
ニュースレター 2017 年 8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？お陰様で、支援地域の子供達も来

週から期末テストが始まります。早いもので、8月終わりには 2学期が

終了いたします。これも偏に皆様からのご支援、ご協力のおかげです。

本当にありがとうございます。 

  

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 

■マンスリーサポート２  2017年 6月 28日 

常日頃からあたたかなご協力をして下さっております皆様のお陰で、

子供たちは大変元気にしております。 本日、ローカルスタッフミーテ

ィングが開かれましたが、最近気候の変動が大きく体調を崩している

子供が大勢いるので、薬をなんとかしてほしいと言われました。治療

費やお薬代など不足している費用をお渡し大変喜ばれました。湯浅夏

奈様、逢見篤太様他、加藤好佳様、他、匿名をご希望で善意のご支援

者様など本当にありがとうございます！  

 

★子供へのご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170628.html  

 

■シングルマザーさん  2017年 7月 3日 

支援している地域のあるシングルマザーさんは、毎日仕事で何十キロ

も歩くので膝を傷めてしまいました。 膝の手術は無理なので、当面は

注射と飲み薬で様子を見ます。地域の子供をたくさん面倒見ているの

で、非常に心配です。皆様のお陰で日々の医療費をお渡しすることが

出来ました。本当に、ありがとうございます。石澤邦夫様いつも、あ

りがとうございます。  
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ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

子供の様子、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170703-1.html  

  

■子供たち  2017年 7月 3日 

お陰様で２学期の中間試験も終わり、ホッとしております。今は、宿

題や家のお手伝いに盛んに励んでおります。お砂糖や燃料費が値上が

りして困っていたので物資の資金をお届けしています。皆様のあたた

かいご支援を感謝しております! 

shimozuru kiyoshi様・匿名をご希望のご支援者様など 

 

子供など、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170703-2.html  

  

■新しい畑など   2017年 7月 6日 

先日シングルマザーさんが購入した新しい土地でスタッフ棟、畑や豚、

鶏など移転中ですがとても順調です。お陰様で、新しく貯水タンクを

購入することができました。畑にはたくさんの野菜が育っています。

豚や鶏も増やしていくので大変楽しみです。現場のスタッフと新しい

土地についての会議を重ね、地道に着実に進めてゆく考えです。今後、

豚舎や鶏舎も建設が必要ですので段々と資金を貯めていこう、と話し

合いました。森野熊男様、長年のご支援ありがとうございます。 

 

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

各プロジェクト、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ  

http://childrenhope-ug.com/new/u20170706.html  
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■日本の有志の皆様  2017年 7月 10日 

長年に渡りアフリカ応援のために活動してくださっている、元 JICAウ

ガンダ所長婦人・洲崎寿江様が毎年、ご自身の英語教室にてアフリカ

応援のベイクセールを開催してくださっております。今年も沢山の人

にアフリカの様子を伝えて下さり、様々な取り組みに熱心に活動され

ています。以下、洲崎寿江様のページより 

 

ウガンダで活動する NPOチルドレンホープを応援して毎年行なってい

るイベント。今年から生徒にもアフリカについて関心を持ってもらお

うとみんなに手伝ってもらう形にしてチャレンジ。生徒・保護者の方

の手作りのケーキやパンがたくさん届き、生徒が案内やお茶出し、会

計までするという素晴らしいセールになりました。みんなが力を合わ

せると、すごいことができるね！ お手伝いしてくれた生徒たちも楽し

んでくれたようで、次はいつ？ と質問が。みんなありがとう！！すべ

ての売上は、ウガンダの子どもたちやシングルマザーさんなどに配ら

れます。本当に感謝しております。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/  

子供の様子、http://childrenhope-ug.com/  

洲崎寿江様の英語教室、

https://www.facebook.com/Eccakitsu/?pnref=story  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170710-1.html  

  

■建設や移転（続報）  2017年 7月 10日 

先日、シングルマザーさんが新しい土地に建設や移転途中だとお伝え

しましたが（http://childrenhope-ug.com/new/u20170612.html）、 お

陰様で、７月６日に無事引っ越し致しました。貯水タンクの設置や、

トイレ建設など、まだまだ建設途中なので大変忙しくしております。

（写真は、建設中のタンクやトイレなど） 

匿名をご希望のご支援者様、手助けを本当にありがとうございます。 

http://childrenhope-ug.com/
http://childrenhope-ug.com/
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●ご支援など受け付けております、

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

●各プロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170710-2.html  

  

■株式会社 REM堀研太郎様  2017年 7月 15日 

毎月、あたたかいご協力を続けてくださっております、堀様よりアフ

リカの子供たちへご支援がありました。今年から支援する地域が増え

て大変忙しくしておりますが、新しい支援先でも、建設や畑など、仕

事の無い人に雇用が生まれ大変喜ばれております。まだまだ始まった

ばかりですが、建設の資材や畑などの備品、地域の方へのサポート等、

不足している物をお届けしております。新しい土地でも、あたたかい

サポートのお陰で、夢が広がり大変感謝されております。 

堀研太郎様、ご支援をありがとうございます。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

新しい土地の様子など、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170715-1.html  

 

■マンスリーサポーター様  2017年 7月 15日 

毎月マンスリーサポートとして、アフリカの子供たちへご支援を続け

てくださっておりますマンスリーサポーター様より、あたたかいご協

力がありました。学校が始まりましたが、生活の事情から学校に通え

ない子供に、学費や給食費をお届けしております。現在２学期で、も

う直ぐ期末試験がありますので、期末試験の費用を集めております。

国に定められた試験を通ることができなければ、上の学年へ進学する

事ができませんので、子供を持つ親御さんは必死です。学費や期末試

験の費用が、どしても足りないシングルマザーさんたちに、各費用を
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お渡し致します。makimakisenda様、荒木竜也様、あたたかいご協力を、

本当にありがとうございます!! 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170715-2.html  

 

■株式会社ツカサ山中様よりご支援が届きました 2017年 7月 19日 

日頃からご支援をくださっております山中社長よりご支援が届き大変

感謝しております。支援する地域では、季節の変わり目で薬代などが

不足していると要望があり、お届けしております。皆様のあたたかな

サポートのお陰で、シングルマザーさんは良く働き、子育ても順調で

す。山中社長様のお米も大変喜ばれております。真心のあたたかいご

協力を本当にありがとうございます。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170719-2.html  

 

■真心のご支援ありがとうございます！  2017年 7月 19日 

長年ご支援下さっております、石原久子様よりご支援が届き大変喜ん

でおります。お陰様で２学期も終わりに近づき、期末試験の為の学費

を集めております。学費を支払うことが出来なければ試験を受けるこ

とも、２学期の修了証書をもらうこともできません。せっかくここま

で積み上げてきたものが一からやり直しになるますので、不足してい

る地域の子供たちへお届けさせて頂きます! 

 

子供たち、http://childrenhope-ug.com/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170719-2.html  
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■新しい土地での建設続報  2017年 7月 22日 

先日お伝えしましたあるシングルマザーさんの新しく購入した土地の

続報ですが、無事、引っ越しも終わり、毎日畑仕事等に忙しくしてお

ります。建設の方も少しずつ進めているのですが、購入した資材を騙

されたり、盗まれたりと、問題は山積みです。しかし、彼女は「長い

近所付き合いになるので揉め事を起こさないよう努力して暮らしてい

る」と言っておりました。先ずは生きるための仕事をしなくてはなり

ませんので、鶏小屋を建て、鶏を購入しました。同時に貯水タンクの

雨樋資材や備品を購入させて頂きます。あたたかい皆様の応援とご協

力を本当にありがとうございます。逢見篤太様、湯浅夏奈様、匿名を

ご希望のご支援者様など、ありがとうございます。  

 

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

プロジェクトの様子、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170722.html  

 

■里親さん、マンスリーサポーターさん  2017年 7月 27日 

いつもあたたかいご支援を続けて下さっている里親さん、マンスリー

サポートの皆様よりご支援が届いております。支援する地域の子供た

ちは 2学期末試験目前です。とても苦しい生活環境のお子さんに、学

費未払い分をそれぞれお渡ししております。懸命に生きるシングルマ

ザーさんたちは、毎日ギリギリの生活ですので本当に感謝しておりま

した。小松恵美様、後藤様、芝田様、各里子の里親様、匿名希望のご

支援様等本当にありがとうございます!! 

 

子供たちは、http://yaplog.jp/mamamamie/  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170727.html  
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2. 活動報告 

 

 

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。9月 9日（土）、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 

2016年 11月より、宿泊施設が増設されました。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。 

http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://kyokushin-uganda.com/


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。 

http://form1.fc2.com/form/?id=591035%20


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。 
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