
ニュースレター 2014年 7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。ウガンダでは、来年控えております大統領選に向けて、キャンペーン

が始まっております。あちこちできな臭いぶつかり合いもおきております。 

さて、長年里子をご支援してくださっております、書家の川上美也子様がウガンダまで来てくださいまし

た。里子たちもお陰様で大きくなり、元気に学校にも行くことができております。日本のお母さんと感動

の対面を果たすことができ、とても感動的でした。川上様は、脳性マヒの重度障がいのために車いすで

来られました。私たちのスタッフも川上様のことを「あの方は慈愛に満ちた方だ」と感銘を受けておりま

した。 詳細につきましては、 http://goo.gl/wpIqds  

 

1. ニュース 

マンスリーサポーターさん 2015 年 5月 1日 

マンスリーサポーターさんの石澤邦夫様、住田治喜様、川端達夫様、三浦久美子様、田丸豊子様、後

藤様、からご支援が届きましたのでお届けしました。当団体スタッフは、生徒 30名のナーサリースクー

ルを開いていますが、無償で預かっている孤児がおりますので、食費や医療費を捻出するために農業 

や養豚・養鶏をしています。畑の維持費や種代、養豚・養鶏の維持費をお渡ししました。 

毎月の御支援を心から感謝申し上げます。 

詳しくはこちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

ウガンダ便りはこちら、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html 

関連ホームページ http://goo.gl/yViW6A  

 

チルドレンホープのチャンネルに支援の様子をアップしました 2015 年 5月 1日 

支援の様子「子どもたちに笑顔を！！ ＃2 マッキンディー編」をチルドレンホープのチャンネルにアッ

プしました。 http://youtu.be/nLL74_g2-0g  

 

里親さん 2015 年 5月 4 日 

日本の里親さんから、学費や生活費のご支援を頂いております。ご支援が届きましたのでお届けしま

した。 

 ロジャース君 18歳 S4（日本で高校１年）アフリカンハイスクール/将来は歌手になりたい！ 

 ムゲルワ君 13歳（14 歳になる）S1（日本で中学１年）シニアセカンダリースクール・カウエンペ/将

来は弁護士かビジネスマンになりたい！ 

 ナントンゴちゃん 11 歳 6年（日本で小学校 6年）マッサッジャブリージプライマリーボーディング/

将来は看護師か医者になりたい！ 

 ナカトちゃん 6歳１年（日本で小学校１年）ペンスタープライマリー/勉強は英語と算数が楽しい 
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 ワスワ君 6歳１年（日本で小学校１年）ペンスタープライマリー/歌と踊りが好きだ。勉強は英語が

得意！ 

 リータちゃん 16歳 S3（日本で高校１年）STチャールスルワンガ SSSキビリ/英語が得意です。将

来は医者になる！ 

 レジーナちゃん 12歳 P7（日本で中学１年）キビリモーデンボーディング/英語、社会、アフリカの歴

史、理科、得意です。弁護士になります！ 

 ルベガ・トレーバ君 16 歳 S3（日本で高校１年）STチャールスルワンガ・ムベンデ/英語、宗教の時

間が得意です。将来は医者になる！ 

 ナーサ君 10歳（11 歳になる）P５（日本で小学校 5 年）ST プライマリースクール/歌、踊り、好きな

のは空手です。将来は歌手になりたい！ 

 サラマちゃん 10歳 P4（日本で小学校 4年）ペンスタープライマリー/社会が好き。歌がとても好き

で、アフリカのダンスも好きだ。将来はダン サーになりたい！ 

 サラちゃん 14歳 S2（日本で中学 3年）ロイヤルコレッジ・ナーリヤ/英語が得意です。将来はナー

スか銀行のマネージャーになりたい！ 

マッキンディ地区・ガング村掲載以外２０名にご支援をお届けしています。長年のご協力を誠に有難う

ございます。 

詳しくはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

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/ncDzQM  

 

里親さんからのご支援をお届けしました  2015年 5月 8日 

ガング村のジェーンちゃん 

ジェーンちゃん（小学校 1 年生）に、里親さん から教育支援、生活支援が届きましたので、子供にお届

けしました。家庭訪問日に具合が悪く熱がありましたので、お薬代もお渡ししました。皆様のご協力を

心から感謝しております。 

誠に有難うございます。 

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

ジェーンちゃんの写真と記事はこちら http://childrenhope-ug.com/new/u20150313.html  

関連ホームページ http://goo.gl/LD7NHi  

 

在留邦人の方からお洋服をご支援いただきました  2015 年 5月 11日 

支援地区と近所の子供たち約６０名に、在留邦人の方から頂いたお洋服（ベビー服等）をお届けし大変

喜ばれました。以前にもお届けしましたが、日本製ですので５年間大事に着ている子もおります。 

ご協力を誠に有難うございます。 

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

子供の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  
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５年前の子供の様子、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

関連ホームページ http://goo.gl/ulxhRz  

 

マンスリーサポーターさん 2015年 5月 12日 

マンスリーサポーターさんの堀研太郎様、MakiSenda様、他匿名希望様よりご支援が届きましたのでお

届けしました。ウガンダでは紛争・エイズ・父親失踪等の理由 で多くの子供が孤児あるいは片親だけ

になっています。親戚、施設に預けられている子供もいますが、なかなか学費まで手が回らないのが

現状です。本日は支援地区の子供に文具や学費の一部をお届けし大変喜ばれました。 

里親さんのいない子供に寄付をしました 

 マリア・ナルイマ 6歳小２女の子 ブリッジスクール（続けて通いたい） 

 マリオン・ナンペーラ３歳女の子 ナーサリースクールに行きたい 

 ジェームス・ジュニア８歳小２男の子 ペンスタープライマリーに行きたい 

 モニカ・ナンベラ４歳女の子 ペンスタートップクラス（続けて通いたい） 

 ナンボーゼ・マーサ５歳女の子 ナーサリースクールに行きたい 

 フィトラ・ナムゲニ５歳女の子 ナーサリースクールに行きたい 

 ドクタージュニア・ニア６歳男の子トップクラス チブイエプライマリースクール（続けて通いたい） 

 ナルブラ・テディ１０歳女の子小６ ペンスタープライマリー（続けて通いたい） 

 マリア・オクター・ナータリ９歳小４女の子 ペンスタープライマリー（続けて通いたい） 

 シャリータ・ワルゲ３歳女の子 マミマミスクール（ナーサリースクール名）に行きたい 

 イスマイル７歳小２男の子 ビクタースクール（続けて通いたい） 

 ロハナ５歳女の子 ナーサリースクールに行きたい 

 シャルワ・ベビー４歳女の子 デスタースクールのベ ビークラスに入りたい 

皆様のご支援を心から感謝しております。ご協力を誠に有難うございます。 

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

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

関連ホームページ http://goo.gl/Uj63li  

 

ご支援金が届きました 2015年 5月 15日 

豊田秀子様、増淵佳奈子様、三浦久美子様からご支援が届きましたのでお届けしました。当団体スタ

ッフは生徒 30名のナーサリース クールを開いておりますが、無償で預かっている孤児がおります。 

孤児の費用を捻出するために農業などをしています。不足分の食費や医療費をお渡ししました。毎月

のご支援を心から感謝申し上げます。 

詳しくはこちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

ウガンダ便りはこちら、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ http://goo.gl/Zjsaam  
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ご支援をお渡ししました 2015 年 5月 18日 

空手クラブの収入から学費や生活費をお渡ししました。約 10年前からお付き合いのあるトゥリザちゃん

16歳（高校 1年）、フェイちゃん 12歳（中学 1年）はお陰様で大きく成長しました。将来の夢はトゥリザち

ゃん「看護師さんになる」フェイちゃん「シンガーになりたい」です。 

① 2010年のトゥリザちゃんとフェイちゃんの記事 http://childrenhope-ug.com/children.htm  

② 2011年のトゥリザちゃんとフェイちゃんの記事 http://childrenhope-ug.com/children2011.htm  

③ 2012年のトゥリザちゃんとフェイちゃんの記事http://childrenhope-ug.com/children/20120209.html  

あたたかいご協力を誠に有難うございます。 

詳しくはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

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/SJlAts  

 

ラティちゃんが遊びに来ました  2015年 5月 19日 

ラティちゃんがウガンダセンターまで、ナマクラさんと遊びに来ました。センターの遊具で遊んだり、セン

ターの給食も食べて帰りました。里親さんのお蔭で、1学期は成績も良く友人と楽しく過ごしました。今

週から 2学期が始まりますので、食費や教育費をお渡ししました。 

以前のラティちゃんについての記事 

エチオピア人のお父さんとウガンダ人の両親の事情から、色々なところへ預けられておりましたが、不

憫に思ったナマクラさんが引き取り、やっと 落ち着くことが出来ました。 

両親の事も覚えておらず、ナマクラさんを母親と思い、マミーと読んでいます。 

今回、里親さんが決まり、学校へ通えることができるようになり、ラティちゃんもナマクラさんも喜んでお

ります。ご支援、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、こちら、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/SKCx9G  

 

養豚プロジェクト  2015 年 5月 22日 

いつもご支援下さっておられます、森野熊男様より「養豚プロジェクト」のご支援を頂きましたので、

月々の餌代、豚舎代、飼育環境に必要な品々をお届けしました。子豚の 6頭は残念ながら近隣住民か

らの嫉妬から毒殺されそうになり、治療を受けています。2 頭は回復し、1頭は死亡しました。 

お陰様で、大きいペアは、現在子豚を産ませようと努力しています。５―７月に新たに土地を探し、豚舎

の建設を検討しております。森野熊男様、ご支援、ご協力、誠に有難うございます。 

養豚プロジェクトにつきましてはこちら http://www.childrenhope-ug.com/coop.html#15  

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/Tm30Ic  
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武道館（多目的ホール）にジョイントマットが届きました 2015 年 5月 25日 

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。日本より、ジョ

イントマットが届きました。コンクリートの上での稽古も限界があり、小さな怪我が絶えなかったので、非

常にありがたいです。空手メ ンバーのオルーさん、清水さん、川地さん、チルドレンホープのご支援者

様がご寄付をしてくださいました。ご支援、誠にありがとうございます。 

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://goo.gl/nKE1y  

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/PxDTf3  

 

里親さんのご支援をお届けしました 2015 年 5月 28日 

シャキーラちゃんとアイバンくんに、里親さん から生活支援が届きましたので、お届けしました。シャキ

ーラちゃんは文具が買えなくて困っていたところ、ちょうど里親さんよりご支援いただいたので「明日か

ら学校に行けます！」と大変喜ばれました。（アイバンくんは授業中でしたので、地域のリーダーさんに

お渡ししました。）皆様のご協力を心から感謝しております。 誠に有難うございます。 

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/Enyft5  

 

里親さんが来られました 2015 年 5月 29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。支援地区に住む

ワスワ君とナカトちゃんに日本のお洋服を下さいました。とても、感動的な対面でした。長年のご協力を

心から感謝申し上げます。 

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/wpIqds  

 

ご支援が届きました  2015 年 6月 1日 

日頃よりご協力くださっている、株式会社ツカサ 代表取締役・山中憲一様（本社・茨城県鹿嶋市宮中

5261-2）よりご支援が届きました。支援地区のシングルマザーさんに、日本からの 貴重なお米（小分

けにした物）や食糧をお届けし大変喜ばれました。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。心より感謝申し上げます。 

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/LMcdH8  
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マンスリーサポーターさん 2015 年 6月 2日 

毎月ご支援下さっております、石澤邦夫様、田丸豊子様、川端達夫様、佐藤真由美様、山口直子様、

後藤様、他匿名ご希望様より、毎月のご支援が届きましたので支援地区の子供たちにお届けしました。

当団体スタッフの経営するナーサリースクールには無償で預かる孤児と貧しい子供が３０名以上いま

す。二二ちゃんはストリートチルドレンでした。両親は不明で警察に届けた所、政府の孤児院に空きが

無いために、スタッフが引き取ることになりました。皆様のご支援で、二二ちゃんのマットレス等備品と

必要な食糧や学費などをお渡ししました。また、武道館（多目的ホール）が完成した暁には、この子供

たちを引き取ろうと思っています。真心のご支援を心から感謝申し上げます。誠に有難うございました。 

武道館プロジェクトはこちら、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

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/1R8Z51  

 

蚊帳をご寄付いただきました 2015年 6月 3日 

書家の川上美也子様、匿名希望のご支援者様の ご支援金で、蚊帳を80張購入いたしました。支援地

区に順次お届けしました。カルガモ母さん、ご支援者様、誠にありがとうございます。本日は支援地区

の子供 22名と里子 23名にお渡ししました。 

マッキンディ地区の子供名前 

ナムガ・シャティファ 女 4 才  シャキル・ガブイエ 男 8 ヶ月  センデ・アルビン 男 10 ヶ月  ナテデ 

女 1才  ナカトゥンバ・アニーファ 男 5才  マリアン・ナーテビ 女 7ヶ月  ジュリエット 女 1才  シ

ャキラ・ナワンデ 女 1才  シフラ・ナムゴ 女 1才  ナキブカ・シャニタ 女 1才  シルビア・ナーロン

ゴ 女 1才  ライアン・デリック 男 1才  メリッサ・ナムゲルワ 女 5才  エドリン 男 5才  ブケニ

ャ 男 4才  ラヒシード 男 8 ヶ月  ケルビス・カドゥ・メーザー 男 4才  ワルゲンベ・スダイス 男 5

才  ナカト 女 6 ヶ月  バビリエ 女 6 ヶ月  アナリサ 女 4才  ネリア 女 3才 

他里子詳細は子供たちのページ、 http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

あたたかいご支援を心から感謝申し上げます。誠に有難うございました。 

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/aViuhk  

 

マンスリーサポーターさんのご支援をお届けしました 2015 年 6月 8日 

毎月ご支援下さいます、住田治喜さま、堀研太郎さま、のご支援をお届けしました。母子家庭の方に医

療費を支援させていただきました。毎日苦しい生活ですが、このような温かいご支援が本当に助かりま

すと話しおりました。また、蚊帳をご寄付いただきましたのでお届けしております。 

関連記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20150603.html  

毎月真実のご支援と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/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/A64ABR  
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ご支援をありがとうございます  2015年 6月 15日 

極真会館 中崎道場代表 藏谷薫さまよりご支援いただきましたので、当団体の支援している方へお米

をお渡ししました。ご支援誠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/QQTZgZ  

 

マンスリーサポーターさん 2015 年 6月 15日 

毎月ご支援下さいます、MakiSenda 様、他匿名希望様のご支援をお届けしました。 

支援地域の子供に医療費を支援させていただきました。また、在留邦人の方よりボールをたくさんご寄

付頂きました。（ボールは地域のリーダーさんが大切に管理します） 

毎月真実のご支援とご協力を誠にありがとうございます。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/agvkMv  

 

養豚プロジェクト 2015 年 6月 17日 

いつもご支援下さっておられます、森野熊男様より「養豚プロジェクト」のご支援を頂きましたので、

月々の餌代、豚舎代、飼育環境に必要な品々をお届けしました。大きい一組の豚と、小さい二組の豚、

そして、新しく 1頭購入させていただきました。お陰様で、皆大きく育っています。（新しい土地につきま

しては準備中です） 

他、畑で作物を育てていますのでそちらの維持費もお渡ししました。 

森野熊男様、ご支援、ご協力、誠に有難うございます。 

養豚プロジェクトにつきましてはこちら http://www.childrenhope-ug.com/coop.html#15  

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

 

ご支援が届きました  2015 年 6月 17日 

森野熊男様より、ご支援を頂きましたのでお届けしました。支援している地域のナーサリースクールに

医療費などをお渡ししました。また、蚊帳をご寄付いただきましたのでお届けしております。 

関連記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20150603.html 

シャロンちゃん４歳  カロちゃん４歳  二二ちゃん４歳  シシちゃん４歳  ナカトちゃん４歳（双子） 

ワスワ君４歳（双子）  ベンジャミン君８歳  ジェーンちゃん 6歳  ナジュマちゃん 4 歳 

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

 

印刷通販 徹底比較さま 2015 年 6月 24日 

当団体をご支援くださっている、印刷通販 徹底比較さまのバナーが各ページつきましたのでお知らせ

します。 

印刷通販 徹底比較 http://natuna.jp  

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://goo.gl/QQTZgZ
http://childrenhope-ug.com/coop.htm
http://goo.gl/agvkMv
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html#15
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://natuna.jp/


ご支援金が届きました 2015年 6月 24日 

皆様のご協力で、支援地区に生活必需品や医療費をお渡ししました。天理教万場分教会様、山口直

子様、加藤様、後 藤様、他匿名希望様、約 20名のシングルマザーさんと子供にお渡ししました。 

あたたかいご支援を本当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  

また、蚊帳をご寄付いただきましたのでお届けしております。 

関連記事 http://childrenhope-ug.com/new/u20150603.html  

関連ホームページ http://goo.gl/mw40dk  

 

アフリカンコヒーモーニング 2015年 6月 24日 

この会は、長年お世話になっております、洲崎 寿江様が主催されております。洲崎寿江様は元 JICA

ウガンダ所長夫人で、 現在は日本で英語の先生をされています。6月はご自身のお誕生日にちなみ、

アフリカへ の恩返しということで、毎年開催されています。当日は、アフリカのコーヒーや紅茶を紹介し

ていただき、アフリカの民芸品なども販売して下さいました。これらの売上は、すべて孤児に寄付して下

さいます。 

今回は、当団体活動が放送された【世界ナゼそこに？日本人】の録画を見てアフリカの現状をお伝え

下さいました。 

本当にありがとうございました。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/ODp6GQ  

 

2. 活動報告 

ウガンダ極真カラテクラブの昇級審査会 

今年初の昇級審査会が開催されました。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。2015

年6月21日、ウガンダセンターに於きましてトレーニングキャンプが開催されました。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。 

極真ウガンダ→ http://kyokushin-uganda.com （英文） 

関連ホームページ http://kyokushin-uganda.com/gallery2015.html  

 

3. イベント 

第 12回スタディーツアー 

第 12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 12回スタディーツアー【申し込みは締め切りました】 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20150603.html
http://goo.gl/mw40dk
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://goo.gl/ODp6GQ
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http://kyokushin-uganda.com/gallery2015.html


●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： 2015 年 8月 5日（水）～8月 13日（木）【9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  

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  

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


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  

 

募金サイト、イーココロ！閉鎖に付きまして 

クリック募金として利用しておりましたイーココロ！ですが、運営するユナイテッドピープル株式会社様

より、運営を 2015年 3月 31日に終了する発表がございました。つきましては、新たにクリック募金がで

きるサイトを探しておりますので、今しばらく、お待ちいただけますようお願い申し上げます。 

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。 

 

さて、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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