
ニュースレター 2020年 8月号  （東京事務所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？大変ご無沙汰しております。すっかりお

待たせしてしまっておりましたニュースレターですが、3月から今月までが出

来上がりましたのでお届け致します。 

その間もお問い合わせや励ましのお言葉をありがとうございました。 

おかげさまでシングルマザーさんや子供たちはこの新型コロナウイルスの

事態の中でも元気にしております。 

  

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 

蚊帳を新たに 50張注文しました    2020 年 3月 2日 

蚊帳の足りない地域へお配りしています。(ガングの地域の里子たちや

困っている子供たちへ) 

 

匿名をご希望のご支援者様、モリンガスマイルアース様、後藤様、小

松恵美様などなど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/u20200309.html    

 

シングルマザーさんや子供たちへ   2020 年 3月 11 日 

蚊帳をお配りしました！ガングの子供たちやグルの女性コミュニティ

へお届けして大変喜ばれました。 

 

山中憲一様、makimakisenda様、住田治喜様、匿名をご希望のご支援者

様などありがとうございます。 

 

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

http://childrenhope-ug.com/
https://goo.gl/hytQkj
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200309.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200311.html    

  

浄水器をお届けしております   2020年 3月 12日 

子供たちの飲み水の環境を考え浄水器をお届けしております!! 

 

住田治喜様、makimakisenda様、山中憲一様、日頃よりあたたかな真心

を心から感謝しております。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200312.html    

  

 

飲み水の環境を考え浄水器をお届けしております!! 2020年 3月 18日 

今回はシングルマザーさんにお届けしました。「炭を使って煮沸する

必要がなくて安全な水が飲めるのでありがたいです」と喜んでおりま

した。 

 

住田治喜様、makimakisenda様、山中憲一様、日頃よりあたたかな真心

を心から感謝しております。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200318-1.html    

 

屋根がつきました   2020 年 3月 18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・格闘技をおしえています。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。以前

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20200311.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200312.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200318-1.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html


http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html ）お伝えしました

が、センター長の友人は貧しい子どもたちや若者にテコンドーを教え

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、友人へ武道館・多目的ホールの屋根の張替えで使わなくなっ

た屋根を寄付させていただきました。武道館・多目的ホールが大きい

ので、屋根のサイズも大きくとても助かると喜んでおりました。 

 

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  

 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200318-2.html    

  

お陰様で、国境封鎖前に無事出国することができました。  

2020年 3月 30日 

お陰様で、国境封鎖前に無事出国することができました。現在、ウガ

ンダでは出入国が禁止され、全ての公共交通機関がストップされまし

た。ウイルスを広めないために軍が出動し、それを守らない人々を連

行しております。現地とは毎日連絡を取り合っております。こちらか

らの支援方法も模索中です。 

 

こちらのリンクに詳細が載っています。 

https://www.monitor.co.ug/News/National/Photos-that-will-compe

l-you-cancel-your-journey-Kampala/688334-5505362-g3u0ib/index.

html?fbclid=IwAR0QHRnddGzr7fLk5fdrdc7CHpEO0hr0beNQjvqvL2YUIvnE

fyZMioWHMs 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200330.html    

http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html
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http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200318-2.html
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http://childrenhope-ug.com/new/u20200330.html


2019年総会開催ご挨拶ウガンダセンター代表石原藤彦 

昨年 9月 30日、ウガンダセンターに於きまして現地スタッフ、ボラン

ティアさんと総会を開催いたしました。前代表理事が高齢の為、東京

事務所が休眠状態となり実質ウガンダセンターがチルドレンホープ本

部として活動をしてまいりました。また、新型コロナウィルスが現地

ウガンダで発生をし、国境封鎖となりセンター長家族も帰国いたしま

した。そんな中でも皆様からのあたたかい御尽力を頂き運営を続けて

来れました。誠に有難うございました。御報告の通り沢山の支援金に

より、事業計画に沿って自立支援活動ができましたことを厚く御礼申

し上げます。本年度はより高い計画を掲げ孤児たちの自立に向けて勤

めて参りたいと存じます。昨年にまして会員諸兄のお力添いを節にお

願い申し上しあげる次第です。 

 

2019年度総会開催 

 

2019年 9月 30日、チルドレンホープウガンダセンターにて、出席者

16名で、石原センター長司会のもと下記事項の報告・審議が行われ、

了承されました。 

 

1. 2019 年度の事業報告・・・下記活動報告を参照 

    【2019 年度の事業報告を見る】 

 

2. 2019 年度の決算報告・・・下記会計報告を参照 

    【2019 年度の決算報告を見る】 

 

3. 2020 年度事業計画について・・・別紙事業計画書参照 

    【2020 年度事業計画を見る】 

関連ホームページ 

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

  

 

 

http://childrenhope-ug.com/soukaihoukoku/2019g.pdf
http://childrenhope-ug.com/soukaihoukoku/2019k.pdf
http://childrenhope-ug.com/soukaihoukoku/2019gk.pdf
http://childrenhope-ug.com/soukaihoukoku.html


床が完成しました！！   2020 年 4月 6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・格闘技をおしえています。 

現在ウガンダはロックダウン状態ですので、武道館（多目的ホール）

も閉鎖中です。センター長がウガンダ出国前に床を整備する支援金を

渡しておきました。大変な状況の中、頑張っているウガンダの兄弟た

ちから嬉しいニュースが届きました。 

 

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html ）お伝えしました

が、センター長の友人は貧しい子どもたちや若者にテコンドーを教え

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」

と連絡がありました。 

武道館（多目的ホール）の屋根張り替えでいらなくなった屋根を寄付

しましたが、今回は床を整備するサポートをさせていただきました。 

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  

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

関連ホームページ  

http://childrenhope-ug.com/new/u20200406.html    

  

ご支援ありがとうございます   2020年 4月 8日 

現在、ウガンダはロックダウン中です。それに伴い食料等も高騰して

おります。皆様からのご支援を現地スタッフを通じてお届けしており

ます。 

 

モリンガスマイルアース様、川上美也子様、他本当にありがとうござ

います。 

 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200408.html     

http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200406.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200408.html


山中憲一様はアフリカの活動のことをご心配下... 2020 年 4月 13日 

山中憲一様はアフリカの活動のことをご心配下さりご支援くださいま

した。シングルマザーさんや子供たち、現地の貧しい人にお届けしま

す。そのほかお米をたくさんくださいました。誠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/u20200413.html  

 

現地へお届けしました   2020年 4月 15日 

ウガンダでは新型コロナの影響で食料が高騰し外出することも大変厳

しくなっております。支援している地域 4 ヶ所、スタッフ 11人へ支援

を送りました。匿名希望の皆様ありがとうございました。 

下記スタッフからのメッセージです。 

アモス 

心から感謝します。大変な時期ですがどうかご家族の方や皆様お気を

つけてください。お祈りしております。 

マーガレット 

まごころの支援を受け取りました。ありがとうございます。皆でシェ

アいたします 

イッサ  

皆様お気をつけて。真美、大地、そしてご家族の方みんな元気でいて

ください。 

デリック 

本当に本当にありがとうございます!!大変助かりました。どうかこん

な時期ですがお元気でいてください。ありがとうございます。 

真美、大地、そしてご家族の方、皆様、どうかお気をつけてください。

お祈りしております。 

ジミー 

皆様本当に本当にありがとうございます。今受け取りました。皆のこ

とを気にかけてくださりありがとうござます。 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200413.html


プロス 

ありがとうございます。食料も心配ですし怖くてどうしようもない毎

日です。私は祈るばかりです。日本の皆様もお気をつけてください。  

 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200415.html    

 

ウガンダは 21日のロックダウン延長が決まりました 

2020年 4月 15日 

ウガンダは 21日のロックダウン延長が決まりました。すべての公共交

通機関が止まっており、自家用車も規制しているためレナード氏が定

期的にバイクで道場に通ってくれております。メンバーたちが日本の

状況を心配してくれて、警備費、光熱費を寄付したいのでどこに送れ

ばいいかと聞いてきました。国の補償など当然なく、彼らの収入も減

っている状態なのに申し訳なく思いました。他の困っているメンバー

に上げてくださいとお願いしました。また、皆で集まって稽古したい

ねと伝えると、押忍、我々は負けませんと。ありがたいことです。 

 

押忍  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200415-2.html    

 

モリノファームやご支援など   2020年 4月 27日 

日頃よりご支援をありがとうございます。現在ウガンダはロックダウ

ン中で、大変な状況です。ウガンダの食料は高騰しておりシングルマ

ザーさんや子供たちは食料を購入しました。 

 

森野熊男様、後藤様、川上美也子様など、誠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/u20200427.html  

http://childrenhope-ug.com/new/u20200415.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200415-2.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200427.html


シングルマザーさんや子供たちへ     2020年 4月 28日 

ウガンダは未だロックダウン中です。首都カンパラや地方のスタッフ

を通じてシングルマザーさんや子供たちへご支援をお届けしておりま

す。併せてウガンダセンター、武道館・多目的ホールの見回りも行っ

ております。皆様のおかげで、みな元気にしております。 

 

モリンガスマイルアース様、逢見篤太様、yamaguchi naoko 様など、 

真心のご支援を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/u20200428.html  

 

こんな時期にかかわらず変わらぬ...   2020年 4月 30 日 

こんな時期にかかわらず変わらぬご支援を心から感謝しております。 

ウガンダはロックダウン中ですので食料や燃料が高騰し、みな困窮し

ております。ウガンダのスタッフと常に連絡を取り合い、シングルマ

ザーさんや子供たちの生活調査後、送金を行っております。 

 

小松恵美様、佐藤真由美様、makimaki senda 様など誠にありがとうご

ざいます。 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200430.html  

 

世界中でこのような事態になり、ウガンダでも大変な毎日です。  

2020年 5月 7日 

世界中でこのような事態になり、ウガンダでも大変な毎日です。 

チルドレン・ホープのシングルマザーさんや子供たちは、おかげさま

で元気にしております。ウガンダセンター長は週に数回、現地のスタ

ッフと連絡を取り合い、シングルマザーさんや子供たちの支援に忙し

くしております。皆様のあたたかな真心と応援を心より感謝しており

ます。ありがとうございます。 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200428.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200430.html


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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200507.html  

 

ご支援が届き心より感謝しております   2020年 5月 8日 

毎日が不安で困難な状況ですが、チルドレン・ホープの子供たちはお

かげさまで元気です。 

 

山中憲一様、真心のご支援とお米をたくさん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/u20200508.html  

 

いつも、ありがとうございます！   2020 年 5月 26 日 

ご支援をありがとうございます。未だ空港の閉鎖、公共交通機関の使

用禁止、二輪・三輪バイクタクシーの人の運搬禁止、19時から 6時半

までの外出禁止、アーケードやショッピングモールの営業禁止など大

変厳しい状況です。シングルマザーさんや子供たちは食事もなかなか

できませんので、各地域のスタッフにお願いして届けております。 

 

森野熊男様、川上美也子様、後藤様、小松恵美様、匿名希望のご支援

者様など、誠にありがとうございます。 

みんな本当に助かりました。 

 

～スタッフの言葉～ 

マーガレット 

いつもありがたいね。かぞくにもよろしくおねがいしまし。(原文ママ) 

村長さん 

早速食料を調達し子供たちへ配ります。助かりました。 

 

 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200507.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200508.html


ｄスタッフ A             

おなかをすかせている子供たちへ配ります。今のところみんな元気に

しています。ありがとうございます。 

メンゴの村長さん 

食べるものがなくて、このまま死んでしまうのではないかと心配しま

したが、本当に助かります、、、ありがとうございます。また、困っ

ている子供たちへ配りますね。 

スタッフ B 

いつも、暖かなご支援をありがとうございます。大変困っていたので

助かりました。どうか、みなさんもお元気でいてください。 

スタッフ C 

今は外に出れないですが、早く元の生活に戻ることを祈っています。

仕事にも戻れず、心配な日々が続きます。ご支援を子供たちへ配りま

す。ありがとうございます。 

他多数 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200526.html  

 

みんな元気にしています    2020年 6 月 2 日 

未だにロックダウン中で大変な様子です。畑や家畜、タンク、浄水器

等のご支援が本当に助かっている、と話しておりました。 

 

モリンガスマイルアース様、kiyoshi shimozuru様、森野熊男様、 

他の皆様、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/u20200602.html  

 

 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200526.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200602.html


ご支援をありがとうございます    2020 年 6月 8日 

子供たちはおかげさまで元気にしております。この事態で食料や必需

品を手に入れることが大変困難です。 

現地のスタッフが各地域の子供たちへお配りしています。 

 

山中憲一様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/u20200608.html  

 

シングルマザーさんや子供たちへ   2020 年 6月 12 日 

日頃よりあたたかいご支援をありがとうございます。シングルマザー

さんや子供たちへお届けしています。ロックダウン中で大変な様子で

すが皆様のおかげで何とか元気にしております。 

 

makimakisenda様他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/u20200612.html  

 

いつもありがとうございます    2020 年 6 月 19 日 

ロックダウンが続き本当に心配です。シングルマザーさんや子供たち

より「日本はどうですか?こちらは、何とか生きのびております、、、」

と連絡がありました。今までも大変でしたがこの事態で食料、生活必

需品、飲水などの値上がり本当に困っています。真心の御支援を各地

域の子供たちへお配り致します。 

 

森野熊男様誠にありがとうございます。 

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

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200608.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200612.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200619.html  

 

いつもありがとうございます   2020年 6月 22日 

シングルマザーさんや子供たちは、おかげさまで元気にしています。 

現在もロックダウン中で大変な毎日です。子供たちが大勢いるので食

料のことが心配です。何とか早く落ち着いてほしいと思います。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200622.html  

 

ロックダウン中で大変な    2020年 6 月 23日 

ロックダウン中で大変ですのでウガンダセンター長はスタッフとよく

コンタクトをとっています。武道館・多目的ホールはおかげさまで安

全を保ち警備員や番犬も元気です。各地方のスタッフは少し心配です

が、頑張って子供たちの面倒を見ています。まだロックダウン中で外

には出れませんので、食料のことが心配です。たくさんのシングルマ

ザーさん、子供たちがいます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200623.html 

 

子供たちへ    2020年 6月 29 日 

未だロックダウンは続き、子供たちの生活に大きく影響が出ています。 

十数名のスタッフにお願いして必要なものをお届け致します。 

 

森野熊男様、後藤様、匿名希望のご支援者様など、 

本当にありがとうございます。 

 

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20200619.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200622.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200623.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200629.html  

 

子供たちへ２   2020年 6月 30 日 

未だロックダウンは続いております…チルドレン・ホープのスタッフ

は手分けをして子供たちへ必要なものを届けております。 

 

モリンガスマイルアース様、川上美也子様、 

皆様へ心より感謝申し上げます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200630.html  

 

いつもありがとうございます    2020 年 7 月 1日 

チルドレン・ホープのスタッフが見回りをして、必要なものをお届け

しております。 

 

小松恵美様、戸ノ崎聖子様、他、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/u20200701.html  

 

森野ファームや子供たちのこと    2020 年 7月 2日 

ロックダウン中で大変な毎日です。おかげさまで何とか生き延びてお

ります。マラリアにかかる子が増えているので薬など手に入れること

が大変な中ケアも苦労しています。あたたかな真心を感謝しておりま

す。 

写真は森野ファーム、子供たちへ配るスタッフなど 

 

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20200629.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200630.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200701.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200702.html  

 

子供たちへありがとうございます    2020年 7月 9日 

ウガンダでは未だロックダウンが続き不安の声ばかりです、、、 

困っているシングルマザーさんや子供たちへ食料や必要なものを配布

しております。 

 

山中憲一様よりお米やご支援を頂きました。 

本当にありがとうございます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200709.html  

 

いつもありがとうございます    2020 年 7 月 17 日 

ウガンダは未だロックダウン中で様々な苦労があります。ウガンダの

みんなは「おかげさまで子供たちは元気にしております。日本の大雨

や洪水は大丈夫ですか？みなさんは元気ですか？コロナの事態なども

とても心配しています…毎日みんなでお祈りしています」とメッセー

ジが来ました。スタッフの武道館・多目的ホールの見回りや子供たち

へ物資を届けるように致します。 

 

makimakisenda様、逢見篤太様、真心を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/u20200717.html 

 

 

 

 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200702.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200709.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200717.html


子供たちへありがとうございます    2020年 7月 27日 

ロックダウン中ですが、少しずつ規制が緩和されています。乗り合い

バイクに乗ってよくなったそうです。今までは買い出しなど大変でし

たが、少し楽になります。 

 

後藤様、匿名希望の方々、森野熊男様など、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/u20200727.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。 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200727.html


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

