
Nepal Compassion Society (Children’s Home) 

ネパール・あわれみの社会活動（子どもたちの家） 

 

1. Introduction of Orphanage こどもたちの紹介 

 
Nepal Compassion Society (Children’s Home) was unofficially established in the year 1998 with 4 children. It is 
now officially registered with the government of Nepal and affiliated to the Social Welfare Council of Nepal. It is a 
non-profitable, charitable, and non-governmental organization, working for orphans, disadvantaged, abandoned, 
helpless, poor, and underprivileged needy children. Currently we have 15 precious children that are provided 
food, accommodation and good and a godly education. 
 

ネパール・コンパッション・ソサイエティ（子どもたちの家）は 1998年、4人の子どもたちとともに認可外として創設さ

れ、現在は、ネパール政府の認可を受けている働きです。 

私たちは、ネパール社会福祉協議会に加入しながらも、政府の支援によらない非営利の慈善事業をしています。 

 

私たちは 

親を失った子、 

困難の中にある子、 

放任された子、 

貧困の中にある子、助け

がなく、人権を認めても

らえない子どもたちのた

めに働いています。 

 

今、15名の子どもたちに食事、住居と良い教育、神様を

知る教育を提供しています。 



Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of 
heaven.” (Matthew 19:14 ESV). We also believe, children 
ministry gives us opportunity to become their parents, show 
them the love of God each and every day, and teach them 
about Lord Jesus Christ.  

 

イエスは言われた。「子どもたちを来させなさい。わたしのところ

に来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たち

のものなのです。」（マタイ 19:14） 

子どもたちへの働きは、彼らの親となり、毎日、神の愛を彼らに表

し、主イエス・キリストについて彼らに教える機会を、私たちに与え

てくれています。 

 

2. Impact on lives of the Children 

子どもたちの人生における影響 
We are taking care and protecting 15 needy orphans and 
abandoned children providing their basic needs, child rights 
and holistic socio-cultural development which will ultimately 
reduce the critical situation to live in street, displaced, and 
trafficking. The children get love and compassion on a homely 
environment and will be developed as a good and productive 
citizen.  They will get the good education and learn life skills that will be greatly helpful for their future. They also 
get an opportunity to learn the Word of God, be exposed to the truth and grow in a God-loving environment. 
They are taught about the love of God, to learn & treasure His Word and to love Him. 

 

私たちは、15名の、親を失った子、 

見捨てられた子どもたちを守り、お世話をしています。 

 

もともと、彼らはストリートチルドレンとして、極限の状況に陥り、 

生きる場所がありませんでした。そんな子どもたちに基本的人権が 

守られ、社会的、文化的な生き方を提供してきました。 

子どもたちは、「子どもたちの家」で

家庭的な環境の中、愛と 

あわれみを受け取り、 善良な市民とし

て成長しています。 

そして、ここで将来のために助けとな

る、生きる能力を学び、良い教育を受け

ることができるのです。 

また、神のことばを学び、真理を求

め、神の愛の環境の中で成長し、神の

愛について教えられ、神のことばを、宝

として、神を愛していくのです。 

 

 



How can you help us? 

どのようにして私たちを助けていただけますか？ 

Please pray for the ministry of Nepal Compassion Society 
(Orphanage) in your daily prayers. Please share about this 
ministry with your families, friends and Churches and request 
them to pray. 

We need USD $1,500 per month to cover the basic 
needs of the Children’s Home. 
We need USD $ 500 per month to cover other 
expenses such as staff salary.  
We need USD $5,000 per year to cover Children’s 
clothes, schoolbooks, building maintenance, and 
miscellaneous expenses.   
The above amounts are our experienced cost in providing 
services. Any amount you want to contribute will help. If 
you can only afford a smaller amount, then that amount will be added with other gifts received to cover our cost. Your 
support and effort to help for this mission will have a larger impact in raising orphan children and securing their better 
future. We request for your prayers and help. For further information or any query, please contact us in the following 
address: 
 

Pastor Devaraj Bhandari：Nepal Compassion Society (Children’s Home) 

Dhulikhel Municipality, Ward No. 07 Kavre, Nepal 

Email: fourbhandaris@hotmail.com , devaraj.bhandari@gmail.com  Phone: 00977-9851043354 

 

どうぞ、あなたの日々の祈りの中に、ネパール・コンパッション・ソサイエティ（孤児院）を覚えてください。 

この働きをあなたの家族、お友だちと教会に話し、子どもたちのために一緒にお祈りください。 

 

【ネパールの子どもたちをサポートしていただけませんか？】 

●“子どもの家”の基本的な必要として、月 16万円が必要です。 

●支えるスタッフの生活（給与）のために月  6万円が必要です。   

●子どもたちの衣服、教科書、建物の維持、諸費用のために、別途、年 55万円が必要です。  

※金額は、経験上のおおよその額です。 

 

あなたがしてくださる支援額がすべてを満たさないとしても、他のサポーターと合わさって大きな助けとなります。 

この働きを助けたいと思ってくださる、あなたの支援は、困難の中にある子どもたちに、安全で、よりよい将来のた

めに、大きな助けとなります。私たちは、みなさんの祈りと助けを必要としています。 

【問合先】 守山キリスト福音教会  牧師：上田勇矢 （滋賀県守山市守山 1－13－2） 

℡ 080-6132-9316    メール：mcg-church@sky.plala.or.jp 

 

 

 

【“ネパール・子どもの家”支援専用口座】 

●銀行名：「GMOあおぞらネット銀行」 ●支店：「ホウジンエイギョウブ」（法人営業部）101  

●口座番号：「普通 1311137」      ●名義：「モリヤマキリストフクインキョウカイ」 

※こちらに入金された献金は全額“子どもの家”ミニストリーのために送金されます。 

□ベストチョイスは、「毎月、継続的に支援」してくださることです。 

□ベターチョイスは、「今、できる最善の支援」を始めてくださることです。 

□グッドチョイスは、 少額、不定期であっても「とにかく支援」してくださることです。 
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3列目）Lok , Santosh, Harka, Nabin, Aakash   

2列目）Ramchandra, Nirmala, Dhanaa, Saanu, Gauri, Laxman, Dipak, Aasha, Manu, Devaraj 

1列目）Eva, Ibran, Monika, Manisha, Mahima, Min 

ネパール・ドゥリケル市の街並み】

Children‘s Home 子どもたちとスタッフ、デバラジ牧師家族



 

 
 



送付状 

ネパール・コンパッション・ソサイエティの支援のお願い 

 

2008年 5月、私はハワイで、第 3世界（アジア、アフリカ、ラテンアメリカ）のクリスチャンリーダーが集め

られ、Haggai Institute（現 Haggai International）で 25日間のクリスチャンリーダー研修を受けました。そ

の時、共に学んだ 40人の中に、ネパールから参加したデバラジ牧師がいました。彼は、ネパールを愛し、見

捨てられた子どもたちを守り、育てる働きを通して、神の栄光を現わしておられました。 

 

2021年 11月、デバラジ師から一つのメッセージを受け取りました。（以下、翻訳文） 

「イエス様の尊い名前をもってご挨拶いたします。・・・この手紙で特別なお願いがあります。ご存知のよう

に、私たちには 1998年に創設した子どもの家の働きがあります。これまでに 21人の子どもたちが育ち、

異なる仕事をしながら良い人生を歩んでいます。ある子たちはクリスチャンリーダーとして働き、別の子たち

は事業を起こして地方教会を助けることで主に仕えています。 

今、私たちは別の 15人の子どもたちを、“子どもの家”でお世話していますが、私たちの主要な支援者・

教会が、私たちへの支援を止める決断をされたため、深刻な経済状況に陥ってしまい、2022年 1月以降、

私たちには子どもたちを支援してくれるサポーターがありません。神様の奇跡的な助けを祈る以外に、どうし

たらよいのかわからない状況です。 

それで、あなたにこれらの子どもたちへの助けと支援を考えていただけることを願っています。可能ならば、

この子どもたちのことを、あなたの友達、教会にご紹介いただきたいのです。これらの子どもたちが高校教

育を修了するまでに、少なくともあと 5年間。彼らの教育を終えたなら、一旦、この“子どもの家”の働きの将

来をどうするかを再考することができます。しかし、現時点ではこれらの子どもたちへの教育を止めることは

できません。それは、社会的な責任問題にもなるからです。私たちが直面しているこの困難な状況のために、

祈っていただけないでしょうか。よろしくおねがいします。」 

“Dear brother Yuya Ueda, Greetings in Jesus’ precious name. I trust and pray that things are going on well with and your 

dear family. I am writing this letter to make a special request to you. As you know, we have a Children’s home ministry 

established in 1998. We graduated 21 children who are working in different fields and doing well in life. Some have become 

Christian ministers while others do their own work and serve the Lord by helping local Churches. Currently, we have another 

group of 15 children in the Children’s home. We are facing a serious financial problem as our major sponsor (Church) has 

dropped their support. From January 2022, we will have no support for the Children. We do not know what to do, other than 

pray to God for His merciful supplies. Hence, I am requesting you to kindly consider helping/ supporting these children and 

introducing our children to your friends and Church, if possible. It will take another 5 years or so to finish these children’s 

high school education. Once we finish their education, we can rethink the future of the Children’s home (Orphanage) ministry. 

But currently, I have no option other than to keep these children and complete their education. Or else, I will face a serious 

socio-legal problem. I, therefore, humbly request for your prayers for this adverse situation I am currently facing. Thank you 

so much brother.” 

 

『まことに、あなたがたに言います。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、 

それも最も小さい者たちの一人にしたことは、わたしにしたのです。』マタイ 25:40 

 

写真）子どもの家の夕食風景 



ネパールは、コロナ禍による 1年半のロックダウンが続きました。 以下、デバラジ師にお尋ねしました。 

Ｑ．「これまでどのような支援があったのですか？」 

Ａ．「アメリカの友人と彼の教会が 2000年から、毎月 US＄２００（約 22万円）の支援を続けてきてくださいま

した。彼は老齢となり、新しい牧師は別の地域への宣教に重荷があるため、この教会は、これ以上私たちを支援

することができないと決めました。」 

 

Ｑ．「デバラジ牧師と家族の経済はどうされてきたのですか？」 

Ａ．「子どもの家ミニストリーへの支援献金の一部で、わたしと家族も支えられてきました。ネパールの多くの教

会は 10－30人と小さく、中流階級以下の貧しい方々が集うため、1人の牧師を支えることもできず、牧師は困

難な経済下にあります。海外の宣教団体とつながりをもち、支援を受ける牧師はごくわずかなのです。」 

 

Q.「ネパールは今、どんな状況なのですか？」 

A.「私が牧会する教会は以前は子どもを合わせて 90人ほどが集っていました。しかし、1年半のロックダウン

により、自営業者は店が続けられず、多くの失業者ができました。その結果、今年 9月、ロックダウンが解けた後、

教会員の多くが田舎町デゥリケルから去って首都や故郷に帰ってしまっていたことを知りました。そのため、教会

自体も大きな痛みを覚えています。今、50人ほどの集まりとなりましたが、もともと貧しい彼らは、経済的な困難

を共にしています。」 

 

孤児の子どもたちとスタッフ、デバラジ牧師と家族のことを、みなさんの祈りに覚えるところから始めてください。 

ネパールでは、一人の生活を月 1万円で 支えることができます。デバラジ牧師と、 ネパールの子どもたちにと

っての「隣人」になっていただけるなら・・・継続的にそうしてくださるならとてもうれしいです。  

どうぞ、あなたの心に主が語り掛けてくださいますように。  

守山キリスト福音教会 牧師 上田勇矢 
 

【ネパール情報】 

国名：ネパール連邦民主共和国 

距離： 5170㎞（東京 ― ネパール） 

時間： 8時間 30分（飛行機） 

特徴：エベレスト山、ヒマラヤ山脈 

人口：約 3000万人 
ネパールは人口の約８割がヒンズー教を信じており、２００６年までは国教とされ

ていた。一方、米クリスチャニティー・トゥデイ誌（英語）によると、キリスト教徒は１

９６０年までは同国での居住を禁止されていたが、その後、年１０〜２０パーセント

の割合で増加し、アジアで最も教会成長が著しい国の１つとなっている。２０１５

年には、ネパールの人気フォーク歌手、ラジュ・パリヤーさんが洗礼を受け、話題

を集めた。しかし、人口比で見ると、キリスト教徒はまだ１・４パーセントにすぎな

いという 

 

 

首都  

カトマンズ 

ドゥリケル 

30 ㎞ 


