
ニュースレター 2018年4、5月合併号   

 

皆様、いかがお過ごしでしょうか？雨期真っ最中で、相変わらず大雨が降りますと洪水となって人々を

悩ませております。お陰様で、ご支援いただいた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。5月4

日に1学期も無事終了いたしました。子供たちも学校へ通えた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 

マンスリーサポーター様  2018年3月2日 

長年、ご支援下さっておりますマンスリーサポーター様よりご支援が届きました。子供たちの

学校が始まり、とても喜んで通っています。シングルマザーさんへ燃料や日用品、家賃の足り

ない分などを、お届けさせていただきます。毎日の生活は、朝から夜遅くまで、頑張って働い

ています。「小さな子供を抱えていますので、サポートしていただくと、夕飯におかずが増えた

り、子供の制服を直す資金が出るので、本当に助かります」と、笑顔で、話してくれました。  

小松恵美様、加藤好佳様、kiyoshi shimozuru 様、匿名をご希望のご支援者様など、ありがと

うございます！  

 

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

こどもたち、http://www.childrenhope-ug.com/coop.html  

お母さんたち、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara   

支援地区、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180302.html  

 

ご支援が届きました 2018年3月9日 

長年、ご支援を続けてくださっております石澤邦夫様よりご支援が届きました。学校が始まり、

支援する地域の子供はお陰様で、毎日学校に通っています。学校生活で必要な筆記用具や、日

用品の費用が不足しているのでお渡ししました。朝7時から集まり勉強するので、朝昼おやつタ

イムなどの食べ物や、飲み物も必要なので、お渡しし、大変喜ばれました。  

 

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

子供、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180309-1.html  

 

カルガモ母さん 2018年3月9日 

長年ご支援を続けてくださております、川上美也子様よりご支援が届きました。川上様は皆が

作った民芸品の売上も、ご協力くださっております。支援する地域の畑や、お店にフェンスが

無いので、泥棒が増えて困っています。安心して仕事が出来るよう、フェンスや窓の鍵を頑丈
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にしています。建設に必要な、ブロックや道具などの費用をお渡しして喜ばれました。ご支援

を続けてくださってありがとうございます。 

 

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

子供、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180309-2.html  

 

マンスリーサポーター様  2018年3月12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。お陰様で、支援する子供たちの学

校が始まり、毎日元気に通っております。筆記具、日用品、食事などは、自分で用意します。

持ち物の揃わない子は、勉強をさせてもらえないので、 支援するシングルマザーさんへ、子供

の洋服、食事、日用品（石鹸やトイレットペーパー、ホウキなど）の費用をお渡しし、喜ばれ

ました。学校は、とても楽しく、勉強も熱心に取り組んでいます。 

荒木竜也様、ｍａｋｉｍａｋｉ ｓｅｎｄａ様、匿名をご希望のサポーター様など、  

ご支援を、本当にありがとうございます。  

 

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

地域の様子など、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara  

子供、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180312.html  

 

ご支援をありがとうございます！ 2018年3月16日 

マンスリーサポーター様より、ご支援が届き、大変感謝しております。支援するナンサナの地

域では、シングルマザーさんが、土地を購入し、畑や、SHOP、家畜を販売して、頑張っていま

す。スタッフ棟、トイレ、鶏小屋、ミシン部屋などを、地道に建設しております。現在は、戸

も窓もそろっていないので、泥棒が多く困っています。女性と子供が多く住むので、少しずつ、

フェンスや、鍵などを強化し、セキュリティー面でも、気をつけています。先日、大雨で鶏小

屋が崩壊してしまったので、ブロックとセメントで大きく作り直しました。今は、フェンスを

中心に、建設を進めております。ご支援を、ありがとうございます。住田治喜様、ありがとう

ございます。  

 

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

こども、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara http://yaplog.jp/mamamamie/  

地域では、https://plus.google.com/u/0/+etsukoishihara http://yaplog.jp/mamamamie/  

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180316.html  

 

株式会社ツカサ山中社長  2018年3月17日 

日頃より、ご支援を続けて下さっております、山中社長より、ご支援が届きました。支援する地域の建

設や、子供たちの学費などお届けしています。お米を150キロもお送り下り、みんなに大変喜ばれてい
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ます。ありがとうございます！（写真は、シングルマザーさんの畑の様子や、フェンスやスタッフ棟の資

材を購入した様子です）  

 

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

こども、http://childrenhope-ug.com/support/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180317.html  

 

マンスリーサポーター様 2018年3月26日 

毎月、ご支援を続けて下さっております、マンスリーサポーター様よりご支援が届きました。

お陰様で、子供たちは元気に学校に通っています。現在は、中間試験中ですので、支援してい

るスタッフの子供に、筆記具や、試験費用の不足している分を、お渡しします。子供たちは、

学校に通えることを、大変喜んでいました。後藤様、佐藤真由美様、小松恵美様、逢見篤太様、

匿名をご希望のご支援者様など、ありがとうございます。  

 

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

こども、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ  http://childrenhope-ug.com/new/u20180326-1.html  

 

森野ファームやタンク、SHOP、豚、鶏の様子など 2018年3月26日 

日頃から、ご支援を続けて下さる、森野熊男様より、子供たちへご支援が届きました。シング

ルマザーさんが沢山働けるよう、大きな土地や、タンク、畑、SHOP、豚、鶏などをご支援いた

だきました。今月は、更に長い雨樋をタンクに設置しました。雨が降れば、短い時間で、タン

クがいっぱいになります。また、泥棒が多い地域ですので、フェンスを建設中です。森野様の

ご支援は、タンクの補修工事費用、フェンスの建設費用一部、家畜の餌、SHOP に足りないもの、

他に子供たちにもお渡しさせて頂いております。皆さん、大変喜んでいました。 

 

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

支援活動、こども、http://childrenhope-ug.com/support/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180326-2.html  

 

サポーター様よりご支援が届きました 2018年4月11日 

住田治喜様より、ご支援が届きました。支援する地域の、シングルマザーさんへ、畑の肥料、

家畜の餌代や、ケア代、こどもたちに必要な食料や、日用品の資金をお渡しし大変喜ばれまし

た。毎日、畑のことや、家畜の世話でとても忙しく、ととても幸せです。と、話していました。

本当にありがとうございます。  

 

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

こども、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

畑など、http://childrenhope-ug.com/support/ 
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関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180411.html  

 

サポーター様よりご支援が届きました 2018年4月11日 

長年ご支援下さっております、石原久子様よりご支援が届き感謝しております。シングルマザーさんは、

新しい土地で豚や鶏など家畜を増やし販売しようと努力しています。しかし、治安が悪く泥棒が多いの

で、よくものを盗まれてしまいます。塀を建設中ですが、１エーカーあるので、なかなか大変です。 

今回は、資材の資金をお渡ししました。塀が完成した後には、家畜小屋を増やし、養魚場も建設予定

です。また、一緒に住む子供たちの食事代や、最近の気温の変化から、体調を崩す子供がいますので、

薬代もお渡ししました。本当にありがとうございます。  

 

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

こども、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

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

塀など、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180411-2.html  

 

マンスリーサポーター様 2018年4月11日 

毎月ご支援下さっております、マンスリーサポーター様よりご支援が届きました。子供たちは、中間試

験を終え、期末試験へと準備を進めています。支援する地域では、コンスタントに学校に通えない子供

が多いので、試験費用などを相談後にお渡ししました。 

kiyoshishimozuru 様、匿名をご希望のご支援者様、誠にありがとうございます。 

 

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

こども、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

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

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180411-3.html  

 

株式会社ツカサ代表取締役社長山中様  2018年4月16日 

長年にわたりご支援くださっております、山中様よりご支援が届きました。支援する地域では、高学年

になる子供が増え、将来のために全寮制に通います。「学費は出せるのですが、寮費まではなかなか

出せないので、困っている」と地域のスタッフから相談を受けていましたので、どうしても足りない費用を

お渡ししました。学校の寮は、食事から、体調管理まで、しっかりとしてくれるので皆さん安心して仕事

ができます。 

山中様は、毎月お米を１５０キロおお送りくださり感謝しています。 

 

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

こども、http://yaplog.jp/mamamamie/  

学費支援、http://childrenhope-ug.com/support/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180416.html  
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マンスリーサポーター様からのご支援  2018年4月20日 

支援する地域の子供たちは、中間試験を終え、期末試験の準備となりました。不足している、試験費用

や、学費の足りない分などお渡しいたします。 

逢見篤太様、匿名をご希望のご支援者様など、本当に感謝しています。 

 

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

こども、http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180420.html  

 

モリノファーム、ショップ、鶏・豚など  2018年4月22日 

支援地域の皆さんへ、ご支援が届きました。塀を引き続き建設中です http://childrenhope-

ug.com/new/u20180326-2.html 1エーカーと、隣の空いている土地も使ってよいというので、かなり広く、

資金も大変です。ご支援のほかにも、野菜を売ったり、小さな仕事をして、少しずつお金を集めて、建

設を進めております。森野熊男様、本当にありがとうございます。 

 

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

子供や地域の写真、様子、https://www.instagram.com/childrenhope_uganda/  

            http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180422.html  

 

ご支援が届きました  2018年4月24日 

マンスリーサポーター様より、ご支援が届きましたので、お届けしております。仕事をしながら、子供の

面倒を見る、シングルマザーさんは、必死に食費や生活費を稼いでいます。夜明け前から、日が暮れ

ても働き、月の収入は１００ドルに満たないので大変です。日用品や、衣類、食事代や子供のミルク代

など、足りないものを相談して、お渡ししました。 

小松恵美様、匿名をご希望のご支援者様など、感謝しています。 

 

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

子供や地域の写真、様子、https://www.instagram.com/childrenhope_uganda/  

            http://yaplog.jp/mamamamie/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180424.html  

 

里親さん(サポーターさん)  2018年4月26日 

支援をする地域には、学校に通えない子供が大勢います。里親さんの、おかげで、学校に通い、食事

をすることができます。地域の世話役は、できる限り自分たちで費用を出すよう努力しておりますが、子

供が増えているので、なかなか追いつきません。洋裁専門学校に通いだした女の子は、初心者コース

から、上級者コースまで、約２年あるそうです。サラちゃん洋裁の専門学校、ワスワ、ナカトちゃん4年生、

ガビン君2年生、ナーサ君7年生、ムゲルワ、ナントンゴちゃん高校生、ナジュマちゃん２年生、ミドレッド

ちゃん５年生、ホープちゃん２年生、サラマちゃん7年生、 

・シラトちゃん（1３歳中学生）、中学校からは、試験も難しくなり、寮に入ったので生活が変わり大変です。
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勉強や生活と、真剣に頑張ります！ 

・サラマちゃんは、幼稚園クラスからのご縁があります。 

サラマちゃん１３歳７年生。小学校最後の試験に向かって頑張ります。 

給食や筆記具もご支援いただきました。 

試験が大変ですが、学校にいけない子もいるので、私は幸せです。頑張ります！ 

 

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

こども、http://childrenhope-ug.com/link.html  

写真、https://www.instagram.com/childrenhope_uganda/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180426.html  

 

マンスリーサポーター様  2018年5月7日 

日頃よりご支援くださっております、マンスリーサポーター様よりご支援が届きました。こどもたちは、お

陰様で、1学期が無事終了し休みに入りました。毎日、宿題やお手伝いに忙しくしております。衣類や、

日用品、不足している食費などお届けしました。 

後藤様、佐藤真由美様、kiyoshi shimozuru 様、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、http://childrenhope-ug.com/coop.html  

こども、http://childrenhope-ug.com/support/index.html  

写真、http://yaplog.jp/mamamamie/  

https://www.instagram.com/childrenhope_uganda/  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180507-1.html  

 

2. 活動報告 

第1回東アフリカブラジリアン柔術選手権大会  2018年5月7日 

去る4月28日（土）、チルドレンホープ・ウガンダセンター武道館（多目手ホール）に於きまして、第1回東

アフリカブラジリアン柔術選手権大会が開催されました。参加国は、ウガンダ、タンザニア、エチオピア、

スーダンの東アフリカ諸国のみならず、デンマーク、アイスランド、ルーマニア、ナイジェリア、日本、アメ

リカからの参加者もございました。宿泊施設にもお泊まりいただくことができました。また、大会に先立

ちまして、ブラジルから来られた講師によるセミナーも行われました。大会は成功裏に終了いたしまし

た。ご支援者の皆様、ありがとうございました。 

 

プロジェクトにつきましては、http://childrenhope-ug.com/budokan.html  

関連ホームページ http://childrenhope-ug.com/new/u20180507-2.html  

 

3. イベント 

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
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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！ 

【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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