
ニュースレター 2017年12月号  （ウガンダセンターからお届けしております） 

 

皆様、いかがお過ごしでしょうか？ウガンダは、現在雨期に入りまして、毎日、雨が降り農家のみなさま

もとても喜んでおります。支援地域の子供たちも学年末のテストが始まりました。あと数日で本学年も

終了いたします。ご支援を継続してくださっている、皆様のお陰で今年も無事に学校へ通わせていただ

くことができました。この場をお借りして御礼申し上げます。誠にありがとうございます。これから、約2ヶ

月の長い休みに入りまして、来年の2月より新学年が始まりますます。 

ホームページ http://childrenhope-ug.com  

フェイスブックページ https://goo.gl/hytQkj  

 

1. ニュース 

■マンスリーサポーター様   2017年10月26日 

毎月、あたたかいご支援を続けてくださっております、マンスリーサポーター様のお陰で、支

援をしている地域の子供たちは学校に通うことができます。現在は、3学期を迎えております。

勉強の内容は、1年間の仕上げで試験は大変難しくなっています。地域の世話役の方と相談をし

ながら、子供たちの将来性を考えて、なるべく良い学校へ通わすようにしておりますが、その

分学費も勉強も大変です。皆様のお陰で、3学期の中間試験を迎える事ができました。試験費用

や筆記用具の足りない子供に、お届けさせて頂きます!! 

小松恵美様、後藤様、匿名をご希望のご支援者様等、本当に優しいご協力を感謝しております。 

 

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

子供たち、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html   

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171026.html  

 

■ご支援をありがとうございます!   2017年10月28日 

ご支援が届きましたので各地へお届けしております。支援をしている地域では、自立したシン

グルマザーさんたちが、孤児のために学校や多目的ホールを建設中です。ブロックや資材など

を、お届けさせて頂きます。また、雨季に入ってから朝晩の寒暖の差があり、体調を崩しがち

ですので医療費なども、お届けさせて頂きます。 

石澤邦夫先生、長年に渡るご支援、誠にありがとうございます。 

 

ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

子供たち、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html   

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171028.html  

  

■マンスリーサポーター様2   2017年11月3日 

真心のご支援を続けて下さっているマンスリーサポーター様より、ご支援が届きましたので、

支援地域へお届けさせて頂いております。ウガンダは赤道直下ですが、11月に入り、ガラリと

季節が変わりました。朝の日の出時間や気温など、様々な様子の季節の変わり目を肌にも感じ

ます。支援している地域では、食事を満足にできない、お薬も買えない等と、嘆くお母さん達

http://childrenhope-ug.com/
https://goo.gl/hytQkj
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20171026.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20171028.html


が大勢います。誰からの助けも得られない孤独なシングルマザーさん達へ、希望の光となりた

いと考え、日々支援している地域へ通っております。誰かが少しでも気にかけていれば、彼女

達は自立し、やがては弱い立場の方々を、サポートする側へと進んでいけるはずです。実際、

皆様のあたたかい真心で、自立したシングルマザーさん達は数え切れません。マンスリーサポ

ーター様には、アフリカへ一筋の光をもたらして下さり、心から感謝しております。 

kiyoshi shimozuru 様、匿名をご希望の真実のご支援者様等、本当にありがとうございます!!

感謝しております!! 

 

ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

子供たち、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html   

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171103.html  

 

■募集しています!   2017年11月6日 

日頃から皆様の、あたたかいご支援を、感謝しております。皆様のお陰で、自立して、ビジネ

スを始めるお母さん達が、たくさん出ているので、大変感謝しております。以前の記事でも、

度々お伝えしております、貧しい地域のシングルマザーさんが、一生懸命に資金を貯めた後に、

自立し、新しい土地へ引っ越ししました。生活のために、畑や家畜を運営しておりますが、

段々と、上手く行ているので、鶏舎を増やす計画を練っております。現在も鶏小屋があり、地

鶏を飼育中ですが、もっと鶏も人員も、増やしたい、と考えております。とは言いましても、

鶏の飼育は大変繊細で、温度管理や餌の良し悪し、また害獣の危険も伴っております。しかも、

貧困からの泥棒なども日常茶飯事のウガンダですから、現場のシングルマザーさん達は、リス

クを、最大限少なくするよう何回も会議を重ね、リサーチも欠かしておりません。他に、鳥イ

ンフルエンザ等の病気で全滅なる危険も、考えられないわけではありませんので、その辺も、

専門家に教育を受けております。リスクばかり考え、何も行動をしないのであれば、生活は成

り立たず、地域の他の貧しい孤児たちを、もっともっと助けたいとの、彼女の夢は実現しませ

ん。鶏舎が軌道に乗れば、売り上げは、彼女の最大の夢である、学校建設へと繋げて行きます。

慎重に力強く行動を起こし、前進して、頑張りたい、と話していました。自身で貯めた資金は、

まだ少し足りませんので、鶏舎の建設費用を募集しております。 

詳細は、お問い合わせにお願い致します!!これからも、頑張ります!! 

 

お問い合わせ、ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

 

■ご協力のページを更新しました  2017年11月6日 

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

  

■サポーター様よりご支援が届きました！    2017年11月8日 

長年ご支援を続けて下さっているサポーター様より、あたたかいご支援が届きました。 畑や、

家畜を育てるシングルマザーさんや子供たちは、それぞれ順調に進んでおりますが、 少し足り

ない肥料や、エサ代などをお届けしております。お陰様で、11月は雨が良く降り、作物がよく

育ち、家畜も元気にしております。みなさんのお陰で、本当に助かっております。 
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☆加藤好佳様、匿名ご希望の方など、本当にありがとうございます！ 

 

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

シングルマザーさんなどの様子、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171108.html  

  

■ご支援をありがとうございます    2017年11月11日 

マンスリーサポーター様より、真心のご支援が届きました。11月に入り雨の季節になりました。

毎日雨が多く、お陰様で作物はよく育ちます。 畑で育った野菜を売りに、歩くシングルマザー

さんたちも多く、大変助かっております。支援する地域の子供達は、季節の変わり目で、体調

を崩す子もおります。子供達には、栄養のあるものを、お届けさせていただきます。  

makimaki senda 様、荒木様、いつも、本当に感謝しております。 

 

ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

こども、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ  http://childrenhope-ug.com/new/u20171111.html  

 

■里親さん   2017年11月15日 

毎月の学費や給食費を、ご支援下さっている里親さんに、本当に感謝しております。お陰様で、

無事に、3学期まで過ごすことが出来て、安心しております。来週には、学年末の試験がござい

ます。この試験を落とすと、次の学年に上がれませんので、子供たちは必死に勉強をしており

ます。里親さん、あたたかいご支援を心から感謝しております！ 

ニニちゃん（年長さん） ナマスバちゃん（3年生） ホープちゃん（1年生） ガビン君（1年

生） サラちゃん（中学校最終学年試験予定） 

ナーサ君（6年生） サラマちゃん（6年生） 

ガング地区 

nakakande olivia3才 bunyo shalif4才 nalubega jenny5才 

kibirango richard 3才 kawambai pefer3才 

namata rose4才 

マッキンディ地区 

他多数 

 

ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

こども、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171115.html  

  

■株式会社 REM 堀研太郎様  2017年11月16日 

毎月ご支援下さっている、堀研太郎様より、あたたかいご支援がございました。お陰様で、毎

年11月は雨が多い季節です。作物はよく育ち、支援する地域のみなさんは、大変喜んでおりま

す。また、子供たちは、学校に通い、無事3学期の中間試験を終えた所です。もうすぐ、期末試
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験となりますので、日々の勉強に熱心です。支援する地域のシングルマザーさんですが、十数

年前に支援を始めた頃の方は、ほぼ１００％自立してくださり、新しい世代のシングルマザー

さんが越してきています。皆様のご支援のお陰で、自立したシングルマザーさんは、レストラ

ン、夜の BAR、小売店、畑、家畜を育てるなど、本当に順調です。教員免許を取得し、多目的

ホール、学校などの建設事業をしているシングルマザーさんもおりますが、彼女もお陰様で順

調です。未だ自立できない、貧しい地域のシングルマザーさんや子供たちへ食事や、学費など

をお届けさせていただきます。また、新しい土地を手に入れたシングルマザーさんが、現在多

数おりますが、家畜などを増やし、養鶏事業などにも力を注いでおります。ご賛同下さる方を

お願い致します！ 

☆堀研太郎様、本当にありがとうございます！ 

ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

自立支援活動や、学費・給食支援のこどもなど、 

http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171116.html  

   

■養鶏へご支援がありました！   2017年11月20日 

日頃から、あたたかいご支援を有難うございます。今年はじめに、シングルマザーさん数名が、

新しい土地（ナンサナの地域）へ引越しして、畑や家畜を育てて、頑張っております。今まで

の土地（ガングの地域）でも、シングルマザーさんたちが、畑、豚や鶏などを一所懸命に育て

て、大変栄えております。新しい土地（ナンサナの地域）では、小さな鶏小屋、豚小屋でした

ので、大きな小屋を建設する資金をお送りくださいました。これから、準備にかかります。そ

の様子は、今後 HP にて、随時ご報告させて頂きます。 

石原久子様、カサシマユキコ様、他匿名をご希望のご支援者様など、本当に感謝しております。

有難うございます！ 

 

・ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

・土地の様子やサポートの様子 

 http://childrenhope-ug.com/coop.html#17  

 http://childrenhope-ug.com/new/u20171106.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171120.html  

 

■株式会社ツカサ山中社長よりご支援がございました！  2017年11月22日 

長年、ご支援を続けてくださっている、株式会社ツカサ山中社長よりご支援が届きました。支

援する地域の子供は期末試験に突入しました。今年最後の試験で、大変厳しい基準です。費用

などが足りない場合は、試験を受けることが出来ませんので、お届けさせて頂きます。 

他にも、毎月美味しい御米をお送りくださり、支援する地域の皆さんは、とても感謝しており

ます。 

 

・ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

・こどもは http://childrenhope-ug.com/children/2012.html  
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関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171122.html  

 

■マンスリーサポーター様   2017年11月24日 

マンスリーサポーター様が、ご支援を続けて下さっているお陰でとても助かっております。子

供たちは、期末試験になりました。最後の試験ですので、精一杯に、頑張っております。また、

地域のお手伝いも、真面目に取り組んでおります。ご支援は、支援している地域に足りない日

用品や、試験費用などを、お届けさせて頂きます。 

逢見篤太様、湯浅夏奈様、匿名でご支援をくださった方など、いつも、ありがとうございま

す！ 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

子供の様子など、http://yaplog.jp/mamamamie/  

http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171124.html  

 

■武道館（多目的ホール）建設プロジェクトその後  2017年11月27日 

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強く生き抜いていけるよ

うに極真カラテを教えています。お陰様で、毎日、いろいろな活動に使わせていただいており

ます。中でも、空手のクラスはウガンダの人のみならず、ウガンダで働いている他の国々の

方々も興味を持ってくださっております。今月に入りまして、メンバーがまたまた増えまし

た！オランダ人、ドイツ人の女性です。今日は、イタリア人、ブルガリア人、ポーランド人、

ナイジェリア人、ソマリア人、ウガンダ人、日本人など9カ国の国際色豊かなメンバーでした。

国境を超えて、勿論共通語は OSUです！！  

 

karate 詳細、http://childrenhope-ug.com/karate.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171127-1.html  

 

■マンスリーサポーター様   2017年11月27日 

毎月のあたたかいご支援のお陰で、救われている子供やシングルマザーさんが大勢おります。

今日は、小松恵美様、後藤様、匿名をご希望のご支援者様などのご支援をお届けしておりま

す！今年最後のテストで、学費やテスト試験費用を支払わなくてはいけませんので、家庭の事

情から費用が不足している子にはお渡しします。日用品や、お砂糖などの、普段買えない高価

な物資をお届けさせていただきます。マンスリーサポーター様、本当に感謝しております。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

こどものようす、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

ブログなど、http://yaplog.jp/mamamamie/  

フェイスブック、https://goo.gl/4FhNn5  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171127-2.html  
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■モリノファーム、モリノレストラン、など好調です！   2017年11月28日 

森野熊男様より、毎月のご支援がございました。お陰様で、畑には沢山の作物ができています。

レストランは大繁盛し、時間を延ばして営業中です。SHOPや、夜の BARを開く人もいます。店

が成功した人は、支店を出すためにエミレーツへ出稼ぎに出たシングルマザーさんもいるくら

いです。長年のご支援を感謝しております！ 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

こどもたち、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

地域の様子など、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20171128.html  

  

 

2. 活動報告 

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強く生き抜いていけるように極真カラ

テを教えています。本年度のウガンダ日本祭が11月11日、カンパラの友情レストランに於きまして無事

終了しました。当団体の極真カラテクラブも演武を披露させていただくことができました。初めて見る空

手の生の迫力に、観客の皆様も大変驚いておりました。また、披露するメンバーもその熱気を受けて、

とても興奮しておりました。関係者の皆様、本当にありがとうございました。ウガンダセンターでは、空

手のできるボランティアさんを募集しております。お気軽にご連絡下さい。 

http://childrenhope-ug.com/karate.htm l 

当日の模様は現地新聞のページにも載りました 

https://shar.es/1PPvmQ  

毎日のように、貧富の差を超え国際色あふれる皆さんに喜んで使用して頂いております。 

ありがとうございます。 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

近況、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

 

3. イベント 

空手クラブ昇級審査会 

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。12月20日（水）、ウガン

ダ共和国首都カンパラ、チルドレン・ホープウガンダセンターの武道館（多目的ホール）に於

きまして、極真空手クラブ昇級審査会が行われます。 

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。 

 

武道館プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

極真ウガンダに関しましては、http://kyokushin-uganda.com （英文） 

 

ボランティア募集   

ボランティア募集内容 
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http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html
http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://kyokushin-uganda.com/


2016年9月11日より、宿泊施設が増設されます。新事務所移転につき、しばらくお休みしていた

ボランティアさんを再び募集します。 

【明日への希望を一人でも多くの子供たちへ】私たちは、アフリカ東部に位置するウガンダで

子どもたちの生活の安全と人権が守られる社会の実現を目的として活動しています。 

具体的には里親募集、食糧や衣料などの提供、水浄化活動、手芸品作りといった活動を通じて、

エイズ孤児や貧困家庭の子どもたちの自立支援とエイズに脅かされるコミュニティーの自助、

自立を促す活動を行っています。 

“孤児”という状況に置かれ住む家や食べ物がない、生活用水を得るために１日数時間かけて

水運びをする、学校にも通えない。 

生まれ育った環境を除けば、彼らは日本の子どもたちと何一つ変わりません。 

そんな彼らの笑い声が響き、未来を担う子どもたちが希望を持って生きられる社会の実現へ向

け、あなたの力を是非お貸し下さい。 

ボランティアへのご参加をお待ちしています！ 

 

◆ご協力内容 

１教育支援プロジェクト 

チルドレン・ホープの支援するナーサリースクールや小学校で、日本語やその他の教科を教え

たり、体育、芸術（絵、ダンス）など、子供たちのサポートと協力をする。エイズ孤児院で子

供たちと生活をともにしお手伝いをする。 

 

２武道教育プロジェクト 

空手、柔道、合気道、その他スポーツ指導等のお手伝いをする。 

 

３手芸品作り 

シングルマザーさんへ自立の一貫としてペーパービーズを作りや手芸品を作成しております。 

ペーパービーズ作りや手芸品作りの商品開発、アイディアなどのサポートと協力をする。 

 

４各プロジェクト 

貧しい地域の方の自立への第一歩として様々なプロジェクトを行っております。 

モリンガ畑、養豚、養鶏、小売店などのサポートと協力をする。 

 

５広報活動 

事業の内容や感想の記事を書いていただき、写真や動画などを現地にて撮影、編集し、ホーム

ページや Facebook に掲載する、季刊誌の写真、記事などを作成し、発行に協力する。 

他にも色々とお手伝いを必要としておりますので、お気軽にご相談下さい。 

 

◆料金表 

☆５日間～１ヶ月コース、体験見学コース、滞在費３万円（５日間でも１ヶ月と同じ金額にな

ることをご了承下さい）協力金３万円 

☆３ヶ月コース、滞在費９万円、協力金３万円 



☆半年コース、滞在費１８万円、協力金３万円 

滞在費に含まれるもの：滞在中の食費、宿泊費、移動交通費等 

・滞在費にサファリツアーや小遣いなどは含まれておりません。（詳しくはご質問下さい） 

・協力金とは、現地で活動を支援するための協力金で、現地事務所の運営費などに使用されま

す。 

 

お問い合わせは 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  

 

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） 

http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://form1.fc2.com/form/?id=591042
http://form1.fc2.com/form/?id=591035

