
ニュースレター 2010年 12月号   

（ウガンダセンターからお送りしてます） 

  

オリオティア！（ルガンダ語でご機嫌いかがですか？） 

早いもので、もう年の瀬ですね。ウガンダは、大まかに分けて雨期と乾期しかありま

せんので、全く季節感がございません。12月はウガンダで一番のイベントのクリスマ

スがあります。クリスマスに命を懸けていると言ってもいいくらい、一年間一生懸命働

きます。そんな訳ですので、一番強盗や泥棒も多い時期で、結構、銃声を耳にする季

節です。警察も新聞で注意を促しております。それに加えて、来年の選挙のキャンペ

ーンも本格的にスタートをして、立候補者の街宣カーやサポーターの声も賑やかです。

日本と違うのは、対立候補がすれ違うときに、サポーター同士が喧嘩になってしまう

ケースが多々あることです。娯楽のないお国柄ですので、どうしてもそれに参加してし

まう若者、それに便乗して、盗みを働く人間が出てきて、収めるために警察が出動し

て、催涙弾を打つと。ですので、我々在留邦人も巻き込まれないように、選挙関連の

ところは近づかないようにしております。平和的に選挙が終わるように毎日祈っている

次第です。 

 

1. ニュース 

 

桑名市立長島中学校文化祭訪問 

桑名市立長島中学校の文化祭におきまして、ウガンダの民芸品、コーヒー、そしてシ

ングルマザー、孤児たちの作ったストラップを販売してくださいました。 担当の元ウガ

ンダ協力隊員の東先生が先頭を切って生徒さんたちに呼びかけて下さり、アフリカの

現状を伝えてくださいました。そして、生徒さんたちが一生懸命に販売してくださいまし

た。 ウガンダの子供たちに、自分たちが作ったものを日本の子供たちが販売している

写真と報告をし、御礼の手紙を書くように伝えたいと思います。これを機に、日本の子

供たちとウガンダの子供たちとの交流が深まることを願っております。  

当日は、当団体の支援団体でもありますＮＧＯあいの代表と奥様も会場に駆けつけて

下さり、サポートして下さいました。  

朝日新聞社も取材に訪れておりました。後日記事になるそうです。ＮＧＯあいさん、長

島中学校の皆様ありがとうございました。 

報告 ウガンダセンター事務局長 石原悦子 

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2540.html 

http://www.ekokoro.jp/ngo/news2540.html


 

ウガンダ民芸品を置いてくださっているお店 

支援団体 NGOあいさんのご紹介でウガンダの民芸品販売を手伝ってくださるお店

（三重県内）がとても増えました。今回、ご協力くださっていますお店にご挨拶にお伺

いしました。ありがとうございました。 

NGOあいさんのご紹介でご支援してくださっているお店 

・ヘアサロン Ｂｒｏｗｎｉｅ ２００８年５月より 

・そらや カフェ ２００９年８月より 

・黒田モーター商会 ２０１０年より 

・アトリエ Ｓｏｉ ２０１０年より 

・タイレストラン パヤメンライ ２０１０年より 

・ゲストハウス おっぺ ２０１０年より 

報告 ウガンダセンター事務局長 石原悦子   

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2541.html 

 

チルドレン・ホープ支援団体訪問 

当団体の支援団体「ＮＧＯあい」さんの事務所と代表のご自宅に御礼を兼ねてお邪魔

いたしました。代表を初め、奥様、ボランティアさん、そして代表の長女愛ちゃんには、

大変お世話になりました。日頃の活動状況をご報告下さり、また、当方からも現地で

の活動状況もご報告いたしました。これからも、手をとりあって、アフリカの子供たちの

為に頑張りましょうと誓い合いました。皆様とお会いできて、アフリカで再び頑張る勇

気を沢山頂きました。本当にお世話になりました。今後とも、ご支援の程、よろしくお

願いいたします。 

報告 ウガンダセンター事務局長 石原悦子  

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2542.html 

 

子供たちのページを更新しました 

チルドレン・ホープの子供たちを更新しました。 

里親さんが決まったナーサちゃん、レジーナちゃんの近況を載せました。 

これからも里親さん、支援者の皆様に分かりやすいようなホームページ作りをしてい

きたいと思います。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2545.html 

 

http://www.ekokoro.jp/ngo/news2541.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news2542.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news2545.html


チルドレン・ホープ支援団体訪問その２ 

当団体の支援団体「NPOおんじゅくオーガニック」さんに、日頃の御礼とご報告を兼ね

て、こちらの団体が手がけています「おんじゅくフロンティア・マーケット牛舎 8号」（11

月 7日オープン予定）におじゃまいたしました。先日、ご紹介しました「ＮＧＯあい」さん

からのウガンダのフェアトレード珈琲やウガンダ写真も置いてくださる予定ですので、

ご興味のある方は、是非、御宿まであしをお運び下さい。よろしくお願いします。 

報告 ウガンダセンター事務局長 石原悦子 

 

おんじゅくフロンティア・マーケット牛舎 8号  

http://takthefool.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-457c.html  

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2552.html 

 

里親さん募集のご案内 

孤児たちは学校にコンスタントに通う事が出来ません。支援者がいなくなれば学校を

辞めさせられてしまいます。日本からの支援者や里親さんがいれば教育を受けること

ができます。チルドレン・ホープでは、継続的にご支援いただける方を探しております。

皆様、ご協力お願いいたします。 

詳細につきましては、チルドレン・ホープまでご連絡ください。 

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2558.html 

 

里親さんへのお知らせです 

2011年度より子供たちの新学期が始まります。恐れ入りますが、学費のお振込みを

お願い致します。詳細は、下記リンク先まで。 

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2565.html 

 

アフリカ支援バザーが開催されました 

11月 16日、千葉県鎌ヶ谷市のカフェ&居酒屋ハッピーミチヨにてアフリカ支援バザー

が開催されました。町内の方々や色々なお客様が品物を持ち寄りアフリカ支援に貢

献してくださいました！  

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2574.html 

 

 

http://takthefool.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-457c.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news2552.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news2558.html
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http://www.ekokoro.jp/ngo/news2574.html


支援金ありがとうございます 

11月 17日、リコーテクノシステムズ株式会社さんより、要らなくなったダンボールを支

援金に変えて、アフリカの孤児に 47,039円の支援をしてくださいました。リコーテクノシ

ステムズ株式会社さんは、2009年よりご支援下さっております。この支援により、孤

児の生活改善支援や医療支援をさせていただくことが出来ます。 

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2575.html 

 

里親支援金贈呈式に出席 

ミクシィのコミュニティ「一手一つ促進会」のメンバーの皆様は、以前よりウガンダを支

援して下さっておられます。今回、コミュティとして、里親さんをしてくださることになり、

11月 21日に事務局のシンフォニアさん（チルドレン・ホープの民芸品を置いてくださっ

ているクラフトワークショップ）に於いて贈呈式を企画してくださいました。  

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2578.html 

 

キノコ栽培セミナー開催 

11月24日午前１０時、エンテベ空港の隣のキグング村に於きまして、チルドレン・ホー

プ、現地 NGO「DOJYO」共催で、キノコ栽培のセミナーを開催しました。初めてのセミ

ナーで、キノコについてのお話、ビジネスを始めるに当たっての具体的な投資額、採

算に着きましても説明していただき、非常に興味深いセミナーとなりました。２６日に

は、栽培の実習を予定しております。 

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2583.html 

 

キノコ栽培セミナー開催その２（実習）  

11月 26日午前 10時より、キノコ栽培セミナーの実習が、前回同様、エンテベ空港に

隣接するキグング村に於いて、チルドレン・ホープ、現地 NGO「DOJYO」共催で開催さ

れました。今回のキノコ栽培セミナーは、自立支援プロジェクトの一環として、開催さ

れました。  

 

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news2584.html 

 

 

 

 

http://www.ekokoro.jp/ngo/news2575.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news2578.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news2583.html
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2. 活動報告 

 

ウガンダセンター極真カラテクラブ・トレーニングキャンプが開催されました 

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。 

 

今年４度目のトレーニング・キャンプが 11月 14日午前 11時より、カンパラのショッピ

ングセンター、ガーデンシティーのジムで開催されました。このキャンプは、ウガンダ

国内にある 4つの極真カラテ道場の交流練習会と位置づけられ、普段別々に稽古に

励んでいる道場生が一同に会して、基本、移動、型等の統一、技の交流を目的に

2009年より始められました。当日は、下は 8歳から上は 45歳までのウガンダ人、イン

ド人、アメリカ人、ベルギー人、日本人の国際色豊な道場生が参加されました。 

 

初参加の道場生は、代表より直々に手ほどきを受けることにとても感動し、稽古後に、

写真、サインを求める光景も見られました。来月に控えている審査会を目標に、より

一層の稽古に励むよう一同心に誓い、稽古を終了しました。 

 

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。 

 

極真ギャラリー→ http://kyokushin-uganda.com/gallery2010.htm 

極真ウガンダ→ http://kyokushin-uganda.com 

空手指導員ボランティア情報→ http://monju.in/detail/view/37 

 

関連サイト http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/act759.html 

 

ウガンダの紅茶を飲みながら、アフリカを語る会 

11月 14日午前 10より、交流会が開かれました。東アフリカのケニアやウガンダで出

会った沢山の方がご参加下さり、皆でアフリカの紅茶、コーヒを飲みながら、思い出話

やこれからの活動の事などを話し合いました。お昼には、皆様が大変懐かしく感じて

いただいた、アフリカ料理を食べていただき、食後には、ミルク、しょうが、砂糖たっぷ

りのアフリカンティーを試飲していただきました。拓殖大学の S教授は学生さんを連れ

てきてくださり、アフリカでの沢山の経験から色々なお話を聞かせてくださいました。  

 学芸大学のHさんは学園祭でＮＰＯチルドレン・ホープの 2011年度名言手帳を宣伝

してくださる予定です。ケニアの元ＮＧＯボランティアスタッフの女性の方も孤児の作っ

た民芸品などをフリーマーケットや知人のお店で販売してくださっています。とても感

http://kyokushin-uganda.com/gallery2010.htm
http://kyokushin-uganda.com/
http://monju.in/detail/view/37
http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/act759.html


謝しています。 ＮＰＯＭ．Ｕ．Ｍの皆様からも色々アフリカのお話を聞けることが出来

ました。 3時過ぎまで、楽しく語り合い、とても充実した時間を過ごさせていたくことが

出来ました。皆さんお忙しい中ありがとうございました。これからも、どうぞよろしくお願

い致します。 

報告 ウガンダセンター事務局長 石原悦子  

 

関連サイト http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/act758.html 

3. イベント 

 

第 3回ウガンダ極真カラテクラブ昇級審査会 

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。 

 

今年最後の昇級審査会がカンパラのショッピングセンター、ガーデンシティー・フィット

ネスセンターのカラテエリアで開催されます。ご興味のある方は、是非ともご連絡下さ

い。ウガンダセンターでは、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。  

【日時】2010年 12月 12日 午前 11時開会 

【場所】ガーデンシティ・フィットネスセンター・カラテエリア 

【参加費】12,000UGX 

【お問い合わせ】http://form1.fc2.com/form/?id=591035 

 

関連サイト http://www.ekokoro.jp/ngo/event1848.html 

 

第 10回アフリカ視察団募集案内！ 

今回で 10回目を迎えるアフリカ視察団。この記念すべき視察団にご興味のおありの

方は、是非ともご連絡下さい。チルドレン・ホープの活動現場視察、その他現地の関

連 NGOを視察いたします。日程につきましては、2011年 2月に行われる大統領選の

情勢により、若干変わるかも知れません。ご了承下さい。 

 

【日  時】 2011年 3月 7日（月）～19日（土） 

【募集人員】 10名 定員になり次第締め切らせて頂きます。 

【費  用】 1名 350,000円(ビザ代含まず) 

【探訪地域】 ウガンダ共和国（カンパラ、キグング、ジンジャ等） 

ケニア共和国（ナクル、ニャフルル、エンブ、ナイロビ） 

http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/act758.html
http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://www.ekokoro.jp/ngo/event1848.html


【申込締切】 2010年 1月 10日 

 

 

 

4. ご協力のお願い 

無料で募金できるサイト「イーココロ！」にご参加ください。 当団体はこの度イーココ

ロ！に参加することになりました。 イーココロ！で皆様がクリック、お買い物や資料請

求などをすると 無料で募金ができます。 インターネット上で何かする時はぜひイーコ

コロ！からの ご利用をお願いいたします。楽天市場、無印良品、じゃらんなど 有名サ

イトが多数あります。  

 

イーココロ！とは？  

http://www.ekokoro.jp/about/index.html  

 

当団体 HP  

http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/  

※「募金先に指定する」を押して、会員登録をお願いいたします。 

 

それでは、今号もこの辺で.。次回もお楽しみに。ウェラバ！（ルガンダ語でさよならの

意） 

http://www.ekokoro.jp/about/index.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/

