
ニュースレター 2016年3月号  （ウガンダセンターからお届けしております） 

大統領選も無事に終わり、通常の生活に戻ってきております。武道館（多目的ホール）プロジェクト第２

期工事フェーズ５も始まりました。現在、乾期でとても暑いウガンダですが、たまに大雨が降ります。昨

年ご支援を頂いた雨水タンクがありがたい事に満水状態です。工事の際にも貯めた雨水で工事ができ

ます。まさに天の恵みですね。ご支援下さいました皆様、誠にありがとうございます。 

 

1. ニュース 

マンスリーサポーターさん  2016年2月1日 

いつも、ご支援くださいますマンスリーサポーターさんからご支援をいただきました。川端達

夫様、森野熊男様、ほか匿名ご希望のご支援者様、誠にありがとうございます。今回は支援し

ている地域へと頻繁に購入できないお砂糖をお届けし大変喜ばれました。 

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

ご子供の普段の様子など、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html 

関連ホームページ http://goo.gl/sNVjqO  

 

MORINO ショップ  2016年2月1日 

当団体が支援しております女性コミュニティーの森野ショップへ、不足している商品を補充さ

せていただきました。森野ショップの売り上げは、コミュニティーの皆様の生活や学費に当て

られ収入も安定してきましたので、大変喜ばれております。ご協力を本当にありがとうござい

ます。 

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

自立支援や、プロジェクトの詳細、http://www.childrenhope-ug.com/support /index.html 

関連ホームページ http://goo.gl/wdu8aG  

 

マンスリーサポーターさん  2016年2月10日 

毎月ご支援を下さいます、田丸豊子様、川上美也子様、Kiyoshi Shimozuru 様、加藤好佳様、

他匿名ご希望のご支援者様からご支援が届きましたので、お届け致しました。私たちの支援し

ております、ガング村のナーサリースクールでは、ストリートチルドレンや親の事情で育てら

れない子供を預かり面倒を見ております。今回は、毎日の食事に困っておりますので、主食の

トウモロコシの粉を40キロお届けさせて頂きました。 

例）子供たちの朝ごはん、トウモロコシの粉1キロで16人分のおかゆを作ることが出来ます。 

40キロは、約640人分の朝ごはん（おかゆ）を作ることが可能です。 

皆様のあたたかいご支援とご協力に心から感謝しております。 

毎日、お祈りと感謝をしてご飯をいただいております。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/j1wUL1  

 

ご支援をありがとうございます 2016年2月12日 

安川慶一様、荒木竜也様よりご支援がございましたのでお届け致しました。ウガンダでは2月後

半から新学期が始まりますので、子どもたちに不足している文具をお届けさせていただきまし
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た。お届けした内容は、鉛筆６０本、ノート３００冊、ペンケースの文具セット４つなどです。 

子どもたちは真心のこもったご支援に、大喜びで笑顔いっぱいした。皆様のご支援に心から感

謝しております。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/XA6MP7 

 

学費・給食支援  2016年2月12日 

ポーリンちゃん、シャトラちゃん、サラちゃん、ナカトちゃん、ワスワ君、など、その他の子

供にも、里親さんから学費支援金と生活支援金が届きましたのでお届けしました。お陰様で、

シャトラちゃんは１２歳になりま す。今年は、全寮制の少し良い学校へ通わせて頂く予定です。

他の子供も支援している地域の意向から、高学 年になると勉強のスキル強化のために全寮制の

学校に進学しております。子供たちは里親 さんからの、あたたかい真心のご支援を大変喜んで

おります。伊藤京子様、カルガモ母さん、匿名ご希望のご支援者様、誠にありがとうございま

す。 

今までの子供の様子、http://childrenhope-ug.com/new/u20150416.html  

シャトラちゃんの2010年の記事、 http://childrenhope-ug.com/children.htm  

ご協力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/BaJV4X  

 

空手クラブにご支援を頂戴いたしました  2016年2月16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。 当団体を長年ご支援し

て下さっております。住田治喜様より、またまた空手の道具類のご支援を頂きました。10年近

く使っておりますミット類は、何度も修繕を繰り返し、ボロボロとなっておりましたので、今

回メンバー一同大変な喜びようでした。サンドバッグも頂きました ので、叩くのに列ができる

ほど興奮しておりました。本当にありがとうございます。 

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。 

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

極真ウガンダにつきまして は、http://kyokushin-uganda.com/  

関連ホームページ http://goo.gl/yFb04C  

 

毎月ご支援下さいます山中憲一社長様へご挨拶へお伺いいたしました  2016年2月16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）へご挨拶にお伺いいたしました。理事とウガンダセンター事務局長と、昼食、夕

食、豪華なお食事へ連れて行ってくださいました。また、武道の神様である鹿島神宮へも参拝

する ことができ、ウガンダ武道館の完成を祈念いたしました。他にも、毎月のご支援ください

ます、美味しいお米を120キロお送りくださいました。山中社長様は、ウガンダセンター長・石

原藤彦の活動を日本の誇りだ！と、お褒めくださり、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。このような、大きなご支援の期待に添えますよ う、ウガン

ダのスタッフとともにウガンダ武道館の完成、各プロジェクトへと、より一層力を入れさせて
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いただきます。あたたかい真実のおもてなしを、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/XGEFVD  

 

毎月ご支援下さいます...  2016年2月18日 

毎月ご支援下さいます、堀研太郎様、makimaki senda 様、逢見篤太様、匿名ご希望のご支援者

様より誠にあたたかいご支援を頂戴致しました。昨年末に全ての鶏や豚は完売しました。収入

の全ては、孤児への学費・食糧・生活費などに充てさせて頂き大変喜ばれました。今回は、支

援している地域のシングルマザーさんへ、新しい子豚や新しい雛鳥を購入させて頂きました。

他に、豚舎を増設し、広く清潔に致しました。新しい鶏や豚を大切に丁寧に育てていきます。 

ご協力を下さいました皆様に心から感謝をしております。誠にありがとうございました。 

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

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

関連ホームページ http://goo.gl/8cJnQV  

 

山中憲一様よりご協力をいただきました 2016年2月18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）よりご支援をいただきました。他にも、毎月のご支援くださいます、美味しい日本

のお米を120キロお送りくださいました。山中社長様は、ウガンダセンター長・石原藤彦 の活

動を日本の誇りだ！と、お褒めくださり、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。このような、大きなご支援の期待に添えますよう、ウガンダのスタッ

フとともにウガンダ武道館の完成、各プロジェクトへと、より一層力を入れさせていただきま

す。あたたかい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.html  

ウガンダ武道館建設プロジェクト、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

関連ホームページ http://goo.gl/ZgDouY  

 

皆様のあたたかいご支援が集まりました  2016年2月19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５として、外回りの建設が始まります。今回は皆様からのご支援が１００万円貯

まりましたので、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。第２期工事フェイズ５は、早ければ、大統領選挙後に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。株式会社ツカサ代表取締役社長・山中憲

一様、岩建工業様、株式会社藤工業様、株式会社下川工業様、匿名ご希望のご支援者様、真心

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://goo.gl/nKE1y  

関連ホームページ http://goo.gl/M83phx  

 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクト、フェーズ５  2016年2月26日 

2月25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
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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、

外回りの工事（壁、ベランダ、階段、トイレ、バ スルーム、床等）で合意しました。第２期工

事フェイズ5とし てスタートします。5月3日が工事終了予定です。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。株式会社ツカサ 代表取締

役社長山中憲一様、岩建工業様、株式会社藤工業様、株式会社下川工業様、 匿名ご希望のご支

援者様、真心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://goo.gl/nKE1y  

 

ウェルカムベビープロジェクト  2016年2月26日 

ウガンダセンター長の弟さんが関わっておりますプロジェクトです。皆様、どうぞよろしくお

願い致します。 

ウェルカムベビープロジェクトって？ 

ウェルカムベビープロジェクトは赤ちゃんと家族を祝福する気持ちをこめて、地域みんなから

小さなボックスをお贈りする日本初の民間型プロジェクトです。未来の担い手である子どもた

ちの誕生が、家族・街・企業に歓迎される社会になることを目的として、2016年4月、横浜市戸

塚区からはじまります。子育てをみんなが支え合う地域社会を目指し、地域みんなで子育てす

る社会、日本をつくっていきましょう。 

リンク先 http://welcomebabyjapan.jp/  

 

マンスリーサポーターさん  2016年2月27日 

森野熊男様、後藤様、小松様、川上有里様より毎月の真心のご支援が届きました。当団体が支

援する女性コミュニティーがマネージメント致します、養豚、養鶏、農業などお陰様でとても

順調に進んでおります。前年度飼育しておりました、豚や鶏が大変よいもので、大勢の方々に

高い評価を受け需要がございました。ありがたいことによく売れ、みなさんの生活費や学費、

そして、次のプロジェクトの資金となりました。今回は、それだけでは不足している豚舎の修

繕費、増設、地代、備品などにさせていただき、みなさん大喜びでした。これらは、大変喜ば

しいことで、私たちの目標である、支援している地域の生活の安定、心の安らぎにつながりま

す。皆様のあたたかい真実のご支援を、心から感謝しております。 

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

関連ホームページ http://goo.gl/xoYOqL  

 

ご支援が届きました  2016年2月27日 

石澤邦夫様よりあたたかいご支援が届きましたので、お届けさせていただいております。当団

体の支援する貧しい地域では、様々な事情から孤児が溢れております。地域のリーダーさんは、

真面目に孤児の面倒を見て、毎日のご飯を提供しています。ウガンダセンター長は、約十数年

前ウガンダに視察に来ました折、たくさんのストリートチルドレンを見て、自分が助けなけれ

ば誰もやらないだろう。と、一念発起し、空手の技だけを頼りにウガンダでの活動を単身で開

始しました。そんな中から地域の方々と連携し現在まで支援活動を継続しておりますので、救

われている孤児は何万とおります。今回は、不足している朝の食事や、日用品をお届けしまし

たので、みなさん大変喜んでいました。皆様の真心を、今日も心から感謝しております。 
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ご協力など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://goo.gl/A5AnvS  

 

工事が始まりました  2016年3月2日 

2月29日より、武道館（多目的ホール）プロジェクト第2期工事フェーズ５がスタートしました。

まずは、外壁にセメントを塗って行きます。乾期で暑い中、職人さんたちは頑張ってくださっ

ております。幸いなことに、乾期の中でも時々大雨が降りますので、以前設置しました雨水タ

ンク（リンク http://childrenhope-ug.com/new/u20150316-2.html ） が活用されておりま

す。ご支援下さいました皆様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://goo.gl/nKE1y 

関連ホームページ http://goo.gl/TEpOfX  

 

2. 活動報告 

空手クラブ昇級審査会  2016年2月27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。 

2月28日（日）、ウガンダ共和国首都カンパラ、チルドレン・ホープウガンダセンターの武道館（多目的ホ

ール）に於きまして、極真空手クラブ昇級審査会が行われました。審査会は、基本に始まり、移動、型、

体力、柔軟を経て、組手で締めくくりました。未完成ながら武道館（多目的 ホール）が出来てからは、毎

日稽古がありますので、今回はとてもレベルの高い審査会となりました。 

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。 

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）  

関連ホームページ http://goo.gl/6FPw2I  

 

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） 
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●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。 

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 

 

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） 


