
ニュースレター 2017 年 7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 2

学期がはじまり、中間テストの時期を迎えることができました。皆、

学校へ通えることにとても喜んでおります。また、シングルマザーさ

ん達も少しずつですが、自立しはじめました。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 

■子供たちの様子  2017年 5月 26日 

皆様のご支援のお陰で、学費支援や給食支援を行っております。支援

を受けている子供にお渡しすることができました。5月 29日より学校

が始まりますが、皆、始まるのをとても楽しみにしております。ご支

援、ご協力誠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、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

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/u20170526.html  

 

■モリノショップ、モリノレストラン、モリノファーム、地道に活動

しております  2017年 5月 29日 

日頃からご支援を下さっております森野熊男様よりご支援が届きまし

た。お陰様で、SHOPやレストラン、畑など、とても順調にすすんでお

ります。また、新しい建設もスタートしましたので、大変楽しみです。 

 

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

プロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  
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関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170529.html  

  

■建設が始まりました（続報）  2017年 6月 1日 

支援している地域で、自立したシングルマザーさんが新しい建設を始

めましたと 

以前（ http://childrenhope-ug.com/new/u20170505.html ）お伝え

しました。孤児の為の学校、子供の施設などとして活用していくつも

りです。現在、塀と屋根ができたところなので、これからトイレなど

を建設します。 

 

ご支援など、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

支援先の様子、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170601.html  

  

■2学期が始まりました  2017年 6月 2日 

ウガンダの学校では 2学期が始まりましたので、ご支援をお届けして

おります。支援している各地域で学校が始まりました。学費や諸経費、

必要な物資をお届けしております。kiyoshi shimozuru様、湯浅夏奈様、

他に匿名をご希望のご支援者様ありがとうございます。 

 

子供のいる地域、http://www.childrenhope-ug.com/  

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

関連ホームページ  

http://childrenhope-ug.com/new/u20170602.html  

 

■シングルマザーさん近況  2017年 6月 5日 

お陰様で支援地域のシングルマザーさんたちは、小さな仕事を地道に

続けております。レストランやショップがうまく運び、今までより少

し大きな場所に移るシングルマザーさんも出てきました。順調にビジ
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ネスが進んでいて本当に安心しました。真心のご支援を感謝しており

ます！ 

 

ご協力などの詳細、http://childrenhope-ug.com/children/2012.html  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170605.html  

  

■治療費等をお届けしました  2017年 6月 7日 

支援する地域のリーダーさんから、面倒を見ている子供がマラリアに

かかってしまい困っていると連絡がありました。急いで病院代等をお

届けさせて頂きました。この時期は学費や子供の文具等とても資金が

かかります。地域のリーダーさんは「学校開始の時期は金欠状態なの

で大変助かりました」と感謝しておりました。石澤邦夫先生、いつも

あたたかいご協力をありがとうございます。 

 

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

子供、 http://childrenhope-ug.com/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170607-1.html  

  

■武道館・多目的ホールプロジェクト（その後）2017年 6月 7日 

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

強く生き抜いていけるように極真カラテを教えています。日曜日の空

手のクラスです。連休中にもかかわらず、皆さん参加してくださいま

した。ウガンダセンターでは、空手のできるボランティアさんを募集

しております。お気軽にご連絡下さい。 

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

 

毎日のように、貧富の差を超え国際色あふれる皆さんに喜んで使用し

て頂いております。ありがとうございます。 
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ご支援など、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

近況、http://childrenhope-ug.com/new/2012u.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170607-2.html  

 

■建設＆移転  2017年 6月 12日 

お陰様で支援する地域の建設が始まり、シングルマザーさん達は大変

忙しくしております。トイレや窓等建設中の状態ですが、学校・畑等

を今月中になんとか移転させたいと考えております。また、移転時の

引っ越し資金を探しております。新しい土地でも生活向上のために地

道に進んでいきます。匿名をご希望のご支援者様など、本当にありが

とうございます。 

 

ご支援など受け付けております、

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

各プロジェクトなど、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170612.html  

 

■ガング村のスタッフ  2017年 6月 12日 

今日は、小学校や古着売などをマネージメントしているスタッフが近

況報告に来られました。このスタッフは小学校のオーナーですが、無

償で預かる子供が大勢いますので経営はいつも火の車です。 

★支援している子供の薬代や食費に加えて、必要な日用品の資金をお

渡しし大変喜ばれました。  

makimakisenda様、匿名をご希望の善意のご支援者様など、本当に助か

りました。ありがとうございます！ 

 

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

・子供たちの置かれている状況など、

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20170612-2.html  

 

■株式会社 REM堀研太郎様  2017年 6月 15日 

ご支援がございましたので、支援している地域へお届けしております。

学校が始まり、文具など必要ですが、様々な理由から手に入ることが

できません。ノートや鉛筆などを購入する資金を校長先生にお渡しし

ました。校長先生は「授業によりいっそう真剣に取り組むことが出来

ます」と、話しておりました。支援している学校では無償で預かる子

供が大勢おりますので、大変助かります。堀研太郎様に心から感謝し

ております。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170615.html  

 

■株式会社ツカサ山中社長様より  2017年 6月 20日 

毎月のご支援と、御米を 150キロご支援下さいました。支援している

地域では大変喜ばれております。また、ご支援下さいました武道館・

多目的ホールも毎日活用させて頂いております。 

 

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

武道館・多目的ホール詳細、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170620-1.html  

 

■手芸品など売れました   2017年 6月 20日 

シングルマザーさんが作る手芸品などが売れました。売上は、学費や

子供のミルク代となり、大変助かっております。 

ご支援を続けてくださる川上美也子様、いつも本当にありがとうござ

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170620-2.html  

 

■畑の様子  2017年 6月 22日 

季節が変わり、雨の降ることが多くなりました。恵みの雨のお陰で、

調理用バナナやキャッサバ・豆・サツマイモなどの美味しいお野菜が

育っております。 自立したシングルマザーさんや子供たちは「今は幸

せな毎日です！」と、心から感謝しております。  

 

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

各プロジェクトなど、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170622-1.html 

 

■里親さん 2017年 6月 22日 

お陰様で、支援地域の子供たちは 2学期の中間試験となりました。学

費を払えない子供は試験を受けることが出来ません。里親さんのご支

援のお陰で試験を受けることができ、一生懸命に頑張っております。

未だ一部では学費不足している子供がおりますので、ご支援を募集し

ております。 皆様のあたたかなご協力をありがとうございます！ 

 

ご協力等、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170622-2.html  

 

■マンスリーサポート  2017年 6月 26日 

皆さんのご支援で、学校に必要なものをお届けしました。試験中です

が学費の支払えない子供は受けられませんので、不足している分を支

払いに行ってまいります。後藤様、小松恵美様、匿名ご希望のご支援

者様等、本当に感謝しております！ 
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ご支援など、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20170626.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。 

 

関連ホームページ 

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

 

3.イベント 

空手クラブ昇級審査会 

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） 

 

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。 
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【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 

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


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。 

 

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

