
ニュースレター 2019年 2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？ウガンダは今一番暑い季節を迎えており

ます。時々大雨が降ると停電になるので、中々記事がアップできずにご迷惑

おかけしております。２月より新学年が始まりますので、子どもたちも準備に

大忙しです。これも偏に皆様のご支援のお陰と深く感謝しております。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 

モリンガスマイルアース様やマンスリーサポーター様より(12月)子供

たちへ  2019年 1月 4日 

モリンガスマイルアース様が、7月から子供たちへのサポートを始めて

くださいました。支援している子供たちに、食料、生活必需品、衣類、

医療費などをお渡しております。ウガンダでは年末年始に物資や燃料

の高騰により手に入らないものが多くなります。子供たちが寂しい思

いをしないようお届けしています！新しい年の新学期が始まりますの

で、そちらも大忙しです！ 

モリンガスマイルアース様、shimozuru kiyoshi様、匿名をご希望のマ

ンスリーサポーター様、子供たちへありがとうございます。 

 

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

☆彡子供の写真、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara  

https://yaplog.jp/mamamamie/1  

☆彡モリンガスマイルアース( http://www.moringa-f.com/ ) 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190104-2.html  
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ウガンダの子供たちへ手作りケーキをお届けしました 2018年 1月 8日 

2018年もたくさんの方にお世話になり心から感謝しております。支援

する地域のシングルマザーさんがお菓子屋さんで働きだしましたので、

2019年ニューイヤーケーキを作ってもらい、子供たちへお届けしまし

た。子供たちはケーキをとっても喜んでおりました。 

 

2018年支援者 

後藤様、神田様、小松恵美様、加藤好佳、佐藤真由美様、吉谷久美子

様、山口直子様、makimakisenda様、shimozuru kiyoshi様、逢見篤太

様、石原久子様、湯浅夏奈様、戸ノ崎聖子様、増淵佳奈子様、株式会

社ツカサ代表取締役社長山中様、住田治喜様、川上美也子様、森野熊

男様、ハッピーミチヨ有志、極真会館藏谷先生、モリンガスマイルア

ース様、匿名をご希望のサポーター様、順不同 

 

里親 

奥様、程様、横山様、伊藤様、芝田様、ホフマン桂子様、NPOMUM様、 

順不同 

 

鶏舎 

笠島百喜子様、 

 

浄水器 

湯浅夏奈様、津村典宏様、 

 

毎月のご支援を本当にありがとうございます。 

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

子供、写真など、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190108.html  
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浄水器をご支援いただきました  2018年 1月 15日 

住田治喜ご夫妻、坂口頴敏様、誠にありがとうございます。私たちは

安心して飲める飲料水を子供たちに配布したいと考え、高性能な浄水

器を使用し浄水活動を行っております。一台でも多くの装置をお届け

したいと願っておりますのでご協力をお願い致します。この浄水器は、

6段階の層になっている特別な 3つのフィルターを使用し、１４Lの水

を安心して飲める水にします。電気や、炭・マキの燃料を使う必要も

なく、水を入れるだけで飲むことができます。シングルマザーさんや

子供たちは、私たちの一番大変な仕事を楽にしてくださって本当にあ

りがとうございます。いつも、弱く、貧しい立場の人を守ってくれて

嬉しいです。今日はおもてなしの昼食を作ろうと思いましたが、突然

いらっしゃったのでお茶も出さずにごめんなさい。また、ウガンダセ

ンターにお土産を持っていきますね！と、話していました。写真は、

浄水器 3台をカンパラのマッキンディ、ルワフ、メンゴの地域にお届

けした様子です。もう１台の贈呈式の様子は、後日ご報告致します。 

 

☆彡ご支援、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

☆彡子供の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190115-1.html  

  

里親さんより子供たちへ  2018年 1月 15日 

いつも、アフリカの子供たちを心配してくれている里親さんよりご支

援が届きました。子供たちは、2019年 1月の末より新学期が始まりま

す。子供の支援のぺージにもありますように、ウガンダでは紛争・エ

イズ・父親失踪等の理由で多くの子供が孤児あるいは片親だけになっ

ています。 親戚、施設に預けられている子供もいます。なかなか学費

まで手が回らないのが現状です。子供一人の年間学費・給食は約 

21,000円です。子供たちは教育を受けることができれば、将来の夢も

希望も広がるので、支援している地域の村長さんや世話役さん、スタ

ッフとともにチルドレン・ホープは奔走しております。あたたかい真

心を本当にありがとうございます！ 
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ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

子供の様子など、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190115-2.html  

 

ご支援が届き子どもたちは喜んでいます!!  2018年 1月 17日 

ウガンダの貧しい子供たちの環境はとても悲惨なものです。チルドレ

ン・ホープでは一人でも助かって幸せになってほしいと教育支援や生

活改善の支援を続けております。支援する地域では村長さんやスタッ

フと連携をして、子供たちを毎日フォローしています。日常的に不足

している食料や日用品、衣類や時にはお薬などをお届けしております。 

makimaki senda様、匿名をご希望のサポーター様に心より感謝をして

おります。 

 

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

子供の様子など、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190117-1.html  

  

株式会社ツカサ代表取締役社長山中様  2018年 1月 17日 

毎月ご支援を続けて下さり、助けられたシングルマザーさんや子供た

ちは数え切れません。貧困に喘ぐ貧しい地域のシングルマザーさんや

子供たちの生活は想像を絶するものがあります。あたたかなご支援の

お陰でウガンダのシングルマザーさんや子供たちの命が繋がっており

ます。誠に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、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190117-2.html  
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ワスワ、ナカトちゃんお陰様で新 5年生です!!里親さん  

2018年 1月 21日 

里親さんよりワスワ、ナカトちゃんへ学校の費用が届き大変喜んでお

ります。子供たちは村長さんの指導により、なるべく全寮制の学校へ

通うようにしております。ウガンダの小学校では３，４年生から勉強

が非常に難しくなります。寮は費用が高額ですが、栄養を考えた子供

の食事、朝晩の予習復習時間をプロのスタッフや先生方が 24時間体制

で見てくれて安心できる環境です。両親のいない子供にとって辛い環

境で悲し出来事もたくさんあります。しかし、こうして勉強の場を与

えてくださる皆様へ村長さんも子供たちも心から感謝しております。 

 

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

子供の様子など、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190121.html  

  

株式会社面影屋様  2018年 1月 21日 

ご支援を続けてくださっております株式会社面影屋様より、貧しい子

供たちへご支援が届き感謝しております。ウガンダでは 2019年の新学

期が 1月末より始まります。支援している地域の子供たちへ新学期に

必要なものをお届けさせていただきますので、宜しくお願い致します。

いつも、あたたかい真心を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、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190121-2.html  

  

暗号資産（仮想通貨）でのご寄付  2018年 1月 23日 

皆様より、何度かお問い合わせございました暗号資産（仮想通貨）で

のご寄付ですが、ビットコイン、イーサリアム、カルダノ（ADA)に対
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応いたしました。その他のコインでのご寄付希望の方は、お問い合わ

せください。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

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

 

ウガンダの子供たちへ!!(里親さん、サポーターさん)  

2018年 1月 25日 

貧しいながらも現況を受け入れ地道に生きているチルドレン・ホープ

の子供たちは、お陰様で元気にしております。2019年新学期を迎えま

す。里親さんが決まっている子供たち、まだ里親さんの決まっていな

い子供たちにも順次お届けしております。チルドレン・ホープでは、

なるべくたくさんの子供たちへ助かってもらいたいので、将来の夢と

希望を諦めず、笑顔で生きてもらうよう、サポートを続けています。

匿名をご希望のご支援者様、逢見篤太様、小松恵美様、いつも、あり

がとうございます!! 

 

～ご支援頂いております子供たちの様子～ 

カンパラの子供たち→ワスワ、ナカトちゃん小 5年生、ムゲルワ、ナ

ントンゴちゃん高校生、リアナちゃん幼稚園、レイモンド君幼稚園、

デリック君幼稚園、他に現在村長が預かっている孤児数名 

ガングの子供たち→ナスブッガ、ジェーンちゃん小 5年生、ホープち

ゃん 3年生、ニニちゃん 3年生 

ナンサナの子供たち→ガビン君 3年生、サラちゃん専門学校、他に現

在チルドレン・ホープのスタッフが預かっている孤児数名 

ルワフの子供たち→リッチモンド君 4年生、他に子供 

皆様の真心のご支援が届き、大変感謝しております。 

 

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

子供の様子など、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190125.html  
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2. 活動報告 

  

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。 

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 

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


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。 
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