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暑い乾期もそろそろ終わりに近づいております。ここ2,3日雨が降り始めました。お陰様で、ご支援を頂

き、雨水を貯めるタンクの設置工事が始まりました。雨期の降水量は、あっという間に5トンタンクをいっ

ぱいにするほど降ります。近隣住民の皆様にも、雨水を使っていただくことができるようになります。ま

た、工事の際にも貯めた雨水で工事ができます。まさに天の恵みですね。ご支援下さいました皆様、誠

にありがとうございます。 

 

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 

ご支援者様からご支援が届きました 

極真空手中崎道場代表藏谷薫様、川端達夫様、その他、匿名希望様からご支援が届きましたの

でお届けしました。プロッシーさんの学校には22名の貧しい子供がいます。新学期を迎えますの

で文具やお菓子、日用品など大変喜ばれました。ご協力を誠に有難うございました。 

 

ご協力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/orSYi5  

 

森野熊男様からご支援が届きました 

森野熊男様からご支援が届きましたのでお届けしました。プロッシーさんの学校には22名の貧

しい子供がいます。新学期を迎えますので学費、文具、日用品など大変喜ばれました。 

ご協力を誠に有難うございました。 

 

今回ご支援を受けた子どもたちです（４～５歳のクラスです） 

1.Nakakande Olivia  2.Bunyo Shafik  3.Nalubeg Rashida  4.Nansuba Jenny  5.Kibirango 

Jenny  6.Kawooya Richard  7.Mumbai Pefer  8.Wangwali Denis  9.Namata Sharon 

10.Ambalu Rose  11.Mukisa Benja  12.Lukwaga Junior Dan  13.Muchunguzi Sheila 

14.Mucunguzi Morvellours  15.Najjuma Vivian Hope  16.Kawagala Solomon  17.Senyonjo 

Gabin  18.Kakooza Martin  19.Kiyaga Peter  20.Nabanja Desive  21.Natume Viola 

22.Nammaga 

以上22名です。ありがとうございました。 

 

ご協力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/UMNmNr  
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子供たち（里親さん）Ⅱ 

里親さんから新学期の学費支援をいただいたのでお届けしました。ウガンダは、2月2日から新

学期が始まりました。子供たちは学校に通えることを大変喜んでおります。ご支援、誠に有難

うございます。 

 

子供たちの様子はこちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/8s6KBg  

 

薬と食料をお届けしました 

テレビにも登場しました、私たちの10年来の友人であるナマクラ・ジュリーさんは、友人の子供の面倒を

見ています。マース・ラティちゃん4歳は母親がウガンダ人、父親がエチオピア人です。 

父親が行方不明のために生活が成り立たず、母親は働きに出ていて、ナマクラさんがマース・ラティち

ゃんの面倒を見ています。ご支援金が届きましたので、体調を崩してしまったマース・ラティちゃんのた

めにお薬と、栄養をつけていただくために食料をお届けしました。 

ご支援下さった石澤邦夫さま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  

関連ホームページ http://goo.gl/rm6Iyg  

 

近隣住民の皆様のためにタンクを設置します 

当センターには水道がありますが、近隣の貧しい家庭には水道がありません。カ ンパラですら、湧き水

を組んだり、雨水を分けてもらったり、井戸から 水を購入したりしております。 

お陰様で、武道館（多目的ホール）の屋根が設置されましたので、雨樋をつけ、そこからタンクに雨水を

貯めて、近隣住民の方々に無償で配布することになりました。 

2月10日、建設会社と契約を交わしました。雨期までには、設置が終わるとのことです。 

 

今回ご支援下さいま した、原田産業（株）粟津 大成様、匿名ご希望様、真心のご支援心よりお礼申し

上げます。ありがとうございます。 

 

工事状況につきましては、順次ご報告させて頂きます。 

 

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

武道館（多目的ホール）プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

浄水活動につきましては、http://childrenhope-ug.com/water.html  

関連ホームページ http://goo.gl/zywico  
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蚊帳を贈呈しました 

皆様のご協力で、貧しい地 域の方に蚊帳をお渡ししています。ご支援下さいました皆様、ありがとうご

ざいます。雨期には蚊が大量発生しますので蚊帳が必要となります。現在蚊帳は１６００円と貧しい地

域の方々には大変高額ですので喜ばれました。  

ご協力を誠に有難うございます。  

 

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

関連ホームページ http://goo.gl/Uog4sK  

 

蚊帳を贈呈しました２ 

皆様のご協力で、貧しい地 域の方に蚊帳をお渡ししています。ご支援下さいました皆様、ありがとうご

ざいます。当団体ローカルスタッフのプロッシーさんの学校（幼児クラス生徒 ２２名）に蚊帳を寄付させ

ていただきました。これから雨期になると蚊が多くなりますので蚊帳はとても喜ばれました。 

ご支援を心より感謝しております。ありがとうございました。 

 

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

関連ホームページ http://goo.gl/f84jGL  

  

養豚プロジェクト 

チルドレン・ホープでは、自立できないシングルマザーさんのコミュニティに仕事を与え生活環境改善策

を提案しております。養豚プロジェクトもその一つです。ご支援者様より、ご協力いただきましたので、

ガングー村の豚の様子を見に行きました。お陰様で元気すくすくと育っています。2匹の豚は、今までの

豚舎に入りきれなくなりましたので、新たに豚舎を借りました。餌代、豚舎の家賃を支払わせていただ

きました。 

 

ご協力につきましては http://childrenhope-ug.com/coop.html 

関連ホームページ http://goo.gl/LTGON7  

 

マンスリーサポーター様からのご支援 

支援地区のシングルマザーさんとその子供2人に、蚊帳と一ヶ月分の食糧や食事代をお渡しました。35

歳の女性は、4歳と1歳のお子さんと暮らしています。仕事は軽食を手作りし販売しています。1日の収

入は約120円程度で家賃や食事、医療費など生活が困窮しておりますので、地域の方々に協力をいた

だきながら、子育てをしております。そろそろ蚊の季節になりますので、マラリアが非常に心配です。先

月、女性はマラリアを患い、病院に入院したところでしたので、ご支援をいただき、大変喜んでいました。 

 

堀研太郎様、山口直子様、あたたかいご協力を誠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 http://childrenhope-ug.com/coop.html 

関連ホームページ http://goo.gl/WlXPdN  

 

ナマクラさんが来られました 

以前、記事にも載せました友人のナマクラさん。先日 は、ある事情があり、面倒を見ているマース・ラテ

ィちゃんが、具合悪いので御支援を致しました。 

http://childrenhope-ug.com/new/u20150204-2.html  

この日は、とても元気になりましたので、ウガンダセンターに遊びに来てくれました。前々から約束して

いました、蚊帳を御支援させていただきました。ご協力を下さいました、皆様心より御礼申し上げます。

誠に有難うございます。 

 

ご協力につきましては http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/7jUIw8  

 

子供たち（里親さん）Ⅲ 

シャトラ・ナミタラちゃんに、里親さんから学費支援金、生活支援金が届きましたので、お届

けしました。彼女は、11歳になり現在6年生です。元気に学校に通えるので、とても喜んでいま

す。里親さん、ご支援を誠にありがとうございます。 

 

シャトラちゃんの、2010年の記事 http://childrenhope-ug.com/children.htm  

ご協力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/j4A9ud  

 

雨水を貯めるタンク設置、側溝設置工事が始まりました 

2月21日より、雨水を貯めるタンクの設置工事、雨水を流すための側溝工事が始まりました。ウ

ガンダは、毎日暑い日が続いておりますが、職人さん たちは、一生懸命働いてくださっており

ます。雨期に入る前には完成できるように、急ピッチで進められております。 

 

以前の記事につきましては、 http://goo.gl/zywico  

武道館（多目的ホール）建設プロジェクトに関しましては、 http://goo.gl/nKE1y  

ご協力に関しましては、 http://goo.gl/h5w7k  

関連ホームページ http://goo.gl/BrSYYh  

 

2. 活動報告 

今月の活動報告はございません。 

 

3. イベント 
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ウガンダ極真カラテクラブ・トレーニングキャンプ 

チルドレン・ホープ、ウガンダセンターでは、どんな境遇にあっても心身ともにたくましく生き抜いて行け

るようにウガンダの人々に極真カラテをおしえています。 

今年初のトレーニング・キャンプがウガンダセンター、仮武道館で開催されます。参加対象は、中級者

以上の生徒です。ご興味のある方は、是非ともご連絡下さい。 

 

【日時】2015年3月22日 午前11時ー午後1時 

【場所】ウガンダセンター、仮武道館 

常時、カラテ指導のできるボランティアさんも募集しております。 

極真ウガンダ→ http://kyokushin-uganda.com  

 

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） 

●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

http://kyokushin-uganda.com/


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 

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。 
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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） 


