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お陰様で、2014年の活動も順調に進むことができました。ご支援者の皆様、誠にありがとうございます。

念願の武道館（多目的ホール）建設プロジェクトも半分まで進み、仮ではありますが、現地のコミュニテ

ィの方々にお使いいただけることができます。完成まで休むことなく、全力疾走で頑張りたいと思います。

ご支援者の皆様、本年も、より一層のご指導、御鞭撻の程よろしくお願い致します。 

 

ウガンダセンター代表 石原藤彦 

 

ホームページ http://childrenhope-ug.com/  

フェイスブック http://goo.gl/kuZej  

 

1. ニュース 

ご支援金を頂戴いたしました 

ウガンダセンター長が帰国時に、大勢の方々にご支援金を頂戴いたしました。こちらでは、お米が

高く一般の方々には購入できませんので、お届けさせ て頂きました。今回は、スタッフにお渡しし

ました。新スタッフのプロッシーさんは、飛び上がって喜んでおりました。 

上野進様、山﨑栄慈様、沢山のご支援金を本当にありがとうございます。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20141203.html  

 

ご支援金を頂戴いたしました２ 

ウガンダセンター長が帰国時に、大勢の方々にご支援金を頂戴いたしました。こちらでは、お

米が高く一般の方々には購入できませんのでお届けさせて頂きました。株式会社ツカサ 代表取

締役・山中憲一様（本社・茨城県鹿嶋市宮中5261-2）沢山のご支援金を毎月ありがとうござい

ます。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/ppEzIZ  

 

ご支援金を頂戴いたしました３ 

ウガンダセンター長が帰国時に、大勢の方々にご支援金を頂戴いたしました。こちらでは、お

米が高く一般の方々には購入できませんので、お届けさせて頂きました。舟橋あけみ様、山﨑

明広様、沢山のご支援金を誠にありがとうございます。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html 
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関連ホームページ http://goo.gl/gTVzCQ  

 

ご支援金を頂戴いたしました４ 

極真会館 中崎道場代表 藏谷薫さまよりご支援いただきましたので、ガング村のサラちゃんに衣類と生

活用品 をお渡ししました。ご支援誠にありがとうございました。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.htm l 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20141110-2.html  

 

モリンガプロジェクト 

ガング村の畑に今年10月モリンガを撒きました。大分成長しました。モリンガプロジェクトの詳細につい

ては 

NGOあい http://ameblo.jp/ngo-ai/  

こちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/HYqjdT  

 

モリンガ栽培プロジェクト（続報） 

今年3月、NGOあいさんのご支援でモリンガの種を蒔きました。 

その後よく成長し２M を越す大きな木になりました。 

 

詳しくはこちら  

 http://ameblo.jp/ngo-ai/  

 http://childrenhope-ug.com/new/u20140326.htm  

 http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20141113-2.html  

 

ご支援ありがとうございます 

12月はウガンダで、最大のイベント、クリスマスがありました。石原久子様より「子供にクリスマスのプレ

ゼントを渡して下さい」とご支援金が届きましたので、支援地域の方々にプレゼント代をお渡ししてきま

した。この時期は食糧や交通費などが値上がりしますので、年を越せるか心配だと話していたところで

した。クリスマスには温かい食事が家族でできますと大変喜ばれました。真心のご支援を誠にありがと

うございます。 

心より感謝申し上げます。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/6skBYY  
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いつもご支援ありがとうございます 

ご支援者様より支援金が届きました。先日、当団体が薦めております養豚をシングルマザーさんがスタ

ートしました。ご支援いただいた資金で、子豚、 豚の餌を購入いたしました。真心のご支援本当にあり

がとうございます。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/fkxKLe  

 

マンスリーサポーターの皆様、ありがとうございます 

マンスリーサポーターさんからのご支援を、支援地域の方にお届けしました。今回は、お米でした。普

段、口にすることができないのでとても喜んでおりました。毎月のご支援を誠にありがとうございます。

心より感謝しております。 

 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/SLwuFc  

 

マンスリーサポーターさん 

Makimaki Senda 様より、月々のご支援が届きましたのでお届けしました。 毎月真心のご支援とご協力

を誠にありがとうございます。 

 

ご支援につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/3hNZhn  

 

ご支援ありがとうございます 

武士道協会の青山誠様より、ご支援金を頂戴いたしました。武道館（多目的ホール）建設プロ

ジェクトへ使わせていただきました。屋根ができて、現地 の空手仲間もとても喜んでおります。

完成までには、まだまだ時間がかかりますが、少しずつ、皆で頑張って行きたいと思います。

青山先生、ありがとうございます。 

 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクトは、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

ご協力に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/VtG2nb  

 

養豚プロジェクト 

貧しい地域の人々の生活を豊かにするために養豚プロジェクトを始めました。今回は、子豚の
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雌雄を４ペアと餌を購入させていただきました。豚は 大変 きれい好きですので、世話が大変

ですが、半年もすると成長し子供を産みます。豚が大きくなれば、高値で売ることができます。 

夢に向かって、一丸と なって頑張りたいと思います。 

 

ご協力に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/kHHL7h  

 

ご支援金を頂戴いたしました 

私たちの活動にご賛同下さり、ご支援金を頂戴いたしました。 

今回は、武道館（多目的ホール）建設プロジェクトの資金に使用させていただきました。  

お陰様で、屋根と壁の工事代金を支払うことができました。 

 

㈱原田産業 粟津大成様、ご支援金を誠にありがとうございます。 

 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクトについては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

ご協力に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

関連ホームページ http://goo.gl/NtolBU 

 

クリスマスケーキをお届けしました 

当団体の支援地域の子どもたちに、クリスマスケーキをお届けしました。普段口にしたことのない手作

りケーキにみんな大変喜びし口々に美味しいと完食いたしました。クリスマスとニューイヤーの食費も

同時にお渡ししました。皆様のあたたかいご協力とご支援を心より感謝しております。 

誠に有難うございました。 

 

ご協力に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

支援活動につきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://goo.gl/jXyk4k  

 

ウガンダモリンガプロジェクト～モリンガ栽培し貧困地区の産業に 

支援団体の NGOあいさんのプロジェクトです。当団体も関わっておりますどうぞよろしくお願いします。 

 

詳細 https://readyfor.jp/projects/uganda-moringa  

 

マンスリーサポーターさん 

川端達夫さま、山口直子さま、田丸豊子さま、後藤さま、より月々のご支援金が届きました。新年を迎

えますのでお米と生活費をお渡ししました。地域の職員さんやシングルマザーさんに大変喜ばれました。 
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誠に有難うございます。 

 

ご協力につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/Dd5Z65  

 

マンスリーサポーターさん 

森野熊男さま、石澤邦夫さまよりご支援が届きましたのでお渡ししました。養豚や畑の維持費、貧しい

地域の子供達の食費などになります。誠に有難う ございます。 

 

ご支援につきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/MZKRMu  

 

マンスリーサポーターさん 

Makimaki Senda さん、川上有里さん、長浦久仁子さん他マンスリーサポーターさんのご支援が届きま

したのでお届けしました。貧しい地域の教育費や生活環境改善費、農業などに使用されています。 

あたたかい真心のご支援を誠に有難うございます。 

 

ご支援につきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/npy6UO  

 

子供たち 

2014 年度も里親さんのお陰で首都カンパラ県マッキンディ地区35名、ガング村22名の子供が無事学

校に通い食事をとることが出来ました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。 

本年度もまだ、里親さんが決まっていない子供たちがおりますので、継続的にご支援してくださる方が

おられましたら、是非と もよろしくお願い致します。  

 

子供たちの詳細はこちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html 

関連ホームページ http://goo.gl/XHryLE  

 

日本ベーシック株式会社様が紹介されました 

日頃からご支援くださっております日本ベーシック株式会社様の自転車一体型浄水装置 New 

Cycloclean が、NHKの番組に於きまして紹介されました。 

 

日本ベーシック株式会社様につきましては、 http://www.nipponbasic.ecnet.jp/  

 

番組につきましては、下記を御覧ください。 
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１． 日 時：平成２７年１月２２日（木）午前８時１５分～  

２． 番 組名：「あさいち」（有働アナ、いのっち司会） 

３． コー ナー：武蔵小杉周辺のユニークな会社紹介（仮題） 

 

関連ホームページ http://goo.gl/Gij3k8  

 

養豚プロジェクト（続報） 

森野熊男さまより養豚プロジェクトにご支援をいただき４ペアの豚を飼っています。本日は月々の餌代

や借地料をお届けしました。広い土地を見つけ養豚場を作り徐々に増やします。 

 

ご支援につきましては http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/0ur6rU  

 

里親さん 

ニャンドリ・サラちゃんに学費支援が届きましたのでお届けしました。クリスマスには沢山のプレゼントを

頂きました。あたたかいご支援を誠に有難うございます。 

 

子供たちにつきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/QuF7jL  

 

マンスリーサポーターさん 

堀研太郎様より毎月のご支援をいただきましたのでお届けしました。農業支援、自立支援、貧しい地域

の子供達の食 費などになります。誠に有難うございます。 

 

詳しくはこちら http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/LnXkNU  

 

株式会社ツカサ代表取締役・山中憲一様 

いつもご支援くださっている、 

株式会社ツカサ代表取締役・山中憲一様（本社・茨城県鹿嶋市宮中5261-2）よりご支援が届きました。 

誠にありがとうございました。 

 

引き 続き、アフリカへのご支援を続けてくださると申してくださいました。 

 

本当にありがとうございました。 
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ご協力につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

関連ホームページ http://goo.gl/cQREHl  

 

山原さん 

当団体を後方支援して下さっている NGOあいさんが READYFORの【モリンガプロジェクト～モリンガ

栽培し貧困地区の産業に】に参加中です。皆様も是非ご協力をお願い致します。 

 

詳しくはこちら https://readyfor.jp/projects/uganda-moringa  

 

マンスリーサポーターさん 

住田治喜様、三浦久美子様、山口直子様他より 毎月のご支援をいただきましたのでお届けしました。

農業支援、自立支援、貧しい地域の子供達の食費などになります。誠に有難うございます。 

 

詳しくはこちら http://childrenhope-ug.com/supporter.html 

関連ホームページ http://goo.gl/GqSB0S  

 

子供たち（里親さん） 

ジェーンちゃん6歳、ナジュマちゃん4歳に里親さんからご支援が届きましたのでお渡ししました。ご支援

とご協力を誠にありがとうございます。 

 

詳しくは http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/rl9EDA  

 

2. 活動報告 

今月の活動報告はございません。 

 

3. イベント 

第12回スタディーツアー 

第12回 スタディーツアー ウガンダ 生活体験、子供たち訪問 ＆ 国立公園周遊スタディツアー 【8日

間】 緑溢れる大自然の国・ウガンダで、国際交流活動をしながら、貴重な海外生活体験をしてみませ

んか？ 

 

第12回スタディーツアー【申し込み締め切り2015年6月1日】 

 

●募集対象： ボランティア活動に興味のある方で、心身ともに健康な方。 

●ツアー期間： 2015年7月3日（金）～7月10日（金）【8日間】（飛行機の関係で変更あり） 
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●旅行代金： 350,000円 （ビザ代、旅行保険代含まず） 

●発着地： 成田（または羽田）、関空 

●利用航空会社： カタール航空（変更あり） 

●宿泊施設：  

カンパラ（4泊）： 現地ホテルまたはウガンダセンター 

クィーンエリザベス国立公園（1泊）： ムウェヤサファリロッジ（変更あり） 

 

●食事条件： 朝食：4回、昼食：5回、夕食5回（機内食は除く） 

●最少催行人員： 3名 

●定員： 10名 

●添乗員： 成田または関空より同行します。 

 

4. ご協力のお願い 

現地ボランティア募集情報 

アフリカの人々に雇用を生む、今までチャンスの無かった子供にチャンスを与えさせていただく、持続

可能な自立支援、支援活動、にご協力を下さいますようお願いを申し上げます。 

アフリカに興味がある！英語を覚えたい！子供が好きだ！どんな些細なきっかけでも良いです！是非

ご連絡を下さい！ 

【ボランティア内容】 

サッカーを教える、柔道を教える、空手を教える、日本語を教える等の自分の得意なことを教える 

日本との文化交流 

孤児院で孤児の世話 

孤児との心の交流 

【現地調査】 

孤児の生活環境調査 

お気軽にご連絡下さい！アフリカの子供たちはあなたを待っています 

お問い合せは http://form1.fc2.com/form/?id=591035  

新規会員募集のご案内 

チルドレン・ホープでは、新規会員を募集しています。チルドレン・ホープの活動にご協力いただける方、

国際協力事業にご協力いただける方など、国際交流に関心をお持ちの方は、この機会にぜひご加入く

ださい。たくさんのご応募をお待ちしています。 

▼入会案内 

チルドレン･ホープの活動に賛同し継続的にご支援をしていただける会員を募集しています。  

▼正会員 年間費  

個人会員 一口1万円  

法人会員 一口5万円 

▼賛助会員 年会費  

個人会員 一口5千円  

法人会員 一口2万5千円 

▼申し込み手順 

http://form1.fc2.com/form/?id=591035


1. 氏名・フリガナ・メールアドレス・住所・電話番号を付記の上、下記お申し込みフォームへ。 

2. 正式に会員として加入された後で、リンク先のいずれかの口座に指定の年会費をお振込み。 

 （銀行振込手数料はそれぞれの銀行基準によります） 

お申し込みフォーム http://form1.fc2.com/form/?id=591042 

お問い合わせ http://form1.fc2.com/form/?id=591035 

 

イーココロ！ご登録のお願い 

無料で募金できるサイト「イーココロ！」にご参加ください。当団体はこの度イーココロ！に参加すること

になりました。イーココロ！で皆様がクリック、お買い物や資料請求などをすると無料で募金ができます。

インターネット上で何かする時はぜひイーココロ！からのご利用をお願いいたします。楽天市場、無印

良品、じゃらんなど有名サイトが多数あります。 

 

イーココロ！とは？ 

http://www.ekokoro.jp/about/index.html 

当団体 HP 

http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/ 

※「募金先に指定する」を押して、会員登録をお願いいたします。 

 

それでは、今月号もこの辺で。ウエラバ！（ガンダ語のさよならの意） 

http://form1.fc2.com/form/?id=591042
http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://www.ekokoro.jp/about/index.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/

