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                  巻頭語        代表 藤田文子 

 西日本の痛ましい豪雨の被害に苦しんでいらっしゃる方々の為に、一日も早い復興と、  

心の癒しがありますように。救助が一刻も早く行き渡りますようにと、心を込めてお祈り申し

上げています。 

 

 エスナックの里子達はコーディネーターの司祭やシスター達と心を合わせて、日本の災害

で苦しむ方たちの為に毎日祈っているとの知らせが来ています。 

 

 心痛に耐えかねるようなニュースが絶えることなく流れてくる現今、結愛ちゃんの悲しい  

事件にも、涙が止まりませんでした。多くのおやさしい日本の方々、涙と共に花束を捧げてく

ださる方々の映像を見ながら、エスナックに長くご協力くださった多くの会員の方々や、現在

の会員の皆様のお優しいお心を感じていました。 

 

エチオピアを訪問した時の飢餓で苦しむ子ども達の姿が結愛ちゃんの姿と重なりました。

心の準備もないまま、初めて訪れたバングラデッシュでの、施しを求めて私の服を引っ張る、

数えきれないほどの子ども達に囲まれた時のことをも思い出していました。  

  

自分の前にいる、多くの飢えている子ども達に、何もしてあげられない無力な自分に多く

の涙を流したことを思い出しました。『何はさて置き、この子ども達に何かをしなければ！』 

この子ども達のことを眠れない夜な夜な色々考えた結果が、それまで考えたこともなかった、

今のエスナックを生み出すことになったのだと 40 年前を思い出しました。そして、この結愛ち

ゃんのやるせない 悲劇が無駄にならないで、2 度とこのような悲劇が繰り返されないように

と切に祈りました。 

 

 子ども達は国や両親を選んで生まれてくることはできません。私がもし日本以外の国で  

異なる両親から生を受けていたなら？ と、世界のニュースに無関心ではいられません。 

 

 現地からの切実な「分かち合いの泉基金」への要請に、十分お応えできない状態の中で 

心をもぎとられるような気がしています。 一方、この２０年間に、お心ある方々のおかげで 

随分多くの要請におこたえできたことを、現地の方々と共に、感謝して叫びたい気もします。

エスナックの会員の皆様の温かいご協力に心からの感謝で一杯です。 

  

エスナックを始めた頃の世界の餓死状態の統計では、世界で一分間に 28人餓死していま

したが、今年の統計では一分間に餓死している人は 17 人になりました。大量の食物を捨て

たり、食べ過ぎている人も多いわが国のことを考えて、気が遠くなります。 

 

「誰かがしてくれる」ではなく「私も何かができる」と思う人が増えるのを願って止みません。

会員の皆様は後者の人たちです。私達の里子達は心からの感謝を込めて里親さん達の為

に毎日祈りを捧げつつ「今日を」生きてくれています。『生きる力をありがとう！ 私達に愛を

送ってくださっている里親の皆様に、神様が私達に代わって永遠に続く恵みと祝福を送って

くださるように！と、精一杯祈っています』 と子ども達と共に感謝を込めて叫んでいます。  

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 



エスナック会計の経緯と現状について 

 

現在エスナックは、「養育費支援」と「わかち合いの泉基金支援」の２つの活動を行って

おります。 会計は「養育費支援」会計と「わかち合いの泉基金」会計が存在し、銀行資

産を共有しています。 

また、里子支援 1 ヶ月 2500 円（内 500 円は事務費）と明記していますので、「養育費支

援」会計には養育費の括りと事務費の括りが存在することになります。 

 

＊「養育費支援」会計の養育費について 

「養育費支援」は発足当時 現地のコーディネーターと協議を重ね、1 ヶ月に必要な現地

通貨額を円換算しておよそ 2000円を支援金額と定めました。 

この支援金は、学校授業に直接必要な費用だけでなく、制服代・靴代・給食費など学校

生活に必要な費用、更に児童労働から解放し子供たちが学校に行くことができる生活環

境を作るための生活援助等、それぞれの地域の里子の事情に応じて使い道が異なりま

す。 また、コーディネーターの交通・通信費用などの実費や報酬、それに現地から   

コーディネーターを日本にお呼びする費用や日本から現地を訪問する費用等も養育費

から支出してきました。 

 

支援金を外国へ送金する際には、現地通貨を基準としています。 為替レートの変動に

よる支援費の減額を里子たちの側に負担させないためです。 

その為、一時的に 2000 円を超える金額を送金した時期もありましたが、幸いなことにそ

の後１ドル 130円以下の時期が長く続き、この為替差益による繰越金が少なからず蓄積

（現在約 1.4億円）しています。 

 

この間、現地からの養育費増額要請や、支援里子の人数増加要請に応えてきましたが、

この繰越金を里親の皆さんに返還（支援金の減額）せず蓄積してきました。  

その理由は、円安に転じれば以前のように持出しになることからその備えが必要である

ことや、10 年 20 年の長い期間の援助を続けなければならず、里親さんからの支援が 

途中で途絶えたとしても、里子を中途退学に追い込んで路頭に迷わすことがない様に、

その備えも必要であるとの思いからです。 

ちなみに、現在の養育費支援送金額は下記の通りです。 

＊ 里子 1人 1 ヶ月あたりの養育費送金額 

地域 現地通貨 直近の円換算 直近の換算レート 

インド 500 INR 800円 1 INR≒1.60円 



地域 現地通貨 直近の円換算 直近の換算レート 

バングラデシュ 700 BDT 917円 1 BDT≒1.31円 

エチオピア・ケニア 15 USD 1,634円 1 USD≒108.95円 

大学生・神学生の養育費は里子の 2倍です。 

換算レートは日々変動しますので、円換算はあくまでも直近の参考額です。 

 

＊「養育費支援」会計の事務費について 

里親さんから事務費として里子・大学生・神学生 各 1 名につき 1 ヶ月あたり 500 円を 

負担して頂いており、事務運営費（人件費・家賃・水道光熱費・通信費・印刷費など)に 

支出しています。 

また、1999 年から始めた「わかち合いの泉基金」活動の財源が不足した際、支援会費・

寄付金と共に「事務費収支の残額」も援助の財源としてきました。  

下記が「養育費支援」会計からの財源投入の推移です。 

1999年 150万円、2000年 312万円、2001年 250万円、2002年 250万円 

2003年 300万円、2004年 300万円、2005年 500万円、2006年 831万円 

2007年 361万円、2008年 260万円、2009年    0円、2010年    0円 

2011年  90万円、2012年 300万円、2013年    0円、2014年     0円 

2015年 192万円、2016年 191万円 2017年    0円、 

 

設立 37年が過ぎ里親さんの高齢化が進み、退会をされる方が多くなってきました。  

また、日本経済の低迷に伴い若い世代の里親さんも里子の支援終了と共に、退会を選

択される方が増えてきています。 

 

会員（里親・支援会・退会）人数 推移    

種別 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 

里親会員 1,125 1,124 1,093 961 860 762 

支援会員 288 313 323 343 304 288 

退会者総数 1,213 1,247 1,297 1,446 1,610 1,764 

計 2,626 2,684 2,713 2,750 2,774 2,814 

会員純増 64 59 32 34 23 40 

年間退会者 118 34 50 149 164 154 

当然のことですが、里親さんが退会されると事務費収入が減少します。 

なおかつ、「事務費収支の残額」をわかち合いの泉基金の財源として毎年のように投入



していましたので、養育費と違い事務費には蓄積がなく遂に 2016年度事務費収支(支援

会費・寄付金を含めても)がマイナスとなり、養育費蓄積から借り入れとなりました。 

2017 年度多少の借り入れ返済ができましたが、2018 年度には事務所家賃の値上げや

通信費単価の値上げも発生しており、今後も借り入れ返済ができるか不安な状況です。 

 

＊「わかち合いの泉基金」会計について 

「わかち合いの泉基金」の活動は 1999年から始めました。 

現地訪問の度に養育費支援以外にも、援助を必要とする切実な要望があることが分か

り、これを何とかしなければと話し合いその結果「わかち合いの泉基金」と名付けて支援

を募り、援助を行う事としました。 

 

「わかち合いの泉基金」の財源は里親さんからの「わかち合いの泉基金への寄付金」、

「バザー品売上収益」を基本と考えていましたが、現地からの要請にできるだけ応える為

に前項の説明通り「事務費収支の残額」、「支援会費」、「寄付金」等も援助の財源として

きました。  

 

2018年度も「わかち合いの泉基金」へ支援要請がきています。 

ただ、2016 年度事務費収支(支援会費・寄付金を含めても)のマイナスに伴い、「事務費

収支の残額」、「支援会費」、「寄付金」等の財源投入は出来なくなりました。 

そこで、2018 年 5 月の理事会にて「わかち合いの泉基金」の財源不足分を養育費繰越

金から借り入れる」との決定がなされました。 

この決定は、「養育費繰越金を銀行に寝かせて置かないで、今 現在支援を必要として

いる人や事に回したい」との藤田代表の思いを受けての事です。 

 

従いまして、養育費繰越金蓄積（里親さんからの養育費預かり金）から、既に 35 周年誌

発行費用として借り入れがされていますが、さらに今後も「わかち合いの泉基金」の財源

不足の際には養育費繰越金蓄積から借り入れがされ、養育費繰越金蓄積（里親さんか

らの養育費預かり金）が減少する見通しです。 

 

＊会計報告の様式変更について 

上記の説明通り、養育費繰越金蓄積から各種借り入れがされておりますので、2015 年

度までの単年度収支報告から 2016 年度以降は会計報告の様式を変更せざるを得ませ

んでした。  ただ現在、会計の専門知識があるスタッフがおりませんので試行錯誤の末、

同号記載の様式の会計報告とさせていただく事となりました。  



★ 会計からのお知らせ 

 

現在エスナックが使用している入金状況表には、図 1 の様に養育費 ・事務費 ・支援費  

寄付金・わかち合い寄付・バザー売上の 6 項目のみ表示される設定になっております。   

2000 年以前に設定されたものなので、残念ながら現在の入金状況には対応しておりません。 

現在の入金状況に対応させる為には、かなりの費用を掛けて専門家に依頼しなければなら

ないとの事で断念せざるをえない状況です。 

そこで図 2 の様に振込票の「その他の寄付」として入金された金額を寄付金・個人預り金 

（里子個人へのお祝い等）・35 周年誌寄付・クリスマスプレゼント寄付等に別集計して里親 

さんのご希望に沿うように対応させていただいております。 

また、里子個人へのお祝い等は図 3 の様に現地通貨に換算して、養育費を送る際に加算 

して送金しております。 

図 1 

 

図 2 

 
図 3 

 



 2016 年度 会計報告 訂正  

貸借対照表                                 2017/3/31現在 
資産の部 負債の部 

項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・現金（外貨含む） 

・銀行資産 

・仮払金（＊1）  

・事務費仮払金（＊2） 

・35 周年誌仮払金（＊3 ＊

B） 

 

914,369 

142,579,509 

1,201,070 

721,709 

2,706,449 

 

・養育費預かり金（＊4） 

・仮受個人(＊5) 

・未処理金（＊6） 

・預り金（＊7） 

・仮受バザー（＊8） 

・わかち合いの泉基金（＊A） 

144,757,379 

32,000 

5,000 

39,852 

254,647 

3,034,228 

合計 148,123,106 合計 148,123,106 

 

養育支援活動収支内訳                    （2016/4/1～2017/3/31） 

収入の部 支出の部 

項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・養育費入金額  

・送金為替差益 

 

・前年度養育費繰越金 

31,936,000 

20,592 

 

136,300,447 

・養育費送金額  

・現地訪問費 

・送金為替差損・雑損 

・次年度養育費繰越金（＊4） 

22,705,567 

695,696 

98,397 

144,757,379 

養育費収入計 168,257,039 養育費支出計 168,257,039 

・事務費 

・支援会費 

・寄付金 

6,587,200 

985,471 

985,132 

・事務運営費 

(人件費、家賃、水道光熱

費、 

通信費、印刷費など) 

9,342,590 

 

 

・受取利息 

・次年度事務費仮受（＊2） 

63,078 

721,709 

 

・前年度事務費等繰越金 

 

0 

事務費等収入計 9,342,590 事務運営費支出計 9,342,590 
 

☆ 会計報告の概要 

エスナックでは 「養育費支援」と 「わかち合いの泉基金」の 2 つの支援活動を行ってい

ます。 本年度 35 周年誌発行にあたり、費用を「養育費支援」から「わかち合いの泉基

金」に仮払いし、数年かけて「わかち合いの泉基金寄付」から返済するとの理事会の  

決定に従い、従来の「養育支援単年度収支報告」のみではなく、「わかち合いの泉基金

収支」「35周年誌収支」も含む会計報告とさせていただきました。    

以下、各項目の説明です。 

＊1 次年度養育費（2017/4月以降）の仮払い分です。 

＊2 本年度、事務費等収入不足による、事務運営費への仮払い分です。 

＊3 わかち合いの泉基金への本年度末 仮払い残高です。（35周年誌発行費用として） 

＊4 里親さんからの養育費預り金累積額です。 

 養育費は里子に教育を受けさせる為の教育費、生活費等として送金されます。 



送金する養育費は現地通貨で計算しますので、為替変動による差額が生じます。 

（ 1990年 1 ドル≒144円 ・ 2010年 1 ドル≒88円 ・ 2016年 1 ドル≒109円 ） 

例年その為替による差額は、里親さんからの養育費入金が滞ったり、停止されたり

した里子に充当し、また将来の為替変動や収支悪化にも備えて、繰り越しています。

エスナックの支援は教育という長い期間を要するものですので、活動を維持するた

めには約 10年程度の支援を満たす繰越金が必要と考えております。 

＊5 里親さんからの養育費以外の個人的支援で、送金月までの預り額です。 

（誕生日・結婚・就職祝い、治療費等） 

＊6 里親さんからの振込の内、支援の指定が不明な額です。 （ご連絡待ち分） 

＊7 スタッフの源泉徴収税・雇用保険料の預り額です。 

＊8 バザー売上の一部を次年度バザー品購入の為に繰り越しました。 

＊A及び＊B  以下の参考資料参照 

☆ 参考資料 

（＊A） わかち合いの泉基金収支内訳 

収入の部 支出の部 
項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・わかち合いの泉基金寄付 

・バザー売上 

・前年度支援会費 繰入れ 

・前年度寄付金 繰入れ 

2,504,560 

720,000 

1,025,409 

885,500 

・わかち合いの泉基金送金 

 

 

 

5,966,088 

 

 

                 

・前年度繰越金 3,864,847 ・次年度繰越金（＊A） 3,034,228 

合計 9,000,316 合計 9,000,316 

 

（＊B） 35周年誌発行収支内訳 
収入の部 支出の部 

項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・35周年誌発行支援寄付 

・次年度繰越金（＊B） 

2,367,000 

2,706,449 

・35周年誌発行・発送費 

 

5,073,449  

 

合計 5,073,449 合計 5,073,449 

☆里親代表で構成される理事会にて、これら財政執行の詳細を決定、承認しています。 

☆収支報告書は適正に記載され、会計監査から監査を受けています 

 

        事 務 局 便 り  

本年度は 35周年誌の発行にあたり、詳細な会計報告となりました。 分かり難い点が

多々あるかと思います。 ご質問・疑問等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。  

今後とも温かなご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

会計からのお願い： お振込みの際には里親番号、支援項目の明記をお願い致します 

特にエスナック専用振込票以外でお振込みの方、記名のみですと同姓同名の方に入金

処理されてしまう可能性があります。 お名前以外の情報明記も宜しくお願い致します。  



 2017 年度 会計報告  

 
貸借対照表                                 2018/3/31現在 

資産の部 負債の部 
項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・現金（外貨含む） 

・銀行資産 

・仮払金（＊1）  

・事務費仮払金（＊2） 

・35 周年誌仮払金（＊3 ＊

B） 

 

 

1,085,319 

152,381,337 

623,948 

451,523 

2,345,902 

 

 

・養育費預かり金（＊4） 

・仮受個人(＊5) 

・未処理金（＊6） 

・預り金（＊7） 

・仮受バザー（＊8） 

・未払金（＊9) 

・わかち合いの泉基金（＊A） 

154,503,634 

78,500 

3,000 

42,158 

174,625 

338,955 

1,747,157 

合計 156,888,029 合計 156,888,029 

 

養育支援活動収支内訳                    （2017/4/1～2018/3/31） 

収入の部 支出の部 
項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・養育費入金額（＊10）  

・送金為替差益 

 

・前年度養育費繰越金 

28,428,000 

1,397 

 

144,757,379 

・養育費送金額（＊11）  

・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ費用 

・送金為替差損・雑損 

・次年度養育費繰越金（＊4） 

17,125,227 

1,399,137 

158,778 

154,503,634 

養育費収入計 173,186,776 養育費支出計 173,186,776 

・事務費 

・支援会費 

・寄付金 

6,146,700 

2,294,886 

1,097,613 

・事務運営費 

(人件費、家賃、水道光熱

費、 

通信費、印刷費など) 

9,271,044 

 

 

・受取利息 

・次年度事務費仮受（＊2） 

2,031 

451,523 

 

・前年度事務費仮受 

 

721,709 

事務費等収入計 9,992,753 事務運営費支出計 9,992,753 

 

☆ 会計報告の概要 

エスナックでは 「養育費支援」と 「わかち合いの泉基金」の 2 つの支援活動を行って

います。 昨年度 35周年誌発行にあたり、費用を「養育費支援」から「わかち合いの泉 

基金」に仮払いし、数年かけて「わかち合いの泉基金寄付」から返済するとの理事会の 

決定がありましたので、本年度も「養育支援単年度収支報告」のみではなく、「わかち合

いの泉基金収支」「35周年誌収支」も含む会計報告とさせていただきました。    

以下、各項目の説明です。 

＊1 パソコン購入代   2018年 6月以降に ILBSから援助金受領予定分です。 

＊2 前年度（2016）事務費等収入不足による、事務運営費への仮払い残額です。 

＊3 わかち合いの泉基金への本年度末 仮払い残高です。（35周年誌発行費用として） 



次年度以降の各年度返済額は毎年 5 月のわかち合いの泉基金審議会にて話し合

われます。 

＊4 里親さんからの養育費預り金累積額です。 

＊5 里親さんからの養育費以外の個人的支援で、送金月までの預り額です。 

（誕生日・結婚・就職祝い、治療費等） 

＊6 里親さんからの振込の内、支援の指定が不明な額です。 （ご連絡待ち分） 

＊7 スタッフの源泉徴収税・雇用保険料・市町村民税の預り額です。 

＊8 バザー売上の一部を次年度バザー品購入の為に繰り越しました。 

＊9 フェスティバルコーディネーター航空運賃等の未払額です。 

養育費送金に合わせて送金の為、次年度（2018年 4月以降）送金予定です。 

＊10 養育費収入に里親さんからのクリスマスプレゼント代が含まれています。 

＊11 養育支援等が例年に比べて少ないのはインド・バングラデシュへの送金予定を次

年度に延期している為です。（テロ・インド政府政策の影響による送金返送の為） 

＊A及び＊B  以下の資料参照 

☆ 参考資料 

（＊A） わかち合いの泉基金収支内訳 

収入の部 支出の部 
項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・わかち合いの泉基金寄付 

・バザー売上 

762,500 

950,000 

・わかち合いの泉基金送金 

 

2,999571 

 

・前年度繰越金 3,034,228 ・次年度繰越金（＊A） 1,747,157 

合計 4,746,728 合計 4,746,728 

 

（＊B） 35周年誌発行収支内訳 
収入の部 支出の部 

項 目 金額（円） 項 目 金額（円） 

・35周年誌発行支援寄付 

・次年度繰越金（＊B） 

461,689 

2,345,902 

・35周年誌発送費 

・前年度繰越金 

101,142  

2,706,449 

合計 2,807,591 合計 2,807,591 

☆里親代表で構成される理事会にて、これら財政執行の詳細を決定、承認しています。 

☆収支報告書は適正に記載され、会計監査から監査を受けています 

 

        事 務 局 便 り  

昨年度に続き、詳細な会計報告となりました。 分かり難い点が多々あるかと思いま

す。 ご質問・疑問等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。  

今後とも温かなご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

会計からのお願い： お振込みの際には里親番号、支援項目の明記をお願い致します 

特にエスナック専用振込票以外でお振込みの方、記名のみですと同姓同名の方に入金

処理されてしまう可能性があります。 お名前以外の情報明記も宜しくお願い致します。  



2017年度 「分かち合いの泉」基金 援助結果 

１） 礼拝堂併設の移住民救済センターの建設      （バングラデシュ ダッカ  157万円）        

全国から職を求めて首都ダッカに押し寄せる 14000 人

の移住民のための救済センター 

労働者とその家族を対象として、

居住環境などの生活援助だけで

なく、社会的に自立して生活でき

るよう基礎教育、職業訓練教育

や、宗教的モラル教育を行う 

２） St. John PaulⅡ高校教師の給与の援助 3年目 （バングラデシュ ボロレカ 32万円）               

向学心に燃える 140名の学生を集めて高校を設立したが、お茶園地帯で親が貧困で学費

を払えないが、９名の教師とその家族を養うための給料の援助  ～表紙写真～ 

３） 貧しい神学生 30分名の学費と生活費の援助    （バングラデシュ ダッカ 58万円）      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30名の神学生の学費、教材費、寮費、食費などの援助 

実際には 45名の神学生を支援することができました。感謝！ 



 

４） 良質な井戸水浄化槽設備と、洗濯物干場の援助  （バングラデシュ ボロレカ 53万円） 

←主にお茶園を業とする 24か

所のプンジー（土着民族）から

来ている生徒達の宿舎の井戸

水は泥水で水質が悪く下痢が

絶えないので濾過装置を設置  

 

雨や霧の日が多くて洗濯物を

外に干しても乾かないので、屋根のついた物干場を設置→ 

 

 

皆様のご協力に感謝いたします！ 

 

2018 年度「わかち合いの泉」基金 審議結果 

 

1）聖母援助修道会（SHM） Divine Providence 子どもの家・太陽光プロジェクト 

                         （ケニア キテンゲラ 要請額の 50% 270万円） 

60 人の恵まれない子ども達に健全な教育を与えるために光が必要であり、夕方にも勉

強することができるようにするため。闇から保護され恐怖心をなくし、損害や盗難の危険

から保護される。     

 

2）オブレート会 エスナック少年の家・塗装工事 （バングラデシュ ロキプール 約 52万円） 

2005年 1月 4日エスナック支援で落成。塗装・改修が必要。  

 

3）オブレート会 St.John PaulⅡ高校教師の給与の援助（バングラデシュ ボロレカ 32 万円） 

向上心に燃える 140 名の学生を集めて高校設立。お茶園地帯で親が貧困で学費を払

えないが、8 名（2018 年 8 月現在）の教師とその家族を養うための給料の援助をすれ

ば、やめてしまう事を防げるので援助の要請を受けた。2019年以降は、国から助成金が

支給される予定なので、2013年から続けてきたが今回が最後。 

 

今年度は上記 3件の支援を決定しました。 

https://www.illust-box.jp/sozai/44948/
https://www.illust-box.jp/sozai/25342/


「分かち合いの泉」基金 コーディネーターより 

☆バングラデシュ：2000 年より通年で支援してきたムガイパールのイスラム教徒の学生へ

の教育および食費の助成金について 

2000 年から 2014 年まで、イスラム教徒の学生への教育費と食費の助成金をいただき、

あらためて、心からのお礼を申し上げますと共に、その行いに深い感謝を覚えます。私ども

の学校に来ているイスラム教徒の学生たちに、長期に渡りご厚情を賜りました。私どものとこ

ろのイスラム教徒の学生たちは、このプロジェクトのおかげで本当に助かりました。彼らは大

きな援助と彼らの生活への支援をいただいたことで、ESNAC に大変感謝しております。ムガ

イパールの学校は、お互いに違う宗教（ヒンズー教徒、イスラム教徒、キリスト教徒）の子ど

も達の、教育と対話の場となっています。賜ったご厚情は、教育だけに留まらず、少しでも

栄養のある食事を与えることにもなり、子ども達を大いに助けるものとなりました。現在は、必

要がなくなったと考えています。長年にわたる助成金、ありがとうございました。 

                  SYL コーディネーター Subash Gomes神父より 

 

☆インド：カリラヤンヒルのセントジョセフ国際学校建設について 

 

 

 

 

 

 

 

我が国、タミールナドゥの政府では不正が横行しています。以前は、政府はたとえ建設中でも

認可を与え、その見返りに賄賂を受け取っていました。 

今は、その逆です。ビルの建設が終わってからも、認可をもらうのに私たちの方が待たなくては

なりません、ビルの建設が完成するまで、申請用紙すら見てもらえません。全てが完璧に出来

上がって初めて、申請書類を見てもらうことができ、それから賄賂を受け取り、やっと学校への

認可が下りるのです。 

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

ありがとうございます 神様が祝福してくださいますように！ 

 父なる神のもの 

 F. J.E. Arul Raj 

この学校についての援助はさかのぼること 2013年から始まっています。 

当初はカンチプラムの子どもケアセンター建設支援要請に対する援助として送金をしま

したが、現地の事情により、カリラヤンヒルのセントジョセフ国際学校の建設に充てられま

した。その後 2016年には 2階部分その他、政府の認可が下りるための学校施設を整え

る追加援助をしました。そして現在、既に大勢の学生が学んでいますが依然政府の認可

はおりていません。その理由についてアルルラージ神父からの手紙を抜粋します。 

 



よろしくお願いします 

☺インドの神学校 MMI のコーディネーターが変わりました 

今までお世話くださったサミー ルルドゥ神父は、現在 

イタリアで学んでおられます。新しいコーディネーターは

ミラー ジョン神父（Fr. John Millar）です。 

引き継がれたとき、日本では西日本豪雨災害が起こった時

でした。ミラー神父は日々の被害状況をみて祈りのメッセ

ージを送って下さいました。 

「私は、主がそれを必要とする人に慈悲深く思いやりがあると

強く信じています。 日本で深刻な痛みを負っている人々のため

に強く祈っています。 私たちの最愛の神が豊かな祝福を降り注

いでくださるように。」 

 

☺ケニアのコーディネーターを紹介します 

今までアフリカとして一人のコーディネーターがエチオピアとケニアの二つの国

をまとめてくれていましたが、この度シスター アルフォンサ（Sr.Alphonsa）が 

ケニアのコーディネーターとなりました。Sr.アルフォンサはケニア・キテンゲラの

里子責任者でもあります。エチオピアは今まで通り Sr.スマがコーディネーターで

す。なお、里子番号はコンピューターの関係で当面は ETH-Y の表記のまま変わり

ません。以下はシスターアルフォンサからのメッセージです。 

（抜粋 全文はブログからご覧になれます） 

 

親愛なる里親さまへ 

里子たちが普通の生活を送れているのは皆さんお一人お一人のお

かげです。継続的なご支援に感謝の言葉も見つかりません。想像し

てみてください、あと数年で彼らはみんな教育、知識と自立する力

を身につけた強い大人になるのです。あなた方は遠くにいてもその

心は子ども達のそばにいる伝道師です。子ども達はみんな彼らを優

しく導く手があることを知っています。 

皆さまが主の喜びで満たされますように。 



エスナックコーディネーター会議のお知らせ 

                             代表 藤田文子 

日本で、エスナックコーディネーター会議を開催することになりました。 

「これまでの里子と里親の関係を確認し、今後一層密接にするための方策を 

構築する。」ことを目的として行います。 

1 日時等は以下の通りです。 

①  場所 富士見町のエスナック事務所等 

②  日時 2018 年 9 月 24 日から 30 日の 7 日間の数日 

③  参加予定コーディネーター 計 5 名 

・インド（チェンナイ地区から 1 名） 

 Ｓｒ．サンディヤ 

・バングラデシュ（ダッカ、チッタゴン、シレット地区から各 1 名） 

 Sr.メリー・シマ、Mr.ワフィル、Fr.シュバシュ                      

・アフリカ（ケニア地区から 1 名） 

 Sr.アルフォンサ   

 2  会議にあたり、コーディネーターに次の報告書の準備をお願いしました。 

① コーディネーターと里子の関係 

② 里子達に養育費を届ける方法。 

③ 里子の生活や進学の状況の把握について。 

. 里子の、里親に宛てる手紙について 

・里子１人１人の現在の進学の状況（在籍している学校と学年及び   卒業

予定年月日）について。 

 3 コーディネーター達と里子の要望 

4  エスナックは会議にあたり、次の点を準備する。 

① 里親が里子に何を一番望んでいるか 

② 里子リストや コーディネーターからの報告に基づき、里子の状況を 里親

に知らせることについて。 

③ 大学生支援の複雑さとその原因を考える 

5 この会議により得られた方策は、契約書として約束し、実行して行きたいと思っ

ています。 

6  今後のエスナックの支援の方向を確定し、5 名のコーディネーターが集まる 

予定なので、多忙と思われますが理事・役員には、この会議に臨むことを 優先

していただきたいと望んでいます。 

 良い交わりができますようにどうぞお祈りくださいませ。 



申し訳ありません!! 
長年支援くださっているのに、里子から何の便りも受け取っておられない里親様、 

里子からの手紙で知らされる学年が急に上がったり下がったり、どうなっているのかと 

思ってらっしゃる里親様、里子の事で問合せをくださったのに、いまだに返事を受け取って

おられない里親様、新しく大学生の支援を引き受けて下さったのに、いつまでたっても資料

を受け取っておられない里親様、本当に申し訳ございません。 

事務局でも、速やかなやり取りで里親と里子をつなぐ役割を果たそうと努めて参りましたが、

現状では改善が望めないという結論を出し、現地から責任者に来て頂き、コーディネーター

会議を行なう事と致しました。 

年月と共に各国の情勢がかわり、多様になったニーズに対し、エスナックはどのような 

支援をすればいいのかを話し合い、効果的な支援の道を探っていきたいと思います。 

 

里親さんの声 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👉皆様からのご意見はより良い支援を願って、代表・理事会に報告しています。 

実はエスナックの支援は日本でいうと高校生のレベルで終わるのだと思っていました。 

ところが、他の里子たちとの経験から、さらに上の学校にも行けるのだということが解っ

てきました。 

そういうことは、エスナックからのお知らせを読んでも解りませんでした。 

もう少し、里親達にエスナックのシステムを知らせる必要があるのではありませんか？ 

支援は里子にとっては、一生を左右することもあるからです。 

 

 里子からの手紙が番号は同じだけど、違う名前で届いた。なぜそういう事になるのか改

めて支援を考え直した。以前から言っているが、当人の学校への具体的な思いを伝え

てもらわなくてはなかなか支援はできるものではない。 

「いつになると終了という期限があるのか、20年近く支援しているが終わらない。 

20年も支援しているともっと多くの子の支援ができたのでは？と思ってしまう。 

 
7 歳から 14 年間支援してきた里子が見事に国家試験に合格したという嬉しい知らせ

を頂きありがとうございました。里子が未来に向かって大きく羽ばたいてくれることを心よ

り願っています。 

 

https://www.illust-box.jp/sozai/27488/
https://www.illust-box.jp/sozai/27488/


 

ILBS (国際福祉協会) の皆様  

        ありがとうございました  代表 藤田文子 

 

今まで多大なご援助をいただきました ILBS (国際福祉協会) の皆様にはいつも感謝を

忘れたことはございません。 スイス大使婦人のご厚意により、今年の授与式には、スイス  

大使館を使用させてくださいました。 エスナックの事務所に今年是非とも新しくしなければな

らなかったコンピューター３台のご寄贈をお願いいたしました。    

 長年にわたって、毎年、多くの福祉団体に多大なご寄付をしてくださる ILBS の皆様に 

改めて感謝したいと思います。各グループの目的のためには、多くの方々がご協力くださっ

ていますが、その団体の働きそのものに必要な支援、すなわち、その団体の働きを維持する

ための事務所に必要な備品等を提供くださる方は殆どないのです。 

ILBS (国際福祉協会) の皆様は、そのなくてはならないところに気付いて下さっている

のです。ことわざ、「縁の下の力持ち」を思い出します。 皆様の実際的な常識と深い愛とに

基づいての結果に他なりません。どんなに助けられていることでしょう。すべての恩恵にあず

かっている福祉団体の皆様、エスナック会員と共に心からの感謝の意を述べたいと存じます。 

                         

  

インド・チェンナイで、18 名の司祭叙階式 

（2018 年 7 月 30 日） 

 

この中の一人は、富士見カトリック教会 

のエスナックグループの支援して下さって 

いた、Fr. V. Jesu Rajです。 

 

 お祝いにストラとミサの祭服とを仕立ててい

ただきました 

 

 

 

Fr. サガヤラージュ（元ＭＭＩコーディネーター） 

Sr, サンディヤ (コーディネーター) 

Fr. ジェス・ラージュ(新司祭) 

Fr. ジョン・ミラー（ＭＭＩコーディネーター） 



 

注意！ 善意を逆手に取った詐欺 
 

海外とやり取りをしているエスナックにとって、最も恐れる出来事がありました。 

毎日様々なメールがやってくる中、インド・ムンバイのコーディネーターのメールがありま

した。 いつものメールアドレスで、シスターステラという名前が目に入ってきました。 

内容は、ガーナの腎不全で苦しんでいる赤ちゃんを助けてほしいというもので、『手術費

24,500 ドルの内あと 8.000 ドルが足りない。手術は 6 月 6 日に予定されている。あと 2.3

人の寄付があればなんとかなる。いくらでもいいから送ってほしい。』ということでした。 

人命にかかわる問題でもあり、代表と理事で、かつて手術が必要となった子どものため

にと始めた「わかち合いの泉」基金から送ることを決めました。 

最初のメールからほどなく、ムンバイのシスターステラから、『メールアドレスがハッキン

グされたから気を付けて』という知らせを受けました。けれども、赤ちゃんやお医者様な

ど数枚の写真も送られてきて、いよいよ振込という時に、一人の理事からの「赤ちゃんの

腎不全の手術は日本でもできないのにガーナでできるのか」という質問と、いつものイン

ド銀行の口座ではなく、全く知らないところへ送るようにと言われたことで、問いただした

ところ返事がなくなり、結局シスターステラのあずかり知らないものだったという事が判明

しました。危うく難を逃れたとは言え、皆様からお預かりしているお金をまんまと騙し取ら

れるところでした。相手はこちらのことをよく分かっている様でとても不気味です。このよ

うな詐欺はますます巧妙化していきますので一層の注意を払っていきたいと思います。

皆さまもお気を付けください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
子どもの名前、自己紹介、連絡先などと共にこのような写真が送

られてきました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

お待たせしました～！！  

ダージリン紅茶が入りました！ 
 

 

エスナック教育里親グループ 

Educational Sponsorship of Needy Asian & African Children 

（アジアとアフリカの子どもたちに教育をおくる会） 

〒399-0214 諏訪郡富士見町落合富里 9984-412  代表 藤田文子 

TEL:0266-62-2322 FAX:0266-62-2334 

E-Mail:esnac@asahi.email.ne.jp 

HOME PAGE: http://www. esnac.jp 

 

今 回 の お 茶 は 

Gidda Puhar というお茶園と Thurbo というお茶園の春摘茶です。 

熱湯を注いでいるうちにフルーティーな香りが漂ってきます。 

3～5 分ゆっくり蒸らしてくださいね。 

ジッダパハール 100ｇ2500 円       タルボ 100g 1500 円 

春摘らしい緑の葉っぱ。

ご注文は事務局まで 


