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皆様、いかがお過ごしでしょうか？ウガンダはようやく雨期を迎え、毎日雨が降り貯水タンクも満杯とな

っております。夜もとても涼しく、時には寒くなりますが、乾期に比べるととても寝やすく、体の疲れも取

れるのでありがたいです。2月6日より、新学年も始まり、子供たちも学校へ通えることにとても喜んでお

ります。皆様のご支援のお陰と深く感謝しております。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 http://goo.gl/kuZej  

 

1. ニュース 

南雲君江様よりご支援がありました  2017年1月28日 

毎年サポートを続けてくださる南雲君江様よりアフリカにご支援がありました。この時期、子

供の学費や学用品の準備で慌ただしい毎日です。親のない子供２名が学校に通わせてほしいと

願っていますので、地域の皆さんと相談の上お渡し致しました。地域の皆さんは子供の学費を

払えることに喜んでおりました。 

 

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

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170128-1.html  

 

LED ランタンを贈呈しました 2017年1月28日 

支援している地域の皆さんから【電気がないので困っている】との声があり困窮しているご家

庭から順番に LEDランタン１０台を贈呈致しました。支援している地域ではロウソクを使いま

すが、子供が火傷をしたり、ロウソクの煙による健康被害も報告されています。 

石澤邦夫様、山口直子様、後藤様、他善意のご支援者様、本当に感謝しております。 

 

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

☆子供たちの生活の様子、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170128-2.html  

 

学校が始まりました  2017年2月6日 

今年の新学年がスタートしました。お陰様でご支援いただいた子供たちはとても嬉しそうです。 

☆シシちゃん・ナーサリースクール（ガング村） 

☆ニニちゃん・ナーサリースクール（ガング村） 

☆ジェーンちゃん・小学校３年生、（カンパラ県）☆ガビン君・小学校１年生（カンパラ県） 

☆ナマスバちゃん・小学校３年生 ☆ナカトちゃん・小学校３年生 

☆ワスワ君・小学校３年生 

ご支援を下さいました皆様に、心から感謝しております！ 

 

◎ご支援など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  
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◎子供の様子など、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170206.html  

 

学校が始まりました２  2017年2月7日 

新学年が始まり、支援している各地域の子供たちも、お陰様で学校に通い始めております。自

分たちの力ではどうしようもない環境に置かれておりますので、皆様からのご支援は大変嬉し

いことです。 

子供の名前：マッキンディ地区のホープちゃん小学生、シシちゃんナーサリースクール 

 

湯浅夏奈様、荒木竜也様、他、善意のサポータ様誠に有難うございます。 

子供たちは、皆様のあたたかいご支援に感謝しております。 

 

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

子供たちは、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170207.html  

 

ご協力のページを更新しました 

http://childrenhope-ug.com/coop.html  

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ご支援をお届けしております   2017年2月9日 

皆様からのご支援をお届けしております。私たちの支援している地域には学校に続けて通いたく

とも、金銭的な理由から途中で辞めざるを得ない子供が大勢います。地域のリーダーさん達は働

きながら、無償で身寄りのない子供たちへサポートを続けておりますが、どうにもならない時があ

ります。チルドレン・ホープでは後方支援をしておりますので学費などをお届けし大変喜ばれまし

た。 

お陰様で、ナーサ君とサラマちゃんの新学年が始まりました。 

本当にありがとうございます。 

 

・昨年度のさラマちゃんなど、http://childrenhope-ug.com/new/u20160909.html  

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

・子供の様子は、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170209.html   

 

シングルマザーさんのお家へ訪問しました  2017年2月10日 

シングルマザーさんたちは空いた時間を無駄にせず、地道に手芸品を作っております。とても、

素敵な手芸品がたくさん出来ておりました。また、マラリアのお子さんとあまり具合の良くな

いお子さんがおられましたので、当会からお薬代などをお渡しし、大変喜ばれました。 

シングルマザーさん手芸品作りのページ、http://childrenhope-ug.com/shugeihin.html  
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ウガンダ・センターでは、シングルマザー自身で収入を得るためにストラップ&腕輪&首飾りな

どの手芸品を作っています。 

皆様の手芸品購入により、自立の道に繋がりますので宜しくお願い致します。 

関連ホームページ  http://childrenhope-ug.com/new/u20170210.html   

 

株式会社 REM 堀研太郎様よりご支援がございました  2017年2月10日 

日頃よりご支援を続けてくださっております、株式会社 REM堀研太郎様よりご支援が届きまし

た。ウガンダでは学校が始まり働くお母さんたちはホッとしております。しかし、多くの理由

から生活が困窮しており、学費を集められなかったシングルマザーさんも大勢おります。今回

は障害児を抱えて働くシングルマザーさんと、乳児がマラリアにかかったが病院代がない、と

話すシングルマザーさんへ子供の学費代、ケア代、お薬代、等をお届けさせて頂きました。 

堀研太郎様の、長年のご支援を心から感謝しております。 

シングルマザー・T さんは【ご恩に報いるよう、これからも一生懸命に働きます。本当にあり

がとうございます】と話していました。 

 

以前の記事、こちらのレストランもお陰様で順調です。 

① http://childrenhope-ug.com/new/u20170113-1.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/u20170210-2.html  

 

支援している地域へお届けしています  2017年2月15日 

今月もサポーター様からのご支援ありがとうございます。私達の支援している地域では、子供

を抱えながら生活が難しく日々苦しんでいる人がいます。日用品や、あたたかい食事をお届け

にあがり大変喜ばれました。 

・シングルマザーさんは【よく努力をして、よく働きますが、生活が苦しい、という時に助け

てくださり、本当に嬉しいです。ありがとうございます！】と話していました。 

マンスリサポートを長年続けて下さる makimakisennda 様、 

他匿名をご希望のご支援者様、ご協力をありがとうございます。 

 

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

☆地域のみなさんの様子、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170215.html  

 

シングルマザーさんにお届けしました  2017年2月17日 

株式会社ツカサ代表取締役社長山中憲一様より、毎月のご支援が届きました。支援しております地域

のシングルマザーさんは、障害児や病気の子供を抱えて大変苦労されています。毎日の食事代にも困

るような状況ですので、子供が良く育ちません、と訴えがありました。病院代や、あたたかい食べ物を

お届けさせて頂きました。 

また、ご支援に美味しいお米を150キロお送りくださいました。 
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★あたたかい真心のご協力に、心から感謝しております★ 

 

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

◎子供の様子、http://childrenhope-ug.com/support/index.html 

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170217-1.html  

 

マンスリサポート  2017年2月17日 

あたたかい毎月のご支援が届きました。 

★支援している地域の子供★ 

■アイマン・ババリ君３才（男の子）■スラグ・チウネ君６才（男の子） 

■シャニタ３才（女の子） 

マラリア、風邪を引いているお子さんにお薬代や食品等をお渡しさせて頂きました。ウガンダ

の首都では、最近何日も雨がふらず乾燥し、体調を崩す子供が多くなっています。病院代やお

薬代は日本円にしますと、大変僅かなのですが、とても支払える環境にありません。これらの

素早い対応、ご協力に、地域の皆さんは大変感謝しておりました。逢見篤太様、他善意のご支

援者様、誠にありがとうございました。 

 

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170217-2.html  

 

支援地域へお届けしました  2017年2月23日 

マンスリーサポーター様より毎月のご協力が届きました。子供たちのミルク代やお薬が不足し

ているので、お渡ししました。小松恵美様、匿名希望のご支援者様、毎月のあたたかいご協力

を、本当に感謝しています。 

子供：ムゲルワ君、ユダヤちゃん２才半、マーサちゃん２才、サニアちゃん３才、スニア君２

才等（マッキンディ地区） 

 

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

☆子供たち、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170223.html  

 

マンスリサポート   2017年2月27日 

毎月のご支援を、ありがとうございます。子供たちは学校が始まりましたが、必要なノート等

の文具が不足しておりました。皆様のご支援で文具等をお届けしました。皆、とても感謝して

おりました。 

 

YamaguchiNaoko 様、匿名をご希望のご支援者様、心より感謝しております。 

 

・子供、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

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

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170217-1.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170217-2.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170223.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html


関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170227-1.html  

 

モリノ SHOP、豚、鶏２月（続報）  2017年2月27日 

日頃からご支援くださっております、森野熊男様より、今月もご支援が届きました。先日お伝

えした、シングルマザーさんのレストラン２箇所、豚、鶏の事業も順調です。☆レストランに

必要な備品や、豚、鶏の飼育費、管理費などをお渡ししました。いつも、あたたかいご協力に

感謝しております！☆ 

 

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

◆豚などの様子、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170227-2.html  

 

2. 活動報告 

今月は特にございません。 

 

3. イベント 

第14回スタディーツアー 

第14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 【12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： 2017年3月21日（火）～4月1日（水）【12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 

●利用航空会社： エティハド航空（変更あり） 

●宿泊施設：  

カンパラ（8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）： イハンバサファリロッジ（変更あり） 

●食事条件： 朝食：10回、昼食：10回、夕食10回（機内食は除く） 

●最少催行人員： 2名 

●定員： 10名 

●添乗員： 成田より同行します。 

 

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！ 
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【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） 
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