
ニュースレター 2017 年 6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？お陰様で、支援地域の子供達も 5

月 29日より 2学期を迎えることができます。皆、学校へ通えることに

とても喜んでおります。これも偏に皆様からのご支援、ご協力のおか

げです。本当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 

■世界マラリアデー  2017年 4月 26日 

4月 25日は、世界マラリアデーでした。マラリアは蚊に刺されること

で感染する病気です。世界人口の約半分に感染のリスクがあるといわ

れています。サハラ以南のアフリカ、南・東南アジアで最も深刻で、

ラテンアメリカ、中東や一部のヨーロッパ地域でもみられます。 

重症化しやすい「熱帯熱マラリア」では、早期に治療しないとしばし

ば死に至ります。チルドレン・ホープでは、支援地域の子供たちに蚊

帳をお届けしております。まだまだ、蚊帳を買えない子供たちが沢山

おります。皆様、どうかご協力のほどお願い致します。 

世界マラリアデーは、全世界で行われているマラリア制御に向けた努

力を互いに認識する機会として、2007年 5月、WHOによって制定され

ました。 

世界マラリアデーについては、以下の WHOのサイト（英文）をご参照

ください。 

http://goo.gl/riiZ0B  

 

マラリアに関しては、http://goo.gl/ICyI  

ご協力に関しましては、http://childrenhope-ug.com/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20170426.html  

 

http://childrenhope-ug.com/
https://goo.gl/hytQkj
http://goo.gl/riiZ0B
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http://childrenhope-ug.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20170426.html


■ご支援をありがとうございます  2017年 5月 2日 

マンスリーサポーター様のご支援が届き大変感謝しております。私達

の支援している地域では、様々な取り組みに挑戦しております。活動

している十数年間には、数多くの失敗がありましたが、それを乗り越

え、皆さんと努力し現在に至っております。シングルマザーさんの夢

を叶えるサポートとして、レストラン、小売店などがありますが、多

くの方は乳幼児を抱えておりますので、不足している薬代や日用品の

サポートをお届けさせて頂きます。 

小松恵美様、石澤邦夫様、KiyoshiShimozuru 様、YamaguchiNaoko 様、

MakimakiSenda様、後藤様、逢見篤太様、他匿名をご希望のサポーター

様のあたたかいご協力を、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://childrenhope-ug.com/new/u20170502-1.html  

  

■アフリカンクラフト  2017年 5月 2日 

支援している地域では、仕事の合間にアフリカンクラフトを作ってお

ります。売上は、学費や生活資金の一部として使用されています。 

☆川上美也子様の長年のあたたかい、ご協力を感謝しております。 

 

・アフリカンクラフトの詳しく、

http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170502-2.html  

  

■支援地域の建設  2017年 5月 5日 

皆様のご支援のお陰で、様々なプロジェクトを地道に進めることがで

きます。今回は新しい土地に建設している多目的ホールを紹介します。

ある自立したシングルマザーさんは、自身で購入した土地に多目的ホ

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170502-1.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
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ールを建設中です。毎日、レンガ一つ一つを自分たちで積み重ね、現

在壁が出来上がりました。次は、窓と、屋根を入れる予定です。 

 

現在までの各事業など、

http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

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

関連ホームページ  

http://childrenhope-ug.com/new/u20170505.html  

 

■支援地域の子どもたち  2017年 5月 6日 

ご支援者の皆様より、あたたかいご支援が届きました。支援している

地域の小・中学校の１学期は無事終了しました。小・中学校最後の子

どもたちは、寮から帰らず、最終試験に向けて猛勉強中です。支援し

ている地域の子どもたちに、食料などは未だ足りない状況ですので、

お届けさせて頂きます。 

鬼頭孝典様、湯浅夏奈様、菅野秀則様、他匿名をご希望の皆様、本当

にありがとうございます。 

 

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

・子どもたち、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170506-1.html  

  

■シングルマザーさんの様子  2017年 5月 6日 

養豚、養鶏、畑などを頑張ってるシングルマザーさんたちの元へ調査

に行ってまいりました。シングルマザーさんは「数日間、他の仕事で

畑から目を離してしまった。せっかく育てた作物を、全て盗まれてし

まった、、、」と落胆した様子でした。「現在は、少しずつ雨が降る

ので、気を取り直して種を植えました」と語っていました。一つ進ん

だと思えば、一つ失敗の繰り返しですが、皆様のお陰で少しずつ生活

の向上が見られております。シングルマザーさんは、小さなお子さん
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を抱えておりますので、お薬代などをお届けしております。皆様のあ

たたかいご支援のお陰で、支援している地域の命が救われております。 

岩本佳久様、ご支援を本当にありがとうございます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170506-2.html  

  

■また一人、自立することができました 2017年 5月 8日 

支援しているローカルスタッフの近況報告です。警備員の仕事を真面

目に続けて、少ない給料の中から、少しずつ貯金しておりました。そ

して、本日、念願のバイクを購入することが出来ました。彼がオーナ

ーとなり、バイクタクシーのビジネスをスタートをする予定です。ビ

ジネスをスタートすることにより、ドライバーとして雇う親戚の男の

子にも雇用がうまれるので親戚一同、とても喜んでおります。皆様か

らのあたたかいご支援、誠にありがとうございます。 

 

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

各プロジェクトなど、

http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170508.html  

 

■株式会社 REM堀研太郎様よりご支援が届きました 2017年 5月 9日 

支援している地域では、学校のお休みに入りました。お手伝いなどに

忙しい子供たちがいっぱいです。当団体が支援しているミティアナや

ガングの地域の畑や学校等も順調ですが、スタッフはストリートチル

ドレンや孤児を無償で預かっております。常にお薬代や日用品など不

足しております。と、会議でお話がありましたので、堀研太郎様のあ

たたかいご支援をお届けしました。お茶２０人分、お砂糖２０人分、

ポショ２０人分、他お薬代など誠にありがとうございます！ 

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

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20170506-2.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
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・子どもたち、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170509.html 

 

■武道館（多目的ホール）プロジェクト続報  2017年 5月 16日 

お陰様で、武道館（多目的ホール）完成後、毎日のように色々な活動

で使用されております。現在、資金的な問題で竣工式が行える状態で

はありませんが、少しずつ資金を貯めております。写真は空手の稽古

風景です。 

 

武道館（多目的ホール）建設プロジェクトは、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170516-1.html  

 

■ご支援ありがとうございます！  2017年 5月 16日 

真心のご支援がウガンダに届きました。子供たちの生活を良くするた

めのサポートを、毎日お届けさせて頂いております。makimakisenda様、

匿名ご希望のサポーター様、本当にありがとうございます。 

 

★ ご協力など、 http://childrenhope-ug.com/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170516-2.html  

 

■日用品や薬代をお届けしました  2017年 5月 22日 

あたたかいご支援が届きました。毎月、本当にありがとうございます。

支援している地域に視察に行き、日用品やお薬代が不足しております

のでお渡し致しました。株式会社ツカサ山中社長、いつも本当にあり

がとうございます。また、美味しいお米を１５０キロお送りくださり

本当に助かっております。 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/  

こどもは、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html   
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関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170522-1.html  

 

■あと少しで 2学期が始まります  2017年 5月 22日 

支援地域の子供たちは、現在お休み中で、お手伝いや宿題に大忙しで

す。日用品やお薬代などお届け致しました。 今月末より、2学期が始

まります。皆、学校に通えることをとても感謝しております。 

小松恵美様、逢見篤太様、匿名をご希望のご支援者様ありがとうござ

いました。 

 

ご協力は、http://childrenhope-ug.com/  

こどもは、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170522-2.html  

 

 

■シングルマザーのお宅を訪問しました  2017年 5月 25日 

病気の子を抱えて暮らすシングルマザーさんは本当に大変です。 

毎日は内職をしながら子供を食べさせています。どうしても、病院代

がかかるので不足しているものをお渡ししました。大変喜んでいます。

ありがとうございます。 

 

ご支援などは、http://childrenhope-ug.com/  

子供の毎日など、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170525.html  

 

2. 活動報告 

3月 21日から始まりました第 14回スタディツアーも無事終了いたしま

した。また、不定期に計画いたしますので、ご興味のある方はチルド

レンホープまでご連絡下さい。お待ちしております。 

 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170522-1.html
http://childrenhope-ug.com/
http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html
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関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170322-1.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 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。 

【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 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170322-1.html


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%20


  

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。 
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