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つぎ 中指にかけて・・・ （指あみ）

各競技より三位までを選出する予
定でしたが、どの生徒も学校を代
表するだけあって素晴らしい出来
栄えで、急きょ特別賞を設け四人
に出しました。
賞品
一等
ダウンジャケット
リックサック・ぬいぐるみ
文具・お菓子
二等
ダウンベスト
リックサック・ぬいぐるみ
文具・お菓子
三等
ウィンドブレーカー
リックサック・ぬいぐるみ
文具・お菓子
参加賞 ショルダーバック
ぬいぐるみ・文具・お菓子
入賞した絵画は額に入れてプレ
ゼントしました。選ばれず泣き出
す生徒もいましたが、落ちた悔し
さをばねに頑張って欲しいと思い
ます。

教えることを乾いたスポンジが水
を吸うように確実に覚えていく、
本当に優秀な生徒ばかりでした。
覚えることが楽しい、新しいこと
が楽しい、学ぶことが楽しい、だ
から私達も楽しかったのです。ま
た来年もやろうね、もっともっと
楽しいこと考えてくるからね、ボ
ランティアみんながそう思ったに
違いありません、みんなの顔がと
っても輝いていたから。その後カ
レーパーティをして子供達は山盛
りのカレーを嬉しそうに食べてい
ました。山奥から来た子供達は前
日からホテルに泊まり初めて見る
町の賑やかさ、人や車の多さ、ま
た何種類もあるカレーのおいしさ
に驚きの連続だったと思います。
これまでに一番楽しい体験でした。
次回は皆様も是非、と心から思い
ました。

一等賞 おめでとう！

初めての ごちそう

十一月八日から十日間ボランテ
ィア三八名でネパールの三校を訪
問し、一〇四一名の生徒達に御寄
付頂いた学用品やぬいぐるみを届
けて参りました。

三校合同技術大会

作ること、美しく作ることを目
的としてさあがんばろう」
会長の挨拶でエル・エンジェル
校、サンデベシ校、ゴルスメワリ
ー校、三校合同の技術大会がカト
マンズの結婚式場を借りきって行
われました。男子は紙ヒコーキ、
竹トンボ、ラジオ、女子は指あみ
マフラー、絵画、三校から各学年
の一等から三等まで総勢七十八名
と付き添いの先生、ボランティア
三八名、大賑わいの中で生徒が競
い合いました。他の学校は二日間
通い教えましたがゴルスメワリー
校は一日だけでした。そのような
ハンディを背負い又初めてであろ
う都会のカトマンズ市内、どんな
に緊張しただろうと思います。
そのことをものがたるように着い
たすぐは、目を点にし、直立不動
の姿に思わず肩を抱きしめました。
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大成功・大盛況
「なぜこういうことをするかと
いうと日本もネパールも何も資源
がない、日本は戦争に負けて何も
ないそれが今世界で日本の力があ
る。正確に物を作る、美しく作る、
そういうことをすることによって
日本はソニー、パナソニック等世
界に誇れるいろんな技術が出来ま
した。みんなにも小さくても美し
く、正確に作ることを勉強して欲
しい。日本、ネパール同じように
成長しよう、だから今回は正確に

飛ばすぞー 竹とんぼ

世界各国からの本
（エル・エンジェル校）
ボランティアさんの呼びかけでイン
ターネットで海外のボランティアの輪
が広がり、世界各国の方々からたくさ
ん本の寄付をいただきました。エル・
エンジェル校の図書室もお陰様で本が
増えますます充実した図書が揃いまし
た。こちらへの気づかいから直接現地
に送っていただき外国の送料の高さを
思いますと大変ありがたく思いました。

した。現在五年生までの生徒が通って
いますが八年生まで通えるようにする
ため増築の要請がありました。

制服届けました
（ゴルメスワリー校）

病気 そして通学

（ナヤガン村）

皆様のお陰で病気治療の子も回復に
向かい、投薬治療を続けながらコルセ
ットを着用しやっと学校へ通えるよう
になり笑顔で私達を迎えてくれました。
でもまだ安心は出来ず治療と充分な栄
養が必要です。家庭環境を考え、弟も
いることで一年分の食料として米と豆
を渡すことにしました。手術をしても
五十％と言われた命が多くの人の助け
たいと思う心が届き、今の状態まで回
復したものと思います。助かった命、
元気に野山を駆け回れるようになるま
で皆様と一緒に見守りたいと思います。
皆様のお心に感謝申し上げます。
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先生にセーターを支給

皆様のお陰で生徒達に制服として、
ジャージ上下とゴムゾウリを渡すこと
が出来ました。また杉本小学校、南毛
利中学校、他の皆様より学用品やぬい
ぐるみなどいただき、皆様に代わりま
して生徒に渡すことができました。エ
ル・エンジェル校、サンデベシ校にも
届けさせて頂きました。本当にありが
とうございました。破れたみすぼらし
い制服ときれいな制服では気分も大き
く違うでしょう。生徒達は新品のジャ
ージとゴムゾウリで胸を張ってカトマ
ンズ大会にやってきました。
皆様に心より感謝申し上げます。

村民への開放
（ゴルメスワリー校）
新しく完成した図書館にいっぱい現
地の本が並びました。本を読むことで
世界が広がりワクワクして欲しいと思
います。図書館は村の人たちも開放す
ることにしました。字が読めない大人
の人もいます。学ぶことの大切さ、子
供を学校に通わせることの大事さを思
われるかも知れません。
子供だけなくたくさんの人たちが利
用して欲しいと願います。

図書室 （本が入りました）

（エル・エンジェル校）
一年ごとに子供達が成長し、訪れる
度に驚かされます。授業態度が礼儀正
しく学ぶ意欲を感じ、成績が数段にア
ップしています。これもひとえに指導
のたまものと思い、頑張って下さって
いる先生方の努力に対しユニフォーム
としてセーターをプレゼントしました。

やっとできた校舎
（ゴルメスワリー校）
山奥深い所にある学校のため道も悪
く建設資材を運ぶにも困難な所で建設
工事が遅れていましたが、やっと子供
たち念願の二階建ての校舎が完成しま
した。これで雨が降っても暑い日も教
室で勉強できます。子供たちは二階建
の新しい校舎が嬉しくて階段を上がっ
たり降りたりしてとても嬉しいそうで

旧教室内
新校舎

もう破れた制服
（サンデベシ校）
サンデベシ校を訪れ驚きました。２
年前、皆様の善意で新調し配布した制
服の水色だったブラウスが黄土色に変
色し、ボロボロに破れ繕うでもなくそ
のまま着ているのです。おさがりを着
ているのでしょうズボンを穿いた女の
子や、お尻のところがぱっくり破れて
肌が見えている小さな女のお子さんも
いました。着のみ着のままで過ごして
いることが手にとるようにわかりこれ
が現実なのだと心が痛くなりました。
子どもたちに新しい制服を着てもらえ
るよう頑張ってバザーの回数をもっと
増やそう、そう心に誓いました。

招聘その二
科学未来館
宇宙、地球、人間という大きな視野
で科学未来館を捉え
「技術更新と未来」
「情報科学技術と社会」「生命の科学と
人間」
「地球環境とフロンティア」四ツ
のテーマが揚げられています。生徒達
は人体の模型をバラしては組み立てた
り博士に（未来館には優秀なスタッフ
が大勢入られ博士もいられます。
）
英語
でたくさんのことを教えて頂き、いろ
んな質問をし、何にでも興味を持ち知
識を吸収していました。
「ロボット、Ａ
ＳＩＭＯ」の実演コーナーではロボッ
トと暮らす未来社会を学び「宇宙エレ
ベーター～科学者の夢みる未来～」で
は数十年後、私達はロケットではなく
エレベーターで宇宙に行く時代を迎え
ているかも知れない・・・そんな科学
者の夢みる未来をアニメーションで見
ました。そして全世界が一年間戦争を
辞めれば、そのお金で宇宙エレベータ
ーが出来るということに大変興味を示
していました。
あまり熱心だったので、
充分学んで欲しいとの思いで見学時間
を延長しました。
何事にも興味を持ち、
学ぼうとする生徒の未来は限りない光
に照らされていると思いました。

学校訪問・工場見学
海老名市杉本小学校では音楽や初体
験の習字、運動会の練習に参加させて
頂きました。

習字はネパールにはなく、生徒さん達
に教えて頂きおそるおそる筆を握って
いましたがすぐに力強く書いていまし
た。運動会の練習では去年も一緒にや
ったねと生徒さんは嬉しそうに歓迎し
て下さり、扇子を貸して頂きました。
厚木市立南毛利中学校ではどの教室へ
も自由に出入りさせて下さり、授業を
見学したり交流を計って下さいました。
生徒役員の皆様は次の時間試験を控え
ていたにも関わらずプレゼントを携え
歓迎して下さいました。エル・エンジ
ェルの生徒達も学用品などを集めて下
さっているお礼を言いヒマラヤの写真
など渡しました。
小学校も中学校も歓迎ムードいっぱい
でありがとうございました。また海老
名市内の日立ピアメカニクス㈱を見学
させて頂きました。優秀な日本企業を
見学し技術の大切さを学んだものと思
います。教育関係・企業等ご声援いた
だき心より感謝申し上げます。

小田原城・

ウィルカムパーティー

雨にも関わらず、日曜日ということ
で大勢のボランティアさんが参加され
ました。小田原城の歴史が模型や映像
でわかりやすく説明されました。昔々
の日本を少し感じてもらえたでしょう
か？甲冑や着物の貸し衣装があり、各
自好きなものを選び男子は凛々しく甲
冑姿、女子はお姫様姿で艶やかに写真
に収まりました。
夕方からウィルカムパーティーです。
大勢の方が集まられ、とても賑やかな
パーティーでした。プロの声楽家によ
る生の美しい歌声が流れ、また生徒か
らは日本語によるエル・エンジェルの
歌が唄われ柔らかい空気に満ちみんな
ひとつになって幸せの輪が広がる、そ
んなひと時でした。
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心のサポート事業

（サンデベシ校訪問）

毎月１回『障がい児・者を抱える家
族への内観療法による心のサポート事
業』で、「内観のコツとして母がいな
かったら、自分はどうだっただろうと
考えてみて下さいと言われハッとさせ
られました。当たり前だと思っていた
ことが、まだまだ沢山あるように思い
ます。また、来月もよろしくお願いし
ます」と感想文をいただきました。
開始から約２年、月１回の内観を続
けることで、本人だけでなく家庭が安
定し、お子さんにもうれしい変化が現
われているとのご報告も頂き、待たれ
ているのだと思います。

感想

古い物を届けない心

ネパールの子供達のためにと
御寄付をいただき、感謝申し上
げます。品物においては、ほと
んど新しいものばかりで、現地
の子供達もとても喜ばれていま
す。
インド・ネパールとはいえ、
私達と変わらぬ人間、失礼があ
ってはならないとのご配慮と有
難く受け止めさせて頂いており
ます。私達も自分だったら、又
我が子だったらこの品物使うだ
ろうか否かと考えながら送らせ
ていただいております。

募金のお願い

~ そよ風 ~

今年は、
エル・エンジェル生徒来日。
図書増本、
ゴルスメワリー校の新校舎、
図書館新設、生徒達に制服、又病気の
子の支援、全生徒へのミルク、肝油配
給、技術大会、インド孤児運営、町田
サポート事業等いろいろな支援をさせ
ていただき、
多くの喜びを頂きました。
これもひとえに皆様のご協力の賜物と
感謝申し上げます。これからも子供達
の学ぶ環境を充実させていきたいと考
えております。今後とも皆様の御協力
を賜りますよう心よりお願い申し上げ
ます。
編集後記
八年ぶりのネパールでとても驚き悲
しかったのは、温暖化によってあの美
しいヒマラヤの山々の雪が溶け山肌が
出ていることでした。温暖化の影響を
目の前にし、一人ひとりが早急に行動
に移さなければならないときに来てい
ると思いました。
（衛）
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普通のこと
街頭募金時、中年
の会社員の方が募金
箱に百円入れてくだ
さいました。
お礼を言うと「普通
のことしただけだよ。
そんなにお礼言わな
くてもいいんだよ。
普通のことでしょう」
と言って足早くに人
込みの中に消えて行
かれました。
「普通の
こと」その言葉に感
動すると共に反省し
ました。
「普通のこと」
と一人でも多くの人
が思うようになると
この世界は大きく変
わるだろうと思いま
した。その中の一人
になりたいと思いま
す。
街頭募金に参加させ
て頂き心の学びをさ
せて頂きました。
ボランティアは己の
心の学びの場である
ことを改めて感じ
ることができ感謝い
たします。
折り紙担当になりました。子供達は
キラキラした目で日本語で身振り手振
りでの説明を熱心に聞いてくれ虎を折
り、顔を書き、仕上がってくると教室
のあちらこちらから「ミャーミャー」
の声、怖い虎には見えずかわいいネコ
に見えたようです。
折り紙の子供達はムシロの上でやって
欲しいとのことで「机の上でも角がキ
チッと合わないのに大丈夫かなー」と
心配しましたが、
取り越し苦労でした。
ムシロに靴を脱いで座る私達に自然に
子供達もゴムぞうりを脱いで上がりま
した。折り紙を配るのに我先にと前に
出てくる子供達。まるで家で孫に折り
紙を教えているような和やかな光景で
した。
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“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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