ニュースレター 2014 年 4 月号
（ウガンダセンターからお送りしてます）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。ウガンダはようやく待ちに待った雨期に入りました。先日設置しまし
た貯水タンクにも水が溜まり始め、近隣の皆様にもお分けすることができ、とてもありがたいです。いつ
も、本当にご支援、ご協力ありがとうございます。

1.

ニュース

養豚プロジェクト続報
いつもご支援下さいます、森野熊男様より「養豚プロジェクト」にご支援頂きましたので、月々の餌代、
豚舎代、飼育環境に必要な品々をお届けしました。お陰様で、大きく育っております。来月には、豚舎
の床をセメントで固めて整備をする予定です。ご支援、誠に有難うございます。
養豚プロジェクトにつきましてはこちら http://www.childrenhope-ug.com/coop.html#15
関連ホームページ http://goo.gl/yaHDxh

ガング村のナーサリースクールにご支援しました
森野熊男様、川端達夫様、渡邉様、後藤様より、マンスリーサポートが届きましたので、お届けしてきま
した。3 食、2 週間分の子供 22 名の食糧と、蚊帳、医療費などを、ご支援させて頂きました。ガング村の
ナーサリースクールでは現在 22 名の生徒がいますので、大変喜ばれました。
ご支援につきましてはこちら http://www.childrenhope-ug.com/supporter.html
関連ホームページ http://goo.gl/HMU1dy

里親さん募集
（お陰様で、里親さんはきまりました）
2015 年度里親さんを募集しています。地域で面倒を見ている孤児、マース・ラティちゃん、女の子（4
歳）。母親は、働きに出ていて、孤児のもとにいません。父親は、行方不明。1 日 1 ドル以下の生活をし
て、苦しいので、食費やナーサリースクールの学費を募集しています。ご協力を、何卒宜しくお願い致
します。
詳しくはこちらへ http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ http://goo.gl/zL8tec

メンバーブログ（Member Blog)更新
アフリカのウガンダより、現場スタッフが、お伝えします。
リンク先 http://yaplog.jp/mamamamie/
詳細 http://childrenhope-ug.com/link.html

マンスリーサポーターさんからご支援が届きました
毎月のご支援をしてくださる、住田治喜様より、ご支援が届きましたのでお届けしました。支援地区のシ
ングルマザーさんたちに、1 ヶ月分の食糧と医療費などお渡しました。雨期に近づいてきてるとはいえ、
まだまだ乾燥しております。喉を痛めたり、腸チフスが流行していますので、病院に連れて行くことがで
きると喜んでおりました。また、食糧も、大変喜ばれました。あたたかいご支援、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/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/rVWvsb

マンスリーサポーターさんからご支援が届きました２
毎月ご支援をしてくださる、石澤邦夫様、長浦久仁子様、田丸豊子様、Makimakisenda 様、匿名ご希望
様より、ご支援いただきましたので、お届けしました。ガング村にある、プロッシーさんの、ナーサリース
クールには、約 30 名の生徒がいます。生徒の生活環境は決して豊かではありません。母親が病気で
亡くなり親戚と暮らす子供、交通事故で両親が亡くなった子供、両親に捨てられ街中で拾われた子供、
母親に虐待を受けていたのでプロッシーさんに助けられた子供等です。学校に来ることをとても楽しみ
にしており、勉強も熱心に取り組んでいます。食糧 1 ヶ月分と、医療費などをお渡し、大変喜ばれました。
あたたかいご協力を、心より感謝しております。誠に、有難うございました。
ご支援につきましては、こちら http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/vnRl78

里親さんからご支援が届きました
ガング村のガビン君
ガング村のガビン君 4 歳（ナーサリースクール）に、里親さん（合同会社ノンル－フエンタ－テインメント
松井 様）から学費支援、生活支援、が届きましたので、子供にお届けしました。 今年も、学校に通え
ることを、とても喜んでおりました。里親さん、ありがとうご ざいます。
ガング村のジェーンちゃん
ジェーンちゃん（小学校 1 年生）に、里親さんから教育支援、生活支援が届きましたので、子供にお届け
しました。
ガング村のナジュマちゃん
ナジュマちゃん 4 歳（ナーサリースクール）に、学費支援、生活支援が届きましたので、子供にお届けし
ました。急に寒くなり、大雨が降りました。それでも、みんな元気にしていて、安心しました。あたたかい、
真心のご協力を、心より感謝申し上げます。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/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/0sUP5E

里親さんが決まりました
募集( http://childrenhope-ug.com/new/u20150305.html )をしておりました、ラティちゃんの里親さんが
無事に決まりました。エチオピア人のお父さんとウガンダ人の両親の事情から、色々なところへ預けら
れておりましたが、不憫に思ったナマクラさんが引き取り、やっと落ち着くことが出来ました。両親の事
も覚えておらず、ナマクラさんを母親と思い、マミーと読んでいます。今回、里親さんが決まり、学校へ
通えることができるようになり、ラティちゃんもナマクラさんも喜んでおります。
ご支援、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/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/VJMPXM

雨水タンク設置工事終了いたしました
以前、お伝えしましたが、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。
首都カンパラですら、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。雨期はまだ始まりませんが、無事
に貯水タンク、排水口の設置が完成いたしました。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。
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
最近のカンパラの水事情に つきましては、 http://goo.gl/Z1K75G
関連ホームページ http://goo.gl/DZsp1M

マンスリーサポーター様からのご支援が届きました
豊田秀子様、堀研太郎様、近藤様、他匿名希望様、よりマンスリーサポーター&ご支援が届きましたの
で、支援地区へ食料と医療費をお届けました。現在、カンパラでは腸チフスが流行しており、ガング村
のナーサリースクールの生徒 30 名のうち、8 名が腸チフスに罹ってしまいました。うち 2 名は、症状が
重く入院しています。現在、治療を受け、快方に向かっています。緊急を要する事態したので、皆様の
ご支援を心より感謝しておりました。その他、子供のための農業支援にもお渡ししてきました。
日頃より、あたたかいご支援とご協力を、本当にありがとうございます。
カンパラの腸チフス情報はこちら、http://goo.gl/tFw7uk
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/zS9JS5

養豚プロジェクト続報
いつもご支援下さっておられます、森野熊男様 より「養豚プロジェクト」にご支援頂きましたので、月々
の餌代、豚舎代、飼育環境に必要な品々をお届けしました。お陰様で、大きく育っております。あと 1~2
ヶ月で、7,8 頭の子豚を生むので はないかと喜んでいます。現在、新たに土地を探し、豚舎の建設を検
討しております。森野熊男様、ご支援、ご協力、誠に有難うございます。
養豚プロジェクトにつきましてはこちら http://www.childrenhope-ug.com/coop.html#15
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/n8f3ni

里親さんより生活支援が届きました
里親さんより、生活支援が届きましたので、お届けしました。
・ウィッキリッフ君男の子 11 歳 5 年生（ペンスター小学校）
・ルベガ君男の子 11 歳 5 年生（ペンスター小学校）
里親さんより、2009 年から 2015 年まで 6 年間ご支援いただいております。お陰様で、心身ともに、大き
く成長しております。あたたかいご支援とご協力を、心より、感謝しております。
子供についての詳細は、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
ご支援につきましては、こちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/3r5gfV

シングルマザーさんへの支援
当団体の支援しているマッキンディー地区には、大勢のシングルマザーさんが住んでおります。仕事が
あっても低賃金で、中には無職の方もおります。地域の皆さんと協力し、お互いに支えながら暮らして
います。空手クラブの収入が入りましたので、緊急性の高い順に蚊帳、医療費をお渡ししました。
・ナチビリア・サビアさん（食堂調理手伝い）、1 歳三ヶ月女児あり
・ナサシラ・リリアンさん（売店手伝い）1 歳男児あり
お二人共、赤ちゃんが生まれたにもかかわらず、今まで蚊帳を買うことができなかったので、とても喜
んでおりました。
ご支援につきましては、こちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/ivPZQK

里親さんより届きました
里親さんより届きました、学費、試験料、生活費をお渡ししました。小学生高学年、中高生は、良い学
校を目指すために、全寮制の学校に入り勉強します。
・ロジャース君中４（18 歳）
・リタちゃん中２（16 歳）
・サニタちゃん小７（12 歳）

・ムゲルワ君中１（14 歳）
・ナントンゴちゃん小６（11 歳）
・シャキーラちゃん中２（16 歳）
写真は、地域のリーダーさんとシャキーラちゃんです。ご協力を誠に有難うございます。
子供の様子は、こちら、 http://childrenhope-ug.com/children2012.html
詳しくは、こちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/sbsJkF

2.

活動報告

ウガンダ極真カラテクラブのトレーニングキャンプ
トレーニングキャンプが開催されました。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。2015
年 3 月 22 日、ウガンダセンターに於きましてトレーニングキャンプが開催されました。今回は、試合向け
の上級者稽古が行われました。暑い中、皆さん頑張りました。
チルドレン・ホープでは、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 （英文）
関連ホームページ http://goo.gl/I3VIFr

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）

●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
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

募金サイト、イーココロ！閉鎖に付きまして
クリック募金として利用しておりましたイーココロ！ですが、運営するユナイテッドピープル株式会社様
より、運営を 2015 年 3 月 31 日に終了する発表がございました。つきましては、新たにクリック募金がで
きるサイトを探しておりますので、今しばらく、お待ちいただけますようお願い申し上げます。
皆様の長年にわたるご厚情に心から感謝申し上げますと共に、突然の変更ご迷惑をおかけしますこと
を深くお詫び申し上げる次第でございます。略儀ではございますが、まずは書中をもちまして変更のお
詫びとご挨拶を申し上げます。

さて、今月号もこの辺で。ウエラバ！（ガンダ語のさよならの意）

