジェル校生徒の来日が近
づいています。今年はどんな輝く笑顔
に出逢えるでしょうか。かけがえのな
い思い出になりますようにと願ってい
ます。
（沢）
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三校合同競技大会
十一月ネパール訪問時にエル・エン
ジェル校・サンデベシ校・ゴルメスワ
リー校各学校対抗の競技大会を行いま
す。まずそれぞれの学校で生徒達がゆ
び編みマフラー・紙ヒコーキ・竹とん
ぼ・折り紙などで優秀さを競います。
一種目につき三名を代表としカトマン
ズで学校別対決を行います。（付き添い
の先生各・一名同行）
。
四月に会長・他ボランティア三名で現
地を訪れ各学校の先生二～三名に趣旨
を説明、毛糸は買って渡し、紙飛行機
は持参した作り方の本に沿って指導し
てこられました。今必死で練習中だと
思います。
カトマンズでどの様な展開になります
か？
今から楽しみです。

心のサポート事業 再開
４月から町田市民フォーラムにおいて毎月１回、第１日曜日に『障がい児・者および不登校を
抱える家族への「内観療法」による心のサポート事業』を開始しました。
父母は、内観で「母親からお世話になったこと」を調べます。
外出する天使さん（当協会では障がいをお持ちのお子さんのことを天使さんとおよびしていま
す）と不登校児・兄弟はグループに分かれボランティア（専門の施設職員を含む）と共に、日頃
出来ない社会体験を楽しみます。四月はイチゴ狩り、五月は芹沢公園、六月は湘南台子ども館へ
でかけ楽しみました。不登校児・兄弟は内観の子ども版、
「ありがとう捜し」をします。
フォーラムに残る天使さん（医療ケアが必要なお子さんには看護師が付き添います）や、幼い
兄弟は、ボランティアと造形講師の指導で造形をしたり、音楽やおもちゃで遊びます。
親・天使・兄弟それぞれの心のケアをするこの事業はとても好評で、
「とても良かった。是非また
参加したい。内観は始めてでしたが、ふだん、何かのきっかけで『お母さん元気にしてるかな？』
と思うことはあっても、時期を決めて思い出したことはなかったので、だんだんといろんな事が
思い出されて、忘れていた記憶がよみがえり、温かい気持ちになりました」と、感想をいただき
ました。来年３月まで続きます。
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