ニュースレター 2014 年 ５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。日本では、ゴールデンウィークが始まりましたね。連休中生活リズム
や体調を崩さないように、お休みを満喫してください。お陰様で、ウガンダの学校は、１学期を無事に終
えることが出来ました。これも、ご支援下さった皆様のお陰と感謝しております。子どもたちも、本当に
喜んでおりました。これから、３週間の休みがあり、５月半ばより、２学期が始まります。里親様には、お
手数おかけいたしますが、引き続き、ご支援のほど、どうぞよろしくお願い致します。

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。約 1 ヶ月
で、7,8 頭の子豚を生むので はないかと期待に胸膨らませております。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/rCaayp

マンスリーサポーターさんによる農業支援
石澤邦夫様、森野熊男様、田丸豊子様、その他匿名希望様より、ご支援が届きました。ガング村のス
タッフは、生徒３０名のナーサリースクールを開いておりますが、無償で預かっている孤児がおりますの
で、食費や医療費を捻出するために農業をしています。人件費や地代、苗代などをお渡ししました。
また、マラリアにかかっている生徒が３名おりましたので、医療費をお渡ししました。
毎月のご協力を心より感謝しております。
詳しくはこちら、 http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/QXsaRV

ラティちゃんがウガンダセンターに来ました
ウガンダはイースターホリデーですが、彼女は行くところがないので、ウガンダセンターまで、ナマクラさ
んと遊びに来ました。センターの遊具で遊んだり、警備の犬と遊びました。センターの給食も食べて帰り
ました。以前の記事でもお伝えしましたが、里親さんが決まりましたので、今月の食費や教育費をお渡
ししました。
以前の記事
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、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/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/dWBihc

モーリンさんと再会
１０年来のお付き合いのある、シングルマザーのモーリンさんが久しぶりにウガンダセンターに来られ
ました。彼女のお子様たちは、長年、リコーテク ノシステムズ（株）社会貢献部の皆様に、ご支援いた
だいておりました。お陰様で、長女は中学３年生、次女が中学２年生になりました。空手クラブの収入よ
り、生活費をご支援させていただきました。また、私たちのお友達のさやか様より、素敵なお洋服、靴、
かばんをいただきましたので、お渡しさせていただきました。日本のものですので、作りが違う、デザイ
ンが違うと大騒ぎでした。さやか様、ご支援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/behCD5

マンスリーサポーターの皆様よりのご支援
堀研太郎様、住田治喜様、長浦久仁子様、他匿名希望様より、毎月のご支援をいただきましたのでお
届けしました。支援地区のシングルマザーさん 14 名、子供 39 名に食糧と医療費をお渡ししました。
シングルマザーさんからの感謝のお言葉
＊自分の朝ごはんを抜いてお金を節約していたので、ご支援がありがたいです。
とても嬉しいです。（ベイス・デリックくん【男の子 3 ヶ月】のお母さん）
＊働いているけど、収入が少ないので、子供に昼食を与えられなかったので大変助かります。（ジャナ
チ・ナーサクちゃん【女の子 2 歳】のお母さん）
＊昨日から、子供が風邪をひいてしまった。薬が買えなくて困っていたところでした。
ありがとうございます。ご支援くださった皆様に神のご加護を。（マリオン・ナータビちゃん【女の子 6 ヶ
月】のお母さん）
今回、沢山の食料を持って支援地区に行きましたが、大勢の人々が押し寄せてきてしまい、収集が着
かなくなりましたので、地域のリーダーさんに食糧配布、医療費の管理をお任せしましました。
皆様のご支援で、支援地域の人々が助かっております。本当にありがとうございます。
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/iAd814

映画「案山子とラケット～亜季と珠子の夏休み～」
当団体のホームページの素晴らしい写真を撮影してくださいました、井上春生監督の最新作「案山子と
ラケット～亜季と珠子の夏休み～」が全国の映画館で公開中です。是非とも御覧ください。
のどかな田園風景が広がる日本海の島を舞台に、ソフトテニスに 打ち込む 2 人の少女の姿が、周囲
の人々の心を動かしていく青春ドラマ。監督は 『遠くの空』など の井上春生、主題歌をさだまさしが手
掛ける。主演は、『紙の月』などの平祐奈と雑誌「Seventeen」の専属モデルとして活躍する大友花恋。
共演には 関めぐみ、小市慢太郎、斉木しげる、草村礼子をはじめ、ソフトテニス競技経験者の星田英
利と柳葉敏郎が脇を固める。
ストーリー：中学 3 年生の小田切亜季（平祐奈）は東京の母と姉から離れ、父・雅也（小市慢太郎）が暮
らす日本海の島を訪れる。
東京で所属していたソフトテニス部でつらい 経験をした亜季だったが、島で育った同学年の松丘珠子
（大友花恋）にやり方をレクチャーしてほしいと頼まれる。
その熱意に押され廃校の校庭で 練習し始めた 二人の姿は、やがて周囲の大人たちの心を動かして
いき……。
公式サイト http://www.kakarake.com/
関連ホームページ http://goo.gl/TMR52b

ご支援ありがとうございます
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、当団体の支援している方へお米
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.html
関連ホームページ http://goo.gl/1LNtj3

ご支援金をお届けいたしました
4 月 14 日より、学期末試験が始まりました。里親さんからのご支援で、期末試験料をお支払いすること
ができました。ロジャース君、ムゲルワ君、ナントンゴちゃん、リータちゃん、サニタちゃん、ユダヤちゃん、
ポーリンちゃん、ルベガ君、アイバン君、 シャキーラちゃん、シラトちゃん等（マッキンディ地区２０名）の
試験料をお支払いしてきました。皆様からのあたたかいご支援、心より感謝申し上げます。ありがとうご
ざいます。
詳細は、こちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html
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/TKFNRG

久しぶりの再会
12 年前に空手を教え始めたスラムのジムを久しぶりに訪ねて来ました。皆とても喜んで下さり、歌とダ
ンスで出迎えてくれました。空手クラブより、 サンドバッグをプレゼントさせていただきました。大変だっ
たあの頃が懐かしく思われます。
ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html
武道館（多目的ホール）プロジェクトにつきましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html
関連ホームページ http://goo.gl/SeMDDx

ご支援が届きました
6 年前よりご支援いただいております、ポーリンちゃん（13 歳 S１クラス）、ユダヤちゃん（9 歳 P4 クラス）、
シラトちゃん（10 歳 P6 クラ ス）、にご支援を届けに行きました。本日は教会礼拝ですので、素敵なファッ
ションで来てくれました。皆様の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
す。
子供の詳しくはこちら、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/e3d0eG

里親さんよりご支援が届きました
里親さんからのご支援で、来学期の学費をお支 払いすることができました。ロジャース君、ムゲルワ
君、ナントンゴちゃん、リータちゃん、サニタちゃん、の授業料をお支払いしてきました。写真はムゲルワ
君、ナントンゴちゃん。皆様からのあたたかいご支援、心より感謝申し上げます。ありがとうございま
す。
詳細は、こちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
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/XDOUQ4

ご支援が届きました
いつも、ご協力くださっている、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。支援地区に食糧などをお届けし、大変喜ばれました。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。
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/ezf5bO

ご支援をありがとうございます
ラウズカンパニー（株）、鈴木社長様よりご支援をいただきましたので、支援地域にお米などの食料を
お届けしました。小学校も無事に休みに入りました。子どもたちは、朝から水汲み等に大忙しです。
お米は高価ですので、皆さんにとても喜ばれました。あたたかいご支援を、ありがとうございます。
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/WuraCi

養豚プロジェクトにご支援いただきました
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。
現在は、子豚を産ませようと努力しています。
５~７月に新たに土地を探し、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/z0SZ6l

世界マラリアデー
４月２５日は、世界マラリアデーです。マラリアは蚊に刺されることで感染する病気です。世界人口の約
半分に感染のリスクがあるといわれています。サハラ以南のアフリカ、南・東南アジアで最も深刻で、ラ
テンアメリカ、中東や一部のヨーロッパ地域でもみられます。重症化しやすい「熱帯熱マラリア」では、早
期に治療しないとしばしば死に至ります。チルドレン・ホープでは、支援地域の子供たちに蚊帳をお届
けしております。まだまだ、蚊帳を買えない子供たちが沢山おります。皆様、どうか ご協力のほどお願
い致します。
世界的マラリアデーは、全世界で行われているマラリア制御に向けた努力を互いに認識する機会とし
て、2007 年 5 月、WHO によって制定されました。世界マラリアデーについては、以下の WHO のサイト
（英文）をご参照ください。 http://goo.gl/riiZ0B
マラリアに関 しては、http://goo.gl/ICyI
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/cU0qjc

里親さんから支援をいただきました
ご支援いただいております、サラちゃん（13 歳 S１クラス）、ガビン君（４歳ナーサリークラス）に教育費・
生活費を届けしました。体の弱い子供でしたが、お陰様で無事に一学期を終えました。ご協力いただき
ました、伊藤様、サイコーウェディング様、皆様のあたたかいご協力を心より感謝しております。誠に、
有難うございます。
子供たちについての詳細はこちら、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/nkUGq9

武道館（多目的ホール）をご活用してくださいました
4 月 25 日（土）、チルドレンホープ・ウガンダセンター武道館（多目的ホール）に於きまして、在ウガンダ
民間法人会主催の第 1 回学習会が開催されました。この学習会は、在ウガンダの民間法人のお子様
を対象とされており、日本語、日本の文化等を学習するために企画されました。毎月開催予定です。
未完成ながら、色々な方々に武道館（多目的ホール）が活用されることは、大変意義のあることだと実
感いたしました。ご支援者の皆様、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関しましては、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/nfXGUJ

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 4 月 26 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://kyokushin-uganda.com/gallery2015.html

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：
4.

成田または関空より同行します。

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）

