
ニュースレター 2015年11月号   

（ウガンダセンターからお送りしてます） 

 

お陰様で、武道館（多目的ホール）建設プロジェクトの第４フェーズの資金が貯まりました。今回は、

窓枠、ドア、内側の壁塗り工事です。予定では、クリスマス前には、フェーズ４の工事が終了いたし

ます。建設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。皆様のご協力、ご支援、誠にありがとうございます。 

 

ホームページ http://childrenhope-ug.com/  

フェイスブック http://goo.gl/kuZej  

 

1. ニュース 

マンスリーサポーターさんのご支援 2015年10月1日 

マンスリーサポーターさんの石澤邦夫様、番場由起江様、田丸豊子様、吉谷久美子様よりご支援

が届きましたので、お届け致しました。支援している地域では、生まれたばかりの子供から16歳ま

で、大勢いますが、大変お腹を空かせています。地域のシングルマザーさんは、良く働き、良く子

供の面倒を見ておりますが、極端に収入が少ないために、食事や医療費に困窮しております。地

域のシングルマザーさんに政府からの援助はありません。最近では、毎月のマンスリーサポータ

ーさんのお蔭で、ご飯をたくさん食べられるようになった。子供が風邪をひく回数が減った。日本の

皆さんのお蔭で生活が助かっていると喜ばれております。学校に行きたい子供には、地域のリー

ダーさんと相談して、学費を援助させて頂いております。本日は、砂糖18キロ、ビスケット108セット

をご寄付致しました。皆様のあたたかいご支援が、地域の生活向上に繋がり感謝しております。 

 

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

子供の様子は、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/mf7NtA  

 

極真会館 中崎道場代表 藏谷薫様よりご支援が届きました 2015年10月1日 

極真会館 中崎道場代表 藏谷薫様よりご支援が届きましたので、お届け致しました。地域の子供

は学校に通いたくても、家庭の事情から希望がかなわない子供が大勢います。今回は、続けて学

校に通いたい子供に、学費をお渡しし大変喜ばれました。シングルマザーさんや子供の立場にな

り、生活の不安が無くなるよう、足を運んでおります。真心のご支援を、誠に有難うございます。 

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/ch1OUi  
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書家の川上美也子様 2015年10月1日 

長年学費や生活費をご支援下さっている、書家の川上美也子様が2015年5月お越しになり里子と

対面をしました。「これからも支援を続けるから、勉強やお手伝 いを頑張ってね」と抱き合い涙しま

した。2015年6,7,8,９月につきましても、 ご支援が届きましたので、貧しい地域へお届け致しました。 

皆さん、大変喜び、長年のご協力を心から感謝 している、と話をしております。この度は、アフリカ

のシングルマザーさんが作るネックレスもご購入くだいましたので、売上を、貧しい家庭の一人一

人にお届け致します。 

手芸品の詳細は、http://childrenhope-ug.com/shugeihin.html  

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

下記リンクより御覧下さい 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/7Dvmbh  

 

長浦久仁子様や匿名希望様のご支援が届きました 2015年10月5日 

マンスリーサポーターさんよりご支援が届きましたので、お届け致しました。長浦久仁子様、

Kiyoshi Shimozuru様、匿名希望様、誠に有難うございます。（必要な食糧16キロ、生活必需品数

カ月分、医療費等） 

◆マンスリーサポーターさんのページ更新致しました 

皆様のご支援は、2014年から2015年9 月にかけて、約500名の子供の毎日の食事、医療費に当

てることが出来ました。月々は、約1330食分をお届けさせて頂き ました。 

１０００円で１ヶ月間一人の子供がご飯を食べることができます!! 

１０００円で１つの蚊帳が購入できます!! 

１０００円で１枚の毛布が購入できます!! 

１０００円でマラリアの薬が購入できます!! 

支援活動の詳細はこちら、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

子供のページはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

お陰様で、昨年よりマンスリーサポーターさんが大変増えました。 

皆様のあたたかいご支援に心から感謝申し上げます。 

関連ホームページ http://goo.gl/mcP7jS  

 

マンスリーサポーターさん 2015年10月7日 

マンスリーサポーターさんよりご支援が届きましたので、お届け致しました。住田治喜様、田丸豊

子様、匿名希望様、誠に有難うございます。 

・マッキンディー・ンブルマゾーン地域の子供 とシングルマザー約100名の昼食 

・ガング村ナーサリースクール子供約30名の朝食・昼食 

（必要な食糧125キロ、クッキー1キロ、飲み物2箱、医療費等） 
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◆マンスリーサポーターさんのページ更新致し ました 

皆様のご支援は、2014年から2015年9 月にかけて、約500名の子供の毎日の食事、医療費に当

てることが出来ました。月々は、約1330毎食分をお届けさせて頂き ました。 

１０００円で１ヶ月間一人の子供がご飯を食べ ることができます!! 

１０００円で１つの蚊帳が購入できます!! 

１０００円で１枚の毛布が購入できます!! 

１０００円でマラリアの薬が購入できます!! 

支援活動の詳細はこちら、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

子供のページはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

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

お陰様で、昨年よりマンスリーサポーターさんが大変増えました。 

皆様のあたたかいご支援に心から感謝申し上げます。  

関連ホームページ http://goo.gl/FmA1Tw  

 

ガング村のナーサリースクール 2015年10月8日 

空手クラブの収入により、ガング村のナーサリースクールに食糧をお届け致しました。ご支援内容

は、主食25キロで孤児の20日間の朝食です。（写真：校長先生、ナーサリースクールの生徒、スタ

ッフ） 

あたたかいご支援を誠に有難うございます。 

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

ウガンダ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/jGbKpq  

 

堀研太郎様、マンスリーサポーターさん、ご支援をありがとうございます 2015年10月13日 

堀研太郎様、Makimaki Senda様、匿名希望様、毎月のご支援を誠に有難うございます。支援して

いる貧しい地域に、不足している食糧や生活用品をお届けし、大変喜ばれております。シングル

マザーさんたちはよく働きますが、生活の面で困窮しております。収入も少なく、子供のミルク代、

生活用品を購入することが困難で、援助はなく、大変苦しい思いをされています。私たちは、地域

の要望で「出来る限りのことは自分たちでするが、出来ないところを助けてほしい」と、支援活動を

させて頂いております。 

本日ご支援の状況： 

主食５０キロ（数十人分、約２週間分の食糧）、お砂糖５キロ、石鹸等 

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

マンスリーサポーターさん、http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

支援活動の詳細はこちら、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  
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子供のページはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

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/wEwYbg  

 

浄水活動へご寄付がありました 2015年10月16日 

この国のどうしようもない問題の一つに水事情があります。汚染された水を飲んで沢山の

子供が亡くなっていきます。主都 カンパラ付近には水道が通っています。しかし、水道

管は穴だらけで、決してそのまま飲めません。他の 地域では、雨水、湖水、井戸水を煮

沸して飲料水としています。井戸を掘っても、水の出る確率は低く、出た場合も塩分が多

くて飲み水にならないこともあります。何しろ、天候不順になれば家畜や耕作のために河

川の水の取り合いで部族の紛争に発展するのが普通です。そこで、私たちは日本の日本ベ

ーシックという会社の人力でフィルターを通して水を浄化する装置をいろいろな施設に持

参して、綺麗な飲料水を提供しています。煮沸しなければ、飲もうとしない現地の人たち

は、最初この装置を見て信じることが出来ない面持ちでした。最初 は遠慮がちにコップ

で水を飲んでいた人たちは、次第に大きなポリバケツを持ち出して水を溜めるようになり

ました。しかし、この装置は1台28万円と高価な物なので、台数はなかなか増やすわけに

は行きません。世界で2番目に大きい淡水湖ビクトリア湖の岸辺には約3000万人の東アフ

リカ人がへばり付くように住んでいます。環境 悪化で水は汚染される一方で飲料水には

適していません。下の写真は私たちが日本ベーシック社の水浄化装置で浄化した水とビク

トリア湖の孤島で採取した水を比較したものです。対岸から約1時間で、掘建て小屋が密

集する小島に到着。この100メートル四方の狭い島に500人の人が住んでいました。 

島全体が異臭で包まれており、私たちは事前に上陸許可を得ていたものの、少しばかり恐

怖を感じました。私たちが水の浄化を始めると、島人が大きな容器を持ち出して集まって

きました。 

匿名希望様より、浄水活動へのご支援が御座いました。あたたかいご協力に心から感謝申

し上げます。 

浄水活動の様子につきましては、http://childrenhope-ug.com/water.html  

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

今までの活動報告の様子は、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

関連ホームページ http://goo.gl/3QZeaa  

 

マンスリーサポーターさん 2015年10月21日 

山口直子様、逢見篤太様より毎月のご支援が届きました。支援している孤児院や支援地区へ食

糧や医療費をお届けしております。こちらの女性はよく働き、よく子供の面倒を見ますが、極端に

収入が少ないために、非常に苦労されています。丸一日働いても収入はごく僅か、1ドルに満たな

い日もあります。 
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困っている方々へ、政府の援助や大きな団体の支援はありません。仕方なく身体を売る仕事をす

る人や、最悪の場合は子供を捨ててしまう人もいます。私たちは、そうならないためにも支援して

いる地域へ家庭訪問を繰り返し、地域の人々と会議の末、自立のためのプロジェクトを推進し、不

足しているものはお届けさせて頂いております。 

◆マンスリーサポーターさんのページ更新◆ 

皆様のご支援は、2014年から2015年9 月にかけて、約500名の子供の毎日の食事、医療費に当

てることが出来ました。月々は、約1330食分をお届けさせて頂き ました。学費の足りない子供に

は学費もお渡ししています。 

詳しくは、http://childrenhope-ug.com/supporter.html  

現在までの自立支援プロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

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

皆様のあたたかいご協力を誠に有難うございます。 

関連ホームページ http://goo.gl/A2K1FT  

 

日本から里親さん 2015年10月21日 

長年里親さんを続けて下さっている女性が日本より来られました。地域の方々のご協力もあり、里

子との対面を果たし、大変感激されました。 

今までの子供の詳細は、http://childrenhope-ug.com/new/u20150223-2.html  

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/8va8bv  

 

養豚、養鶏プロジェクト（続報）１０月 2015年10月26日 

お陰様で、養豚や養鶏が順調に進んでおります。子豚も元気ですし、育てた鶏は女性コミュニュテ

ィーの方々が販売し生活の資金になります。これらの収入とご支援で、雛鳥、餌、備品等を購入す

ることができました。皆様のあたたかいご支援を心より感謝申し上げます。森野熊男様、マンスリ

ーサポーターさん、誠に有難うございます。 

各プロジェクトなど詳細は、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/kuF13h  

 

ご支援をお届けしています 2015年10月26日 

日本よりあたたかいご支援が届きましたので、各プロジェクトや支援地区へお届けしています。私

たちの支援している地域では、女性がよく働き、よく子供の面倒を見ていますが、まともな職場が

ないので収入が極端に少なく非常に困窮しています。それは、衣食住、そして、子供の学費や医

療費にとても悩んでいます。解決策として、各プロジェクトに取り組んできましたが、アフリカの文

化や常識の違いからスタディーミッションや、ビジネスプランをトレーニング中、想像もつかないよう
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な問題や失敗も多々経験し簡単ではないと感じました。このようなコンディションの中でも、大変嬉

しいことに自立する女性がでております。今回のご支援は田丸豊子様、他匿名希望様のマンスリ

ーサポーターさんです。皆様のご支援とご協力を誠に有難うございます。 

各プロジェクト詳細、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

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/2lYoKD  

 

武道館（多目的ホール） 2015年10月26日 

第７回邦人の学習会が行われました。お陰様で、空手稽古や文化交流と幅広く活用されています。 

◆ウガンダ武道館の目的は http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

武道館建設プロジェクトについて（2011年12月13日より、 第1期工事が始まりました！） 

チルドレン・ホープ、ウガンダ事務所代表石原藤彦氏（極真カラテ弐段）は、2003年5月より空手を

通じて、ウガン ダ人の少年、少女、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。皆様の

真心のご協力を誠に有難うございます。 

ご支援などは、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

 

2. 活動報告 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト続報 2015年10月21日 

10月21日、現地時間正午より、ウガンダセンター長、事務局長と武道館（多目的ホール）建設プロ

ジェクトのエノック設計士と建設会社のフランシス社長との会議が開かれました。今回は、予算の

都合上、窓枠、ドア、内装の工事で合意しました。第２期工事フェイズ４としてスタートします。早け

れば、27日より工事がスタートします。今後の詳細が決まり次第、随時、ご報告いたします。ご協

力、ご支援ありがとうございます。  
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武道館（多目的ホール）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/Pia8Ob  

 

3. イベント 

第1３回スタディーツアー 

第13回 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？ 

第13回スタディーツアー 

●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： 2016年8月4日（木）～8月11日（木）【8日間】（飛行機の関係で変更あり） 

●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 

●利用航空会社： カタール航空（変更あり） 

●宿泊施設：  

カンパラ（4泊）： 現地ホテルまたはウガンダセンター 

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（変更あり） 

●食事条件： 朝食：4回、昼食：5回、夕食5回（機内食は除く） 

●最少催行人員： 3名 

●定員： 10名 

●添乗員： 成田または関空より同行します。 

 

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 

http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://goo.gl/Pia8Ob


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 

 

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=591035
http://form1.fc2.com/form/?id=591042
http://form1.fc2.com/form/?id=591035

