
エンジェルエイド・ニュースレター No.2      

★インド・ブッダガヤ 学生支援 プロジェクト「ドリーム」      
インドブッダガヤの貧しい家庭に産まれた子供たちは、

１０年間スーリヤバハルティスクールで、無償の教育を

受けることが出来ました。その彼らが今、目を輝かせて

夢や希望を語り始めています。                                             

私たちエンジェルエイドは、子供たちがカースト差別を克服し、描いた夢を実現して社会に

貢献出来るよう、スーリヤバハルティスクール卒業生の大学進学を応援します。                                        

未来の夢を実現するインド ブッダガヤ学生支援プロジェクト"DREAM"へのご参加、ご支

援お待ちしています!    一般社団法人エンジェルエイド代表理事 友田美代子 

一般社団法人エンジェルエイド・支援第一弾 

プリティ 

ラメッシュ 

夢「軍人」 

スマ 

夢「公務員」 

私達エンジェルエイドは、どんな環境の中でも希望を失わず、 明るい未来を信じて努力を続ける子供達を応援します。 

一般社団法人エンジェルエイドホームページ： www.angelaidassociation.org 

夢「医者」 

夢「警察官」 

 ーあなたの ONE ACTION が世界を変えるー  
エンジェルエイドは、どんな環境の中でも 希望を失わず、明るい未来を

信じて努力を続ける子供達を応援します。自立を目指し、新しい時代

を創っていく子供達と一緒に、大きな夢や希望を育てていきませんか。   

ラダ 

エンジェルエイド奨学生達 スーリヤ・バハルティ・スクールの生徒達 

夢「公務員・ダンサー」 

アヌラダ 



＜日本語の通訳になり、航空会社を立ち上げ、そして学校や

病院を建てたい＞チャネッシュ・クマール（スーリヤ校第３期卒業生）  

日本語能力検定試験JLPTのN２取得を目指して頑張っています！家計

が苦しいので、家族は早く働いてほしがっていますが、僕は大学を卒業して

通訳になりたいです。そして、農場経営や、航空会社経営でお金を貯め、

貧しい子供のための学校や、病院を建てたいです。 

特別奨学生チャネッシュのビジョン・ボード（将来の設計図） 
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航空会社の社長 

日本語通訳 

日本企業で働く 

貧しい子供のための学校を設立 

農場経営 

アパート・マンション経営 

乳製品を世界に輸出 

病院設立 

途上国の子供に日本語教育 

ガヤ大学では化学を専攻。コンピュータの塾でも学

び、英語の専門学校では英語力を認められ、リー

ダーとして活躍。母校スーリヤ校で日本語を教える

ボランティアもしています。２０１６年７月、日本

語能力検定試験N4に合格しました！N３受験

後、現在、N2受験に向けて勉強中です。 

英語の専門学校の

クラスメートたちと 



＜日本語の通訳になって日系企業の工場をインドに誘致したい＞ニーラ

ジ・シン（スーリヤ校第２期卒業生）  

JLPTのN2に合格するため一生懸命日本語を学んでいます。将来は日本

語通訳になって、日本企業で働きたいです。そして、日本企業の工場をイ

ンドに誘致して、インドを発展させたいです。インドを日本のような平和で規

律正しい素晴らしい国にしたいです。車や電化製品やファッションに興味が

あるので、そういう物を輸出入する仕事がしたいです。そのためには、国際

的な法律の知識も必要なので、一生懸命勉強します。 

特別奨学生ニーラジのビジョン・ボード（将来の設計図） 

日本語通訳 

インドと日本の架け橋 日本企業の工場誘致 

日本のファッションを輸入 

車・電化製品の工場 

日本企業で働く 

JLPT・N4に合格し、１２月にはN3を受験。現在、N2取得に向けて勉強して

います。ガヤ大学では化学を専攻。コンピュータや英語の専門学校で実践的仕

事能力を高めています。チャネッシュ

と同様、母校スーリヤ校で日本語を

教えるボランティアをしています。 

トマトママとゆき先生と、

ビジョン・ボード製作 

ガヤ大学にて 



＜コンピュータのエンジニアや、日本語通訳＞ラフール・ク

マール・シン（スーリヤ校第３期卒業生） 

僕はコンピュータのエンジニアになりたいです。そして、日本語も

勉強して、日本語が話せるエンジニアになって、将来、日本

企業で働きたいです。     

（ラフール君は500

人が受験したコン

ピュータの試験で2

位になり、専門学

校授業料が半額免

除になりました） 

＜公務員になって国や人々に

奉仕したい＞ビニート・クマール

（スーリヤ校第１期卒業生） 

シャカムニ大学に在籍しながら、

職業訓練専門

学校で電気工

学のエンジニアの

勉強をしています。大学ではトップの成

績を修めています。将来は、電気技師

になり、公務員試験に合格して、インド

や人々に奉仕するのが僕の夢です。 

プレームジー

ト・クマール 

＜土木工学技術者になりたい＞サルボッタム・シンガニヤ（スーリヤ校第３期卒業生）   

僕は政府の職業専門大学でシビルエンジニア（土木建築家）になるための勉強をしています。こ

の大学を卒業出来れば、政府の公共工事を請け負うシビルエンジニアとして採用される可能性が

高いです。CADを学び、工事現場の実地訓練も受けています。エンジェルエイドのサポーターに心

から感謝しています！ 

（サルボッタム君は、第四学期の期末試

験で60%が合格点の中、91.1%という

高スコアの成績を修めました。しかし、一

生懸命勉強しすぎて、倒れたり、視力が

悪くなったりしてしまいました。医者からあ

まり勉強しすぎないよう注意を受け、体

調に気をつけながら日々勉学に励んでい

ます。） 

＜日本語通訳になりコンピュータ関係の会社で働きた

い＞ビクラム・クマール（スーリヤ校第１期卒業生）

JLPTN5合格 

僕はインドを日本のような素

晴らしい国にしたいです。今

N3取得を目指して日々努力

しています。通訳になって妹の

結婚資金を貯めます。コン

ピュータやロボットに関係する

会社で働きたいです。 

インド・ブッダガヤ学生支援プロジェクト「ドリーム」奨学生 エンジェルエイド・サポー

ターの皆様、スーリヤ・バハルティ・スクールの卒業生の大学進学支援にご協力ありがとうございます！ 

特別奨学生＆候補学生のご紹介  エンジェルエイドは、奨学生の中でも、特に優秀で将来有望な学生を

特別奨学生として選抜し、大学学費に加え、塾やアカデミーでの教育も支援しています。 

2001 2016 2009 

91.1%の

高得点！ 

CADの授業の作品 



特別奨学生候補 
＜日本語の通訳になり、そして社

会に奉仕したい＞ニランジャン･ク

マール（スーリヤ校第5期卒業

生） 

僕の家はとても貧しいです。スーリヤ校

で素晴らしい教育を受けられたことに大

変感謝しています。そして信じられない

ことに、エンジェルエイドの支援でCBSEの高

等教育が受けられるようになりました。日本

語を一生懸命勉強して、日本語通訳になり

たいです。そして社会福祉をしたいです。自

分の人格を磨き、社会の困っている人々の

ために奉仕したいです。 

＜日本語の通訳になって日系企

業で働きたい＞ビカッシュ・クマー

ル（スーリヤ校第5期卒業生） 

僕は2016年、エンジェルエイドの支援

のお陰で11年生（現地高等学校

（大学教養学部と同レベル））に

進学出来ました。インド中央政府のシ

ラバスに基づく教育を受けています。僕は

子供の頃から日本語を勉強するのが大好

きです！ゆき先生に毎週日曜日に日本

語を教えてもらっています。将来、きっと日

本語通訳になって、日本企業に就職しま

す！ 

＜数学の教師になりたい＞  

アンチャル・クマーリ（スーリヤ校

第3期卒業生） 

私はガヤ大学の3年生です。将来は

数学の教師になりたいと思っていま

す。教師はただ教科の内容を知識

的に生徒に教えるだけでなく、尊敬

されるべき人格者でなくてはならない

と思います。教師は素晴らしい職業

だと思います。私はスーリヤ校で先生方から人生の教訓を学びま

した。頭がいくら良くても、その人の心が悪ければ、何にもなりませ

ん。人生をよりよく、誠実に、美しく生きることを、スーリヤ校の先

生方から学びました。だから、私は教師になりたいと思っています。 

＜心臓外科医になりたい＞  

リトゥラージ・ミシュラ（スーリヤ

校第４期卒業生） 

僕は心臓外科医になるのが夢で

す。僕はサイエンス、特に生物を勉

強するのが大好きだからです。父も

僕の夢をかなえるために、必死で働

いています。来年から再来年にかけ

て医学部受験統一試験（大学

３年からの専門課程）を受験し

ます。合格出来るよう一生懸命頑

張ります。応援よろしくお願いいた

します！ 

 
プレームジート・クマール＜将来の夢：クリケット選手＞スーリヤ校第１期卒業生 

僕は特別奨学生支援を受けています。ガヤ大学に在籍しな

がら、隣のジャルカンド州のクリケット選手養成所でプロを目指

して日々特訓をしています。ボーラー（投手）のポジション

で、各地の試合で良い成績を出し、現在、ジャルカンド州を

代表する「アンダー19チーム」（19歳以下の青年チーム）の

代表12名に選ばれました。州の代表チームの一員として、コ

ルカタやバンガロールなどのスタジアムで、インド全国の他州の

チームと試合をしています。この州代表の

試合に出ることは、プロへの一歩手前となり

ます。この上のリーグの選手に選ばれると、

給料がもらえるようになります。プロになった

ら、土の家で暮らす両親や家族の暮らしを

助けること、そしてスーリヤ校やエンジェルエ

イドを有名にしたいです！応援よろしくお願

いいたします！（右真ん中の写真：土壁

に表彰されたメダルがかけられている） 



<日本語教育支援＞2016年7月受験のJLPT(日本語能力検定試験）

で、2名がN4、1名がN5に合格!!! 

＜日本語教育支援＞ エンジェルエイド・サポーターとスカイプ交流 

皆様にうれしいご報告です!!! 2016年7月にデリーで受

験した学生のうち、N4受験の2名（チャネッシュとニーラ

ジ）とN5受験の1名（ビクラム）が合格いたしました!

（結婚したため奨学生ではありませんが、スーリヤ校卒業生

サンディープもN5に合格いたしました）（写真：左からニー

ラジ（N4合格）、ビクラム（N5合格）、チャネッシュ（N4

合格）） 

12月の受験に向けて、9月から11月の3ヶ月、猛勉強しました。N４を合格

した2名、チャネッシュとニーラジと、3ヶ月間の学習スケジュールを立てました。

ほぼ3ヶ月間、合宿状態でした。日本語総まとめの漢字・語彙・文法・読

解・聴解、そして日本語完全マスターの漢字・文法・読解・聴解を3ヶ月で

学びました。毎日12ページをこなさなくてはなりませんでした。そして、毎週土

曜日はN3の、日曜日はN4とN5の模擬試験をしました。日曜日はN5受験者や初心者に対して日本語教室を開いてい

ます。午前中、私がN5受験学生の指導をしている間、N3受験の二人に初心者を指導してもらっています。 

2016年12月にはN3受験、N4

受験、N5受験に挑戦いたしまし

た。霧のため32時間も電車に乗

り、デリーで受験いたしました。結

果は約3ヶ月後に出ます。現在、

それぞれ、次のレベル受験に向け

て、N2・N3・N4・N5の勉強を開始しています。皆様、応援よろしくお願い

いたします！ 

日本語能力検定試験（JLPT）1級（N1）または2級

（N2）取得→日本企業で日本語通訳への道が開けます！ 

奨学生たちはスカイプで、エンジェルエイド

のサポーターにご支援への感謝を伝えた

り、日本語教師ボランティアからレッスンを

受けています。学生や社会人（プロの日

本語教師・日本語教師の卵など）を中

心として、日曜日など週のうち都合のいい

日に、定期的にボランティアで日本語の会

話の練習をしてく

ださっています。日

本だけでなく、アメ

リカからの参加

も！ 



エンジェルエイド・サポーターからのメッセージ 

日系ブラジル

人とブラジル

人のサポー

ターから、手

作りのブック

マークとキー

ホルダーのプレ

ゼントをいただきました。 

そして、日本人サポーターKさんか

ら、鉛筆やノートをプレゼントして

いただきました！ 

 

Lu Kakoさん 

5年前初めての海外旅行でインドに行き、スーリヤ校の子供達に会いま

した。 

その時の子供達のキラキラした目、笑顔が忘れられません。 

勉強することで、夢を持つことができ、家族だけでなく、多くの人達の役に

立ちたいと思っている子供達の夢を、是非叶えて欲しいと、支援させてい

ただいています。 

支援させていただいているサルボッタムくんからの、純粋な気持ちを受け

取る度に、もっと、このエンジェルエイドの支援を広げたい、「夢は実現で

きる」という、自信を持った子供達を増やしていきたいと思っています。是

非、ご支援よろしくお願いいたします。   

北山千賀子 (特別奨学生サポーター・エンジェルエイド役員） 

初めて子供達の笑顔を見た時から、自分の子供にしたいぐらい喜びに満ち

ていました。一方で、その子供達の人生はどんなに厳しく辛いものだろうという

ことも考えました。 

子供達が幸せになり、自分達の夢を叶え、いつか彼らが他の人を幸せにで

きるように、私は毎日祈ります。信じることは恐怖を倒すための最強の武器

だと思います。  ありがとうございます。 

ネルザ  ナリア  (サポーター・ブラジルより） 



＜現地NGOチルドレンエイドが運営するスーリヤ・バハルティ・スクール＞ 

2001年10月「チルドレンスクール」開校 

2002年1月チルドレンエイドがNGOとして登録 

2002年2月「海外で活躍する日本人女性」テレビ東京出演 

2007年学校名を「スーリヤ・バハルティ・スクール（太陽のインド学園）」に変更 

2014年4月「秘境に嫁いだ日本人妻」テレビ東京出演 

2012年4月第一期生 卒業 

2016年4月第５期生 卒業 

2008年から週2時間、日本語授業開始 

2015年エンジェルエイドが

卒業生進学支援を開始 

 

 



＜一般社団法人エンジェルエイド＞  
（目的） 当法人は、地球上のあらゆる地域、
特に開発途上国において、青 少年の教育支
援、乳幼児の健康支援、母親の保健・衛生教
育な どの支援を通して、子供たちが尊厳ある人
間として生きる力を得て、 社会に役立つ人材に
育つよう応援すること、また、各国の青少年の 異
文化交流事業を通して、国や文化の違いを超え
て地球人類が互いに平和な社会を構築すること
を目的とする。  
（事業） 当法人は、前条の目的を達成するた
めに、資金集めを行い、次の 事業を実施する。 
（１）幼児教育・保育、学校教育及び職業訓
練教育等の実施、 その教育・保育施設の建設
及び運営等に関する支援、奨学金の給付。 
（２）途上国の母子に対して、保健・衛生・栄
養・育児等の教育 指導、また女性の意識向上
のためのセミナー活動をするための支 援。 
（３）給水施設など生活環境の改善のための
支援。 （４）医療上の援助、食料、学用品、
その他生活必需品等の援 助。 （５）家庭を
失った子供に対する保護及び援助。 （６）日
本や海外での国際交流イベントの実施。 
（７）日本を訪問する青少年のためにホームス
テイ先のホストを紹介するボランティアのネットワー
ク事業。 （８）前各号に掲げる事業を実施す
るため、内外の民間援助組 織との連携、日本
人専門家の派遣及び必要物資・資金の援助。 
（９）途上国の特産物、特産加工物等の製
造、輸入、販売に関する事業。 （１０）前各
号の事業に関する情報の収集、調査研究、啓
蒙及 び広報活動。 （１１）その他前各条の
目的を達成するために必要な一切の事業。 ＊
一般社団法人エンジェルエイド定款より抜粋  

エンジェルエイド・サポーターの皆様へ   NGOチルドレンエイド・井上如 

一般社団法人エンジェルエイドのサポーターの皆様、卒業生たちの進学支援、心より感謝申

し上げます。NGOチルドレンエイド（Bodhgaya Children Aid Charitable Trust）の

ディレクター兼ファンドレイザーをしている井上如（ゆき）です。2016年4月に無事、エンジェ

ルエイドからの支援がインド現地NGOチルドレンエイドに届きました。インドの中でも特にブッダ

ガヤのあるビハール州はインド一識字率が低く、貧困率もインドで一位、二位を競うほどで

す。15年前、村で学校を開いた時、子供達に「将来の夢は何？」と聞くと、「お母さん」か

「先生」しか答えられませんでした。その子供達も今では「ITエンジニア」「公認会計士」「数

学の教師」「日本語通訳」「看護師」「心臓外科医」など、具体的な夢を持てるようになりました。卒業生たちはエンジェル

エイドの奨学金支援のおかげで、ガヤ大学やシャカムニ大学などに通えるようになりました。さらに、特別奨学生に選ばれ

た卒業生たち６名は、実践的な専門的高等教育を受けるため、塾や専門学校でも学ばせていただいています。また、

日本語通訳を志す学生た

ちに、時間の許す限り日

本語を教えています。真剣

に勉学に励む彼らが、日

本企業に就職する日が近

い将来、必ず現実になると

確信しています。皆様の貴

重なご支援、大切に使わ

せていただきます。今後と

もよろしくご支援お願いい

たします！ 

＜一般社団法人エンジェルエイドが応

援する現地NGOチルドレンエイド＞   

ブッダガヤの「チルドレンエイド」は、スダマ・クマー

ルさんと井上如さんが2002年より夫婦で運営

しているNGOです。エンジェルエイド役員たち

は、9年ほど前からNGOチルドレンエイドが運営する スーリヤ・バハル

ティ・スクール（スーリヤ校）を応援して来ました。  

スーリヤ校は、貧しい子供達に無料で教育を提供しています。そして

今 、その子供達が成長し、大学に入る年代を迎えました。大学に行か

なければ、また貧しい村に戻るしかない現実を知り、私達は、彼らの大

学・専門学校等の高

等教育進学支援、職

業に繋がる日本語教

育支援等を通して、彼

らの自立と夢の実現を

応援していくことにしま

した。 支援は、現地

NGOチルドレンエイドを

通して行われます。 



エンジェルエイド・現地スタディツアーのご案内 エンジェル

エイドはブッダガヤの現地支援先NGOの活動を見

学するツアーを企画しています。ツアーでは、エン

ジェルエイドが支援している奨学生たちと交流・スー

リヤ校でボランティア教師・村の家庭訪問・世界遺

産マハーボディ寺院参拝・ブッダガヤの世界各国の

寺院見学・前正覚山・霊鷲山・ナーランダ大学遺

跡などの観光が出来ます。参加ご希望の方はエン

ジェルエイド事務局までご連絡ください。 angelaidassociation@gmail.com 

<2016＊エンジェル エイド スタディ ツアー >

(8月9日～18日） 

２年目を迎えた エンジェル エイド プロジェクト ”ドリーム”の初め

ての企画となった現地NGOの活動を見学するスタディツアーに、

10名の方が参加して下さいました。今回、子供達や奨学生達と

直接触れ合ったり、彼らの村を訪れたり、地域の状況を視察した

り、彼らを取り巻く現状に肌で触れて頂いた事は、エンジェルエイ

ドの活動を、より深く理解して頂ける大きな力になったのではないかと思います。 初めての

企画で、不安もありながらのスタートでしたが、予想を超えた素晴らしいツアーとなり、協

力してくださった皆さん、支えて下さった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。そ して素

晴らしい皆さんとご一緒に最高に楽しく、元気にスタ ディツアーを終えることが出来たこと

を心から嬉しく思います。 奨学生達、スーリヤ校の子供達や先生方、訪問先で出会っ

た 人々、ホテルのスタッフなど、日本とインドの人々の心が触れ合っていく瞬間を何度も

見る度に、今回 スタディツアーを企 画させて頂いて、本当に良かったと思いました。 これ

からもより多くの皆さんに参加して頂けるような、充実したスタディツアーを企画していけた

らと考えています。 本当にありがとうございました。                         

感謝を込めて〜 Tomato mama （代表理事・友田美代子） 

触れ合った学生たちは、教育を受けており、英語、日本語を話す彼らの姿に、教

育の素晴らしさを知りました。自分が勉強することで、インドを発展させるんだ、人の

役に立つんだ、困っている人を助けたいんだ、と真剣に語る彼らの姿に、私はとても

感動しました。子どもたちは、とても可能性に満ちていました。彼らがインド、ブッダガ

ヤを発展させていくんだという奇跡を共に応援できることをとても嬉しく思います。    

佐藤友美 

私は過去に東南アジアのNGOのスタディツアーに2度参加したことがありました。今

回のインドスタディツアーは今までとはまた違い、最高のものでした。 スーリヤ校や村

の見学など、インドの方々の生活を生で感じられるという貴重な体験ができてよかっ

たです。そして自分にはできない…と思っていた学校での授業や村での妊婦指導な

ど、自分の枠を超えるきっかけともなりました。このスタディツアーは一生忘れることの

ない大切な思い出です！ 竹田彩 



絵葉書やハンディクラフト作品 

スーリヤ・バハルティ・スクールでは、ビハール州の伝統

的画法「マドゥバニ・ペインティング」を生徒たちに指導し

ています。生徒の作品を絵葉書にしました。絵葉書の

売り上げは、給食費など学校運営のための寄付として

使用させていただいてます。 

エンジェルエイドは現地NGOチルドレンエイドが行っている村の女性の職業訓練プロジェクト

「アカッシュガンガ・プロジェクト」も応援しています。村の貧しい女性たちが裁縫や刺繍を学

び、貧困生活の中で収入を得る機会を提供しています。彼女たちの作品の売り上げは、「ブッダガヤ母子

保健プロジェクト」の運営に使用しています。村の妊婦や母親、乳幼児の健康促進

のために役立たせていただ

いています。

詳細はホー

ムページを

ご覧くださ

い。 

 

絵葉書やハンディクラフト作品の購入は、エンジェルエイド事務局までお問い合わせください。 

村の女性の職業訓練・アカッシュガンガプロジェクト 

ブッダガヤ母子保健プロジェクト 

「ブッダガヤ母子保健プロジェクト」は、貧しい村の新生児と母親の健康促

進を願い、母親たちの意識向上を目指している活動です。 

8月14日、スーリヤ・バハルティ・スクールの支援母体NGOチルドレンエイ

ドが毎月行っている「ブッダガヤ母子保健プロジェクト」に、エンジェルエイ

ド・スタディツアーの皆さんが参加されました。今回のスタディツアーには看

護師さんが3名、参加されていました。その中に助産師がいらっしゃり、彼

女に村の女性達の前で、妊娠・出産のメカニズムについてお話をしていた

だきました。初めてのことにも関わらず、立派に説明をしてくださいました。

母子保健プロジェクトを見学した後、皆さんとその村の生徒や卒業生の

家庭訪問をしました。土で出来た家、レンガで出来た家、裸電球一つし

かない部屋、家族数名で小さな部屋でぎゅうぎゅうで寝ている状態、土

で出来たコンロ、などなど、生徒たちの生活の現実を見ていただきました。

日本人から見れば大変過酷な状況ですが、生徒たちにとっては普通の

生活です。みんな満面の笑顔で自分の家を案内してくれました。 

ビハール州の田舎の女性達の識字率は低く、49.6%しかありません。州

全体の識字率は63.82%（男性：73.39%、女性：

53.53%）、田舎の識字率は53.9%（男性：67.1%、女性：

49.6%）です。 ビハール州はインド一識字率が低く、その中でも特に

田舎の女性たちの識字率は大変低いのです。 

田舎の新生児の死亡率が高いことと、母親たちの育児に関する知識の

無さは無関係ではないと考え、私達は村の女性たちへの教育を通し

て、新生児の健康促進を目指しています。 



一般社団法人エンジェルエイドは、

地球上のあらゆる地域、特に発展

途上国の青少年の教育支援、健

康、保健 衛生教育支援を通して、

子供達が逞しく生き、社会や国を

支える人材として成長していくため

の力になりたいと考えています。 

代表理事：友田美代子      

理事：北山千賀子、理事：日原

幸江、理事：朝邉泰子、理事：

田部雄治、理事：和田浩興、理

事：岡本明子、監事：末吉秀聡 

 ボランティア募集 

★日本語教育プロジェクト・

スカイプレッスン ボランティア 

（ブッダガヤの日本語を学ぶ学生

たちとスカイプを通して日本語で会

話していただきます。簡単な日常会

話の練習が目的ですので、経験の

ない方でもぜひご参加ください。） 

★事務ボランティア 

（事務局の事務のお手伝いをして

くださる方を募集しています。パソコ

ンが得意な方、ビデオ編集が得意

な方、ぜひご協力ください。） 

★絵葉書やハンディクラフト

作品 販売協力のお願い  

（レストランやカフェ、クリニックなど

販売協力店もぜひご紹介くださ

い。） 

お問い合わせ先 エンジェルエイド事務局               

電話：0774-26-7785                        

Eメール  angelaidassociation@gmail.com 

エンジェルエイドの活動にご賛同くださる方は、ぜひエンジェルエ

イド・サポーターに登録をお願い致します。 サポーターの皆様に

は、継続支援または一時支援のご寄付をお願いしています。  

 

＊継続支援 月々 一口 1,000円～ (口数は 自由)      

＊特別奨学生支援 月々 一口1万円～ 

＊一時支援 (教育/洪水 緊急 復興支援) 金額、回数 自

由  

(継続支援または一時支援は、所定の口座振替の申込用紙

をエンジェルエイド事務局までご返送ください。 一時支援は下

記の口座へ直接お振込みも可能です。)  

 

三菱東京UFJ銀行    京都駅前支店  

(普通) 434 3233593  

口座名義：シヤダンホウジンエンジエルエイド  

〒610-0343 京都府京田辺市大住責谷36－18      

一般社団法人エンジェルエイド事務局  
 

詳細はホームページをご覧ください。

www.angelaidassociation.org  

一般社団法人 エンジェルエイド ニュースレター No.２ (2016年12月発行） 

メルカリのNONONショップページのハンディクラフト作品（ミサンガ）は、

NGOチルドレンエイドが運営する「アカッシュガンガ」（村の女性の職業

訓練プロジェクト）により製作されています。ミサンガや、インド産ショール

を購入していただくと、売り上げの一部が「一般社団法人エンジェルエイ

ド」を通して、現地NGOチルドレンエイドに寄付されます。その寄付は、

「アカッシュガンガの職業訓練プロジェクト」や、「ブッダガヤ母子保健プロ

ジェクト」、日本語教育、学校運営などに使用させていただきます。                

https://www.mercari.com/jp/u/273469418/ 

メルカリ（スマホのオンライン・

ショッピング・アプリ）から、手作り

ミサンガやインド産ショール購入で

支援！ 


