
ニュースレター 2019年 7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、雨季が終わり、乾季を迎え

たのかと思った途端に連日の雨です。すっきりしない日が続いておりますが、

農家の皆様はとても喜んでおります。学校では、中間テストが終わりました。

四季のないウガンダは、夏休みというものがなく、8月の末まで２学期があり

ます。早朝から夕方まで皆、一生懸命に勉強に励んでおります。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 https://www.facebook.com/ChildrenhopeUG/  

   

1. ニュース 

支援地域の子供たちへ(山中憲一様)  2019年 6月 6日 

チルドレン・ホープの支援している地域の子供たちは新しい学期(2学

期)が始まり勉強に忙しくなります。学校のない地域には、勉強会を開

いています。お米や調味料、お肉など必要なものをお届けしています。 

いつも、お世話になりありがとうございます!! 

子供たちは元気にしています!! 

 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190606.html  

 

子供たちは 2学期が始まり喜んでいます!!(カンパラの子供たちの様

子)  2019年 6月 7日 

http://childrenhope-ug.com/
https://www.facebook.com/ChildrenhopeUG/
http://childrenhope-ug.com/supporter.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190606.html


ワスワ君、ナカトちゃんのお母さんはシングルマザーさんで住み込み

の歌や踊りをして働いていますがまだまだ収入は追いつきません。首

都カンパラのマッキンディの支援する子供たちは寮に入る子供が多く、

寮費は 1学期間で 3万円ほどかかるので大変ですが、食事や健康ケア、

勉強のことなど専門の先生がついているので安心です。学校に通えな

い子供もたくさんいるので、学費の足りない部分を村長さんへお渡し

して喜ばれています。 

 

匿名をご希望のご支援者様、川上美也子様などなど、長年に渡り本当

にありがとうございます!! 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190607.html  

 

お陰様で子供たちの学びの場を建設中です!!(続報) 2019年 6月 12日 

以前からお伝えしております、ローカルスタッフの活動する地域では

子供たちの学びの場がないので大変困っています。お陰様で、子供た

ちのために学校を建設中です。毎日のようにトラックでブロック、セ

メント、砂、必要な資材を購入し地道に進んでおります。 

 

マンスリーサポーター様の makimakisenda 様、山口直子様、 

匿名をご希望のご支援者様、などなど本当に大きな大きな真心と助け

をありがとうございます!! 

 

未来の子供たちのために頑張っています☆ 

☆子供たち、カンパラや田舎の様子、 

https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190612.html  

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190607.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190612.html


子供たちのために学校建設など  2019年 6月 14日 

恵まれない環境で苦しんでいるシングルマザーさんや子供たちはお陰

様で仕事と勉強に頑張っています。支援している地域のカンパラやガ

ングの子供たちは 2学期が始まりました。日常的に不足している食事

や日用品、衣類やお薬、足りない学費などをお届けしています。支援

している地域のナンサナやカチリの子供たちは学校がないのでお陰様

で 2部屋から建設を始めました。そんな子供たちのために土地を貸し

てくださる方もおります。支援している地域のカチリから 8キロ離れ

ていますが毎日畑や家畜の世話に活用させて頂いております。 

 

匿名をご希望のご支援者様、皆様、本当に感謝しています！ 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190614.html  

 

日本の有志の皆様 2019   2019年 6月 19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、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。そして今年は十

年ぶりにウガンダに訪問されチルドレン・ホープの武道館＆多目的ホ

ールにもお立ち寄り下さいました。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。 

 

写真:貧しい地域の皆さんへ日常的に不足している食料や日用品、お薬

などを配りしました。本当にありがとうございます。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/  

洲崎寿江様の英語教室、

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

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190614.html
http://childrenhope-ug.com/
https://www.facebook.com/Eccakitsu/?pnref=story


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/t20190619.html  

 

ガングやメンゴの子供たちへ  2019年 6月 19日 

2学期の試験が始まりました!チルドレン・ホープのシングルマザーさ

んや子供たちはお陰様で元気にしております。ガングやメンゴのシン

グルマザーさんや子供たちも畑仕事や家畜の世話、ショップなど本当

に忙しくてありがたいです。学校の費用のほか日常的に不足している

食事や日用品やお薬、試験費用などの相談をしてお届けしております。 

 

長年応援をして下さる住田治喜様や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 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190619.html  

  

ガングやカチリの畑も進んでおります  2019年 6月 24日 

約五年前から畑の他に養豚、養鶏なども指導と支援をしております。

ガングの豚は豚小屋も鶏小屋も増えて本当に喜ばれています。カチリ

にも畑や養豚、養鶏の支援が増えて豚小屋、養鶏小屋のご支援など大

変助かっています。今月はウサギや豚の出産と嬉しい知らせが続いて

おります。畑の道具や肥料など皆さんが困っているものをお届けして

おります。 

 

小松恵美様、逢見篤太様、匿名をご希望のご支援者様、などなどいつ

も感謝をしております。 

仕事がなく途方に暮れていたシングルマザーさんや子供たちは、段々

と強くたくましくなっております。 

 

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

http://childrenhope-ug.com/new/t20190619.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190619.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190624.html  

  

モリノファーム、ショップなど  2019年 6月 25日 

三年ほど前からチルドレン・ホープのローカルスタッフと新しい土地

でモリノファーム、ショップなどを頑張っています。畑は貧しい子供

たちの食事になります。栄養が偏らないように他にも食料をお届けし

ております。また新しく畑や家畜、ショップなどを始める人に必要な

ものをお届けしております。大きなタンクは現在 2台になり、遠くへ

水くみへ行かなくて良いので助かっております。この地域には学校が

ないので勉強会も開いて喜んでいます。日曜日には悩み事などのミー

ティングを行い今ではたくさんの人が集まります。 

 

森野熊男様ありがとうございます! 

 

写真は畑や家畜、ショップなど 

食料はとうもろこし 20キロ、米 40キロ、油や日用品他シングルマザ

ーさんや子供たち五十人以上おります。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190625-1.html  

 

チルドレン・ホープの子供たちの将来のために  2018年 6月 25日 

カンパラのマッキンディ、ルクリ、ルワフ、ガングの地域には様々な

理由から両親が亡くなったり、両親と暮らせないお子さんが貧しく苦

しい生活をしております。食事や学費、試験費の他に日用品、衣類、

マラリアのお薬などを相談に応じてお渡ししております。新しく支援

をしているカチリでは学校がないので勉強会を開いておりますが青空

教室なので建物を建設中です。セメントやブロック、砂の他、今週は

足場を組んで屋根の骨組みに取り掛かります。 

 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190624.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190625-1.html


匿名希望のご支援者様など本当に心より感謝の毎日です。誠にありが

とうございます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190625-2.html  

 

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 

http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190625-2.html


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。 

 

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

