
ニュースレター 2017年 2月号  （ウガンダセンターからお届けしておりま

す） 

  

皆様、いかがお過ごしでしょうか？ウガンダは今一番暑い季節を迎えており

ます。ほぼ 1 ヶ月雨が降っておらず、貯水タンクもあと数センチの水位となっ

ております。何とか、乾季を乗り越えられることを祈っております。これも偏

にご支援して下さいました皆さまのお陰と深く感謝しております。雨水の貯

水タンクのお陰で乾季でも水の心配がなくなりました。  

  

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 

皆様、あけましておめでとうございます！    2017年 1月 6日 

旧年中は格別のご高配を賜りありがとうございました。 

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

NPO法人チルドレン・ホープ 

ウガンダセンター代表 石原藤彦 

 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170106.html  

 

里親さん募集！   2017年 1月 11日 

ウガンダでは紛争・HIV/エイズ等の病気・父親または母親失踪等の理

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。なかなか学費まで手が回らないのが

現状です。子供一人の年間学費・給食は約 21,000 円です。是非とも、

彼らに支援金を子供たちのスポンサーという形でご協力お願いします。

現在まで約 35名の子供たちを継続的に支援してきました。新たに依頼

が入り次第、このページで孤児のご紹介をいたしますのでよろしくお

願いします。 

▼孤児一人当たりの１年間の教育経費は約 21,000円です。 

a】学費支援 年間３学期 9,000円 

http://childrenhope-ug.com/
https://goo.gl/hytQkj
http://childrenhope-ug.com/new/u20170106.html


b】給食支援 年間 12,000円 

ａ】のみ 9,000円 

ａ】＋ｂ】＝21,000円 

★お振込先★ 

チルドレンホープ ジャパン 

ゆうちょ銀行 

【店名】四五八（読み ヨンゴハチ） 

【店番】458 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】2567595 

 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170111.html  

  

株式会社 REM堀研太郎様   2017年 1月 13日 

とても嬉しいニュースがございました。出会いから十数年のシングル

マザーAさんがレストランをスタートさせました。彼女は働きながらマ

ケレレ大学を卒業しました。東アフリカの東大と言われるほどのマケ

レレ大学ですが、卒業後の就職は非常に難しく就職率は１０％とも言

われています。こういった厳しい現状の中、仕事を探し何度も面接を

受けましたが見つからず、小売店の販売員をしながら将来のために地

道に貯金をしておりました。ウガンダの販売員の収入はとても少ない

ので生活が苦しくなります。彼女の子供の学費、日用品が不足してい

ると相談を受け協力をしてまいりました。お陰様で、彼女の夢である

レストランをスタートさせる事ができました。とても小さなレストラ

ンですが、諦めずに自立の道を進んで下さった事に喜んでおります。

この日は、レストランに必要な道具や、彼女の生活サポート資金など

をお渡しし大変喜ばれました。この様に自立できたのは、ご支援くだ

さいましたサポーターの皆様のお陰です。長年のご支援を心から感謝

しております！株式会社 REM 堀研太郎様誠にありがとうございまし

た！  

 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170111.html


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

☆シングルマザーさんの様子、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170113-1.html  

  

嬉しいニュース２   2017年 1月 13日 

支援している地域でミーティングがありました。気にかけていたシン

グルマザーBさんの近況報告です。Bさんは毎日苦しい生活でも、気持

ちは明るく、歌が大好きでいつでも歌を歌っていました。ある時、歌

のオーディションが開催されるとのことで、周りのみんなから出てみ

てはどうか？と言われ参加しました。その結果、彼女はそのオーディ

ションに見事に合格し歌手への道を歩むようになりました。最近では、

毎日ホテルで歌を歌っています。未だ下積み時代ですので、苦しい生

活は変わりませんが、以前よりはほんの少し生活が楽しくなったそう

です。シングルマザーさんの夢が叶った心温まる NEWSでした。子供た

ちの学校が始まりますので、不足している品物をご用意して大変喜ば

れました。 

荒木竜也様、住田治喜様、makimakisenda 様、kiyoshi shimozuru 様、

後藤様、匿名ご希望のご支援者様、あたたかいご支援のお陰でウガン

ダに笑顔が溢れています！本当にありがとうございます！ 

 

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

◎地域の普段の様子、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ  

http://childrenhope-ug.com/new/u20170113-2.html  

 

支援している地域のシングルマザーCさん   2017年 1月 16日 

嬉しいニュース第三弾です！長年支援しているシングルマザーCさん

も念願のレストランを開きました。ここのところ自立するシングルマ

ザーさんが増えて大変嬉しいニュースばかりです。支援している地域

の近くで調理係の女性１人、ウェイトレスの女性１人をおいて大盛況

です。彼女のお子さんは、まだ小さいので真剣に頑張っています。今

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170113-1.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170113-2.html


回は、レストランに必要な備品やお子さんの日用品等のサポートをお

渡しし大変喜ばれました。逢見篤太様、湯浅夏奈様、他匿名をご希望

のご支援者様、あたたかいご協力に心から感謝しております。 

 

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

・シングルマザーさんの様子、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170116-1.html  

  

新学年がスタートします   2017年 1月 16日 

株式会社ツカサ代表取締役社長山中憲一様よりあたたかいご支援が届

きました。 

ウガンダでは、2月より新学年が始まります。 

シングルマザーさん達は子供の将来のために休まず働き通しです。 

それでも、学費や筆記具に困っている様子ですので、よく相談をして

お届け致しました。 

 

ご支援内容： 

学費・小学生１０人分、文具２０セット（鉛筆、ボールペン、線引き、

コンパス、鉛筆削り、消しゴム、メジャー）、 

生活日用品等、今回の贈呈品を大変喜んでおりました。 

 

あたたかい真心のご支援を毎月ありがとうございます！ 

 

◆支援の様子、http://childrenhope-ug.com/coop.html 

◆地域の様子、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170116-2.html  

  

里親さん   2017年 1月 18日 

チルドレン・ホープでは様々な事情で親がいない子供たちへ学費や給

食費をサポートしております。これまでにも継続的に支援をさせて頂

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170116-1.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170116-2.html


き３５名の子供が幼稚園や小学校を卒業致しました。今週は支援して

いる子供に学費や給食費をお渡します。 

☆サラちゃん、中学３年生、（ガングスクール・今年最終試験もしく

は専門学校希望）父親がなく母親の生活水準が低く苦しい現状です。 

幼稚園から支援をしており現在とても大きくなりました。夢は看護師

か銀行職員です。 

☆ナカトちゃん、ワスワ君、小学校３年生（カンパラスクール希望） 

幼稚園から支援をしており今年は英語、数学を頑張りたいそうです。 

☆ガビン君、ムゼ－君、幼稚園クラス 

彼らは始まったばかりの支援ですが、今年も将来のために字を書くこ

とや算数に取り組みます。 

他、シラト小学生女の子、シャコール・トップクラス３才男の子、ペ

イニ・トップクラス４才女の子、エマ・トップクラス５才男の子、シ

ャルワ・トップクラス５才女の子、ラズワ・P３１０才女の子、メゾタ・

P５女の子１０才、ムチビ・P１男の子６才、マビン・トップクラス３

才男の子 

多数の里子に学費をお届け致します。 

皆様のあたたかい真心に本当に感謝しております。 

 

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

＊協力の様子、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170118.html  

  

里親さん（シラト）   2017年 1月 20日 

約十年間学費をご支援頂いております、ナキブンビ シラトちゃんは今

年、中学１年生 13才になります。幼稚園クラスから毎回試験を合格し、

上の学年に進学しています。昨年は小学校最後の試験がありましたが、

お陰様で無事に合格致しました。七段階で１が最も良い成績でシラト

ちゃんは 2を取りました。今年も里親様からご支援が届きましたので

お渡ししました。シラトちゃんは、祖母に育てられております。「学

校に行ける事がとても幸せです。ありがとうございます。神のご加護

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170118.html


を」と大変嬉しそうに笑顔で話してくれました。里親様、長年のご支

援ありがとうございます! 

 

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

＊子供の様子、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170120.html  

  

モリノ SHOP、豚、鶏も順調です   2017年 1月 27日 

お陰様で、モリノ SHOP、養豚、養鶏などの活動は順調に進んでおりま

す。各プロジェクトは今年３年目になりますが、森野熊男様のサポー

トのお陰で新しい土地を購入できましたので少しずつ移転をしており

ます。各プロジェクトの為の資金、エサ代、不足している備品などを

お渡しして大変喜ばれました。他に、以前の記事でもお伝えしました

が、http://childrenhope-ug.com/new/u20170116-1.html  

支援地区のお母さんたちがコツコツ貯めた資金でレストランをオープ

ンさせ大忙しです。今回のご支援でレストラン用具なども寄付をさせ

て頂きました。毎月あたたかいご協力を心から感謝しております。 

ありがとうございました。 

 

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

地域の様子は、http://yaplog.jp/mamamamie/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170127.html  

   

2. 活動報告 

  

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 11月より、宿泊施設が増設されました。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。 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170120.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170116-1.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170127.html


【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。  

http://form1.fc2.com/form/?id=591035%20


▼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。 

 

http://form1.fc2.com/form/?id=591042%20
http://form1.fc2.com/form/?id=591035%20

