
ニュースレター 2016年10月号  （ウガンダセンターからお届けしております） 

 

お陰様で武道館（多目的ホール）建設プロジェクト第二期フェーズ７の工事がスタートしました。今回の

工事でようやく完成いたします。土地購入から数えますと１０年を迎えました。長年のご支援、本当にあ

りがとうございます。工事の進み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ご報告い

たします。 

ホームページ http://childrenhope-ug.com  

フェイスブックページ https://goo.gl/hytQkj  

 

1. ニュース 

養豚、養鶏、畑の様子（7,8月）  2016年8月29日 

テレビ放映によりご縁がありまして、日頃からご支援をくださっておられます、増淵佳奈子様、

石澤邦夫様、森野熊男様、匿名ご希望のご支援者様などのご支援が届きましたので、お届けし

ております。私達の支援している各地域へ生活改善と収益向上のために養豚や養鶏、畑などを

進めております。これらの取り組みは2年前から始まり、現在では地域の生活は大きく変わって

おります。詳細、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

私たちが訪ねた頃は、その日暮らしの大変な生活をしている人や、体を売って生計を立ててい

る人など本当に最悪な環境でした。このような毎日では、到底貧しさから抜け出す事はできな

いので、ウガンダセンター長は、豚を育てることや、鶏を育てること、畑をすることを勧めて

指導してきました。中には、豚や鶏を自分で食べてしまう人、盗まれてしまう人、よく面倒を

みず死なせてしまう人など失敗も数多くあります。アフリカでは生活習慣や国民性の違いから、

各プロジェクトのスタートはとても優しいものではありません。しかし、皆様のお陰とウガン

ダセンター長の地道な活動で段々とお互いが歩み寄り理解し合うことで、良くなっているのは

事実です。7,8月豚が子供を生み12頭になりましたので、販売し地域の生活費になりました。鶏

は現在メスが卵を生むので販売しております。各地域へ畑、養豚、養鶏経費、エサ代などお届

けし喜ばれました。皆様からのあたたかいご支援を心から感謝しております。誠にありがとう

ございました。 

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

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

養豚の詳細や各プロジェクトの成功例など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160829-1.html  

 

空手特別セミナーを開催しました  2016年8月29日 

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。2016/8/28 (日)、空手

特別セミナーがウガンダセンター武道館に於いて開催されました。講師は松涛流の木村紗矢香

先生。準備運動から、基本稽古、移動稽古、型（太極初段、平安初段～三段）をご指導いただ

きました。連続での突き、受けでは、脇が空いてしまい脇を締めるようにアドバイスをいただ

きました。また、前屈立ちでの移動においても、スムーズに動くための足の運び方にはとても
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勉強になりました。これからも定期的にセミナーを開催していく予定です。 

活動につきましては、http://childrenhope-ug.com/karate.html  

 

マンスリーサポーターさん2   2016年9月2日 

匿名ご希望のご支援者様、simozurukiyoshi 様、山口直子様の毎月のご支援が届きました。支

援している地域のスタッフからウガンダ版七輪が欲しいとお願いされましたので、４０個購入

させていただき、各家にお届けしました。いつもは、毎朝のお茶を沸かしたり、料理をするの

に、石を積み立てたり、レンガを積んだりしていますが、小さな子どもたちがやけどをする事

故が多々あります。七輪のお陰で事故を減らすことができます。皆さんとても喜んでおりまし

た。あたたかいご支援を誠に感謝しております。 

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

☆各地域のプロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160902-1.html  

 

シングルマザーさんたちの手芸品が売れました！  2016年9月2日 

日頃からあたたかいご協力をしてくださいます川上美也子様より、売上が届きましたので、各

地域へとお届けしております。シングルマザーさんたちは子育てをしながら、仕事の空いた時

間に作品を作ります。日本でのアフリカンバザーやフリーマーケットのご協力により大変助か

っております。みなさんのやる気と喜びにつながっております。誠にありがとうございました。 

手芸品、アフリカンクラフトの詳細など、http://childrenhope-ug.com/coop.html#01  

支援など、http://childrenhope-ug.com/shugeihin.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160902-2.html  

 

２学期終了  2016年9月5日 

お陰様で、ご支援いただいる子どもたち、支援している村のナーサリースクールの子どもたち

が、無事2学期を終えることができました。今日は、全員元気に過ごしております。朝のお茶の

時間、昼の給食も美味しく頂いておりました。気候の変化が激しいこの時期、マラリア、腸チ

フス、風邪など体調を崩しがちでしたが、皆様のご協力で元気に回復致しました。スタッフ一

同、本当にほっとしております。皆様の心あたたまるご支援のお陰で、本当に素敵な笑顔を見

させていただくことが出来ました。今後とも、チルドレン・ホープの活動の上に、ご指導のほ

ど、何卒よろしくお願い致します。本当にありがとうございました。 

子供など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

ご協力の内容など、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160905.html  

 

長年のご支援でこんなに成長しました！  2016年9月9日 

里親様のご支援で元気に素晴らしく成長しております。お陰様で、子供たちは学校が楽しく、

友人も大勢出来て、将来の夢も持ち始めております。これからは、自分たちが人を助ける側に

成長していきます。 

・サラマちゃん11歳 P5（日本で小学校5年）ペンスタープライマリー/社会が好き。 
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歌がとても大好きで、アフリカのダンスも大好きです。将来は、人を楽しい気持ちにするダン

サーになりたい！ 

・サラちゃん15歳 S3（日本で高校１年）ロイヤルコレッジ・ナーリヤ/英語が得意です。成績

はなかなか良かった方です！将来はナースか銀行のマネージャーになりたい！お世話になった

人に少しでも楽になってほしい。（村に住む義母や、地域のおばあさん達） 

 

サラマちゃん、サラちゃんは約１０年前の幼稚園クラスからのご縁があります。里親様からの

長年のご協力を誠に有難うございます。今回は、小さいころの写真と現在の写真を掲載致しま

した。 

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

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160909.html  

 

里親さんから学費・給食支援を受ける子供たち  2016年9月12日 

チルドレンホープでは、２００９年から生活の苦しい子供たちへ学費や給食支援を行っており

ます。皆様のお陰で、幼児クラスから小学校卒業まで定期的に学校に通うことが出来た３５名

は、現在も幸せに暮らしております。また、特別に苦労している地域へ調査に入り支援を続け

ている状況です。今日は、双子のナカトちゃん、ワスワくんをご紹介します！ 

・ナカトちゃん７歳２年（日本で小学校２年）カンパラマッキンディプライマリー/英語の授業

は好きです！算数も頑張っています！ 

・ワスワ君７歳２年（日本で小学校２年）カンパラマッキンディプライマリー/算数は得意で

す！歌や踊りをしている時が楽しいし幸せ！叔母も歌が大好きでウガンダの歌手なんです！ 

 

この２名はベビークラス（２歳）の小さな時からご支援いただいております。 

お陰様で、現在小学校２年生です。実は、昨年の学校があまり評判の良い学校ではなく、体罰

が厳しくイジメがありました。学校は子供たちにとって、通いやすく便利で良かったのですが、

やむなく転向致しました。現在の学校はとても評判が良く、先生方も親切で、何より町内会長

の親戚が経営する小学校ですので、安心して通っております。今までウガンダでは、しつけと

して教員が生徒を叩くなどすることが普通でした。しかし、最近の保護者は体罰の無い学校を

選ぶよう変化が現れています。皆様の長年のご協力で、子供たちは幸せに成長しております。

誠に感謝しております！ 

詳細など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160912.html  

 

ガング村の子供たちも元気です  2016年9月14日 

ご支援頂いております、二二ちゃん、シシちゃん、ナマスバちゃん、ガビン君、ムゼー君、ジ

ュニア君、ホープちゃん、お陰様で元気にしております。温かい皆様のご支援で、無事2学期も

学校に通うことができました。誠に感謝しております。 

◆ご支援など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

http://childrenhope-ug.com/coop.html 
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関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160914-1.html  

 

ご支援をありがとうございます  2016年9月14日 

荒木竜也様、makimakisenda 様、他匿名ご希望のご支援者様などの毎月のご支援が届きました。

現在ウガンダの小学校はお休み中です。ガング村で暮らす子供たちへ、不足している食料、薬

代、治療費などをお届けし大変喜ばれました。ローカルスタッフの声：私たちは、40人近くの

困っている子供の面倒を見ています。朝食はとうもろこしのお粥、お昼は豆とポショ（とうも

ろこしの練ったもの）を食べさせて頂いております。多い日には、1回に10キロのとうもろこし

を大鍋で練るのでとても大変です。今回は、お砂糖2週間分が不足しているとのことですのでお

渡ししました。マラリアの子供が4名いましたのでマラリアの薬代（マラリア治療費・薬、1人

約3,200円）他の子供の緊急時治療費もお渡ししました。あたたかい真心のご支援で小さな命が

救われております。将来、世の役に立つ働きをする人間へと育成させて頂きます。皆様へ誠に

感謝しております！ 

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160914-2.html  

 

株式会社インフォスクウェア・堀研太郎様よりご支援が届きました  2016年9月15日 

日頃より大変お世話になっております堀研太郎様より、毎月のご支援が届き大変感謝しており

ます。以前の記事でもお伝えしましたが、支援する地域に食料、薬や治療費をご寄付下さいま

した。http://childrenhope-ug.com/new/u20160806.html  

お陰様で、支援する地域の子供たちは大変落ち着いておりますので、畑の種代や肥料代、経費

をお渡しし大変喜ばれました。また、ガング村のローカルスタッフは地道な努力を続け、新し

い土地を購入することが出来ました。カンパラ県から近いワキソ県に３００坪ほどの小さな土

地で、草刈りや手入れをしています。次の農業などの事業に発展させてゆくつもりです。 

 

ローカルスタッフの声：今まで数多くの失敗があった。しかし、諦めずに長く努力したかいが

あった。スラムから抜け出し、真面目な働き方のトレーニングを受け自分自身の生活を見直し、

無駄遣いはしなかった。子供のため、孤児のためにお金を少しずつ貯めた。服が汚いと笑われ

たこともあった、女なのに頭が丸坊主でおかしいと指さされたこともあった。私は、日本の皆

様から助けていただいたお陰で、助ける側に心を持ち直すこと、変わることができた。もう歳

（現在３０歳前半）だが、これからも諦めずに進んでゆきたい。皆さんありがとう、神のご加

護を。 

 

毎日感謝をしております。本当にありがとうございました。 

私たちの取り組みなど、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

ご協力の詳細、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160915.html  

 

ウガンダ武道館（多目的ホール）建設プロジェクト第2期工事フェーズ7  2016年9月16日 

皆様のあたたかいご支援が集まり、ウガンダ武道館（多目的ホール）建設プロジェクトの第2期
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工事フェイズ7として、最終工事が始まります。今回は匿名ご希望の支援者様よりご支援が御座

いましたので、ウガンダセンター長はプランテック建設会社に依頼し見積書が届いたのでサイ

ンしました。長年の皆様のご支援を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://childrenhope-

ug.com/budokan.html 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160916.html  

 

株式会社ツカサ代表取締役社長・山中憲一様  2016年9月20日 

毎月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。他にも美味しい御米を毎月１５０キロご支援くださっ

ております。お陰様で、支援する地域の子供は、たくさんの栄養が取れるので大変助かってお

ります。写真は、昨年９月山中社長様のご協力で、ローカルスタッフに50CC バイクを寄贈させ

て頂きました。現在も一生懸命に働いております。山中社長様は「これからも、アフリカへの

支援を続ける」と申してくださっております。また、帰国時には大変お世話になり、会合を設

けてくださり、武道館建設プロジェクトにも多大なご支援を頂戴しました。あたたかい数々の

真心を本当にありがとうございます。 

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

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160920.html  

 

ご支援がございました  2016年9月21日 

住田治樹様、匿名ご希望のご支援者様より当団体へご協力がございましたのでお届けしており

ます。当団体が支援するスタッフの新しい土地で、畑や養豚、養鶏などの取り組みを展開して

いきます。現在まで毎月の地代等を段々と高騰し高く請求されたり、周りの嫉妬から邪魔をさ

れたりと大変苦労致しました。新しい土地の種代、豚や鶏の経費やエサ代、面倒を見ている中

で特に困っている子供10名1ヶ月分の食事代などをお届けし大変喜ばれました。ローカルスタッ

フの声：これからは自分たちの土地なので、思い切りのびのびと働くことが出来ます。ここは

土が良いみたいで、バナナやとうもろこしが実っていました。今日は、草を抜いたり、地をな

らしをしたり、サクを立てたりと、やることが沢山あります！今からとても楽しみです！皆様

のご協力を心から感謝しています！ 

ご協力など詳しくは、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

いままでの支援の詳細、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

森野熊男様の養豚、養鶏、プロジェクトなど、http://childrenhope-

ug.com/givingactivities.html  

 

森野熊男様よりご支援がございました  2016年9月23日 

日頃よりウガンダの子供を心配してくださり、今月もあたたかいご支援をお送りくださいまし

た。当団体の支援するスタッフの新しい土地は約300坪ほどあります。森野熊男様は「これから

人も増え、畑も増やしたほうが良い」と、土地拡大の資金をお送りくださいました。少しずつ

ですが、養豚や養鶏、畑、また、孤児のためのナーサリースクールも移転してゆきます。あた
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たかいご協力を心から感謝しています。 

現在までの森野プロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

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

ご支援いただいている各地域の子供の様子、http://childrenhope-ug.com/children2012.html 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160923-2.html  

 

マンスリーサポーターさん  2016年9月27日 

小松恵美様、加藤好佳様、逢見篤太様、後藤様、匿名ご希望のご支援者様より毎月のご支援が

ございましたのでお届けしております。現在雨季に入り作物がよく育つので、ローカルスタッ

フの新しい土地に豆やとうもろこしの種を蒔きました。他にはバナナを株分けしております。

一方現在の借地は、今まで通り豚や鶏を世話しておりますが、近々新しい子豚のペアと、雛10

羽ほど購入させて頂く予定です。皆様のご支援で作業の経費や種代、肥料代、豚や鶏などの資

金をお届けし大変喜ばれました。畑や養豚、養鶏の売上は、支援する地域の皆さんの生活費や

お子さんの学費に充てられます。ご協力をありがとうございます。 

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

◎各支援地域の様子、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160927.html  

 

2. 活動報告 

ウガンダ武道館（多目的ホール）建設プロジェクト第2期工事フェーズ7（続報）  2016年9月23日 

皆様のあたたかいご支援が集まり、ウガンダ武道館（多目的ホール）建設プロジェクトの第2期工事フェ

イズ7として、最終工事が始まります。今回は匿名ご希望の支援者様よりご支援が御座いましたので、

ウガンダセンター長はプランテック建設会社に依頼し見積書が届いたのでサインしました。本日は、天

井の下地工事、第１期工事より時間が経ち錆びてしまった外壁や門等の塗装をしています。長年の皆

様のご支援を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://childrenhope-ug.com/budokan.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20160923-1.html  

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  

 

3. イベント 

ボランティア募集   

ボランティア募集内容 

2016年9月11日より、宿泊施設が増設されます。新事務所移転につき、しばらくお休みしていた

ボランティアさんを再び募集します。 

【明日への希望を一人でも多くの子供たちへ】私たちは、アフリカ東部に位置するウガンダで

子どもたちの生活の安全と人権が守られる社会の実現を目的として活動しています。 

具体的には里親募集、食糧や衣料などの提供、水浄化活動、手芸品作りといった活動を通じて、

エイズ孤児や貧困家庭の子どもたちの自立支援とエイズに脅かされるコミュニティーの自助、

自立を促す活動を行っています。 

“孤児”という状況に置かれ住む家や食べ物がない、生活用水を得るために１日数時間かけて
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水運びをする、学校にも通えない。 

生まれ育った環境を除けば、彼らは日本の子どもたちと何一つ変わりません。 

そんな彼らの笑い声が響き、未来を担う子どもたちが希望を持って生きられる社会の実現へ向

け、あなたの力を是非お貸し下さい。 

ボランティアへのご参加をお待ちしています！ 

 

◆ご協力内容 

１教育支援プロジェクト 

チルドレン・ホープの支援するナーサリースクールや小学校で、日本語やその他の教科を教え

たり、体育、芸術（絵、ダンス）など、子供たちのサポートと協力をする。エイズ孤児院で子

供たちと生活をともにしお手伝いをする。 

 

２武道教育プロジェクト 

空手、柔道、合気道、その他スポーツ指導等のお手伝いをする。 

 

３手芸品作り 

シングルマザーさんへ自立の一貫としてペーパービーズを作りや手芸品を作成しております。 

ペーパービーズ作りや手芸品作りの商品開発、アイディアなどのサポートと協力をする。 

 

４各プロジェクト 

貧しい地域の方の自立への第一歩として様々なプロジェクトを行っております。 

モリンガ畑、養豚、養鶏、小売店などのサポートと協力をする。 

 

５広報活動 

事業の内容や感想の記事を書いていただき、写真や動画などを現地にて撮影、編集し、ホーム

ページや Facebook に掲載する、季刊誌の写真、記事などを作成し、発行に協力する。 

他にも色々とお手伝いを必要としておりますので、お気軽にご相談下さい。 

 

◆料金表 

☆５日間～１ヶ月コース、体験見学コース、滞在費３万円（５日間でも１ヶ月と同じ金額にな

ることをご了承下さい）協力金３万円 

☆３ヶ月コース、滞在費９万円、協力金３万円 

☆半年コース、滞在費１８万円、協力金３万円 

滞在費に含まれるもの：滞在中の食費、宿泊費、移動交通費等 

・滞在費にサファリツアーや小遣いなどは含まれておりません。（詳しくはご質問下さい） 

・協力金とは、現地で活動を支援するための協力金で、現地事務所の運営費などに使用されま

す。 

 

お問い合わせは http://form1.fc2.com/form/?id=591035  

 

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） 
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