
ニュースレター 2017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9月18日より3学期を迎えることができました。支援地域の子どもたちは、今学期も無事に通え

ることをとても喜んでおります。長年に渡る皆様のご支援、ご協力、誠にありがとうございます。 

ホームページ http://childrenhope-ug.com  

フェイスブックページ https://goo.gl/hytQkj  

 

1. ニュース 

アフリカンクラフトが売れました  2017年9月2日 

毎月ご支援下さっている川上美也子様よりご支援が届き感謝しております。川上美也子様は里

親さんの他、シングルマザーさんが作るアフリカンクラフトを販売して下さっております。そ

の他にもご支援を支援する地域へとお届けしています。いつも、本当にありがとうございま

す！ 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/  

手芸用品などの詳しくは、http://childrenhope-ug.com/shugeihin.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170902.html  

 

映画『案山子とラケット～亜季と珠子の夏休み～』 2017年9月4日 

当団体のホームページ上の素敵な写真を撮って下さった井上春生監督の映画『案山子とラケッ

ト～亜季と珠子の夏休み～』の BD＆DVD12月25日発売決定！ 

【先行予約開始！】 

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

公式サイト http://www.kakarake.com/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170904.html  

 

在留邦人の有志の方よりご支援をいただきました  2017年9月5日 

ウガンダで活動されていた有志の方より、支援している地域の方へお洋服や雑貨などをいただ

きました。 こちらでは、洋服は私の財産、と話す人がいるくらいとても大切にします。コップ

等の雑貨を手に入れることも大変難しく、食事や学費の二の次なので、とても喜ばれました。 

Sayaka Goda 様、他ご支援者様など、真心を本当にありがとうございます。 

 

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

シングルマザーさんなど、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170905.html  

 

マンスリーサポーター様ありがとうございます  2017年9月6日 

支援している地域では、今年から新しい畑を始め家畜も育てております。お陰様で、雨がよく

降りますので、とうもろこし、豆、サツマイモ、バナナ、アボガドなどよく育っています。 家
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畜は豚、うさぎ、ヤギ、鶏、などを順調に少しずつ増やしております。忙しいので、働く人も

増員したいと考えています。 大きな畑ですので、種、肥料、家畜の餌などをお届けしておりま

す。Shimozuru Kiyoshi 様、匿名のご支援者様、などありがとうございます。 

 

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

・今までの子供の様子、畑の様子、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170906.html  

 

株式会社 REM 堀研太郎様  2017年9月13日 

長年に渡りご支援を続けて下さっております、堀研太郎様より今月もご支援が届きました。 先

月もお陰様で支援先の皆さんにお薬など届けましたが、http://childrenhope-

ug.com/new/u20170812-1.html  最近の頻繁な豪雨で体調を崩し、具合の悪いお子さんが出て

おりますのでお届けしています。 食品や薬代などお届けさせていただきました。本当にありが

とうございます！ 

 

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

・子供たちの様子など、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170913.html  

 

マンスリーサポーター様２  2017年9月14日 

マンスリーサポーター様より毎月のご支援がございました。お陰様で支援する地域のシングル

マザーさんは自立をして、畑を頑張る人、お店を開く人、学校経営を任せられている人など

様々です。 今回は、シングルマザーさんが夜の飲食店を開きましたので、備品や不足している

資金をお渡ししました。このシングルマザーさんは、地道に働いていたので、お店を持てたこ

とに本当に感謝しておりました。makimaki senda 様、匿名ご希望のご支援者様など、感謝して

おります！ 

 

☆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/u20170914.html  

 

３学期が始まります  2017年9月19日 

9月18日より、本年度最後の３学期が始まりました。シングルマザーさんたちは学費を集めるの

に大変で、雨の中でも必死に働いております。 最近の雨で体調を崩すお子さんには、お薬や食

品をお届けしております。学費が不足しているお子さんには不足分の学費をお渡ししておりま

す。地道な努力の結果、畑を購入した人や、レストランを開く人、小学校を任される人、SHOP

を出す人など、本当に感謝しております。頑張っても足りない部分は、個別に相談し援助をさ

せて頂いております。逢見篤太様、他匿名ご希望のご支援者様、皆様の真心のご支援やご協力

を、本当にありがとうございます。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  
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子供たちは、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170919.html  

 

株式会社ツカサ代表取締役社長山中憲一様  2017年9月21日 

長年にわたり、あたたかいご支援を続けて下さっております、山中憲一社長様よりご支援が届

きました。子供たちは、楽しみにしていた学校が始まり本当に喜んでいます。まだ学費の問題

で学校に行っていない子供たちは、地域の世話役の方たちとスタッフと相談し、学費を援助さ

せて頂いております。 石鹸や日用品不足も訴えておりましたのでお届けしました。また、山中

社長は、毎月美味しい御米を150キロも送って下さっております。あたたかいご支援を心から感

謝致します。 

 

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

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170921.html  

 

マンスリーサポーター様３  2017年9月22日 

マンスリーサポーター様より真心のご支援が届きましたので、支援している地域へお届けして

おります。子供たちは、最近の雨で良く体調を崩し、大変困っております。衣類を購入できず、

裸で過ごす子供もおりますので、病院代やお洋服などをお届けさせて頂きました。 湯浅夏奈様、

Yamaguchi 様、他匿名をご希望のご支援者様など本当に感謝しております！ 

 

支援などの様子、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

子供たちは、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170922.html  

 

モリノ SHOPやレストランなど  2017年9月23日 

日頃からご支援下さっております、森野熊男様より子供たちへご支援が届きました。こちらか

ら与えるだけではなく、地域主導型のプロジェクト推進として、小さなショップやレストラン、

畑などをスタートさせております。みなさん、大変熱心に取り組んでおります。今までよりも

食事の内容が豊かになった、継続して子供を学校に通わせることが出来るようになった等、

様々な生活改善の成果が現れています。 いつも、本当にありがとうございます！ 

 

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

地域の様子などは、http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170923.html  

 

里親さん４ 2017年9月26日 

お陰様で無事に3学期が始まりました。子供たちは、とっても学校を楽しみにしていたので、本

当に嬉しそうです。毎日、学費や文具など必要なものをお届けしております。写真、ナーサ君

小学校7年、ニニちゃん（ナーサリースクール）、ガビン君（１年）、サラマちゃん（１２才６

http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170919.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170921.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170922.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170923.html


年）、ホープちゃん（7さい１年）、ナマスバちゃん（８才３年）、サラちゃん（中学校4年）、学

校が始まり２週間がたちました。 

 

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

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170926.html  

 

学校が始まりましたのでお届けしております  2017年9月27日 

マンスリーサポーター様よりあたたかいご支援が届きました。ウガンダ全国で学校がスタート

し、みなさんとても忙しそうです。学費や生活の日用品等、不足しているものをお届けしてお

ります。 また、小さなお子さんが衣類を持っていませんので、お届させて頂きました。支援し

ている地域では土地を購入して畑を始める人、お店、レストランなどを始める人等、大きな生

活改善が見られ、依存する生き方から、自立する生き方へと成長しております。小松恵美様、

後藤様、他匿名ご希望のご支援者様、本当にありがとうございます！  

 

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

各地域の様子など、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170927.html  

 

2. 活動報告 

空手クラブ昇級審査会  2017年9月11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。9月9日（土）、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。

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://childrenhope-ug.com/new/u20170911.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、
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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

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  

 

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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