
ニュースレター 2011年 ８月号   

（ウガンダセンターからお送りしてます） 

  

皆様、大変ご無沙汰しております。と前号でも申し上げましたが、今回も発行が送れまして、申し訳ござ

いません。８月１日に無事、新事務所へ引越し致しました。今回は、事務局長が一時帰国をしておりま

したので、中々片付けが終わらずに、未だにバタバタとしております。新事務所は、カンパラの郊外の

ンティンダの丘の上に位置しており、日本の皆様には信じられないでしょうが、朝は、とても冷えて寒い

くらいです。カンパラにお越しの際には、是非ともお寄りください。温かいウガンダコーヒーもしくは、よく

冷えたナイルスペシャルでお出迎えいたします！ 

 

1. ニュース 

 

子供たちの近況報告 

子供たちの近況をアップしました。ウガンダでは、2 学期がそろそろ終りを迎えます。里親さんのお陰で、

今学期も無事に通うことができました。ありがとうございます。 

まだまだ、学校に通えない子供たちが沢山います。チルドレン・ホープでは、常時、里親さんを募集して

おります。 

詳細は、下記までご連絡ください。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/qR0kK  

 

里親さんから生活支援費が届きました 

里親さんから生活支援費が届きました。ウガンダでは、物価が急騰しております。子供たちの学費も値

上がり、給食費も値上がりました。物価は上がっていくのに、人々の収入が変わらないため、本当に大

変な生活を強いられております。 

チルドレンホープでは、“同じ地球に住む家族として、兄弟として互いに助け合おう”をモットーにウガン

ダを中心に支援活動を展開しています。スタッフは現地で命懸けで活動をしています。日本の“お互い

さま”と言う相互扶助の精神を恵まれない子供たちに実現するためにも是非とも皆様の温かいご協力

をお願いいたします。 

１０の方法 

（１）シングルマザーの皆さん、孤児たちが作った手芸品の購入 

（２）チルドレン・ホープへの入会 

（３）学費・給食費支援 

（４）寄付金の提供 

（５）物資の提供 

（６）バザーなどの資金調達のための行事に参加 

http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://goo.gl/qR0kK


（７）ご自分のブログ、ホームページにリンクを貼る 

（８）クリック募金へ登録する 

（９）スタディーツアーに参加する 

(10) 手帳を購入する 

詳細は http://goo.gl/iZU3X 

関連ホームページ http://goo.gl/ONhar  

 

日本の皆様から使わなくなった教科書が届きました 

日本の支援者の皆様から、使わなくなった教科書が届きました。本日、チルドレン・ホープが支援して

いるマッキンディ地区の子供たち、学校へお届けしてきました。日本語ですので、もちろん、字は読めま

せんが、カラー印刷、写真、イラストが豊富で、子供たちは目を輝かせて興味津々でした。 

ウガンダでは、各クラスに 1冊しか教科書がなく、それを先生が管理しておりますので、日本の子供た

ちは、こんなに綺麗な教科書をただで貰えて、捨ててしまうのか！と先生たちも驚いておりました。 

チルドレン・ホープでは、常時、使わなくなった文房具、衣料品等を募集しておりますので、ご興味のあ

る方は、こちらまでご連絡ください。 

関連ホームページ http://goo.gl/TPUhC  

 

東日本大震災の被災者のための生活必需品を募集しています 

チルドレン・ホープ支援団体の NGO「あい」さんでは、被災に会われた東日本の被災者の方々にシーツ、

枕カバー、タオルケット 200枚集めています。チルドレン・ホープの「ハッピーミチヨ」さんでも頑張って協

力中です。先日、集まった物資を四日市に送りました。 

この活動の詳細につきましては、こちら 

関連ホームページ http://goo.gl/0RKdk  

 

リコーテクノシステムズ株式会社さんからの支援金が届きました 

6月 8日、リコーテクノシステムズ株式会社さんより、54,336円の支援金が届きました。この支援金は、

使わなくなったダンボールを支援金に変えて、送ってくださいました。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。いつも本当にありがとうございます。関連ホームページに掲載中の写真

は、この支援金で援助を受けていますトゥリザーちゃん（右）とフェイちゃん（左）です。 

関連ホームページ http://goo.gl/im0SH  

 

ウガンダでのエボラ出血熱の発生が終結しました 

6月 17日午前(現地時間)、ウガンダ保健省は記者会見を行い、エボラ出血熱患者確定後 42日が経過

したが、その間他の患者が発生していないとして、エボラ出血熱のアウトブレイク終結宣言を行いまし

た。 

http://goo.gl/iZU3X
http://goo.gl/ONhar
http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://goo.gl/TPUhC
http://ngoai.web.fc2.com/
http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://goo.gl/0RKdk
http://goo.gl/im0SH


関連ホームページ http://goo.gl/eDagM  

 

物価急騰によるストライキ 

空手のメンバーの警察官から、トレーダーがデモを行うから、注意しろと電話がありました。 

トレーダー曰く、 

・労働許可証が高い 

・ドルが高くウガンダシリングが弱い 

・関税が高い 

・アジア人（特に、インド人、中国人）による不法なスモールビジネスを取り締まってほしい 

等の理由からだそうです。我々日本人は、中国人に似ていることから、暴動に発展したときには、特に

注意しろということでした。幸い、このストライキは、平和なストライキで終わりました。7月 11日は、昨

年のテロからちょうど 1年が経ち、警察発表によると、ソマリアのアルシャバーブが再度この日を狙って

テロを起こすかもしれないので、注意しろとのことです。それに加えて、タクシー（マタツ→乗合タクシ

ー）業界も、色々と揉めており、11日にストライキを行うと発表がありました。公共の交通が動かなくな

ると、職員も事務所に来られない可能性があるので、月曜日は急遽、事務所を閉めることになりました。

ガソリンの値段も急騰しており、色々なところに影響が出て、人々の生活も大変な状態となっておりま

す。 

タクシーのストライキは、こちら （英文） 

トレーダーのストライキは、こちら （英文） 

外国人による小売業については、こちら （英文） 

ガソリン代の高騰については、こちら （英文） 

関連ホームページ http://goo.gl/Su8AP  

 

武道館建設フェンス第 2期工事 

ようやく、ゲートが設置され、フェンス工事もほぼ完成いたしました。ゲートはこちらではめずらしい、ス

ライド式でしたので、尐し手間取りましたが、大変素晴らしいものができ、現地スタッフ一同とても喜ん

でおります。 

チルドレン・ホープ、ウガンダ事務所では、2003年 5月より空手を通じて、ウガンダ人の尐年、尐女、青

年、そして壮年に日本の武士道精神を伝えています。金銭的な援助、物資的な援助は、多くの国、団

体が行っていますが、その弊害として、貰い慣れすぎている現実があります。中古衣料を貧しい子供た

ちに渡しても、その服は、ウガンダ最大のオウィノマーケットで売られているのが現実です。売ったお金

で生活できているのでありますが、服は、二束三文で買い取られてしまいます。果たしてドナーはその

事を知っているのでしょうか？与えるだけの援助では、アフリカ人は、自立はできません。インターネッ

トの普及により、グローバライゼーションの悪い面を学び、何でも手に入ると勘違いをし、簡単にお金を

手に入れるために、強盗、殺人、窃盗を簡単にしてしまいます。あらゆる階層で堕落の様相は深く、つ

い先ごろまで我々日本人が失っていた人間性の良さを持っていたアフリカ人が堕落していく現実を見る

http://goo.gl/eDagM
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1196164/-/bym5flz/-/index.html
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1196506/-/bym2g1z/-/index.html
http://www.newvision.co.ug/D/8/12/759771
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1196024/-/bym6blz/-/index.html
http://goo.gl/Su8AP


につけ、一体、開発、進歩、援助とは何なのかと考えさせられてしまいます。ウガンダのムセヴェニ大

統領は、日本の発展を探り、武士道が関わっている事に気づきました。ウガンダの父と呼ばれた柏田

雄一氏も今アフリカに必要とされているのは、武士道、サムライ・スピリットだとムセヴェニ大統領に進

言しました。武道館建設プロジェクトは、日本人の血に流れているサムライ・スピリットを武道を通じて

伝道するには、最適なものであると感じる次第です。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://goo.gl/XFfkA  

 

手芸品作りを再開しました 

ここのところ、ストライキ等でバタバタしており、材料を買いそびれておりました。ようやく落ち着きました

ので、材料を購入して、手芸品作りを再開しました。担当の事務局長が日本へ一時帰国中ですので、

統制が取れるか心配でしたが、ベロニカ職員、地域のリーダーがちゃんとマネージしてくれました。今

回は、支援している地域の婦人のコミュニティの皆様が製作してくださいました。いつも作ってくれてい

る子供たちは、学校で一生懸命お勉強中です。 

手芸品の詳細については、http://goo.gl/G9Vae 

オンラインショッピングは、http://goo.gl/BWTj5 

お問い合わせは、http://goo.gl/RAlqP 

手芸品作りの動画は、http://goo.gl/H4EOQ  

関連ホームページ http://goo.gl/1vgjT  

 

オウィノマーケットがまた火災 

7月 31日未明、カンパラ最大のオウィノマーケットが火災に見舞われました。２年前にも大火災があり

ましたが、今回も同じ規模の火災と思われます。ここオウィノマーケットは主に中古衣料等が売られて

おり、日本からの旅行者の方たちも何度かお世話になったことがあると思います。ご存知のように、店

が密集しており、店舗も粗末な物が多く、非常に燃えやすいモノがたくさんおいてありますので、火災の

広がりも早かったようです。現在、火災の原因を究明しているところです。ここのところの経済悪化で、

お店のオーナーの皆さんが今後どうやって暮らしていくかを考えますと非常に胸が痛みます。多くのオ

ーナーは、２年前の火災でローンを抱えております。今後、騒動にならないことを祈る次第です。 

詳細については、 

ニュービジョン（英文）はこちら 

デイリーモニター（英文）は、こちら 

関連ホームページ http://goo.gl/r1Peh  

 

引越ししました 

８月１日早朝より、ウガンダセンタースタッフ、空手メンバーの総勢１２名で、引越しをいたしました。お

陰さまで、夕方３時には、全ての荷物を運び終えることができました。事務局長が日本に帰国中のため、

中々細かいものが片付かずに困っております。尐し手狭になりましたが、郊外で静かな場所です。丘の

http://goo.gl/XFfkA
http://goo.gl/G9Vae
http://goo.gl/BWTj5
http://goo.gl/RAlqP
http://goo.gl/H4EOQ
http://goo.gl/1vgjT
http://www.newvision.co.ug/D/8/12/761589
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1210842/-/bkkqc1z/-/index.html
http://goo.gl/r1Peh


上に位置しておりますので、景色も綺麗です。ただ、明け方は寒いです。カンパラにお越しの際には、

是非ともお寄りください。 

地図 

住所：Plot 3003 Buye, Kalinabiri, Ntinda, Kampala, Uganda 

    MARY'S COTTAGES cottageNo.2 

電話：+256(0)312284877 

関連ホームページ http://goo.gl/Yp7SK  

 

アフリカの角の食糧危機 

国連食糧農業機関（FAO）は８月 2日、東アフリカのソマリアなどが見舞われている食料危機がウガン

ダにも波及する恐れがあると警告しました。ウガンダ北部では干ばつが続いており、事態が深刻化す

る前に支援を講じる必要があると訴えています。 

関連ホームページ http://goo.gl/pKGBX  

ソマリア南部全域に飢饉拡大の恐れ、ウガンダも監視強化（日本語） 

食料危機、ウガンダ波及も＝干ばつで 80万人に影響―国連機関（日本語） 

New Vision（英文） 

Daily Monitor(英文） 

 

2. 活動報告 

「アフリカン・コーヒーモーニング」に参加しました 

ウガンダでお世話になりました、元 JICAウガンダ事務所所長夫人、洲崎寿江さん主催の『アフリカン・

コーヒーモーニング』が、2011年 6月 10日金曜日、10時半から洲崎宅にて開かれました。 

洲崎さんのご近所の友人や、英語教室の生徒さん、30名以上の方がいらっしゃいました。 

手作りのお菓子がたくさん並び、アフリカの珈琲や紅茶も紹介されました。そして、洲崎さんの作った、

アフリカ料理も披露され、皆さん大変喜んで試食されていました。 

私もご招待していただき、本当に楽しいひと時をすごさせていただきました！NPOチルドレン・ホープの

アフリカでの活動報告をさせていただき、アフリカのシングルマザーの作った民芸品も販売させていた

だました。民芸品の売り上げは 24,020円でした。売り上げ金は、アフリカのシングルマザーや子供たち

の支援活動に使用させていただきます！本当にありがとうございました！ 

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://goo.gl/NP5J8  

 

アフリカ支援バザーが開催されました 

場所・千葉県船橋市ハッピーミチヨ 

NPOチルドレン・ホープ会員の広田道代さんの店 

日時・2011年 6月 11日土曜日 

http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid=206620660778187611293.00048d91156a818e32574&hl=ja&brcurrent=3,0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244,0&ie=UTF8&ll=0.362656,32.615994&spn=0.001408,0.002642&t=h&z=19&iwloc=0004a623411dec44570bb
http://goo.gl/Yp7SK
http://goo.gl/pKGBX
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/disaster/2817983/7596850
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110803-00000005-jij-int
http://newvision.co.ug/D/8/13/761632
http://www.monitor.co.ug/-/691150/1209350/-/c3s8lb/-/index.html
http://goo.gl/NP5J8


時間・13時から 

内容・アフリカ支援バザー 

千葉県鎌ヶ谷市、ハッピーミチヨ、カフェ＆居酒屋でアフリカンバザーが開催されました。地域の皆さん

が不要なものを持ち寄り、売り上げはアフリカの子供に寄付してくださいました。当日ハッピーミチヨの

ママは手作り料理をみなさんにボランティアで振る舞い、また地域の皆さんも手作りのお寿司、お菓子

など持ち寄ってくださいました。アフリカ活動の話を交え、楽しいひと時を過ごすことができました。バザ

ーの売り上げは 12,300円でした。全てアフリカ活動に寄付され、貧しい子供たちのために使用されます。

本当に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://goo.gl/JYbLN  

 

支援バザーが開催されました 

7月 16日土曜日 13時より、千葉県船橋市のカフェ＆居酒屋『ハッピーミチヨ』でアフリカ支援バザーが

開催されました。今回は陶芸品やバック、古着など様々な商品が出品されました。たくさんのお客様の

ご協力により、売り上げは 11,210円になりました。集まった売り上げは全てアフリカの子供たちに送ら

れます。ご来場くださいました皆様、ご協力くださいました皆様、本当にありがとうございました。ハッピ

ーミチヨさんでは、定期的にアフリカ支援バザーを開催してくださっております。 

いつもご協力してくださっているお店 

カフェ＆居酒屋 ハッピーミチヨ  電話 047-429-0884 地図 

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://goo.gl/HMHkG  

 

空手クラブ昇級審査会開催されました 

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２回目の昇級審査会が 6月 19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。今回の受審者は 7名と尐なかったですが、皆一生懸命に課題をこなして

いきました。 

極真ギャラリー→ http://www.kyokushin-uganda.com/gallery2011.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 

関連ホームページ http://goo.gl/ItuNC  

 

トレーニングキャンプが開催されました 

今年４度目のトレーニング・キャンプが 7月 24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

http://goo.gl/JYbLN
http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&brcurrent=3,0x601881b098208809:0x61c94fd35db7ca78,0&ie=UTF8&oe=UTF8&num=1&start=3&msa=0&msid=112774095071079051828.00048d91156a818e32574&ll=35.748674,139.992929&spn=0.000969,0.002631&z=19&iwloc=0004912415a3858545613
http://goo.gl/HMHkG
http://monju.in/detail/view/37
http://goo.gl/ItuNC


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。 

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→ こちら 

極真ウガンダ→ こちら 

空手指導員ボランティア情報→ こちら 

 

3. イベント 

ウガンダ極真カラテクラブ第５回トレーニングキャンプ開催のお知らせ 

今年５回目のトレーニングキャンプがカンパラのショッピングセンター、ガーデンシィー・フィットネスセン

ターのカラテエリアで開催されます。トレーニングキャンプは、ウガンダ国内の 4つの極真空手の全道

場生が一同に会し受審します。エリアに寄っては、富裕層の方、貧困層の方を対象にしておりますが、

合同稽古では、お金持ちも貧困も身分も関係ありません。皆が一道場生となり、大きな掛け声を出しま

す。私たちは、アフリカがいつの日か、チルドレン・ホープの空手道場のように、人種、民族、国家、政

治、思想、宗教、性別、年齢などによる偏見差別を越えて、全ての人々が平等の権利を有し、平和友

好になることを願っております。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】2011年８月２１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】13,000UGX 

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

 

ウガンダ極真カラテクラブ交流試合 

本年度の交流試合をカンパラのショッピングセンター、ガーデンシィー・フィットネスセンターのカラテエリ

アで開催されます。ワンマッチ形式の試合の予定です。 

【日時】2011年９月４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】13,000UGX 

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

 

4. ご協力のお願い 

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

http://kyokushin-uganda.com/gallery2011.htm
http://kyokushin-uganda.com/
http://monju.in/detail/view/37
http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://form1.fc2.com/form/?id=591035


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  

 

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。 

 

クレジットカードでの募金について 

ホームページからクレジットカードで今すぐ御寄付の申し込みができます。Visa、MasterCardのみご利

用可能です。詳細は、 http://goo.gl/ibxjC  

 

それでは、今月は、この辺で。次号は、遅れないように努力致します。ウェラバ！（ガンダ語でさよなら

の意） 

 

http://form1.fc2.com/form/?id=591042
http://form1.fc2.com/form/?id=591035
http://www.ekokoro.jp/about/index.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/childrenhope/
http://goo.gl/ibxjC

