
ニュースレター 2014年 8月号   

（ウガンダセンターからお送りしてます） 

  

皆様、いかがお過ごしでしょうか？去る 6月 2日、テレビ東京系でウガンダセンターの石原ファミリーの

活動等が紹介されました。皆様、沢山のメッセージ、コメントありがとうございました。 今回のテレビ放

送を通じて、私どもの活動をご理解いただきましたことは、身にあまる光栄に存じております。スタッフ

一同、深く感謝するととも に、今後もますます、この支援活動に力を入れて行こうと固い決意を新たに

する次第でございます。今後とも宜しく御指導御鞭撻のほど、お願い申し上げます。まずは御礼かたが

たご挨拶まで。 

 

ウガンダセンター代表 石原藤彦 

 

1. ニュース 

シングルマザー 

サポーターの方より、ご支援を頂いたので、シングルマザーのプロスさんに生活用品を寄付致し

ました。彼女は教師でしたが、学校の給料未払いで仕事を辞めざるを得ませんでした。つい先日、

学校経営の話を持ちかけられ、トントン拍子で、小学校校長を任されることとなり、スタートし

ました。全生徒は 15人と少ないですが、小学校に通えない子供に一人でも多く勉強してもらお

うと、営業にも歩いています。皆様のご協力で貧しい人の命が救われています。日頃より、あた

たかいご支援を誠にありがとうございます。 

ご協力に関しましてはこちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/vf5EHs  

 

里親さん 

里親さんより、６月の生活費が届きましたので、子供にお届けしました。学校も始まっているの

で、非常に助かります。ご協力を、誠にありがとうございます。 

ご支援につきましては http://childrenhope-ug.com/supporter.html 

関連ホームページ http://goo.gl/RLgnoH 

 

ニュースレター配信につきまして 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、ニュースレター配信に利用しておりました Yahoo!グループのサービスですが、ヤフー株式会社様

より、2014年 5月 28日に終了する発表がございました。つきましては、新たに freemlを通じて、配信す

る運びとなりました。大変、申し訳ございませんが、登録されておられました方にも、新たに登録申請を

していただくこととなりました。お手数ですが、http://goo.gl/YdG9yH より、ご登録のほど、よろしくお願
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い致します。皆様の長年にわたるご厚情に心から感謝申し上げますと共に、突然の変更ご迷惑をおか

けしますことを深くお詫び申し上げる次第でございます。略儀ではございますが、まずは書中をもちまし

て変更のお詫びとご挨拶を申し上げます。 皆様の今後のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 

敬具  

 

関連ホームページ http://goo.gl/mZyA9K  

 

２学期の学費をお届けしています 

２学期が始まりましたので、里親さんからの学費をお届けしております。各小学校への学費の支

払いを、地域のリダーさんにお任せしております。支援している地域は子供の姿がなく、とても

静かでした。 

ご支援に関しましては、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

関連ホームページ http://goo.gl/IjVtqF  

 

２学期の学費をお届けしています 

里親さんより、２学期の学費が届いていますので子供にお届けしています。写真は、ペンスター

スクールの様子と、ナカトちゃんとワスワ君。先日から、シャトラちゃん、ナントンゴちゃん、

ムゲルワ君、ロジャース君、ニチジョバちゃん、レジーナちゃん、ナカトちゃん、ワスワ君、ル

ベガ 君、ブケニャ君、シラトちゃん、ナマクラちゃん、ウィッキリッフ君に学費をお届けして

います。高学年の子供は寮生活をしながら、一生懸命に勉強しています。 

子供の詳細はこちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

ご協力を、誠にありがとうございます。  

関連ホームページ http://goo.gl/qvrhSX  

 

マンスリーサポーターさんのご寄付をお届けしてます 

マンスリーサポーターさんからのご寄付をお届けしています。苦しい生活をしているシングルマ

ザーや子供に、食費と医療費をお届けしました。貧困家庭 では、毎日の食事が１日１食３０円

です。雨期から乾期にかけてはマラリアかかる方が多いので、医療費がかかります。 

詳細はこちら http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

ご協力を、誠にありがとうございます。  

関連ホームページ http://goo.gl/9mmF1Y  

 

ご支援金が届きました 

ご支援者の皆様よりご支援金が届きましたので、テレビでもご紹介頂いたシングルマザーのプロ

シーさん の学校へお届けしました。彼女は、女手ひとつで子供を２人育てています。皆さんに
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お世話になりここまでこれました。彼女は、もとは学校の教師でした。一時期は学校を辞めさせ

られて、恨んだり、悲しくなったりしました。皆様からのご支援金で、小さな店を開きましたが

うまく行かず、店を畳み ました。子供を学校に通わせなくてはならないので、古着や食べ物を

売り歩き、朝から晩まで働きましたが、家賃が払えず追い出され、掘っ立て小屋を ようやく借

りることができました。彼女との付き合いは、ウガンダに来た時からです。つい先日、「叔母に

小学校を任したいと言われた。叔母は他にも ビジネスがあり、小学校の校長は体力的に無理が

ある。他のビジネスにも本腰を入れたい。あんたは教師の免許もあるんだし、私は今まで見てき

たけど、あんたは真面目だ。私もサポートするからやっていみないか？」 と言われので、どう

したらいいかと、ウガンダセンターに相談に来ました。不安が沢山あるのでやめようか、断ろう

かと話していましたが、ウガンダセンター長 が「良い時期に良いお話をいただいたね。やって

みてはどうか？」とアドバイスしました。まだ、不安があるがやるだけのことは、やってみたい、、、 

との話に落ち着きました。学校に通えない子供に声をかけ、生徒を増やしています。現在、貧し

い子供を約２０名預かっていますので、１ヶ月分食糧・ マラリア薬、生活用品、文具を支援さ

せていただきました。沢山のご支援、本当にありがとうございます。 

支援の動画 http://goo.gl/VTKckB  

ご協力につきましては、こちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html   

関連ホームページ http://goo.gl/JgislA  

 

学費支援 

里親さんから学費が届いています。順番にお届けしています。高学年の子供は高額ではあります

が、全寮制の学校に通っています。皆様のお陰で、学校に通うことができます。ご協力を、誠に

ありがとうございます。 

お問合せ、ご協力につきましては http://childrenhope-ug.com/children2012.html 

関連ホームページ http://goo.gl/RH0mbu  

 

医療支援させていただきました 

ある方から、ご支援金が届きました。当団体で働くテディさん（30歳）の旦那さんが交通事故

に巻き込まれ、右手を複雑骨折し、皮膚も裂けてしまいました。しかし、お金が足りず治療する

ことができずに、病院を追い出されてしまいました。当団体からも支援をしておりましたが、手

術するお金まではサポートすることができませんでした。今回、ご支援金がとどきましたので、

治療費に充てることができました。テディさんは、涙を流して御礼を申しておりました。真心を

本当にありがとうございます。 

写真は、テディさんと、治療を受けることができた旦那さんです。 

ご支援に関しましては、こちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/TR2iJG  
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マンスリーサポーターさんのご支援をお届けしてます 

マンスリーサポーターさんのご支援を順番にお届けしています。皆さん貧しい境遇で頑張ってい

ます。保険も政府の援助もありません。私たちは、弱い立場におかれた方の希望となるような活

動をさせて頂いております。住田 治喜様 ・Makimaki Senda様・川上 有里様 ・逢見 篤太様  

ご協力を誠にありがとうございました。 

ご支援に関しましては、こちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/fyfdcR  

 

蚊帳贈呈 

TV放送後、たくさんの皆様からご寄付をいただいております。マッキンディ地区の子供約１０

０名のが蚊帳が壊れていて足りませんので、３０人にお 届けしました。まだ足りない子供がい

ますので、順番にお届けしています。 

番場由起江様、丹生谷啓子様、長浦久仁子様、堀研太郎様、坂野理香様、城野史恵様、他匿名希

望ご支援者様（順不同）誠にありがとうございました。 

ご協力につきましては http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/6p5w2U  

 

蚊帳贈呈２ 

皆様のご協力で、貧しい地域の方に蚊帳をお渡ししています。笠原直樹様、天理教万場分教会様、

長田浩様、川畑憲司様、他匿名希望ご支援者様 20名の子供、先生や地域の方に 30帳をお渡しし

ました。この季節は蚊が多いので大変喜ばれました。誠に、ありがとうございました。 

ご協力につきましては http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/eU7wdC  

 

ご支援金が届きました（続報） 

6月 9日にご報告させていただきました（ http://goo.gl/1Qy68Fv ）、食糧支援の続報です。

蚊帳を贈呈する時にお伺いしたところ、ちょうど、朝食の時間でした。皆、嬉しそうに朝食を食

べておりました。こちらでは、お砂糖は高級品ですが、たっぷり入っていて、本当に美味し い

と喜んでおりました。皆様、本当にありがとうございます。 

ご支援に関しましては、 http://goo.gl/h5w7k  

関連ホームページ http://goo.gl/qemwfG  

 

ご協力ありがとうございます 

国際支援 NGOあいさんを通じて、沢山の方々が民芸品を購入して下さり、本当にありがとうござ

います。売上で支援地区の人々に蚊帳とお砂糖をお届けしました。ご協力を本当にありがとうご
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ざいます。 

ご支援に関しましては、 http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/wWOBo8  

 

蚊帳贈呈 3 

TV放映後、たくさんの皆様からご寄付をいただいております。引き続き、皆さんのご支援で蚊

帳をお届けしています。今回は、オウィノ地区の蚊帳のない子供にお渡ししました。この時期ま

だ、雨が続いていて蚊が多いですので、大変喜ばれました。ご協力を、ありがとうございます。 

ご支援に関しましては、 http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/qUQwVz  

 

2. 活動報告 

今月の活動報告はございません。 

 

3. イベント 

第 11回 アフリカスタディーツアー 

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 【8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： 2014年 8月 22日（金）～8月 29日（金） 【8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（または羽田）、関空 

 

詳細は右記リンクまで http://goo.gl/gTcpz   

 

4. ご協力のお願い 

現地ボランティア募集情報 

アフリカの人々に雇用を生む、今までチャンスの無かった子供にチャンスを与えさせていただく、持続

可能な自立支援、支援活動、にご協力を下さいますようお願いを申し上げます。  

アフリカに興味がある！英語を覚えたい！子供が好きだ！どんな些細なきっかけでも良いです！是非

ご連絡を下さい！ 

【ボランティア内容】  

サッカーを教える、柔道を教える、空手を教える、日本語を教える等の自分の得意なことを教える 

日本との文化交流 

孤児院で孤児の世話 
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孤児との心の交流  

【現地調査】 

孤児の生活環境調査  

お気軽にご連絡下さい！アフリカの子供たちはあなたを待っています 

お問い合せは 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。 

 （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  

 

イーココロ！ご登録のお願い 

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。 
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それでは、今月号もこの辺で。ウエラバ！（ガンダ語のさよならの意） 


