
ニュースレター 2014年 9、10月合併号   

（ウガンダセンターからお送りしてます） 

  

お陰様で、第 11回スタディツアーも無事に終えることが出来ました。今回は、テレビに出演した支援地

区の人々ともお会いできて、参加者の皆様は大変喜んでおられました。また、ストップしておりました武

道館（多目的ホール）建設プロジェクトも 9月より再開いたします。カンパラは、毎日とても激しい雨が降

ります。先日は、沢山の雹と強風のため、またもや、カラテのテントが潰れてしまいました。今回、ウガ

ンダ入りしておりました、チルドレンホープ代表も驚き、なんとか、今年中にフェイズ2の工事を終わらせ

ようと設計士に伝えました。建築の進行具合につきましては、ホームページ、フェイスブックを通じて、

随時お知らせいたします。 

 

1. ニュース 

里親さんからの生活支援をお渡ししました 

リンク先の写真はナーサ君です。里親さんありがとうございます。 

ご支援につきましては、こちら http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/8i368S  

 

文房具をお届けしました 

皆様からのご支援で、テレビにも紹介されたプロッシーさんが校長を務めている、グローリー・ナーサリ

ースクールに文房具をお届けしました。プロッシーさんが校長に就任する経緯については、前回掲載

（ http://childrenhope-ug.com/new/u20140609-2.html ）致しました。学校には文房具がなく、生徒さ

んたちも買えないと聞いておりましたので、今回、お届けすることができ、皆、とても喜んでおりました。 

ご支援、本当にありがとうございます。今回ご支援を受けた子どもたちです（４～５歳のクラスです） 

1.Nakakande Olivia 2.Bunyo Shafik 3.Nalubeg Rashida 4.Nansuba Jenny 5.Kibirango Jenny 

6.Kawooya Richard 7.Mumbai Pefer 8.Wangwali Denis 9.Namata Sharon 10.Ambalu Rose 

11.Mukisa Benja 12.Lukwaga Junior Dan 13.Muchunguzi Sheila 14.Mucunguzi Morvellours 

15.Najjuma Vivian Hope 16.Kawagala Solomon 17.Senyonjo Gabin 18.Kakooza Martin 

19.Kiyaga Peter 20.Nabanja Desive 21.Natume Viola 22.Nammaga 

以上 22名です。ありがとうございました。 

ご支援につきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

 関連ホームページ http://goo.gl/RLgnoH 

 

里親さんからのメッセージを掲載いたしました 

リンク先より御覧下さい http://childrenhope-ug.com/children2012.html 

里親につきましては、 http://form1.fc2.com/form/?id=591035  

関連ホームページ http://goo.gl/mZyA9K  
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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  

 

薬をお届けしました 

ウガンダは外は埃っぽく、喉が痛い、鼻水が止まらないという声を聞きましたので、マッキンディ地区に

お薬をお届けしました。地域の方々は大変喜びました。ご支援、誠にありがとうございます。 

今回、14人の子どもたちにお届けしてきました。 

1 ピウス・カセカンデ君（１年）ペンスタースクール 

2マリアン・ナンペーラちゃん 3歳 

3ワスワ・ラハマン（1年）ペンスタースクール 

4セセボワ・エマニエル君（2年）ビクトリアスクール 

5ナウゲンリ・フィトラちゃん 4歳 

6モーリン・ナツメちゃん（1年）ペンスタースクール 

7ナチムリ・パット君 3歳 

8 カーヤ・ムシーン君（2年）ペンスタースクール 

9ナカト・リハーム（1年）ペンスタースクール 

10セセルビリ・ジュニア（2年）ペンスタースクール 

11キタミリケ・ラカニちゃん 2歳 

12ルボワ・ベリーンちゃん 3歳 

13シャキーファ・ニシマちゃん 3歳 

14ブケニャ・エドリン（3年）ペンスタースクール 

ご支援につきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/eUWbPo  

 

武道館（多目的ホール）建設会議 

7月 11日、現地時間 14時半より、ウガンダセンター長、事務局長と武道館（多目的ホール）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。今回は、予算の都合上、第 2期工事を幾つかに分けてす

ることで合意しました。第 2期工事フェイズ 1 として、柱、梁等の骨組みをスタートします。早ければ、14

日より工事がスタートします。スタディーツアーの参加者の皆様が到着する頃には、フェイズ 1の工事も

終了していると思われます。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、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  
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関連ホームページ http://goo.gl/odpsGU  

 

武道館 （多目的ホール）建設第 2期工事 事前確認 

7月 12日、現地時間の午前 11時より、設計事務所、建築会社と工事 についての最終確認を武道館

（多目的ホール）建設予定地で行われました。今回は、柱と梁の骨組みの建築です。予定では、みなさ

ん がスタディーツアーで来られる 8月 23日までとなっております。空手用のテ ントにつきましては、少

し、コンパクトにして空いている所に移設します。 

武道館建設プロジェクトにつきましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

関連ホームページ http://goo.gl/KD7JTz  

 

マンスリーサポーターさん他 

マンスリーサポーターさんと村川順子様、森野熊男様、澤田様、加藤好佳様、石澤邦夫様よりご支援

をいただきました。ガング村の乾燥している地域で、風邪が流行っています。お薬の足りない子供 36名

にご支援させていただきました。皆様のお陰で子供たちは健康に暮らせることに感謝しておりました。

誠にありがとうございます。 

ご支援につきましてはこちら http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/jCv85U  

 

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  

 

オートバイ贈呈 

当センターで長年使っていたオートバイを空手クラブの指導員のアベイさんに寄贈しました。彼は、長

年、空手の指導を手伝ってくれております。彼のクラスとセンターのクラスの行き来にオートバイがあり

ますと渋滞に巻き込まれることもなく、とても助かるとのことです。 

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/YYJfbG  
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医療支援 

マンスリーサポーターさんの逢見さん、住田さんよりご支援金をいただきましたので、以前記事

（http://childrenhope-ug.com/new/u20140627.html）で掲載させていただいた、スタッフのテディーさん

のご主人の治療費を支援させていただきました。手首から腕にかけて開く大手術でしたが無事に成功

しました。手術費用がなければ、切断という話にもなっておりました。現在は、手術した手をワイヤーで

固定して、4 ヶ月間の入院生活となります。こちらでは、お金を払えないとすぐに出されてしまいますの

で、皆様より、ご支援頂いたお陰で、治療を受けることができ本当に喜んでおります。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/EuUMhS  

 

建築が始まりました 

資材が毎日届いております。まずは、柱に入れる鉄筋を組む作業です。日中とても暑い中、職人さんた

ちは頑張ってくれております。 

武道館（多目的ホール）プロジェクトにつきましては http://goo.gl/nKE1y  

関連ホームページ http://goo.gl/Jsf0e6  

 

蚊帳のご支援 

支援者様から蚊帳20帳のご支援がございました。貧しい子供の住む地域に足りない分をお届けします。

ご支援を誠にありがとうございました。 

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/RqTjZU  

 

武道館(多目的ホール) 建設プロジェクト（続報） 

お陰様 で、22本の柱、1段目の 梁の工事が終了しました。8月 1日から 2段目の 梁の型枠にコンク

リを入れ始めました。前日の、型枠組み立て時に、作業員の方が落下し病院に運ばれました。幸い骨

折もなく、打撲 程度ですみましたが、大事を取っておやすみしました。手元が足りないということで、ウ

ガンダセンターの警備員コマケチ君が急遽、バイトに採用されました。臨時収入だから、しんどくても嬉

しいと笑顔で頑張っております。第一フェイズも大詰めを迎えました。今月半ばには、終了予定です。 

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

武道館 （多目的ホール）建設プロジェクトについては http://childrenhope-ug.com/budokan.html 

 関連ホームページ http://goo.gl/T2mu5d  
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ご支援ありがとうございます 

ご支援を頂きましたので、テレビでも登場しましたプロッシーさんのご近所のコミュニティにお届けしてき

ました。田丸様、いつも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/qIPtHU  

 

ご寄付をいただきました 

第 3回スタディーツアーにも参加してくださった、後藤美子さんが手芸品などを販売して下さり、売上を

寄付して下さいました。ありがとうございます。いただいたご寄付で、お砂糖、お米、蚊帳をお届けいた

しました。写真は、ウガンダセンターのスタッフにもお砂糖を渡すことができ、皆が喜んでいるところです。 

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

 

医療支援 

ウガンダセンター長と長年の友人であり、マンスリーサポータの住田様よりご支援金をいただきました

ので、以前記事（ http://childrenhope-ug.com/new/u20140627.html ）にも掲載させていただいた、 

スタッフのテディーさんのご主人の治療費を支援させていただきました。現在も、まだ手術した手をワイ

ヤーで固定しており、激痛に耐えているとのことです。ご支援を頂きましたので、痛み止めの薬のお金

が支払えると申しておりました。住田様、いつも本当にありがとうございます。こちらでは、お金を払えな

いと治療もストップされてしまいますので、皆様より、ご支援頂いたお陰で治療を受けることができ本当

に喜んでおります。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/VGgzhw  

 

いつもご支援ありがとうございます 

いつもご支援くださっている、株式会社ツカサ代表取締役・山中慶一様（本社・茨城県鹿嶋市宮中

5261-2）よりお食事に御招待いただきました。テレビにも出演しておりましたマーガレット・アティムさん

(現在、日本へ留学中）と一緒にお伺い致しました。高級焼肉飛騨牛をはじめていただき、とても楽しい

時間を過ごさせていただいました。その後、武御雷（タケミカヅチ）神、日本神話最強の武神、勝利の神

様のいる鹿島神宮へとお参りさせていただきました。ウガンダセンター長も鹿島神宮に詣ったことをとて

も喜んでおりました。引き続き、アフリカへのご支援を続けてくださると申してくださいました。本当にあり

がとうございました。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/BDNvit  

 

極真カラテ試合観戦 
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8/10、横浜文化体育館に於きまして、第 6回神奈川県空手選手権大会が開催されました。日頃から、

ご支援くださって おります、極真会館湘南支部長・田村悦宏師範より、ご招待いただきました。ウガン

ダから来たマーガレットさんは、初めて本家日本 の空手の試合を観覧致しました。大変白熱した試合

でとても感激しておりました。お互い殴りあり、蹴りあったのに、試合終了後にと ても礼儀正しく握手を

する姿にとても感銘したとのことです。アフリカは未だに内戦がありますが、お互い尊敬しあう気持ちが

あれば、いつの日か皆が平和に暮らせるのはないだろうかと帰り道に興奮しながら語っておりました。

遠いアフリカの地で沢山の人に極真 カラテを伝えたい、武士道精神を伝えたいという、ウガンダセンタ

ー長の気持ちがよくわかったそうです。また、松井章圭館長にアフ リカへの色紙をいただき、大変恐縮

しております。武道館ができた暁には、飾らせていただきたいと思います。この様な、素晴らしい機会を

与えてくださいました田村師範、本当にありがとうございました。 

武道館（多目的ホール）プロジェクトに関しましては http://childrenhope-ug.com/budokan.html 

関連ホームページ http://goo.gl/JDqpBG  

 

ありがとうございました 

日頃からお力添え頂いております、ご支援者様にお会いしました。マーガレットさんが語学学校の夏休

みで、東京にいるということで御食事にご招待されました。東京駅にて、マーガレットさんが好きな物を

食べようとなりまして、彼女はオムライスを頼み ました。ご支援者様は、これから日本とウガンダの架

け橋になるよう勉強をしっかりと頑張ってねとお声をかけてくださいました。楽しい時間を誠にありがとう

ございました。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/mBJFjZ  

 

カラテの道具をいただきました 

ウガンダセンターのカラテメンバーの大輪一郎様が、この度ご帰国される事となりましたので、極真カラ

テクラブに、サンドバッグ等の道具類をご寄付してくださいました。中々、こちらでは道具が手に入りま

せんので、日本から持ってきていただいた道具は、本当にありがたいです。メンバー一同、大切に使わ

せて頂きます。押忍！ 

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。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。 

武道館プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

極真ウガンダに関しましては、http://kyokushin-uganda.com （英 文） 

 

楽しい時間をありがとうございました 

「世界ナゼそこに？日本人～知られざる波瀾万丈伝～」の取材でお世話になりました、ディレクターさ

ん、プロデューサーさん、スタッフの皆さんに 再び日本でお会い出来ました。皆さん、本当に素晴らし

http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://goo.gl/JDqpBG
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://goo.gl/mBJFjZ
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://kyokushin-uganda.com/


い方々で、世界を飛び回っております。わざわざマーガレットさんが好きな豚の美味しいお店で、ご馳

走してくださいました。ディレクターのマリさんは、終始皆を笑わせて下さり、スタッフの皆様もイッキ飲

み等をご披露くださりました。 番組は、大変な反響があったようで、皆様もとても喜んでくださいました。

私たちの活動が、テレビに取り上げられたお陰で、沢山の方々に知って頂く機会となり、ありがたい次

第です。これからも、皆で力を合せて頑張ろうと誓い、会は終了いたしました。終了に際して、アフリカ

の子供たち、シング ルマ ザーの皆様に沢山のお洋服を下さいました。貴重な機会を設けて頂き、心

より感謝いたします。本当にありがとうございました。 

「世界ナゼそこに？日本人 ～知られざる波瀾万丈伝～」の公式サイトは、http://goo.gl/PGGkbu 

関連ホームページ http://goo.gl/98bcrU  

 

武道館（多目的ホール）建築プロジェクト  第 2期工事フェーズ１の工事が終了いたしました 

８月１３日にフェーズ１の工事が無事終わりました。皆様、本当にありがとうございました。今回は、骨

組みだけでしたが、相当な大きさの建物となりそうです。フェーズ２の屋根工事は、スタディツアーで当

団体の代表が来られますので、その時に契約をすることとなります。皆様、ご支援本当にあり がとうご

ざいます。 

武道館（多目的ホール）プロジェクトにつきましては http://childrenhope-ug.com/budokan.html 

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

関連ホームページ http://goo.gl/BYbnuW  

 

薬をお届けしました 

マンスリーサポーターさんからご支援が届きましたので、プ ロッシーさんの住む、ガング村のコミュニテ

ィまでお届けしてきました。季節 の変わり目で朝晩冷え込むので、風邪やマラリアにかかるか人が増

えております。皆さん、本当に喜んでおりました。ご協力を、誠にありがとうございます。 

マンスリーサポーターにつきましては http://childrenhope-ug.com/supporter.html 

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

関連ホームページ http://goo.gl/iEPgUk  

 

マンスリーサポーターさんありがとうございます 

マンスリーサポーターさんより毎月のご支援をいただきましたので、子供たちに不足しています風邪薬

と蚊帳をお届けしました。皆さん大変喜んでくれました。誠にありがとうございます。 

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

関連ホームページ http://www.ekokoro.jp/ngo/news4819.html  

 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト  

7月 26日、現地入りしておりました当団体代表とともに フェーズ２の契約をしました。今回は、壁を作り、

屋根を載せる作業となります。予定では、年内にはフェーズ２の工事は終了致します。 

http://goo.gl/PGGkbu
http://goo.gl/98bcrU
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://goo.gl/BYbnuW
http://childrenhope-ug.com/supporter.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://goo.gl/iEPgUk
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://www.ekokoro.jp/ngo/news4819.html


プロジェクトに関しましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

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/d9ij84  

 

現地車両が届きました 

以前より、皆様にお願いしておりました現地車両（http://goo.gl/H6r9vt）ですが、長年使っているため、

最近では、 故障に継ぐ故障で修理代が馬鹿にならず、最近はレンタルで賄っております。道路の整備

されていない辺境地域において、四輪駆動車は重要な足となります。お陰様で、ご新車の方より、救援

物資輸送用の車両をご支援いただきました。発注から、2 ヶ月半かかりましたが、無事にウガンダセン

ターに届きました。ご支援者様、誠に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  

 

2. 活動報告 

今月の活動報告はございません。 

スタディツアーの報告につきましては、来月掲載させていただきます。 

 

3. イベント 

 

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 

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

http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://goo.gl/d9ij84
http://goo.gl/H6r9vt
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://form1.fc2.com/form/?id=591035


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。 

 

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） 

http://form1.fc2.com/form/?id=591042
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