
ニュースレター 2019年 11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。ウガンダでは、全国共通の卒業試験を控

え皆一生懸命に勉強しております。成績順に次に進む学校が決まりますの

で、日本では考えられないシステムです。その他の子どもたちも進級がかか

っていますので、3学期の期末試験に向けて勉強しております。 

 

ホームページ http://childrenhope-ug.com/  

フェイスブック https://www.facebook.com/ChildrenhopeUG/  

   

1. ニュース 

モリノファームと家畜や SHOP   2019年 9 月 28 日 

自立支援のシングルマザーさんの各地域へ畑や家畜、SHOP等の支援を

行っております。お陰様で特にガング、ナンサナ、カチリのシングル

マザーさんの活動は地道に良くなっております。現在季節の移り変わ

りで大雨があり作物が流されて大変な思いをしております。日用品、

お食事などをお届けしております。その他約一年前より計画中の養魚

もそろそろ始まりますので毎日忙しくしております。 

森野熊男様、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://childrenhope-ug.com/new/u20190928-1.html  

 

各地域のチルドレン・ホープの子供たちへ!!  2019 年 9 月 28日 

いつもあたたかな真心でのご支援に心から感謝しております。お陰様

で子供たちへ不足している食事などをお届けしております。食事の他

にも生活必需品、お薬などお届けしております。 

小松恵美様、後藤様、匿名ご希望のご支援者様へ子供たちは心より御

礼を申し上げておりました。 

本当にありがとうございます。 

http://childrenhope-ug.com/
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現在学校の建設中、子供たちのトイレ建設、養魚場の 5000タンクのス

タンド建設とタンク設置を進めております。今まで畑のタンクを 2 台、

スタッフ棟、警備の為のフェンス、ゲートなど完成致しました。未来

を生きる子供たちへたくさんの夢を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://childrenhope-ug.com/new/u20190928-2.html  

 

子供たちも喜んでおります！ありがとうございます！2019年 9月 30日 

子供たちも喜んでおります！ありがとうございます！チルドレン・ホ

ープの支援している地域では先日の豪雨で農作物被害があり、シング

ルマザーさんや子供たちへ食事や日用品などをお届けしております。 

ご協力下さいました逢見篤太様、モリンガスマイルアースの皆様、匿

名をご希望のご支援者様などなど、いつも本当にありがとうございま

す！ 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190930.html  

 

ウガンダ・センターでは   2019 年 10 月 7 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

く生き抜いて行けるように武道をおしえています。お陰様で、武道館・

多目的ホールも完成し、毎日ウガンダの皆さんに使用して頂いており

ます。センター長の友人はテコンドーを教えておりますが「稽古場の

立ち退きにより、自分たちで建設を始めた」と本日連絡がありました。 

センター長は自分が建設で大変苦労したのを思い出し、友人へ少額の

寄付をさせて頂きました。 

将来を担うウガンダの若者たちに頑張って欲しいと願っております。 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html  

 

子供たちへタンク設置  2019年 10 月 9 日 

お陰様で雨も少なくなり 5000 タンク設置工事が進んでおります。5tタ

ンクが満水になりましたら、１ｔタンクへ溜めるように致します。す

べての工事が着々と進み心より感謝しております！ 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191009-1.html  

  

3 学期が始まりました！  2019年 10月 9 日 

チルドレン・ホープの子供たちは 3 学期が始まり感謝をしております！ 

毎日学校へ通うことが夢で、勉強している間は幸せです♪と目を輝か

せております。おかげさまで、試験の成績もよく、常日頃努力してい

る様子をうかがえるのでありがたく思います。里親さん、川上美也子

様、匿名をご希望のご支援者様他、ありがとうございます!! 

 

チルドレン・ホープの子供たち 

☆いつもあたたかな真心をおかけくださいまして、本当にありがとう

ございます☆ 

支援をする地域には、学校に通えない子供が大勢います。里親さんの、

おかげで、学校に通い、食事をすることができます。地域の世話役は、

できる限り自分たちで費用を出すよう努力しておりますが、子供が増

えているので、なかなか追いつきません。 

洋裁専門学校に通いだした女の子は、初心者コースから、上級者コー

スまで、約２年ありましたが無事に卒業をしました！！現在は仕事場

で見習いとして頑張っています♪ 

ワスワ、ナカトちゃん、男の子と女の子双子５年生(幼稚園の一番小さ

なクラスから現在までご支援を頂き、感謝しております！) 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
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ガビン君３年生、ナーサ君中 1、ムゲルワ君、ナントンゴちゃん高校生、

ナジュマちゃん３年生、ミドレッドちゃん６年生、ホープちゃん３年

生、サラマちゃん中１(おかげさまで、全国試験 7年生を無事突破しキ

ラキラの中学生です！ありがとうございます！)、 

ニニちゃん３年生、シシちゃん３年生、ナスブガ・ジェーンちゃん 10

歳５年生(3年続けてクラスリーダーです!!学級委員長さんです!!) 

・ムゲルワ君、ナントンゴちゃんは、小学校低学年の時からご支援い

ただき現在は高校生です。この先は、大学か専門学校へと進みます。 

お陰様で、成績が良いので、地域の方々のサポートと、母親の収入で

学費を賄える様になりました。母親はシングルマザーさんで、仕事が

あるので子供たちと一緒に住んでおりません。 

・シラトちゃん（ウガンダのシニア２、日本では中学 3年生）は、中

学校からは、試験も難しくなり、寮に入ったので生活が変わり大変で

す。勉強や生活と、真剣に頑張ります！地域の声、親がいないことで

勉強を懸命に頑張り常にトップクラスです。お陰様で、成績がよく、

ウガンダのサポーターがついたので、来年からも熱心に取り組んでく

れるよう願います。 

・サラマちゃんは、幼稚園クラスからのご縁があります。サラマちゃ

んはおかげさまで、全国試験 7年生を突破し心待ちにしていたキラキ

ラの中学生になりました!!給食や筆記具もご支援いただきました。 

とても長くご支援頂いている里親さんのおかげで人生があります。 

サラマちゃん、私たちは心より感謝しております！ 

・ニニちゃん、シシちゃん、ナスブガちゃんも幼稚園クラスからのご

縁です。おかげさまで、健康で明るく成長しております。ニニちゃん

は父が行方不明、母は病気で亡くなり国の施設からも断られ困ってい

るところをチルドレン・ホープのスタッフにより救われました。 

現在 3年生で成績もよく運命の切り替わりに感謝しております。 

シシちゃんも両親がいませんが、明るく育っております。 

ナスブガちゃんは継母で意地悪をされて心配しましたが、現在安全な

場所におります。学校では大変成績もよく、毎年クラスリーダーを任

されておりま!! 

 



子供たち、チルドレンホープのスタッフも、私たちも心より感謝して

おります！ 

ありがとうございます！ 

 

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

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

写真、https://www.instagram.com/childrenhope_uganda/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191009-2.html  

  

住田治喜様より子供たちへ   2019 年 10 月 21日 

学校が始まった子供たちはおかげさまで大変元気です。学校に行く事

のできない子供たちへ地域のリーダーさんを通して学費や給食費をお

届け致します。 

住田治喜様より長年の真心を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://childrenhope-ug.com/new/u20191021-1.html  

 

山中憲一様より子供たちへ   2019 年 10 月 21日 

山中憲一様より子供たちへあたたかなご支援が届き、心より感謝をし

ております。日頃より子供たちがお腹を空かせていないか、と心配を

して、お米などをたくさんお送り下さいました。早速お届け致します。 

いつも本当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://childrenhope-ug.com/new/u20191021-2.html  

 

子供たちへ   2019年 10 月 30日 
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子供たちの３学期が始まり、早いもので中間試験です。ウガンダの子

供たちの夢は学校に通うことです。当団体では、地域との相談の上、

貧しい子から学費や給食費をお渡ししています。 

モリンガスマイルアース様、小松恵美様、後藤様、makimakisenda 様、 

shimozurukiyoshi様、匿名をご希望のご支援者様などなど、あたたか

なご支援ありがとうございます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191030-1.html  

 

モリノファーム、家畜やショップなど   2019 年 10 月 30 日 

モリノファームでは、ひどい雨で心配しましたが畑の種、家畜のえさ

やメンテナンス他ショップの日用品などを送りし、みんな頑張ってい

ます。他にも魚の養殖のために新しいタンクが入りましたので楽しみ

です！ 

森野熊男様ありがとうございました!! 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191021-1.html  

 

2. 活動報告 

以前お伝えいたしましたが、2019 年 8月 28 日～31日の日程で読売テ

レビの「グッと!地球便」の撮影がありました。10月 13日（日）あさ

10：25放送されました。ご視聴くださった皆様、ありがとうございま

した。 

見逃された方は、 

https://www.dropbox.com/s/oeh66ra3u0zzy9u/%E3%82%B0%E3%83%83%E

3%81%A8%EF%BC%81%E5%9C%B0%E7%90%83%E4%BE%BF%E3%80%80%EF%BC%835

32.mp4?dl=0&fbclid=IwAR2PEkX-Pjp7hasbsHU6Lhf7oEqT5Z8GutCzWCrza

KzUG5Rtxdsbtg5rCg4 
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もしくは、 

https://drive.google.com/file/d/1BWm9H-EbbzhfBUQm4Bpvsia0thYvD

OhW/view?fbclid=IwAR2OEf0CXfgz7C7zJZjgCAbPYRu_AFPpcaPjFykWyrvk

V997gFsf26lTlXc  

 

その他、リンク先の放送局

( https://www.ytv.co.jp/chikyubin/area/index.html )でも放送

されました。 

 

予告動画 

https://drive.google.com/file/d/1t8suUToH1APqshQHDsNFIkkvSyOnh

yhe/view?usp=sharing  

 

詳細はコチラから 

https://www.ytv.co.jp/chikyubin/oa/article20191013.html  

3. イベント 

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。 
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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。 

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


 （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。 

 

http://form1.fc2.com/form/?id=591042%20
http://form1.fc2.com/form/?id=591035%20

