
ニュースレター 2011年 11、12月 合併号   

（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。ここのところ、本当に停電が酷く、

センターの仕事も滞っている状態でした。冷蔵庫の中身が腐ってしまうのには、本当に困ります。ウガ

ンダの人々も激怒して、度々デモを起こしております。高い家賃を払って、店舗を借りているのに、電気

がないために仕事ができないとの事です。タウンでも、午後 8時と比較的早い時間にもかかわらず、停

電のため、ひったくりや強盗が増えております。ナイル川のブジャガリに建設中の発電所も今年いっぱ

いで完成と、前号で書きましたが、数日前の新聞では、数ヶ月延期になるとの事です。いつものことな

がら、ストレスの溜まる毎日を過ごしております。 

 

1. ニュース 

極真空手クラブ昇級・昇段審査会 

本年度の昇段審査会が 10月 23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。受審者たちは、審査科目に一生懸命トライしました。何回、腕立て伏せがで

きたか？柔軟性はどのくらいか？型はどうか？この審査を通じて、客観的に自分の技術レベルを知る

機会ができました。残念ながら、昇段審査にエントリーしました 2人は、10人組手の途中で、断念し、昇

段することができませんでした。来年の彼らの挑戦に期待します。 

関連ホームページ http://goo.gl/XDmN6  

 

洪水？ 

タイでは、大変な洪水ですが、ここウガンダでもすぐに水は引きますが、ちょくちょく洪水がおこります。

この日、会議があり、空手のメンバーの車で行きました。会議が始まる前から、ポツポツと雨が降り始

めましたが、会議が終わって出たら、関連ホームページの写真のように大変な事になっておりました。

幸い、エンジンは、無事でしたので、中を洗っただけで済みましたが、皆で、車を動かすのに、ずぶ濡れ

になりました。ウガンダは、日本と違い、下水設備が酷いので、このようなことがおこります。まだ、雨期

の最中ですので、お互い気をつけようとこの日は、散会しました。 

関連ホームページ http://goo.gl/4JkkC 

  

新学期がスタートしました２ 

第２回目の学費、生活支援金をお渡ししてきました。今回は、９名です。バネッサちゃん、パーヴィンち

ゃん、セルワンジャ君は、マラリアでお休みでした。お休みの３人分の学費、支援金は、地域の世話役

の方が責任をもってお渡ししてくれるとのことです。 

皆様、本当にご支援ありがとうございます。 

詳細は、http://goo.gl/yZF1m  

関連ホームページ http://goo.gl/zgu5S  

 

新学期がスタートしました３ 

カンパラ郊外に住んでいるナーサ君、サラちゃんに学費、生活支援金をお渡ししてきました。ナーサ君

は、近くの高校で水泳のクラス中でした。まだ、ちゃんと泳げないけど、とても楽しいと喜んでおりました。

http://goo.gl/XDmN6
http://goo.gl/4JkkC
http://goo.gl/yZF1m
http://goo.gl/zgu5S


サラちゃんは、カンパラから１時間程かかる Kazi というところに住んでおり、３ヶ月ぶりに会う事が出来

ました。また、背が伸びており、驚いた次第です。学校は、とても楽しいと元気に答えておりました。 

里親さん、本当にありがとうございます。 

関連ホームページ http://goo.gl/vjxOP  

 

武道館建設会議 

11月 10日、現地時間正午より、チルドレン・ホープ代表、ウガンダセンター長、事務局長と武道館プロ

ジェクトのエノック設計士との会議が開かれました。第 1期工事として、オフィス棟、武道館の土台、敷

地整備を行う事で合意しました。金額の折り合いがつけば、早ければ 12 月より、工事がスタートします。

いよいよ、ウガンダの地に夢の武道館が！！今後の詳細が決まり次第、随時、ご報告いたします。 

武道館建設プロジェクトにつきましては、こちら 

関連ホームページ http://goo.gl/xyuRS  

 

リコーテクノシステムズ株式会社様からの支援金が届きました 

１１月１日、リコーテクノシステムズ株式会社さんより、48,457 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

様は、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 http://goo.gl/QunNF  

 

学費、支援金をお届けしました 

電力不足のため、ウガンダでは、大変な停電続き。それに怒った人々がデモを繰り返していたため、支

援金をお届けするのが、延び延びになっておりました。本日、豪雨の中、お届けしました。マラリアにか

かる子が多い時期ですが、今回は、皆、元気で雨の中を出迎えてくれました。今週末（１２月２日）に、３

学期が終わります。里親の皆様、ご支援者の皆様、今年も無事に通うことが出来ました。本当にありが

とうございます。新学年は、２０１２年２月より始まります。 

ご支援に関してのお問い合わせは http://goo.gl/iZU3X  

関連ホームページ http://goo.gl/iPv4P  

 

里親さんより支援金が届きました  

シャキーラちゃんとアイバンくんに、学費と生活費をお届けしました。 二人共、大変苦労していましたが、

里親さんのおかげで、 学校に通い、ご飯もおなかいっぱいに食べることができます。 里親さんありがと

うございます。 

関連ホームページ http://goo.gl/USCyZ  

 

NPO MUM様より、ご寄付をいただきました 

当団体の支援団体 NPO MUM（マム）様より、武道館建設フェンス仕上げ工賃のご寄付をいただきまし

た。MUMの代表の鶴巻氏は、以前、ケニアに長期滞在をし、活動をしていました。ウガンダセンター代

表家族とご縁があり、ご帰国をされてからも度々、アフリカを訪れて、支援を続けてくださっております。

http://goo.gl/vjxOP
http://childrenhope-ug.com/framebudokan.htm
http://goo.gl/xyuRS
http://goo.gl/QunNF
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本当にありがとうございます。 

NPO MUM様のサイトはこちら 

関連ホームページ http://goo.gl/BGujl  

 

北條節子様から、ご寄付をいただきました 

当団体代表の古くからのご友人である北條節子様が、武道館建設プロジェクトの趣旨にご賛同下さり、

多額のご支援をして下さいました。お陰様で武道館に付属するオフィス棟の建築がスタートすることが

できます。本当にありがとうございます。 

関連ホームページ http://goo.gl/uS1da  

 

Newsweek日本版（11月３０日号)に日本ベーシック株式会社様が掲載されました！ 

11月 30日発売の Newsweek日本版に「日本を救う中小企業１００」の一社（18番目５５ページ）として、

当団体の支援企業の日本ベーシック株式会社様が取上げられ、記事が掲載されました。記事で取り上

げられている浄水器は、ウガンダでも活躍しております。 

日本ベーシック株式会社は、こちら 

Newsweek日本版（11月 30日号）は、こちら 

 

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  

 

2. 活動報告 

極真空手セミナーが開催されました 

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。 

センター長の知人から、日本文化、武道、護身術等を生徒たちに紹介して欲しいとの依頼があり、

http://www.mum-africa.com/
http://goo.gl/BGujl
http://goo.gl/uS1da
http://www.nipponbasic.ecnet.jp/
http://www.newsweekjapan.jp/magazine/61429.php
http://goo.gl/NIuv5


Wakiso県 Nsangiの Hana Mixed Seconday Schoolに於いて、空手セミナーを開催しました。初めに、極

真空手の紹介 DVD を鑑賞し、興奮さめやらぬまま、実技に移りました。実技は、黙想から基本技、応

用技、護身術へと進みました。「初めて体験する日本文化、武道にとても驚き、技のみならず、その精

神性にとても惹かれた」とある参加者は感想を述べて下さいました。ウガンダセンターでは、今後も、こ

のような文化交流を通じて、武士道精神をウガンダの人々に広めていきたいと思います。 

関連ホームページ http://goo.gl/5GSRN 

 

3. イベント 

 

ウガンダセンター年次報告開催のお知らせ 

チルドレン・ホープ・ウガンダセンター総会を開催いたします。 

【日時】2011年 12月 3日（月）午前 11時開会 

【場所】Hotel Olympia P.O Box 5637 Kansanga - Kiwafu Rd, Kampala Tel: 041266743 

【主な議題】 

(1)2010年度事業報告並びに決算報告及び監査報告 

(2)2011年度事業計画及び予算案 

(3)役員の改選 

(4)会則改正 

 

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） 

●最少催行人員： 3名 

●定員： 10名 

http://goo.gl/5GSRN


●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。  

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、今号は、この辺で。ウェラバ！（ガンダ語でさよならの意） 
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