
ニュースレター 2016年４月号  （ウガンダセンターからお届けしております） 

ウガンダはまだ乾期で暑い日が続いております。武道館（多目的ホール）プロジェクト第２期工事フェー

ズ５の工事も壁塗りが終わり、エントランス等のタイル貼りが始まりました。２年前のテント時代と比べ

ると素晴らしい建物となりそうです。皆様、本当にありがとうございます。 

 

1. ニュース 

浄水活動プロジェクト 2016年3月4日 

匿名ご希望のご支援者様より、浄水器20台分のご寄付をいただきました。早速、スタッフと共

に購入しに行ってまいりました。この浄水器はとてもシンプルで、上部のフィルターで大まか

な汚れを取り、下部に設置した砂でバクテリア等を除去します。フィルターの寿命も3年ととて

も長いです。大事に使っていただくために、設置の仕方、メンテナンス方法を順次レクチャー

していく予定です。あたたかいご支援を誠にありがとうございます。 

浄水活動プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

浄水器に付きましては、（英文） http://www.ordertivawater.com/  Tiva Water 

関連ホームページ http://goo.gl/UoEoOH  

 

浄水活動プロジェクト続報１  2016年3月5日 

3月4日にご報告いたしましたが、浄水活動プロジェクトへのご支援金で浄水器２０台を購入い

たしました。記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160304.html 

本日、当団体が支援している地域に浄水器を５台お届けしました。通常、飲料水は煮沸消毒を

しておりますが、この浄水器を使うことにより、炭を使わず森林保護にもつながっていきます。 

地域の皆さんに浄水器の使い方等をレクチャーし、簡単においしい水が飲めるので大変喜んで

いました。あたたかいご支援を誠にありがとうございます。 

浄水活動プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

浄水器に付きましては、（英文） http://www.ordertivawater.com/ Tiva Water 

関連ホームページ http://goo.gl/ljyDzU  

 

マンスリーサポーターさん  2016年3月5日 

Kiyoshi Shimozuru 様、極真会館中崎道場様、匿名ご希望 のご支援者様より毎月の真心のご支

援が届きました。当団体が支援します、孤児を預かるナーサリー スクールへ毎日の食事代・薬

代などをお届けし大変喜ばれました。お陰様で３０名近く預かっている孤児は大変元気です。 

皆様のあたたかい真実のご支援を、心から感謝しております。 

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/rtmKxp  

 

浄水活動プロジェクト続報2   2016年3月10日 

3月4日にご報告いたしましたが、浄水活動プ ロジェクトへのご支援金で浄水器２０台を購入い

たしました。記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160304.html 

当団体が支援しているガング村のナーサリースクールと、その地域に浄水器を５台お届けしま

した。通常、飲料水は煮沸消毒をしておりますが、この浄水器を使うことにより、炭を使わず
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森林保護にもつながっていきます。地域の皆さんに浄水器の使い方等をレクチャーし、簡単に

おいしい水が飲めるので大変喜んでいました。 

ナーサリースクールの先生は、「水を持ってこれない子供がほぼ全員でしたが、これからは十分

に水を飲むことが出来て嬉しい」と、話しておりました。あたたかいご支援を誠にありがとう

ございます。 

浄水活動プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

浄水器に付きましては、（英文） http://www.ordertivawater.com/  Tiva Water 

関連ホームページ http://goo.gl/BfGerZ  

 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト第2期工事フェーズ5続報 2016年3月10日 

２月２９日より工事が始まりましたが、もうすぐ、壁の塗作業は終わりです。 

次はベランダ、階段、トイレ、バスルーム、床等の作業に進みます。以前の記事につきまして

は、http://childrenhope-ug.com/new/u20160219.html http://childrenhope-

ug.com/new/u20160226-1.html 

ご協力をくださいました、株式会社ツカサ 代 表取締役社長山中憲一様、岩建工業様、株式会

社藤工業様、株式会社下川工業様、 匿名ご希望のご支援者様、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つきましては、http://childrenhope-

ug.com/budokan.html  

関連ホームページ http://goo.gl/ZdO8rb  

 

マンスリーサポーターさん  2016年3月15日 

いつもご支援下さっております、住田治喜様、荒木竜也様、makimaki senda 様、長浦 久仁子

様、山口直子様、匿名ご希望のご支援者様よりご支援金が届きました。当団体が支援するナー

サリースクールでは、新学期が始まりましたが、無償で預かる孤児の物資や食料は不足してお

ります。そのため、農業なども試みておりますが、やはり物資や食料は十分ではありません。 

みなさまからのご支援を、食料や日用品の支援金とお届けさせて頂きました。 

あたたかいご支援を誠にありがとうございます。ご協力など、http://childrenhope-

ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/qNTIKo  

 

浄水活動プロジェクト続報３  2016年3月15日 

3月4日にご報告いたしましたが、浄水活動プ ロジェクトへのご支援金で浄水器２０台を購入い

たしました。記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160304.html  

記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160310-1.html  

当団体が支援しているガング村のナーサリース クールと、その地域に浄水器を５台お届けしま

した。 

【地域の声】飲水を作ることは手間やコストがかかり大変でしたが、この浄水器のおかげで、

安心しています。と、笑顔で語ってくださいました。 

浄水活動プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

浄水器に付きましては、（英文） http://www.ordertivawater.com/  Tiva Water 
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関連ホームページ http://goo.gl/m3ZtaO  

 

ご協力をありがとうございます  2016年3月15日 

毎月のご支援下さっております、堀研太郎様よりご支援が届きました。お陰様で、当団体の支

援する地域へ約３０名に１ヶ月分のお食事をお届けしました。最悪な環境の中に捨てられてい

た孤児を預かるナーサリースクールでは、頻繁に食糧不足に陥っております。今回の堀研太郎

様のあたたかいご支援は、みなさんに心から喜ばれました。また、一時的な支援だけではなく、

継続的な支援として農業などを通じて自立へ向かう道もサポートしておりますので、そちらも

順調に進んでおります。あたたかい真心のご支援を心から感謝しております。 

協力など詳細は、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/P7ZoPa  

 

アフリカ支援バザーの売上をお届けしました  2016年3月21日 

日頃お世話になっております、ヨシダマリ様や皆様よりお洋服や雑貨をいただきましたので、

アフリカ支援バザーをカフェ＆居酒屋ハッピーミチヨ様で開催いたしました。売上を支援して

いる地域の子どもたち、シングルマザーさんへお届けいたしました。皆様のあたたかいご協 力

に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

ご協力、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/zistTF  

 

浄水活動プロジェクト続報４  2016年3月22日 

以前もご報告いたしましたが、浄水活動プロジェクトへのご支援金で浄水器２０台を購入いた

しました。 

記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160304.html  

記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160310-1.html  

当団体が支援しているガング村のナーサリースクールと、その地域に浄水器を５台お届けしま

した。ポリタンクで水を売る商売を始め、地域の皆さんに大変喜ばれています。 

真実のご支援を、誠にありがとうございます。 

浄水活動プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

浄水器に付きましては、（英文） http://www.ordertivawater.com/  Tiva Water  

関連ホームページ http://goo.gl/o8ISHx  

 

養豚・養鶏プロジェクト  2016年3月23日 

いつも、ご協力をくださいます、森野熊男様、逢見篤太様、匿名ご希望のご支援者様よりご支

援が届きました。シングルマザーさんの進めている、養豚や養鶏も今のところ順調です。皆様

のご支援で、エサ代や地代、諸経費をお渡ししました。 

★シングルマザーさんの声★ 

昨年はお陰様で、豚が高額で売れ、売上の全部をウガンダセンターへ持って行きました。その

資金で新しい豚を飼うように指導され、今年も小さなメス・オスを4頭買いました。私たちは美

味しい豚になるよう、一生懸命に飼育しています。昨年近隣住人には、養豚についての理解を
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得られずに、様々な邪魔をされましたが、私たちの真剣な姿を見て、大勢の方々の理解を得ら

れれるようになりました。また、私たちの養豚を見て、指導を頼む、という人々も出てきまし

た。 

各プロジェクト、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

ご協力などは、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/MLnDRV  

 

マンスリーサポーターさん  2016年3月23日 

小松恵美様、匿名ご希望のご支援者様から支援が届きましたので、当団体の支援する地域へお

届けしました。今回はンブルマゾーンの子供たちを対象に数週間分の食料をお渡ししました。 

ここは、以前の事務所があった地域で、貧しい子供たちが数百名と暮らしています。（写真）私

たちが訪問した時、他の子供たちは授業中でしたので、小さな子供たちが出迎えてくれました。 

皆様、本当にありがとうございます！ 

ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

子供たちの生活の様子、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/IvdRpa  

 

浄水活動プロジェクト続報５  2016年3月25日 

以前もご報告いたしましたが、浄水活動プロジェクトへのご協力がありましたので、各地へお

届けしております。 

記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160304.html  

記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20160310-1.html  

当団体が支援しているスタッフの村とその地域 に浄水器をお届けしました。 

飲水が非常に貴重な地域で、浄水器はたいへん喜ばれました。 

（写真） 

①地域の皆さんは喜びのあまり、私たちへ歓迎のダンスと歌で出迎えてくださいました。 

②地域の皆さんがレクチャーを受けている様子です。 

真実のご支援を、誠にありがとうございます。 

浄水活動プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

浄水器に付きましては、（英文） http://www.ordertivawater.com/ Tiva 

関連ホームページ http://goo.gl/Cv3z19  

 

マンスリーサポーターさん  2016年3月29日 

日頃よりご協力を下さっております、後藤様、匿名希望のご支援者様より支援が届きました。 

当団体が支援している地域では、電気がなく大変苦労されています。地域の要望から、当団体

が薦めておりますソーラーライトが最適だと判断し、お届けさせていただきました。これから

は夜でも勉強や仕事が進むと、みなさんに大変喜ばれました。皆様のご協力、誠にありがとう

ございます。 

ソーラーランタンの詳しくは、http://childrenhope-ug.com/coop.html#13  

ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  
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毎日のこどもの様子、http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

関連ホームページ http://goo.gl/R1uXQY  

 

2. 活動報告 

 

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 （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。 

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  
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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 

 

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） 


