
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。ウガンダでは、また、雨が降り始めました。先日、ご支援で設置しま

した雨水タンクが地域住民の皆様に喜ばれております。今までは、子どもたちがポリタンクを抱えて、

歩いて水場まで汲みに行っておりました。ご支援、本当にありがとうございます。 

 

1. ニュース 

ご支援が届きました  2015年 6月 29日 

書家の川上美也子様、川端達夫様、長浦久仁子様、三浦久美子様、後藤様、匿名希望様のご支援が

届きました。 

支援地区で学校に通っていない子供の教育費・生活費をお渡ししました。 

ガラシ君 4歳 ムカラジ君 4歳 ナマトブ君 6歳 シャトラちゃん 4歳 バビリエちゃん 7歳 ビビアナち

ゃん 4歳 ワンダー君 4歳 ナルンジ君 5歳 ケトラちゃん 5歳 ライアンくん 4歳 イムラン君 4歳 

ナンベーリちゃん 6 歳 ライサちゃん 6歳 マリオンちゃん 5歳 ベナード君 6歳 マーシャ君 4歳 

ナンジュンマちゃん 6歳 

以上 

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  

里親さんが決まっている子供の詳細はこちら、 http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://goo.gl/vl2hWL  

 

マンスリーサポーターさんからご支援が届きました  2015年 7月 1日 

石澤邦夫様、石原久子様、田丸豊子様、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

にお届けしました。現在の季節は朝晩気温が下がり体調を崩す子供が続出しています。食糧や医療

費をお渡ししました。 

マビン君、エマちゃん、エマーキちゃん、エラちゃん、ビズムング君、マシャちゃん、シバちゃん、エライジ

ャちゃん、サティちゃん、スワブラ君、ケトラちゃん、ナムゲちゃん、ラヤーニ君、他 20名の子供へ寄付し

ました。地域の方々は「困っている時に助けてくださり、本当にありがとうございます」と話していました。

皆様のご支援を心から感謝しております。 

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/Hp9nww  

 

ブレンダファシちゃんの学費をお渡ししました 2015年 7月 3日 

支援地区の女の子ブレンダファシちゃん（13歳）孤児は、中学校 1年生で 2学期まで通いました。 
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しかし、学費が足りないので家政婦で働け、と親戚から言われましたが、地域のリーダーさんは「教育

は重要だ。まだ 13歳なのに働くのは駄目だ。私たちも学費を探すが、不足分を 3学期の学費を支援し

てくださる方はないでしょうか」と相談を受けたので、森野熊男さま、他匿名希望さまのあたたかなご支

援から不足分をご協力させていただきました。ブレンダファシちゃん（13歳）は「明日から学校に行きま

す。嬉しいです。」と話喜んでいました。皆様、本当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  

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

関連ホームページ http://goo.gl/RVwnZB  

 

手芸品のページを更新しました 2015年 7月 3日 

手芸品作りのページを更新しました http://childrenhope-ug.com/shugeihin.html  

 

マンスリーサポーターさん 2015年 7月 6日 

住田治喜様、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にお届けしました。現在の

季節は朝晩気温が下がり体調を崩す子供 が続出していますので医療 費をお渡ししました。あたたか

い真心のご支援に感謝しております。 

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/ffREC2  

 

里親さんから学費・給食費支援を受けています 2015年 7月 9日 

里親さんからご支援いただき学校に通っています。毎日の食事も美味しく頂いております。サイコーウ

エディンググループ様、他匿名希望様、誠に有難うございます。あたたかいご支援を心から感謝申し上

げます。 

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

子供の詳細につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

支援活動の詳細につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://goo.gl/lnjYco  

 

養豚・農業プロジェクト（続報）  2015年 7月 11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と農業に必要な品をお届けしました。現地式で育ててお

りますので、昼外で日光浴と 餌を食べさせ、水浴びをさせ、夜は豚舎にしまいます。他、 ご協力いた

だきました地鶏雛 4羽は、半年で 36羽になり 12羽販売しました。森野熊男様、日頃より真心のご協力

を誠に有難うございます。 
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▼養豚プロジェクト 

自立できないシングルマザーさんのコミュニティに仕事を与え生活環境改善策を提案しております。 

当団体の支援地域では土地を遊ばせている場合が多く畜産に非常に適しております。子豚の雄雌を

支援し段々と増やしていきます。 

・内容：小豚４ペアと 大豚 1ペア購入、毎月養豚・農業の土地を借りる（約 4分の 1エーカー）、毎月豚

の餌を購入、豚舎を建設、 農作物を作る。 

・期間：2015年 12月開始～現在 

・成果：養豚と畑の世話に 3名のシングルマザーを雇用。孤児約 30名の毎食費。昨年 12月から今年 6

月まで、述べ約 300 名の雇用支援や食費 支援に 繋がっています。 

【子豚 1ペア 1万円から】 

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

2015年 6月の養豚の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/new/u20150617-1.html  

2015年 5月の養豚の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/new/u20150522.html  

関連ホームページ http://goo.gl/crEYsL  

 

山中憲一様よりご支援が届きました 2015年 7月 15日 

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。日本のお米など栄養のあるものをお届けしており、支援地区の孤児

はお陰様で元気にしております。山中憲一様のあたたかいご協力と真心に感謝しております。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  

支援活動の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.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/V19nhY  

 

ソーラーランタンとモリンガをご支援くださいました 2015年 7月 15日 

ご支援者様より明かりのない貧しい地域にソーラーランタン（小）と自立支援のためのモリンガをご支援

いただきました。早速お届けし大変喜ばれております。あたたかいご協力に心から感謝申し上げます。 

支援活動の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

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

各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/BcrzaD  

 

マンスリーサポーターさん 2015年 7月 15日 

マンスリーサポーターさんのご支援を貧しい地 域にお届けしております。Makimaki Senda 様、川上有

里様、他匿名希望様、いつも変わらぬご支援を心から感謝申し上げます。 
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支援活動の様子はこちら、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/9ZDGAo  

 

マンスリーサポーターの皆様と森野熊男様より生活改善支援のご協力を頂きました 2015年 7月 17

日 

貧しい地域の方々に十分な 土地がないのでウガンダセンターに鶏舎を建設・雛鳥４ペアを購入し養鶏

を始めました。地域の方々が育て販売します。あたたかいご支援を心から感謝申し上げます。 

支援の様子につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/support/index.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/PmcnZk  

 

マンスリーサポーターさん 2015年 7月 22日 

マンスリーサポーター様と森野熊男様のご支援で鶏舎を建設し地鶏を育てています。他、支援している

地域の女性コミュニティで小さな店を始める準備をしています。毎月のご協力を心から感謝しておりま

す。 

支援の様子につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/support/index.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/a4FVaB  

 

タンク補強設備工事 2015年 7月 23日 

以前、お伝えしましたが、当センターには水道がありますが、近隣の貧しい家庭には水道がありません。

首都カンパラですら、湧き水を組んだり、雨水 を分けてもらったり、井戸から水を購入したりしておりま

す。お陰様で、武道館（多目的 ホール）の屋根が設置されましたので、雨樋をつけ、そこからタンクに

雨水を貯めて、近隣住民の方々に無償で配布することになりました。この度、ご支援下さいました 原

田産業（株）粟津 大成様、匿名ご希望様のお蔭で無事 5 トンタンクが設置完了致しました。 

以前の記事につきましては、 http://goo.gl/zywico  

今回は堀研太郎様もご協力くださり、集中豪雨による雨水流出の際の雨水貯蓄をより効率的にするた

めに雨樋の補強設備工事を致します。皆様のあたたかいご協力に心から感謝しております。 

支援の様子につきましてはこちら、http://childrenhope-ug.com/support/index.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/zd2S0o  
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マンスリーサポーターさんにご協力をいただきました 2015年 7月 28日 

マンスリーサポーターさんと森野熊男様にご協力いただき支援地域の女性コミュニティが小さなお店を

始めました。毎月のご支援を心から感謝しております。石澤邦夫様、鍋田良寛様、後藤様、他匿名希

望様、森野熊男様、誠に有難うございます。 

支援の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

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

 

マンスリーサポーターさんのご支援が届きました 2015年 7月 30日 

毎月ご支援下さいます、川端達夫様、田丸豊子様、長浦久仁子様、他匿名希望様よりご支援いただき

ましたので支援地域にお届けしました。当団体スタッフ経営のナーサリースクールに通う孤児を養うた

めに養豚や養鶏、農業をしています。備品や諸経費をお渡ししました。残念ながら大切に育てていた小

さな雌豚一等が毒殺されてしまい悲しんでおりました。警備強化等の対策をするための資金もお渡しし

ました。皆さん大変喜んでおりました。ご協力を誠に有難うございます。 

支援の様子はこちら、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

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

 

2. 活動報告 

今月はございません 

 

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】 

●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 6日（木）～8月 13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 
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●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  

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  

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


