
 
 



 
 

 



巻頭語 
 代表 藤田文子  

 「泣いている地球」の夢を見ました。フェスティバルにお招きした 4 人の方々を、広島の原爆記

念館にお連れした日のことでした。 「地球は青かった！」と口にした宇宙飛行士の見た美しい地

球は、今人間に泣かされている。そこに住む多くの人たちも泣いている。何とかしてその涙をぬぐ

うお手伝いをしたいと望んでいる人たちも多いのです。 久しぶりに催したエスナック・フェスティ

バルにいらしてくださった多くの方たちはそのような人たちだと実感させられました。   

 9 月 8 日から 25 日まで、4 人（バングラデシュ・インド・アフリカから）をご招待しました。例年の

ように、関西の会場としてお世話になっている不断寺で開催できなかったことは残念でしたが、

今年も福原僧正には随分お世話になりました。現地で、エスナックの里子達のお世話をしてくだ

さっている人達が、里親さん達の住んでいる 日本をより良く知って、近くに感じてくださることに

より、 里子たちとの距離を近づけたいと、里子教育の一端として、コーディネーター達をお招き

して、エスナック・フェスティバルを開催することにしています。 

 多くの方たちのご協力によって素晴らしフェスティバルになりました。短い日程の中で欲張りす

ぎた感もあり、ゆとりがもう少し欲しかったと反省しています。至らなかったことを深くお詫びいた

します。それにもかかわらず、訪問者達も、出席くださった方々もとても喜んで下さったことは一

つの慰めでした。各地での通訳ボランティアの方々も本当にありがとうございました。 

このフェスティバルでいただいた大きな喜びの一つは、 

2017 年 12 月でエスナックの支援を終了する 40 人近い里子たちが、里親さんに止められたり、 

里親さんに巡り合えなくて、里親さんを待っていると知りました。卒業を喜ぶ里親のないままエス

ナックを去っていくこの 40 人近い里子達に、とても心を痛めていました。やむなく、エスナックが

里親さんに代わって支援をしていました。4 か月だけでも里親になって下さるようにと、ご出席の

皆様に勇気を出してお願いしたところ、最初の福山と名古屋で殆どのこの里子たちに里親を紹

介できることになり、全員に里親ができました。 

 

【私たちの旅を顧みて】 

関空（8 日）： 関空での半日の交わりは日本の最初の良いステップとなりました。 福原・谷村・ 

深沢様にはとてもお世話になりました。100 円ショップの体験もできました！ 

福山（9～11 日）： 福山の友人たち総出で現地から持参してくださったバザーの品々の整理。  

   里親の皆様を中心に素晴らしいフェスティバル。鞆の浦国立公園で瀬戸内海の美しさを 

紹介できました。暁の星・福山教会の皆様の愛のこもった接待をありがとうございました。 

広島・大阪〈12～15 日〉： 例年通り広島の原爆記念会館・宮島・京都・大阪にお連れしました。

広島原爆資料館では世界の平和を祈りながら随分時間をかけました。豊中の田渕様の  

お宅にお世話になり、広島では木村様ありがとうございました。 

名古屋・多治見（15～17 日）： おもてなしの心一杯の浜野様・攪上様のお宅と高蔵寺教会に温

かく迎えられ、浜野家と多治見教会ではフェスティバルありがとうございました。 

東京・岐部ホール（18 日）： 懐かしい方々に囲まれた打ち解けたフェスティバルでした。いつもな

がら大澤様・山田様にはバザーの品の運搬ありがとうございました。 

横浜（19～21 日）： 和地様のマンションにお世話になり、横浜、東京を案内していただきました。

和知様のご家族・友人の皆様には楽しい喜びの満ち溢れたおもてなしを感謝！  毎日ミ

サを共に捧げて祈った感激はいつまでも心に残ることでしょう。 

富士見（21～23 日）： 稲畑ビラでの歓迎パーティから始まり、ペンション北欧での温かいおもて

なし、スタッフとの話し合い、ラッサムスープやフィリッピン料理、オカリナの演奏等の盛り込まれ

たフェスティバルでした。二人の神父様のタゴールの歌も素敵でした。 

習志野（23～25 日）： 7 時と 10 時のミサ後のフェスティバルで最終日を盛り上げることができま

した。藤田と 50 年間の友好のある方たちに囲まれた温かいフェスティバルでした。 



福山フェスティバル  感謝を込めて思うこと 

藤井正晴 

この度のエスナックフェスティバル会場準備の手伝いや活動報告に耳を傾けてくださり、また物

品販売、献金においても多大なご協力をくださりありがとうございました。 

エスナックの活動は貧しい中でも最も貧しい生活を強いられている人々のために活動をしている、

現地の女子修道会やそのような場で働く神父になるために学んでいる神学生のために、お互い

協力しながら教育里親活動しています。インドは近年経済発展著しいと報道されますが、実態は

ひどく貧困者が多いことに変わりはありません。バングラデシュ、エチオピア、ケニアも貧しいこと

に変わりはありません。3 日に１食しか食べられない子どもたちが、援助をすれば毎日１食食べ

られるそうです。経済的には貧しいけれどお母さんたちは孤児がいたら自分の子として育てるか

ら子だくさんになるとも聞きました。 このお母さん方はまさによきサマリア人を実践しているよう

です。心までも貧しくはないから子どもたちの目が輝いているのでしょうか。野たれ死にしていた

かもしれないこの子どもたちは経済的援助によって高等教育を受ける道が開かれ、国の発展の

ため、人々のために働く機会を得ています。 

 

私たちは神様からいただいた賜物をこの世で生かすようにと創造されています。人間らしくない

生活のまま死んでいく人々はどれほど死後に希望を見いだせるでしょうか。イエス様も嘆き悲し

まれます。同伴者イエス様と同じように、私たちが同伴者となることが、これらの人々が永遠の救

いに向かって歩むために大いに役立ちます。わずかな援助でも大いに役立っているのです。今

回の話を聞いて私たちのわずかな援助がどれほど役に立っているかを確信できました。   

  

また一方で、ありがたいことには、現地の里子や関係者の皆さんがいつも祈ってくれていること

です。今回私のことで 神父、シスター、エスナックの方々はすぐに輪になって祈ってくれ最後に

みんなで楽しく分かち合い、祈り合いました。 

彼等とは見える世界と見えない世界とでつな

がっているのだなと思いました。福山教会出

身者によって立ち上げられ 38 年を経過したこ

のエスナック教育里親グループが福山の地に

根付くことを願っています。   

 

 

 



Grace is communication！ 

和地英里（黒川） 

東京フェスティバルで、Fr.バレンタインに「あなたがバングラデシュの

教会でバレエを踊ったのを覚えています。」と言われ、本当に感動し

ました！Sr.藤田にインドとバングラデシュにお連れいただいたのは、

もう 25 年も前のことだったのです。 

 

9 月 19～21 日まで我が家のマンションのゲストルームにご滞在いた

だきました。フェスティバルのために来日され、Sr.藤田とともに日本

全国を旅される若い神父様とシスター方に東京と横浜をご案内すること、日本の子育て世代の

家庭の雰囲気を感じていただくのが、私のお役目かな・・・といつも考えています。 

初日は、学生時代からの祈りの友で、エスナックの里親の先輩である大山久美恵さんが、英語

の堪能なお嬢様と一緒に、歌舞伎座や都庁などの東京見物をコーディネートしてくれました。皆

様が駅でお別れするときに、一日でとても親しくなれたのが分かり、日本の大学生とお話しする

機会が出来たのもよかったなと思いました。 

 

二日目は、私が横浜をご案内しました。娘の小学校で出逢った祈るママ友が通訳を助けてくれ、

彼女のおかげで深く日本の紹介や意見交換が出来ました。横浜では、日本の近代的なところを

ご紹介しようと、カップヌードル博物館でオートメーションを体験して頂いたり、オービィ横浜で最新

のプロジェクションマッピングの映像を体感していただきました。限られた時間でいろいろなところ

をご紹介し、最後は皆様お疲れのようでしたが、神父様とシスター方が最も喜ばれたのは・・・私

がウェルカムパーティの間際に思いつきでお連れした娘の卒園した保育園でした。Fr.シュバシュ

が覚えたての日本語を園児たちにお話しすると、園児たちは「ハロー！」「センキュー！」と山のよ

うに集まってきて、Sr.スマや Sr.ナンシーの手を離しません。Fr.バレンタインも目を細めてカメラの

シャッターを切っておられました。 

 

私の家族や親せきが集まってくれ、Sr.藤田をお迎

えして小さなウェルカムパーティをしました。神父様

たちは美しいタゴールの詩の歌などを合唱して下さ

り、私たちは日本の唱歌や 英語の讃美歌を歌い

ました。0 歳の赤ちゃんから 81 歳の父まで、楽しい

ひと時を過ごしました。 

 

 



ご滞在中の三日間、毎日我が家でミサを捧げてくださいました。一日目は主人と娘、翌日からは

ご近所の教会のお仲間も参加しました。最後のミサの分かち合いで、Sr.藤田が「Grace is 

communication」ということを教えてくださいました。私たちは日々、コミュニケーションを取るか、拒

否するか、その選択を神から問われています。エスナックの活動も同じです。選択はまったく自由

で、でも勇気を出してコミュニケーションを取る方を選択すれば、神が自分の能力以上の恵みをお

与え下さり、必ず乗り越えられるということです。今回は長い時空を超えた溢れるお恵みを感じま

した。・・・心から感謝いたします。 

 

久しぶりのフェスティバル ＩＮ 名古屋＆多治見 

撹上暁子 

「エスナックをこれからもずっと続けてください。」 

今回来日された４人が、フェスティバルの時、食事などの時にそれぞれが伝えていた。私達家族

の現在の里子は、バングラデシュの 神学生ニコデモス（通称ニコ）。食事前に祈る時、今までの

里子たち、そして、ニコの為にも祈る。 

 

私の夫は、今、エスナックの理事＆ブログ担当としてお手伝いさせていただいている。そんな彼

を私から見ると、結構密に、若い頃からエスナックに関わらせていただいている。20 代後半、私

は主人と共に、初めてインド・バングラデシュに同行させてもらった。現地を訪問してからの私は、

現地でのエスナックの必要性をひしひしと感じ、当時住んでいた新潟市の寺尾教会でフェスティ

バルを主人や友人達と関わり、その後もエスナックのバザーなどで働いていた。 

その後、待ち望んだ子供を授かり、しばらくの間の私の役割は、主人が動きやすいように、準備

すること、祈ることだった。その間、主人は、エスナックで初めてのアフリカ訪問、次はインド、現

地で仲良くなった神学生の司祭叙階式に一人でバングラデシュへ・・・。年に１回は理事会、分か

ち合いの泉基金のため・・・、その間、友人、川口さんこと、さやぴーが自分もインド・バングラデシ

ュに行きたいとのこと。Sr.藤田に紹介し、彼女も主人のようにインド、バングラデシュ、アフリカを

訪問し、現地を見てきた。その後の彼女の動きはすごかった。名古屋教区の司教の認可をいた

だき、各教会でエスナックの話をしたり、バザーをし

たり。バザーを終えると、家に来て、時には電話に

て、バザーの報告や、売り上げのこと、里親になっ

てくださった方のことを話してくれた。 

そして、久しぶりにエスナックフェスティバルの話が

きた。名古屋周辺の２つの会場でやりたいとのこと。 

 



主人とエスナック事務局の方や、Sr.藤田

とのやり取りを横で聞いていて、今回は

「行ってらっしゃい。頑張ってね～」では

いられない・・と思いつつ、でも、年相応

に不調の出ている体でできるかな？・・

いやいや、こんな状況ならやるしかな

い！と頑張ることにした。名古屋会場の

浜野さんご夫婦、さやぴー、主人と打合せして、3 日間、しっかり関わることができた。今回とても

良かったことは、高３と、中３の娘も一緒に家族４人でエスナックに関われたこと。娘達に、今回

ばかりは二人の力の必要を説明し、本当に良く手伝ってくれた。会場設営、備品、荷物運びのよ

うな力仕事から、受付、バザーの会計等。来日された 4 人も沢山話しかけてくださり、すっかり打

ち解けて、最後のお見送りの名古屋駅新幹線ホームまで、みんなで楽しく過ごした。 

 

重ねてきた年月で、沢山の里子達が、司祭、先生、看護士、読み書きのできる母親等へと成長し、

エスナックへの感謝を届けてくれている。そして、今も大勢の子ども達が待っている。 現地を訪

問することは、ダイレクトにエスナックの働きや、現地の様子を感じることができる。皆さんに参加

してほしい。でも、それぞれの生活があり、行きたくても叶わないこともある。フェスティバルでは、

現地で働くコーディネーターたちの話を聞き、何十年もの間、毎年のように現地を訪問し続けて

いる Sr.藤田の話を聞いて、心が揺さぶられ里親になってくださる方、手工芸品を買ってくださる

方を目の当たりにして、数年毎のこのフェスティバルは、とても大切だと感じた。「エスナックが続

いていくこと」そのことを心に留めながら、次回のフェスティバルを楽しみにしている。 

 

 

富士見フェスティバルに参加して 

                                              吉田直哉 

９月 23 日（土）富士見教会での「フェスティバル」に、夫婦で参加させていただいた。快晴に恵ま

れた、爽やかな午前のひと時だった。 

 

バングラデシュから来られたシュバシュ・ゴメス神父とバーウェル・バレンタイン神父には、以前、

何度かお会いしたことがあり、今回の来日は、私にとっても彼らと旧交を温めることができた貴重

な機会でもあった。私が最後にバングラデシュを訪問したのは、1911 年 9 月なので、かれこれ 6

年も前のことである。当時、シュバシュ神父はダッカで神学生の指導と、会計を担当していた。 



また、バレンタイン神父は、チッタゴンの奥地でマ

ラリアや難病の危険と闘いながら、 宣教活動に

従事していたことが、懐かしく思い出されてくる。 

 

エスナックのような、ユニークで革新的な支援活

動がなかったならば、彼らのように若く資質に恵

まれた司祭は、決して生まれなかっただろう。あ

の貧しい国の人々が教育を受ける機会を持つこ

とができたことは、長い目で見て本当に意味があ

ると確信している。エスナックの活動が今後も継続され、アジア・アフリカの貧しい人々に奉仕し

ていくことを、心から願っている。 

 

                                               

富士見フェスティバルに参加して 

                                          菊地真弓 

9 月 23 日（土）、富士見教会で行われたフェスティバルに参加しました。10 年前に里親になりまし

たが、フェスティバルに参加するのは初めてでした。 

フェスティバルの前、バングラデシュからいらした二名のエスナック里子出身の 若い司祭が自

立して立派にミサを捧げていらっしゃる姿に大変感銘を受けました。 

ミサの後、ゲスト紹介し、現地の近況報告がありました。実際に現地の方々からお話しが聞けた

ことは、エスナックをより良く知り、理解する助けとなりました。エスナックでは、シスター藤田と里

親さんたちが現地を訪問し、また、現地のコーディネーターや司祭が日本を訪れるという交流を

していますが、今回、顔と顔を合わせ、大いに励まされました。エスナックのモットーである「愛す

ることで、愛を知る喜びを！」を実感しました。精神的なつながりを大切にしているエスナックの教

育支援の輪がますます広がるようにと心より願いました。 

 

皆さんで一つのテーブルを囲んで昼食を共にした後、現地の映像紹介と説明がありました。その

時に「皆さんは自分の支援が小さいと思っているかもしれないが、どんなに大きな助けになって

いるかしれない」とおっしゃった言葉が、マザーテレサの「大

きなことをする必要はありません。小さなことに、大きな愛を

込めればいいのです。」という言葉と通じて、心に残っていま

す。教育資金を送るだけでなく、現地の皆さんと心をつなぐ

良い機会となりました。 



富士見フェスティバルに参加して 

理事 南部憲克 

9 月 23 日（土曜日）午前 10 時、富士見高原の朝の空気に包まれて、Fr.シュバシュ、Fr.バレンタ

インのミサが始まった。 お二人共エスナック里子だった。バングラデシュの山岳地帯にあるプン

ジー（部落）では、かつて殆どの人が文盲だったが、エスナックの援助でプンジーの多くの子ども

達が教育を受け、今ではほとんどの人が読み書きができるようになったそうだ。 

 

司祭を初めとして、エスナックの援助を受けて社会に巣立った里子は、教師、看護士、会社員、

工場主など社会の大事な職についている。エスナックは学校を建設し、井戸を掘る援助もした。

教育は親から子へ継がれ、朽ちることがない。やがてプンジーに 文盲の人は 1 人もいなくなる。 

 

2 人の司祭からは、バングラデシュの子ども達の様子が映像と共に語られ、Sr.スマ、Sr.ナンシー

により、エチオピア、ケニア、インド・ムンバイの子ども達の生活が映像によって説明された。この

子達は、あと 10 年後どのような生活をしているのでしょうか？ 

6 人のオカリナ演奏につづき、聖堂の脇に

は、国際色豊かな、手料理の数々が運び

込まれ、Fr.シュパシュのお誕生日のお祝い

と共にギター演奏によるにぎやかなフェス

ティバルが繰り広げられた。 

 

 

岐部ホールと習志野フェスティバルに参加して        

                                         関根千代美 

私は 2 か所でのフェスティバルに参加させていただきました。4 人の来日された神父様とシスター

から、心に残る時間をいただきました。出会った瞬間に駆け寄って言葉をかけてくださったこと。

二人のシスターとは初対面でした。バザーの準備、整理を手際よく手伝ってくださったこと。習志

野教会では穏やかな雰囲気の中、SR.藤田の通訳で、参加された皆さんの心が  一つになり、

FR.シュバシュの『皆さん一緒に写真を撮りましょう！』 SR.藤田の『私達の輪の中にイエス様が

いらっしゃるようですね』 のお言葉。皆さんの表情が輝いていました。里子・神父様・シスター・

SR.藤田・里親の皆さんの心が、日々の祈りによって結ばれていることの証だと思いました。 

 



習志野フェスタ 

伊藤裕幸 

24 日は習志野教会で、今回の最後のフェスティバル。この日 10 時のミサはエスナックの里子出

身の 2 人の司祭も参加して 5 人の共同司式が捧げられました。フィリピンやベトナムの人たちも

大勢参加していました。 

ミサ後、フェスティバルを始めるにあたり、Sr.藤田がエスナック創設のいきさつについてお話しさ

れました。習志野教会の前身は著書「ありがとう」の舞台となった船橋教会であること。創立当時、

浜尾司教（後の枢機卿）に頼まれ、子ども達の信仰教育のために船橋教会に派遣されたこと。そ

の当時の「みことばクラス」の体験を書いた“Let the Little Children Come”がラテン語に訳され

たこと。それが「子どもの信仰教育」をテーマにしたシノードス【ヴァチカン枢機卿会議】で教科書

として使われ、その為に世界中から講演会や研修指導に招かれることになり、旅の途中、貧しさ

を目の当たりにし、エスナックの創設につながったことを話されました。 

 

続いて、フェスティバルでは、４人のコーディネーターがスライドを使って現地の実情を報告。 Sr.

藤田の教え子や、そのお子さんが大勢参加され、昼食に用意されたご馳走を食べながら、なつ

かしい思い出を語り合う場面もあり、有意義な祈りや分かち合いもできました。中には数名、遠い

ところからの参加者もいらっしゃいました。 

またこの習志野教会には、藤井さんという以前からの有力な里親さんが居られます。藤井さんは、

農家から農園を借り、「エスナック農園」と名付けてご夫婦主催で一年中野菜を栽培し、それを日

曜日に教会で販売し、その利益で里子を養育しておられ、沢山の寄付をして下さっています。そ

のために随分苦労もなさっているようです。4 人のコーディネーター達も藤井さんの「エスナック農

園」には感銘を受けていました。今回のフェスティバルの準備と計画、ミサの共同司式の準備と

計画、宿泊手配など、万端のお働き！本当にお世話になりました。 

 

夜には、フェスティバルのために用意されたご馳走がまだ沢山残っていたので、それで「最後の

晩餐」。4 人のコーディネーターは、今回の訪問で、本当に貴重な体験をし、日本と日本人の心を、

たくさん学んだ 18 日間だったと、心からの感謝を語って下さいました。 

翌日は、簡単な朝食を済ませて成田空港に向い、シスター2 人は

11 時、司祭 2 人は 13 時のフライトで、お土産でいっぱいになった

カバンを持って元気に帰国の途に就きました。   

 「ありがとう！ありがとう！」と姿が見えなくなるまで互いに手を振

りながら、無事な旅を祈りつつ、お見送りしました。今回のフェステ

ィバルで、相互理解が深まったことに感謝いたします。 

 



シスタースマ、シスターナンシー、シュバシュ神父とバレンタイン神父に 

フェスティバルの感想を聞きました♪ 

〔里親さん、支援会員の皆さんとお会いして〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔日本の印象について〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

インド・バングラデシュ・アフリカの人々の苦しい生活について語る私たちの話を熱心

に、時に目に涙を浮かべて聞いてくださる方たちの様子に胸を打たれました。 

里親に名乗りをあげてくださる方、ご寄付くださる方、エスナック支援のためのバザー品

をご購入くださる方、様々な方がおられました。日本人の殆どがキリスト教徒ではないそ

うですが、日々の生活の中で神さまの福音が実践されていることに感心しました。 

里子たちのことを熱心に聞いて下さいました。生活はどう？何をしている？家族の状

況は？多くの里親さんは財布に里子の写真を入れていました。写真でしか知らない

里子のことをこんなにも思ってくださっていると知り、大変嬉しく心温まる思いでした。 

里親の方々が必ずしも裕福で経済的にゆとりがある訳ではなく、子ども達を助けるため

に副業をしたり、何かを犠牲にしている方たちがおられることを知りました。心ある里親

さん達が払って下さっている犠牲に対し、神が豊かに祝福して下さるようにと祈ります。 

里子たちへの献身振りに大いに驚かされました。里子達を愛し心から祈っていらっしゃ

る。「エスナック園」を作り、そこで育てた野菜を教会で売ってエスナックに寄付してくださ

っている里親さんの献身的分かち合いに胸を打たれました。多忙な生活の中、貧しい

子ども達のために献身的に時間と寄付を惜しまない人々。素晴らしいと思いました。 

清潔は宗教における清廉とも通じると思います。日本人は清潔な民族で、だから健康が

保たれているとも思います。どこへ行ってもその場所はきれいにされていて、特に日本

のトイレは世界一きれいなのではないかと思います。各人が自分の義務を果たして自

分の持ち分をきれいに保っているように見えます。私たちも自分たちが使った場所をき

れいにして出てくるようにしていました。 

日本には豊かな食文化があります。日本食はとてもおいしく、箸を使うのも楽しみでし

た。自分が箸を使えるようになるとは思いませんでしたが、数日で使えるようになり、帰

る時までずっと使っていました。日本の食卓には様々な伝統食があります。Sr.藤田が

話していた「目で楽しみ、香りで楽しみ、舌で味わう。」ということが思い出されます。料

理の出し方も大切であると思いました。魚を生で食べたのは初めてでしたが、とてもお

いしく、梅干しも好きになりました。  



 

 

 

 

 

 

〔感謝とお願い〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ数の都合で抜粋のみを掲載していますが、心温まる、そして時にハッとさせられる素敵な 

感想をお寄せくださいました。全文をお読みになりたい方は、事務局までご連絡ください。 

今回の滞在を通し、日本の方たちが真に友好的で、質実で、驚くほど礼儀正しく、穏やか

で、そして尊敬の念を持った人々であることを知りました。だからこそ、日本はアジアの中

で最も平和な国であり、人々が社会的調和をもって生きているのでしょう。 

お辞儀して挨拶するのは、人として最高レベルの敬意の払い方であると思いました。 

互いを尊重する国では、他の人間的価値も尊重されているのだと思います。 

「百人を養えないのなら、たった一人を養いなさい」というマザーテレサの言葉がありま

す。里親の皆さま、本当に、本当にありがとうございます。皆さまは貧しい子ども達にとっ

て、基本的な教育と最低限の生活を贈ってくださる大切な拠り所です。大海の一滴に過

ぎないとお思いにならず、今後もご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。その

一滴こそ、アジアとアフリカにとって絶対になくてはならないのですから。 【シスタースマ】                                                                              

 

エスナックを身近に経験する機会を与えてくださった神さまに感謝します。バングラデシ

ュ・インド・エチオピア・ケニアの貧しい子ども達のために働くエスナックを、日本人は誇り

に思うべきだと思います。恵まれない子ども達の教育のために重荷を負って下さるエスナ

ック会員の皆さんに祝辞を述べたいと思います。エスナックを豊かに体験したからには確

信をもって働きたいと思います。‘エスナックが永遠に栄えますように’【バレンタイン神父】 

会員の皆さまの、子ども達を支えたいという温かいお気持ちに心から感謝します。皆さ

まとご家族に神さまの祝福があることは疑いようもありません。皆さまの貴重なお働き

は、貧しい子ども達の人生を変えるのです。彼らが貧困にあっても笑顔を保ち、高い志

を持つことを可能にします。子ども達と共に、聖母援助修道会の私たちシスターも、皆さ

まのためにいつもお祈りしています。                         【シスターナンシー】 

 

皆さまのご支援により、里子たちは教育を受け、責任を果たし、尊厳ある人格に成長し

ています。社会や国に貢献しようと努力しています。皆さまに神の祝福がありますように

と祈ります。そして、他人が良くなるようにと自分の一番良いものを与えて下さる皆様の

ような方々が更に増えるように、神がエスナックを祝福して下さるようにと祈ります。みす

ぼらしい服をまとった教育のない子ども達の中に、より良い社会の芽を見出して下った

Sr.藤田とエスナックの友人の皆さまに神の祝福がありますように。夢はこの私たちの時

代にゆっくりと実現しています。神は実にふさわしい時代を見計らい、ふさわしい人を選

んでこの事業を成し遂げられておられます。                【シュバシュ神父】                  

 



＊＊＊＊日本のみんなに知ってもらいたい話＊＊＊＊ 

エスナックフェスティバルに参加できなかった皆さまの為に各地のスピーカーが伝えたかったことを

ここにまとめました。 

まずは、ムンバイやエチオピア、ケニアで働く聖母援助修道会（SHM）とは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊エスナックはこの聖母援助修道会の活動に賛同し、里子支援を続けています。 

 

インド（ムンバイ）事情 シスター ナンシーの話 

インドの貧困状態  

ムンバイの総人口は 2,200 万人で、その 70％以上がスラムに住んでいます。

スラムには人々が密集しており、電気、清潔な水、食べ物教育の機会など

が限られており、700 万人以上ともいわれる 14 歳未満の多くの子ども達は

家事労働に従事させられています。身体的虐待、火傷や暴行を受けた跡のあ

る子供が 70％もいるという報告もあります。また、32.2％が性的虐待の被害者とも言われていま

す。  

 

インドの教育制度  

Ø インドの学校教育は、かつては州単位で行われるもの、と憲法で定められていましたが、紆

余曲折を経て、6～14 歳児すべての教育が義務教育化され、全インド国民の初等教育が

基本的権利と認められています。  

 

Ø 現在の学校制度では、下級小学校（lower primary：6～10 歳の 5 学年）、上級小学校

（upper primary：11～13 歳の 3 学年）、中等学校（lower secondary：14～16 歳の 3 学

年）、高等学校（upper secondary：17 歳および 18 歳の 2 学年）の 4 つのレベルに分かれ

ています。 

 

援助マリア女子修道会は、1932 年にインドにやって来たドイツ人のマザー アンナ・

ヒューベルタ・ロゲンドルフにより、1942 年に開設された。その背景には、ムンバイ

のスラムと、誰もが敬遠する遠隔地の村落での悲惨な貧困の実態があった。現在、350

人のシスターが 70 の部署に分かれて、特に女性と子どもなど援助が必要な貧しい人々

に手を差し伸べている。4 人の総長補佐と共にシスター ステラ・デヴァシーが総長を

務めており、慈善団体として正式に登録されている。  

支援活動は、社会、宣教、医療、教育（公式に、非公式に）、女児用の住居施設な

ど、多種多様な分野にまたがっている。その中には、家庭科、女性と育児、家庭の教

育支援や、路上生活者、未亡人、高齢者への食糧配布、地震、洪水、干ばつなどによ

る、まちまちな被災状況への救済活動なども含まれる。  

  

 

 

 

 



ムンバイにある二つのスラム（ダラヴィとアンデリー）の生活 

≪ダラヴィ、そこでの生活≫ 

大きなスラム、ダラヴィはインドのマハラシュトラ州ムン

バイにあり、人口 70 万から 100 万のアジアで 2 番目、

全世界で 3 番目に大きいスラムです。地球上で最も人

口密度の高い地域の一つで、約 33％がイスラム教

徒、残りは推定 6％ほどのキリスト教徒と多くのヒンズー

教徒、少数の仏教徒と少数民族宗教の信者たちです。ヒンズー教徒のうち約 20％は動物の皮革

の鞣しや革製品製造に従事していて、その他のヒンズー教徒たちは、家内工業規模で造る陶器や

繊維商品の小売り販売や行商、酒造り、その他は彼らのカーストに由来する仕事をしています。居

住者はインド中から集まって来た、地方（州）の僻地からの移住者達です。  

 

ダラヴィのスラムでは、最低限の公衆衛生や公共施設しかない中、過密な人口がひしめき合って生

活しています。この悪条件にも拘らず、多くの者がこの地に移り住み、小さい長屋に住み定住しま

す。家賃は高く、5000 ルピーで、10,000 ルピー（約 17,000 円）ほどの収入の半分は家賃に取ら

れてしまいます。  

 

仕事の口を見つけるのはそれほど難しくありませんが、賃金が安いために極貧生活を余儀なくされ

ています。給料は日給制、不安定な雇用、加えて労働環境は劣悪で非衛生極まりない状況です

が、彼らを毎日、勤勉に働かせている原動力があります。それは、自分の子どもに教育を受けさせる

ことができれば、いつの日か境遇は改善されるであろうという夢です。その希望を胸に毎日を幸せに

働いているのです。  

 

スラムは公衆衛生の面で深刻な問題を多く抱えています。まず、トイレの数が非常に少ないこと、あ

ってもひどく不潔で、壊れていて安全が確保できないものも多いことです。また、トイレの水は錆びた

水道管を通ってきます。住民の中には戸外で排尿、排便をする者も多く、伝染病の原因になってい

るうえ、市内の下水溝の汚水まで近辺の小川に排出されており、水質汚染、浄化槽の腐敗、悪臭

の原因になっています。 空気の汚染による、肺がん、結核、HIV-エイズ感染者、ぜん息の患者な

ども多く、特に結核患者の割合が高くなっています。   

 

スラムの人口は主に移入民で、男性はほとんどが自分と同郷の女性を伴侶にし、家計が苦しくなる

と夫はさっさと田舎に戻り定住しますが、女性は子どもを教育するためにダラヴィに残り、都会生活を

続けています。そのため、ダラヴィではシングルマザーの割合が非常に高く、バンダラやマヒムなどの



高級住宅地で家政婦として働き、収入を得て子ども

を育てています。こうしてほとんどの子どもが中学はイ

ングリッシュスクールに進学します。スラムの中にも

私立学校がありますが、その授業料は非常に高く、

家計を圧迫するので、母親はローンを受けてでも授

業料を払いなんとかしのいで暮らしています。 

 

スラムの住民はみな常に勤勉に働き、限られた条件の中で自分たちの生活を調整しながら、希望

を持って元気に明るく暮らしいるのです。  

  

≪ダラヴィのスラムの子ども達の環境≫  

子ども達はスラムでの劣悪な環境の中で暮らしています。両親と共に、ブリキの切れ端や寄せ集め

の竹片などで作った掘っ建て小屋に住んでおり、これらの掘っ建て小屋には下水などはなく、周囲

が生活排水で常にジメジメした状態です。スラム住民の生活環境は劣悪極まりない状態です。非衛

生的で過密で、健康な生存を確保するのに最低限必要な、居住スペース、水道設備、下水、衛生

管理など、全てが不備な状況です。結果、スラムは犯罪、汚染、健康障害の温床と化しており、そ

の被害を最も受けやすいのは女性と子供です。体や心がズタズタに傷つけられた女性、子供も多く

います。スラムの拡大や土地の不法占拠者の急増は、スラム地域にますます深刻な社会的、経済

的、環境的諸問題を引き起こしています。スラムの更生のための計画も、 キノコのように膨らんで

いくスラムの現状を、改善できない状態です。  

  

≪アンデリー、居住者の社会的、経済的事情と問題≫ 

小さなスラム、アンデリーのスラム居住者も、大部

分は外部からの移入者で、技術や資格がないた

め就業率が低く、収入も少ない状態です。住居を

提供し環境を整えるだけでは、スラム問題の解決

にはならないということを、関係省庁は認識するべ

きです。発展途上国の都市部には、十分な居住

スペースや環境が整っていないという問題が、ス

ラム問題の根底にあり、それは過去四半世紀に及

ぶ国、地方自治体の課題でもあるのです。  

≪アンデリーでのスラム居住者の職業≫ 

主に、男性は運転手（人力車、輪タク、トラック）女性はパートの女中です。 

 



子ども達は、看護師の資格を取るための研修を受ける者、医療補助訓練を受けて資格を取得する

者など様々です。卒業後に工場に就職したり、経営的なポジション、事務的業務に就く者もいます。

他にはコールセンター、コンピューター関係、旅行代理店、公務員、教師になる者もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私どもの働きにご賛同いただき、大きな変革をもたらすための同胞となっていただきましたこと、心よ

り厚くお礼申し上げます。有難うございます。  

 

 

★★★★🐘★★★★🐘★★★★🐘★★★★🐘★★★★🐘★★★★ 

 

アフリカ事情 アフリカ・コーディネーター シスター スマの話 

[Ⅰ] エチオピア 

エチオピアはアフリカの一角に位置し、東北部にエリトリア、東にジブチとソマリ

ア、西にスーダンと南スーダン、南にケニアと国境を共有する人口 1 億人以

上の国です。エチオピアは内陸国としては世界で最も人口の多い国です。 

エチオピアには約 80 種族ものグループがあり、それぞれが異なる言語を話

す多重言語国です。そのうち最も代表的な種族はオロモ、 アムハラ、ソマ

リ、ティグレアンズの四つです。 

 

1. 貧困： エチオピアは非常に貧しい国です。人口の 94.7％以上は  1 日に 2 ドル以下の収 

入で生活しています。干ばつによってもたらされる全国的な食糧難のため、人口の大部分は国際機

関が行う食糧の配給プログラムによって生き残るしかないのです。 

 

2. 宗教： 

キリスト教：62.8％   イスラム教：33.9％   伝統信仰：2.6％    その他：0.6％ 

 

3. 職業： 85％の人々にとって主要な職業は農村での農業です。 ESNAC の里子達の親や 

＊＊アンデリーのスラム：1960 年代、修道院の隣には大きな石山がありました。こ

の石を利用するために集められた労働者で、アンデリーに、このスラムができました。

ダラヴィと比較すると規模は比べものにならないほど小さいのですが、その貧しさは

酷いもので、聖母援助女子修道会の修道院が政府の手の届かないスラムの生活者の 

面倒を見ていました。その活動に、エスナックが手を差し伸べ、スラムスクールなど

が建てられました。石山は無くなりましたが、スラムは今も無くなりません。 

 



保護者の多くは、土地を持たない労働者、建設労働者、

小売業者、牛飼いなどです。 頻繁な干ばつは農業の生

産性を低下させ、常に人々を苦しめています。 

 

4. 教育： 1997 年に 7 歳から 16 歳までの子ども達全員

の就学が義務付けられたのですが、教育は有料で、学用

品や制服などはもとより、高額の授業料が全て自己負担

なのです。この重い金銭的負担のために、大半の家庭では子どもの就学を断念するしかなく、現在、

中学校に通っているのは子ども全体の僅か 13%に過ぎません。更に、一教室あたり 60〜70 人とい

う過密な子どもの収容数が学習を困難にしている状態です。このことは、15 歳以上の人口の識字

率がわずか 57％であることにも表れています。エチオピアにおける一般的な学校教育は、小学校 6

年間、中学校 4 年間、高等学校 2 年間とされているのですが、就学率は甚だ低く、2007 年現在

39％（男性 49.1％、女性 28.9％）と報告されています。 

                              

5. 健康管理： エチオピアでは乳幼児の死亡率が高く、1000 人あたり 104 人の死亡が推定されて

います。幼児の死亡は、肺炎、マラリア、下痢など治療可能な病気によるものが大半です。また、子

どもの死亡の最大の原因は依然として  栄養失調（54％）にあります。エチオピアはまた出生率も

非常に高く、貧困をますます増大させる結果になっています。国連合同エイズ計画（UNAIDS）によ

れば、エチオピアではエイズ孤児の割合が最も高く、約 886,820 人と報告されています。心理社会

学的治療や教育的ケア、栄養面での指導は、ほんの一部の子どもしか受けられず、多くの子どもは

生きるために、あえて劣悪極まりない最低の仕事に手を染めながら、最低限のニーズを満たしてい

るのが現状です。 

ところで、エチオピアには宗教や経済的階級に関係なく、全土に共通する伝統的習慣が存在します。

「女性性器切除」（FGM）がその一つで、2000 年の現在で全女性の 80％以上が FGM を受けている

とする研究報告があります。また、この国では男性の割礼も一般的で、男性の約 76％が割礼を受

けると言われています。 

 

6. 差別： 障害を持つ子、難民、エイズ孤児、少数民

族の子ども達など、様々な範疇の子どもが日常的に差

別の犠牲になっています。中でも、エチオピアでは女の

子が最も代表的な 被差別対象者とされ、3 分の 1 以

上の女児が学校教育は受けさせてもらえず、家で使用

人代わりに働かされています。 

 

 



7．児童労働： エチオピアの親たちは、様々な目的で自分たちの子どもに労働を強いることがありま

す。男の子は畑に追いやられ、女の子は家事労働のほか、市場での香辛料売りなどをさせられます。 

 

8. 人身売買： エチオピアは、子ども(特にアフリカ系の子ども)を対象にした奴隷売買が横行する国

として、10 本の指に入るのです。毎年、20,000 人以上もの子どもが両親によって売り飛ばされてい

ます。中には、未だ 10 歳にも満たない子もいます。また、子ども達は家事労働を強要されたり、性

風俗業の餌食にされたり、農場、鉱山、織物工場などで強制的に働かされます。幼児婚姻も人身

売買を助長する要因のひとつとされています。 

 

9．児童買春： エチオピアでは、特に都市部においてはかなり多くの子ども達が性的搾取の犠牲に

されています。エチオピアの女の子は中東、特にレバノン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦に売ら

れて行きます。これらの女児の中には 11 歳以下の子どもも含まれていて、主として買春目的で売

買されているのです。 

 

10. ストリートチルドレン： エチオピアの都市部には、推定 15 万人ものストリートチルドレンが路上生

活をしていると言われます。これらの頼る人の無い無力な子ども達は自己の才覚だけで生きていか

なければならず、時として麻薬中毒に陥ったり性的搾取の犠牲にさせられたりすることもしばしばです。

警察からさえも日常的に嫌がらせを受ける存在なのです。  

 

≪里子たちの日常生活≫  

エチオピア人の日常生活は、生き残るための闘いです。人口の約 16％は 1 日 1 ドル（2008 年）未

満で生活しています。 5 歳未満の子どもの 42％が発育不全です。75％の貧困家庭では寝室を家

畜と共有し、40％の子どもは、夜間、平均気温が 5℃ぐらいの寒い季節でも床に直に寝かされてい

ます。家族のサイズは 8～9 人が最も平均的で、家は 20 平米ほどの泥壁と藁葺きの掘っ建て小屋

です。彼らには耕す土地などはありません。 

他方、ESNAC の支援を受けている子ども達は、それぞ

れ小学校、中等学校、大学において勉学に勤しんでい

ます。すでに大学や専門学校を終えた者もいて、今や

教員、看護師、技術者などとして活躍し、独立した社

会人として家族やその他の人々にとっての大きな支え

となっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 



[Ⅱ] ケニア 

2010 年現在、ケニアは約 4,000 万人の人口を抱えていて、約 1500 万の人々が貧困の中で暮ら

しています。多くの子ども達は片親または両親がいません。病気で亡くなったからです。最大の原因

はエイズや HIV 感染です。今日、300 万人のエイズ孤児がいると推定されますが、他の原因により

親を失った孤児たちを含めれば、その数はさらに多いものと思われます。 

1 日に 700 人ものケニア人がエイズによって死亡しています。2005 年の 12 月までにエイズにより

失われた命は百万人にも上ると言われています。エイズで亡くなる人達の大多数は 15-49 歳であ

り、国家の大切な労働力が失われるばかりか、社会的、心情的な衝撃には計り知れないものがあり

ます。エイズによる多くの死亡者の年齢から言えることは、多くの人が子持ち子育ての年頃であり、エ

イズ孤児の急増につながっているのです。報告によると、  ケニアは 2005 年までに約 1,920 万人

の孤児を抱え、そのうちの 1,265 万人がエイズ孤児だとされていましたが、2017 年現在ではその数

は大きく上回るものと思われます。 

ケニアの孤児への援助は2008 年に聖母援助修道会により始められました。私たちのケニアの施設

には、まったくの孤児であるか、近親者に見捨てられた子ども達ばかりが収容されています。彼らは

道端や警察署の近くで発見されたり、捨て子同然に公共の場所に置き去りにされたりしていた子ども

達です。私たちの施設では、警察や政府の病院で保護された子どもを引き取ったり、時には貧困家

庭を訪問して保護したりします。政府から委託された子どもの場合には、食事、教育、健康などの面

でのケアが不十分だったため、

特に手厚いケアが要求されま

す。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

[結び] ESNAC の里子たちが自分たちの生活に興味、意欲、野心を示してくれるのを見るたびに、

嬉しく、また誇りにさえ感じさせられます。彼らの成長こそが、無防備でか弱い子ども達に対する我々

の奉仕、支援、愛の心をますます鼓舞させてくれるのです。 

どの里子もみな正規の学校に通い、ピクニック、スポーツ、ゲーム、クリスマス・パーティ、  子どもの

日や誕生日のお祝いになどに参加しています。彼らはまた、農業ショー、野外でのピクニック、聖母

マリア様にお祈りをするための聖堂訪問などの行事にも参加します。 

エチオピアとケニアの里子たちは、過去 15 年にも亘る ESNAC と里親様からの惜しみない 愛情とご

支援に対して深く感謝しています。彼らの感謝の言葉には、誇りの気持ちが込められています。幸運

にも ESNAC の里親様に助けられた子ども達は、お蔭でその多くが充実した人生を送ることができる

ようになりました。里親様の愛情が子ども達の人生を一変させ、教育が大変革をもたらしのです。 



エスナックの果実  シュバシュ・ゴメス神父 omi  （オブレート会） 

                                 バレンタイン・タラン神父 omi （オブレート会）の話 

 

エスナックの支援プログラムの素晴らしいところは、民族、

種族を問わず、援助を必要とするすべての人々や、広

範囲にわたる地域が網羅されているところです。カシヤ、

ガロ、シャンタル、ウラオ等、多種の山岳民族、ベンガル

人、お茶園などの貧しい子ども達等々。 

エスナックが誇るべきは、かつては貧困や無教育に虐

げられていたベンガルや少数民族の子ども達の中から

多数の神父やシスターたちが生まれていることです。エスナックの里子支援が始まった当初は、ごく

少数の子どもしか学校に行くことに関心を示しませんでした。ある学校では、校長先生しかおられなく

て、5 つのクラスの授業を全部校長先生が一人でまとめて授業をしているような有様でした。校長先

生自らジャングル地帯に足を運び、学校に興味のない子どもたちの勧誘に出かけられたとのことで

す。当然、子ども達の親も教育には無関心でした。村落には教育を受けた人が一人もいないため、

手本となるような人物も、勉強するための動機もなく、子ども達はみな、自由奔放で日課のないジャ

ングル生活にどっぷり浸っていました。 

 

エスナックの支援が始まった当初は、比較的優秀な学生を選び、ダッカに送り、ベンガル語に加え

て、基礎となる科目を習得させていました。やがて、子ども達は他の子ども達と競合しながら、より高

い目標を目指し始め、クラスでトップになるようになり、輝きはじめました。子どもの面倒を見てくれて

いる先生方がエスナックの子どもを褒めてくださるとき、我々はこの上なく誇らしく感じるのですが、賛

辞を受け誇りに感じるべきは、実は皆様方ご自身なのです。 

 

当時の子ども達は丁度、村落中に芳香を漂わせている、砂漠に咲いた花のようで、今では、その芳

香は都市部にも広がり始めました。都会の学校に通う子どもたちが帰省して、都会での生活のことや、

他の子ども達がどんなふうに勉強しているかについて話すのを聞き、ほどなく、より多くの子どもが勉

学に興味を持つようになりました。生徒の増加に対応するための教員数の確保が必要となり、ひい

てはエスナック、特にシスター藤田と、共に働いている方々に、里親不足を補うためのご苦労とお仕

事を増やすことにもなりました。神からの使命のような心で里親になることを快諾くださった方々が増

えるに従い、上級クラスに進む子どもも増えてゆきました。私たちオブレート会の者たちも仕事が増え、

遂には喜びをもって、私達のミッションセンターに少年少女のための宿舎を開設する必要が生じまし

た。 

 



 

バングラデシュにおけるエスナック援助活動の成果 

 

１ 教育の普及：教育は、バングラデシュに生まれ育

った多くの人々の生活を変えました。現在も、社会に

おいてその変化が進行しており、国内における様々な

宗教や民族、特に多くの貧しい子ども達が教育を受

けることができるようになり、無知と貧困、抑圧、不正

や、あらゆる種類の障壁から解き放たれて、胸を張り、

上を向いて生活できるようになってきています。 

 

２ エスナック里子卒業生の宗教的指導者への成育：一つ誇るべきは、里子として援助を受けた子

ども達の中から、多くの司祭、修道者、教区司祭、神学生、志願者などが誕生していることです。あ

る時期、バングラデシュ国内におけるオブレート会司祭の大半がエスナックの里子出身者であったこ

ともありました。彼らは、現在貧しい子ども達や社会の生活を良くするためにたゆまない活動を続け

ています。 

 

３ 教師となったエスナック里子出身者：嬉しいことに、最近ではプンジー（村落）やお茶園の学校で

先生をしているエスナック出身者をたくさん見かけます。多くは高等教育を受けていますし、さらに高

等教育の課程で学ぶエスナック出身者もたくさんいます。一つ言えることは、皆が学業その他で、高

いレベルに達しているということ、皆が教育を受けた結果として、そのような高い意欲を持つことがで

きたということです。学んできた者が、今度はほかの子どもたちの教育に携わるのを見ることは大きな

喜びです。 

 

４ 自分自身の文化の良さがわかるようになったエスナック

出身者：教育の光があたったことによって、エスナック出身者

たちは人生の様々な側面を理解できるようになりました。自

分の文化の価値を認めることができるようになったのです。プ

ンジーやお茶園地帯、子ども達の寄宿舎などを訪れれば、き

っと彼らがすべてを清潔できちんとしようとしていること、その

振る舞いも洗練されてきていることに気づいていただけるでしょう。彼らはプンジーやお茶園での保健

衛生の大切さも理解するようになっています。Sr.藤田やバングラデシュを訪れたことのあるすべての

方々は、きっと以前とは全然違うバングラデシュの村の様子をわかって下さっていることと思います。 

 

 



 

５ 責任感ある親になっているエスナック出身者たち：嬉しいことに、エスナック出身者たちは結婚を

経て、皆が親として責任を持って子育てしています。教育とそれを可能にして下さった皆さんのおか

げです。こうなるまで、里親として献身的に援助して下さった皆さんに感謝いたします。ナポレオンは

「我に教養ある母を与えよ。文明国の誕生を約束しよう。」と言ったそうですが、一人の教養ある女

の子は、将来母となって、今までと全く異なる新世代という実りをもたらすのです。そして、それこそ、

バングラデシュのプンジーでエスナックが教育を通じて行っていることであると思います。 

 

６ 学校へ行くようになった子ども達：責任ある親

達は、自分たちの子供にも教育を受けさせること

が必要だと考えるようになりました。彼らは、教育を

受けないなら人生は闇のままだと考えるようになっ

たのです。だから、両親は、子ども達を様々な学

校へ行かせようとします。現状では、私たちの施設

にある席は限られていて、これらの希望をすべて

満たしてあげることはできません。それでも子ども

達は雨期などには泥だらけになって大変なのですが、遠い道のりを頑張って通ってきます。親達も、

子ども達が通学できるように様々なことを犠牲にして援助しようとしています。学校へ来なくなってし

まう子ども達の数も 非常に減ってきています。 

 

７ 教育によって良い生活を実現できた里子たち：何百人もの子ども達が高等教育まで受けること

ができて、結果的に良い生活、生涯の安定をもたらしてくれるような様々な分野での仕事に就くこと

ができました。また、多くの者が草の根にあって、それぞれの立場で、例えば、社会の発展に直接関

わる NGO 組織などで働いていることも私たちの誇りです。子ども達を教育する教師になった者も多く

います。また多くの者が社会に貢献したいと、看護師になる道を選びました。 

 

 

 

 

 

８ 地域でのリーダーとなった里子たち：教育の光に照らされると、里子たちの多くは自分たち自身が

地域のリーダーになろうと考えるようになりました。彼らが自分たちの社会に貢献してくれるようになっ

たことを、大いに感謝しています。教育を受けたからこそ、彼らは自らの権利や尊厳に気づいたので

す。今度は、彼らが自分たち自身の権利のために闘うことができるようになったのです。それは、自

分たちの生活を向上させ、社会を発展させるためです。山岳民族は最も見捨てられた人たちであっ



たのですが、今では彼らは自分たちが生きるためには自分が先頭に立たなければならないことを理

解しています。オブレート会員である ヴァレンタイン神父は法律の学位を取りましたし、同じくオブレ

ート会のピウス神父（元 SYL コーディネーター）も、現在法律を学んでいて、近い将来山岳民族の権

利のために働く予定です。彼らはエスナックの素晴らしい産物であり、皆様の里子でもあります。 

 

最後に：Sr.藤田および、特にバングラデシュでの教育活動を通じて私達の子ども達に、希望を持た

せるために大変な貢献を頂いているすべての里親の方々に心から感謝します。皆様のおかげで、

皆様が援助してくだった里子たちは教育を受け、責任を果たし、尊厳ある人格に成長しています。そ

して、社会や国に貢献しようと努力しています。すべての皆さんに神の祝福がありますようにと祈りま

す。そして、他人が良くなるようにと自分の一番良いものを与えて下さった皆様のような方々が、さら

に増えるようにと祈ります。神がエスナックを祝福して下さるようにと祈っています。みすぼらしい服を

まとった教育のない子ども達の中に、より良い社会の芽を見出して下った Sr.藤田と、すべての里親

や、エスナックの友人の皆さんに神の祝福がありますようにと祈ります。その夢は、この私達の時代

にゆっくりと実現しています。神は、実を結ぶにふさわしい時代を見計らって、ふさわしい人を選んで

この事業を成し遂げられておられるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


