ニュースレター 2016年1月号
皆様、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
お陰様で、2015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フェーズ４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

里親さん 2015年12月1日
お陰様で一年間無事に学校に通うことが出来ました。ご協力を下さった皆様、本当に有難うご
ざいました。子供にインタビューをしました
・ロジャース君18歳 S4（日本で高校１年） アフリカンハイスクール/将来は歌手になりたい！
・ムゲルワ君13歳（14歳になる）S1（日 本で中学１年）シニアセカンダリースクール・カウエ
ンペ/将来は弁護士かビジネスマンになりたい！
・ナントンゴちゃん11歳6年（日本で小学校 6年）マッサッジャブリージプライマリーボーディ
ング/将来は看護師か医者になりたい！
・ナカトちゃん6歳１年（日本で小学校１年） ペンスタープライマリー/勉強は英語と算数が楽
しい！
・ワスワ君6歳１年（日本で小学校１年）ペン スタープライマリー/歌と踊りが好きだ。勉強は
英語が得意！
・リータちゃん16歳 S3（日本で高校１ 年）ST チャールスルワンガ SSS キビリ/英語が得意です。
将来は医者になる！
・レジーナちゃん12歳 P7（日本で中学１ 年）キビリモーデンボーディング/英語、社会、アフ
リカの歴史、理科、得意です。弁護士になります！
・ルベガ・トレーバ君16歳 S3（日本で高校 １年）ST チャールスルワンガ・ムベンデ/英語、宗
教の時間が得意です。将来は医者になる！
・ナーサ君10歳（11歳になる）P５（日本 で小学校5年）ST プライマリースクール/歌、踊り、
好きなのは空手です。将来は歌手になりたい！
・サラマちゃん10歳 P4（日本で小学校4 年）ペンスタープライマリー/社会が好き。歌がとて
も好きで、アフリカのダンスも好きだ。将来はダン サーになりたい！
・サラちゃん14歳 S2（日本で中学3年）ロ イヤルコレッジ・ナーリヤ/英語が得意です。将来
はナースか銀行のマネージャーになりたい！
・アスバ君10歳
お陰様で小学校に1年間小学校に通いました。無事4年生の試験をパスしました。

彼は母親はいません。父親は靴の修理をしながら子供を育てています。
決して裕福ではありませんが、子供3人を懸命に育てています。
お陰様で、ご支援いただいている子供は次の学年に進級できます。里親さんのあたたかいご支
援を心より感謝申し上げます。
ご支援につきましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html
ご協力につきましては、http://childrenhope-ug.com/support/index.html
子供の様子など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ

http://goo.gl/7XXRj4

マンスリーサポーターさんのご支援が届きました

2015年12月2日

マンスリーサポーターさんよりご支援が届きましたのでお届けしております。ウガンダでは最
大のイベントであるクリスマスが近づきますと、物価は高騰し、街中は殺伐とし治安が悪くな
ります。支援地域では大変困っていますので、食糧や日用品を寄付させて頂きます。
石澤邦夫様、Kiyoshi

Simozuru 様、田丸豊子様、匿名希望様ご支援を誠に有難うございます。

皆様のあたたかい真心を心から感謝申し上げます。
ご協力につきましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html
各プロジェクト、http://childrenhope-ug.com/support/index.html
子供の様子など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ
里親さんⅡ

http://goo.gl/rJ9ML9

2015年12月2日

ご支援いただいております、ガビン君（Nursery クラス）
、サラちゃん（S1、S2）は３学期のテ
ストを終えて次の学年に進級できることとなりました。
サイコーウエディング様、匿名ご希望様、ご支援を有り難うございました。
以前の記事、http://childrenhope-ug.com/new/u20150428-1.html
子供の様子、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ

http://goo.gl/FHXYgS

浄水活動（続報）１２月

2015年12月2日

この国のどうしようもない問題の一つに水事情があります。汚染された水を飲んで沢山の子供
が亡くなっていきます。主都 カンパラ付近には水道が通っています。しかし、水道管は穴だら
けで、決してそのまま飲めません。他の 地域では、雨水、湖水、井戸水を煮沸して飲料水とし
ています。井戸を掘っても、水の出る確率は低く、出た場合も塩分が多くて飲み水にならない
こと もあります。何しろ、天候不順になれば家畜や耕作のために河川の水の取り合いで部族の
紛争に発展するのが普通です。そこで、私たちは日本の日本ベーシックという 会社の人力でフ
ィルターを通して水を浄化する装置をいろいろな施設に持参して、綺麗な飲料水を提供してい
ます。煮沸 しなければ、飲もうとしない現地の人たちは、最初この装置を見て信じることが出
来ない面持ちでした。最初 は遠慮がちにコップで水を飲んでいた人たちは、次第に大きなポリ
バケツを持ち出して水を溜めるようになりました。しかし、この装置は1台28万円と高価な物な

ので、台数はなかなか増やすわけには行きません。世界で2番目に大きい淡水湖ビクトリア湖の
岸辺には約3000万人の東アフリカ人がへばり付くように住んでいます。環境悪化で水は汚染さ
れる一方で飲料水には適していません。写真は私たちが日本ベーシック社の水浄化装置で浄化
した水とビクトリア湖の孤島で採取した水を比較したものです。対岸から約1時間で、掘建て小
屋が密集する小 島に到着。この100メートル四方の狭い島に500人の人が住んでいました。島全
体が異臭で包まれており、私たちは事前に 上陸許可を得ていたものの、少しばかり恐怖を感じ
ました。私たちが水の浄化を始めると、島人が大きな容器を持ち出して集まってきました。
匿名希望様より、浄水活動へのご支援が御座いました。あたたかいご協力に心から感謝申し上
げます。写真は１２月の浄水活動の様子です。
浄水活動の様子につきましては、http://childrenhope-ug.com/water.html
ご支援につきましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html
今までの活動報告の様子は、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
関連ホームページ
サポーターさん

http://goo.gl/qXSguK
2015年12月3日

毎年ご支援下さいます石原久子様よりご支援が届きました。クリスマス前は物価高騰や治安が
悪くなり、孤児は大変な暮らしをしております。支援している地域へ、必要な日用品や食糧を
お届けさせて頂きます。あたたかい真心を心より感謝しております。
ご協力などは、http://childrenhope-ug.com/coop.html
子供の様子、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ

http://goo.gl/92tVSp

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト続報 2015年12月4日
10月21日、現地時間正午より、ウガンダセ ンター長、事務局長と武道館（多目的ホール）建設プロ
ジェクトのエノック設計士と建設会社 のフランシス社長との会議が開かれました。今回は、予算の
都合上、窓枠、ドア、内装の工 事で合意しました。写真は１１月１７日より第２期工事フェイズ４ と
し てスタートしました。電気の配線をするパイプの 設置工事が終わり、室内の壁塗りが始まりま
す。レンガ、砂、ドアが運ばれてきました。皆様 のご協力とご支援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きましては、
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
関連ホームページ http://goo.gl/J6i966
書家の川上美也子様

2015年12月4日

長年学費や生活費をご支援下さっている、書家 の川上美也子様が2015年5月お越しになり里子
と対面をしました。「これからも支援を続けるから、勉強やお手伝いを頑張ってね」と抱き合い
涙しました。2015年6,7,8,9,10,11月につきましても、 ご支援が届きましたので、貧しい地域
へお届け致しました。皆さん、大変喜び、長年のご協力を心から感謝 している、と話をしてお
ります。この度は、アフリカのシングルマザーさんが作るネックレスもご購入くだいましたの
で、売上を、貧しい家庭の一人一人にお届け致します。

手芸品の詳細は、http://childrenhope-ug.com/shugeihin.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/3tqXEn

サポーターの皆様より

2015年12月9日

サポーターの皆様よりあたたかいご支援が届きました。１２月はウガンダ最大のイベントであ
るクリスマスに向けて国中が大騒ぎですが、貧しい地域の子供たちにクリスマスは関係ありま
せん。子供たちの毎日は、いつも通りお手伝いや水汲みに大忙しです。そして、この時期は全
ての物価が高騰しますので、苦しい生活です。皆様のご支援で、あたたかいお食事や日用品を
お届けすることが出来そうです。荒木竜也様、匿名ご希望様、真心のご支援を誠に有難うござ
います。
子供の様子、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
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/JBCofG

マンスリーサポーターさん

2015年12月9日

毎月のあたたかいご支援で農業や養豚、養鶏が順調です。長浦久仁子様、芝田様、匿名ご希望
様、森野熊男様等のご支援を誠に有難うございます。子豚はすくすくと成長し、数匹の豚は販
売致しました。鶏は卵を産むようになり、成人した鶏は販売致しました。世話をする方々には
「生活が楽になった、日本の皆様に心から感謝している」と大変喜ばれています。
詳しくは、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ

http://goo.gl/ZQmdbF

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト 続報 2015年12月9日
屋根と壁との繋がりをレンガで塞ぎ、いよいよ 壁塗りが始まりました。早朝より、大勢の職人さんが「作
業の歌」を熱唱しながら、活気に満ちております。皆様 のご協力とご支援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きましては、http://goo.gl/nKE1y
前回の記事：10月21日、現地時間正午より、ウガンダセ ンター長、事務局長と武道館（多目的ホール）
建設プロジェクトのエノック設計士と建設会社 のフランシス社長との会議が開かれました。今回は、予
算の都合上、窓枠、ドア、内装の工 事で合意しました。
写真は１１月１７日より第２期工事フェイズ４ としてスタートしました。
電気の配線をするパイプの 設置工事が終わり、室内の壁塗りが始まります。
レンガ、砂、ドアが運ばれてきました。
皆様のご協力とご支援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きましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html
関連ホームページ http://goo.gl/cGNnpr
マンスリーサポーターさんよりご支援がございました

2015年12月10日

毎月のご支援を下さいますマンスリーサポーターさんより、あたたかいご支援がございました。

支援している地域へ食糧や日用品をお届け致しました。湯浅夏奈様、Makimaki Senda 様、匿名
希望のサポーター様、誠に有難うございます。今回は、主食のとうもろこしの粉を約８６０回
分（５０キロ）大豆の粉約３２０回分（２０キロ）、お菓子約５０人分（５キログラム×２袋）、
日用品は石鹸などお届け致しました。子供は長い休みに入っておりますので大変喜んでおりま
した。ご協力を誠に有難うございます。
ご協力などは、http://childrenhope-ug.com/coop.html
子供のいつもの様子、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ

http://goo.gl/XVIKZE

養鶏プロジェクト

2015年12月16日

サポーター様と森野熊男様がご支援下さいます養鶏プロジェクトはお陰様で順調です。先日よ
り、雌の鶏は卵を産み始めました。そこで、市販の卵と比較しましたが眼を見張るような違い
があります。市販の卵は黄身の色が白っぽく白身も元気がありません。しかし、養鶏プロジェ
クトで育てた鶏の卵は白身は盛り上がり、黄身の色がはっきりとした黄色です。この卵を１個
販売する際に、市販のものと比べて値段は３倍近く違ってきますので、面倒を見ているシング
ルマザーさんたちは大変喜んでいました。皆様のあたたかいご協力やご支援に心から感謝申し
上げます。
ご支援はこちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html
各プロジェクトの様子、http://childrenhope-ug.com/support/index.html
関連ホームページ

http://goo.gl/5ksThZ

マンスリーサポーターさん

2015年12月16日

堀研太郎様、逢見篤太様よりご支援を頂きましたので、シングルマザーさんや子供たちにお届
け致します。ウガンダはクリスマスも近くなり慌ただしくなりました。生活のために必要なも
のが値上がりしていますので、不足している食糧や衣料品、日用雑貨などをお届け致します。
毎月のご支援を心から感謝申し上げます。
子供の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
今までの支援活動、http://childrenhope-ug.com/support/index.html
ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/Kn1NJk
ご支援を有難うございます

2015年12月16日

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
食事代をお渡ししました。
（一ヶ月分の食費になります）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/SJbBJj

山中社長様よりお米やご支援を頂きました

2015年12月16日

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。毎回 お米を120キロご支援下さり、日本のお米と栄養
のあるものをお届けし支援地区の孤児は大変元気にしております。山中 憲一様のあたたかいご
協力と真心に感謝しております。「引き続き、アフリカへの支援を続ける」と申してくださいま
した。あたたかいご支援に心から感謝申し上げます。 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/coop.html
支援活動の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
子供の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ

http://goo.gl/IJkok7

毎月のあたたかいご支援で農業や養豚、養鶏が順調です

2015年12月16日

森野熊男様、吉谷久美子様等ご支援を誠に有難うございます。お陰様で、子豚はすくすくと成
長しクリスマス前に販売予定です。（販売後その資金で子豚を購入予定です）鶏の雌は卵を産む
ようになり、雄はクリスマス前に販売予定です。世話をする方々は「養豚や養鶏は毎日容易で
はないが、生活が安定してきたので随分と救われている」と、働く喜びを味わっています。
詳しくは、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ

http://goo.gl/mBP4RK

ガング村の子供やマッキンディ地区の子供にお届けしました

2015年12月22日

年末になり大変慌ただしくなる中、クリスマスの為物価が高騰しております。皆様のあたたか
いご協力のお蔭で、１２月の生活費や医療費をお届け致しました。ご支援やご協力を誠に有難
うございます。
（写真は子供の様子です）
★マンスリーサポーターさんのページ更新しました★
皆様のご支援は、2014年から2015年9 月にかけて、約500名の子供の毎日の食事、
医療費に当てることが出来ました。月々は、約1330毎食分をお届けさせて頂きました。
また、学費の足りない子供には学費を援助しています。
お陰様で毎月お届けしております。http://childrenhope-ug.com/supporter.html
ご支援につきましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html
子供の様子は、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ

http://goo.gl/p9Supl

クリスマスに支援地域へお届けしています

2015年12月25日

ウガンダでは多くの地域でクリスマスをお祝いしております。スタッフも昨日からお休みに入
りました。皆さん、お土産を沢山持って集まり、家族とクリスマスを過ごします。ご支援頂い
ている女性コミュニティーのお店やサポートエリアの孤児へ食糧などお届けさせて頂きます。
皆様、あたたかい真実のご支援を一年間本当に有り難うございました。
子供、

http://childrenhope-ug.com/children2012.html

支援など、

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

関連ホームページ http://goo.gl/yWGqNT

養豚・養鶏プロジェクト

2015年12月28日

お陰様で皆様のご協力を下さいました、養豚・養鶏プロジェクトの豚や鶏を販売することが出
来ました。販売した資金で、新しい豚と鶏、ナーサリースクールの備品などを購入させていた
だく予定です。マンスリーサポーター様、森野熊男様、心から感謝しております。誠に有難う
ございました。
プロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
ご協力は、http://childrenhope-ug.com/coop.html
関連ホームページ http://goo.gl/lySVG6
ウガンダ版七輪をお届けしました

2015年12月29日

ウガンダ版七輪（日本のものほど良くないですが）を２５家庭にご支援致しました。七輪がな
い家庭では、石を組んで簡易かまどのようにしておりますが、煙による健康被害、幼児のやけ
どが絶えませんので、皆から要請されておりました。住田治喜様、石澤邦夫様、匿名ご希望の
ご支援者様、誠に有難うございました。本当にありがとうございます。
ご協力はこちら、

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

関連ホームページ http://goo.gl/Dw2F8M
空手クラブへご支援を頂戴致しました

2016年1月5日

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。当団体を長年ご支援し
て下さっております。住田治喜様より空手の道具類のご支援を頂きました。10年近く使ってお
りますミット類は、何度も 修繕を繰り返し、ボロボロとなっておりましたので、今回メンバー
一同大変な喜びようでした。サンドバッグも頂きましたので、叩くのに列ができるほど興奮し
ておりました。本当にありがとうございます。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。
武道館建設プロジェクトにつきましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html
極真ウガンダにつきましては、http://kyokushin-uganda.com/
関連ホームページ

http://goo.gl/cOSXCW

洋服や筆記具のご支援をありがとうございます

2016年1月6日

いつもお世話になっております、ヨシダマリ様やご支援をしてくださる皆様に洋服や筆記具の
ご支援を頂きました。支援している地域の子供やシングルマザーさんへお届けさせていただき
ます。皆様のあたたかいご協力に心から感動しております。誠に有難うございました。
◆ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html
◆活動の様子は、http://childrenhope-ug.com/support/index.html
関連ホームページ

http://goo.gl/HkAYUe

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト続報

2016年1月6日

10月21日、現地時間正午より、ウガンダセ ンター長、事務局長と武道館（多目的ホール）建設
プロジェクトのエノック設計士と建設会社のフランシス社長との会議が開かれました。今回は、

予算の都合上、窓枠、ドア、内装の工事で合意しました。写真は今回最後のドア工事の様子で
す。皆様のご協力とご支援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きましては、
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
関連ホームページ
2.

http://goo.gl/X5FMmC

活動報告

クリスマス会 2015年12月23日
皆様のお蔭で、支援している地域に毎年恒例のクリスマスケーキをお届け致しました。
たくさんの子供が高価なクリスマスケーキを大変喜んでいました。日本の皆様のお蔭で元気に一年過
ごせたことを心から感謝しております！と話していました。
☆本日お届けしたもの☆
クリスマスケーキ、飲み物、食料を50人の子どもたちに配りました。スタッフの開会のことばの後、クリ
スマス会をスタートさせました！そして、子どもたちお待ちかねのケーキの搬入が行われました。初め
て見るケーキ、初めて食べるケーキの箱を見るなり大興奮状態で、悲鳴にも似たクリスマスソングが合
唱されました。地域のリーダーさんがケー キを切り分け、一人一人にケーキを渡すと、膝を地面につい
て本当に嬉しそうに御礼を述べていました。たっぷりと食べた後にはスタッフのお兄さん、お姉さんと一
緒に、外で思いっきり遊びました。皆様のあたたかいご協力を誠に有難うございました。
ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html
子供の様子は、http://childrenhope-ug.com/children2012.html
関連ホームページ http://goo.gl/0lzcky
3.

イベント

第1３回スタディーツアー
第13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13回スタディーツアー
●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：

2016年8月4日（木）～8月11日（木）【8日間】
（飛行機の関係で変更あり）

●旅行代金：

350,000円

●発着地：

成田（または羽田）、関空

（ビザ代、旅行保険代含まず）

●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）：
●食事条件：

ムウェヤサファリロッジ（変更あり）

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。

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
お問い合わせ

http://form1.fc2.com/form/?id=591042

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

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）

