
ニュースレター 2011年 10月号   

（ウガンダセンターからお送りしてます） 

  

皆様、ご機嫌いかがでしょうか？またまた、発行が遅れてすみません。 

ウガンダは相変わらず停電が続いております。むしろ、前よりひどくなった感じです。ナイル川のブジャ

ガリにできるダムが完成するまでは、この状態が続くようです。今年いっぱいかかるとのことですが、な

んせ、ウガンダなので、本当に今年いっぱいですむのかなあと心配をしております。 

 

1. ニュース 

 

草が生い茂っていました（武道館建設予定地） 

先日、武道館建設予定地の隣に住んでいる地域のリーダーから電話があり、「あんたのところの土地

なんだけど、草が生い茂って、虫が発生してるし、誰かが不法投棄してるから、何とかしてくれ！」との

苦情。週末だったため、予定が詰まっており、週明けの今日に行って参りました。ウガンダは雨季に入

っておりますので、連日の大雨で驚くほどに草が生い茂っておりました。確かに不法投棄もされており

ました。地域のリーダーに謝罪と報告のお礼を言いに行きました。そこで、紹介してくれた、草刈とゴミ

の処理をしてくれる方にお願いして、事務所に戻ってきました。新事務所からは、渋滞があったので 1

時間掛かりました。門がついてから、建設もストップしていますし、新事務所から遠いので、ついつい足

が遠のいておりました。定期的に見に行かないとまた、問題が起きるかもしれません。 

 

武道館建設については、こちら 

武道館建設ギャラリーは、こちら 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#kusa 

 

事務局長誕生日パーティー 

日本に一時帰国中のウガンダセンター事務局長の誕生日パーティーを、本人不在で開催しました。セ

ンター長とお子様が料理を作りました。ケーキは空手の弟子のお店から購入しました。ケーキの代金

は、スタッフたちが出してくれました。沢山のフライドポテト、ソーセージ、サラダ、そしてケーキで皆大満

足。スタッフ一同、事務局長の帰りを首を長くして待っているとのことです。誕生日おめでとうございま

す！ 

 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#birthday 

 

豪雨で土砂崩れ 30人死亡  ウガンダ、作物にも被害 

昨年も大きな災害がありましたが、今回も３０人以上の方が犠牲となっております。ウガンダ政府は、こ

の地域の人々５０万人を安全な地域に移動させると言っています。まだ、行方不明の方も大勢いるとの

ことですが、無事を祈るしかありません。 

 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#landslide 
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草が生い茂っていました（続報） 

お陰さまで、草刈もはじまり、ゴミも撤去してくださいました。9月 5日より、ウガンダの学校も 3学期が始

まりましたので、子供の送迎のついでにちょくちょくと顔をだす様にいたします。武道館建設がなんとか

出来ますよう、皆様のご協力を切にお願いいたします。 

 

武道館建設については、こちら 

武道館建設ギャラリーは、こちら 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#kusa2 

 

撤去が始まりました 

カンパラの辻々にある露店が昨日、カンパラ市により、強制撤去されました。理由は、爆弾テロへの警

備目的だそうです。今後、露店で生活していた方々がどのように生きて行くのかとても心配です。当団

体で支援している未亡人の方々も道で商売をしていた方がいます。また、空手のメンバーの中にもい

ます。大勢の方々が非常に憤慨しており、騒動に発展しないことを祈るしかありません。左の動画は、

撤去風景です。下の写真も撤去風景のスライドショーです。 

 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#KCCA 

 

国際色豊かな空手クラブ 

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。  

ラマダンがおわり、徐々にレギュラーメンバーが戻ってきました。写真は、9月 8日のクラスでの記念撮

影。国際色豊です。ウガンダ人、アラブ人、ソマリア人、アメリカ人、ベルギー人、インド人、そして日本

人。共通の言葉は、押忍！です。 

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 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#kyokushin 

 

里親さんからのお手紙を届けてきました 

里親さんからお手紙が届きました。里親さんが支援してくださっているので、子供たちは大変助かって

います。ご協力ありがとうございます。授業中でしたので、授業を観覧させていただき、その後にお手

紙を渡しました。遠く離れた日本から手紙が届いたことに、驚いておりました。一生懸命、勉強している

からよろしくお伝え下さいとの事でした。里親さん、本当にありがとうございます。写真は、サラマちゃん

とアイザック君です。先日お届けした文房具も「マスター（空手の師範なので、ウガンダ人は、私をこう

呼びます）、ちゃんと使ってるよ！ありがとうございます！」と走ってきて、皆、お礼を言いに来てくれまし

た。子供たちへのお手紙は、ウガンダセンター宛にお送りくだされば、責任をもって、お届けいたします。

物品に関しましては、関税がかかる為、お断りしております。お手紙でしたら、いつでも受け付けており

http://childrenhope-ug.com/budokan.htm
http://childrenhope-ug.com/budokangal.htm
http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#kusa2
http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#KCCA
http://kyokushin-uganda.com/gallery2011.htm
http://kyokushin-uganda.com/
http://monju.in/detail/view/37
http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#kyokushin


ます。また、届きましたらこちらから詳細をご連絡いたします。 

 

詳細についてはこちらまで、お問い合わせ下さい。 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#letter2 

 

新学期がスタートしました１ 

お陰様で新学期がスタートしました。人数が多いので、数回に分けて学費、生活支援金を届けに行っ

てまいります。第１回目は、１１人の子どもたちに届けて参りました。残念ながら、ミドレッドちゃんとロジ

ャース君は、全寮制の学校に居るためにお会いすることができませんでした。この二人の支援金は、お

世話どりしてくださる村長さんに預けてきました。次回、戻ってきたら、責任をもって渡してくださるとのこ

とです。皆様、ご支援ありがとうございます！！ 

 

詳細は、こちら 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#3rdterm 

 

ウガンダセンターの宿泊費料金値下げしました 

センター縮小につき個室ではなくなりましたので、若干値下げ致しました。（2011.9.20 現在） 

宿泊（２食付き）  

1 日～7 日間 1 泊 会員 5,000 円 非会員 7,000 円 

8 日以上 2 週間未満 会員 4,000 円 非会員 6,000 円 

2 週間以上 1 ヶ月未満 会員 3,000 円 非会員 5,000 円 

1 ヶ月以上 会員 2,000 円 非会員 4,000 円 

空港送迎 往復１万円 片道 6,000 円 

ツアーコーディネート  

コーディネート料 一人につき 10,000 円 

車両費 5,000 円／日 （ガソリン代別） 

ガイド 日本人 10,000 円 ウガンダ人 3,000 円 

受け入れ期間は特にありません。年中、受付けています。出発等は必ずウガンダセンターへご連絡く

ださい。ビザの都合上、短期は 1 か月、3 か月、6 か月となります。1 年以上の長期希望の方は、ウ

ガンダセンターへご連絡ください。ご相談に応じます。受け入れ人員の制限もございません。一人から

でもご参加下さい。 

詳細は http://goo.gl/NIuv5  

 

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 
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（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 

（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  

 

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、タオルケットを集めています。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 

 

2. 活動報告 

 

文房具をお届けしました 

お陰さまで無事に３学期が始まりました。皆様、本当にありがとうございます。こどもたちも元気に学校

に通い始めました。7年生は中学にあがる為の全国試験が、１１月にありますので、この時期は大変で

す。先日、日本から支援金が届きましたので、文房具をお届けしました。皆、とても喜んでおりました。

ご支援くださった皆様、本当にありがとうございました。里親さんへのお願いです。恐れ入りますが、学

費のお振込みをお願い致します。皆様のあたたかいご協力をお願いを申し上げます。 

 

お問い合わせは、こちらまで 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#donation 

 

3. イベント 

 

極真空手クラブ昇段審査会開催のお知らせ 

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。 

年に一度のの昇段審査会が 10月 23日（日）に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

ムで開催されます。今回は、二人のウガンダ人の若者が 10人組手に挑戦します。ウガンダで二人目の

黒帯誕生なるか？ご興味のある方は、是非ともご連絡下さい。 

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 
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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 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/ugnews2011.htm#blackbelt 

 

第 10回スタディーツアーのご案内 

ウガンダ 生活体験、子供たち訪問 ＆ 国立公園周遊スタディツアー 【10日間】 

緑溢れる大自然の国・ウガンダで、国際交流活動をしながら、貴重な海外生活体験をしてみません

か？ 

●募集対象： ボランティア活動に興味のある方で、心身ともに健康な方。 

●ツアー期間： 2012年 7月 12日（木）～7月 21日（土） 【10日間】 

●旅行代金： 350,000円 （ビザ代、旅行保険代含まず） 

●発着地： 成田 

●利用航空会社： カタール航空 

●宿泊施設： 

カンパラ（4泊）： 現地ホテル 

 

クィーンエリザベス国立公園（1泊）： ムウェヤサファリロッジ 

 

ジンジャホテル（１泊）： サンセットホテル 

現地 NGO（１泊） 

●食事条件： 朝食：７回、昼食：７回、夕食７回（機内食は除く） 

●最尐催行人員： 3名 

●定員： 10名 

●添乗員： 成田空港より同行します。 

 

詳細は、http://goo.gl/vqYf8  

 

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

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。  
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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。ウェラバ！（ガンダ語でさよならの意） 
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