
ニュースレター 2019年 4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？ウガンダは雨期を迎えましたが、雨が降

りません。貯水タンクも半分以下となっております。夜も暑く寝苦しい日が続

いております。農家の皆様も雨が降らずに困っております。なんとか雨が降

るように祈っている次第です。 

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 

モリノファーム、豚、鶏、お店など  2018年 2月 26日 

恵まれない子供を預かり、畑や、家畜の世話、小さなショップなど頑

張っているシングルマザーさんの家に訪問しました。ホイマロードを

行ったブケレレという地域で、とても緑が多く素敵な場所です。お陰

様で、スタッフ棟も段々と出来上がり、塀もつきました。畑や家畜、

小さなショップも順調です。その他、子供を預かるので、学校に行か

せたり、食事の世話、生活のケアなど忙しくしています。シングルマ

ザーさんは「こちらの地域でも、様々な事情から学校に通っていない

子供が大勢います。地域の皆さんから、完成したスタッフ棟の一部屋

で小さな学校を開いてください、と言われています」と、夢を熱く語

っていました。本日は、子供への足りないものや、食料、日用品、衣

類、お薬代などをお届けしました。森野熊男様、真心のご支援をいつ

も、ありがとうございます!! 

 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

http://childrenhope-ug.com/
http://childrenhope-ug.com/
http://goo.gl/kuZej
http://goo.gl/kuZej
http://childrenhope-ug.com/supporter.html
http://childrenhope-ug.com/supporter.html
https://yaplog.jp/mamamamie/
https://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190226.html  

 

いつも、ご支援をありがとうございます！  2018年 3月 1日 

貧しい地域を助けている村長さんへお届けしました。子供たちは学校

が始まりました。毎日とても喜んで通っております。環境の苦しさか

ら学校に通えないお子さんもいます。また、日常的に食事や日用品に

困っておりますので、お届けしました。 

 

モリンガスマイルアース様(2019年 2月子供たちへ)、shimozuru 

kiyoshi様(マンスリーサポーターさん)、匿名をご希望のご支援を続け

てくださるサポーター様、 

☆彡モリンガスマイルアース( http://www.moringa-f.com/ ) 

 

◎いつも、本当にありがとうございます◎ 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております! 

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

ご支援先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190301.html  

 

スタッフの活動するブケレレの女性コミュニティーにお届けしました  

2018年 3月 5日 

ウガンダの首都カンパラにあるウガンダセンターから地元の乗り合い

タクシーを乗り継ぎ約一時間半走ったブケレレにローカルスタッフの

活動する地域があります。今までカンパラやガングの地域で活動して

いた経験を活かし、畑や家畜の世話、学校に通えない子供たちをサポ

ートしており土地を購入し、畑を広げ、もうすぐ家畜の出産を控えス
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タンバイしております。門をつけ、高い塀をしっかりと囲い警備をし

ました。女性コミュニティーの方は様々な事情を抱えて生活をしてい

て、この新しい土地でいじめにあっている、早くにご主人を亡くし途

方に暮れている、働いているが収入が全く見合わずに困っているなど、

その他、身体が弱く病気で働けない御年配の方もあります。ローカル

スタッフが立ち上げた女性コミュニティーの女性は 7名、子供たちや

御年配の方を合わせて 30名以上です。子供たちの将来を考えて、学校

に通わせる夢がありますので、地道に学費を集めては一人ひとり通わ

せています。(写真は首都カンパラにブケレレの皆さんが訪問した時の

様子です) 

毎日必要な日用品や、食料、調味料、栄養のための小魚や、鶏肉など

をお届けしました。 

川上美也子様、yamaguchi naoko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!! 

 

◎いつも、本当にありがとうございます◎ 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援の詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190305.html  

  

日曜日の様子  2018年 3月 11日 

ローカルスタッフのプロスさんは自分の稼ぎの中から、生活用品や雑

貨など購入できなくて困っている人にプレゼントをしました。日曜日

は女性コミュニティーで集まる日で楽しくし過ごしております。 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190305.html  

◎いつも、本当にありがとうございます◎ 
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☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190311.html  

 

山中憲一様  2018年 3月 18日 

支援している地域の子供たちへ食事などを届けています。お米もたく

さん送ってくれました。本当にありがとうございます。 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!!マンスリー

サポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、 

https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190318.html  

 

雨漏り対策や塀の材料などをお届けしました  2018年 3月 20日 

最近雨が多いので雨漏り対策のシートや塀を強化する材料などを支援

している女性コミュニティの皆さんへお届けしました!!ありがとうご

ざいました!! 

makimakisenda様、匿名希望のご支援の皆様など本当にありがとうござ

いました。 

 

◎いつも、本当にありがとうございます◎ 
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☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援の詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190320.html  

  

1 学期中間試験が始まり頑張っています!  2018年 3月 22日 

子供たちの学校では中間試験が始まりました。学校へ通えることを毎

日大変感謝しております。☆試験費用や給食の足りない子にお米、肉、

小魚などもお届けしています。 

住田治喜様、逢見篤太様、匿名希望をご支援皆様など、ありがとうご

ざいました!!☆ 

いつも、本当にありがとうございます 

 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190322.html  

  

支援している地域へお届けしています  2018年 3月 26日 

お陰様で、支援する地域も少しずつ増えています。カンパラ数か所の

他にガング、イガンガ、ナンサナ、カチリなど自立していく人も増え
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ています。畑や家畜のほか、ショップや古着売りなどを頑張っていま

す。子供には学校に通わすようにしております。 

小松恵美様、佐藤真由美様、津村典宏様、後藤様、など匿名をご希望

の方々本当にありがとうございました。いつも、本当にありがとうご

ざいます。 

 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190326.html  

 

モリノファーム、家畜、SHOP、タンク設置  2018年 3月 27日 

お陰様で新しい土地でも畑や家畜、SHOPの他、子供の世話も忙しくし

ております。一緒に活動するシングルマザーさんや子供たちが増えて

きましたので、毎日の水汲みの心配を減らすために新しくもう一つタ

ンクを設置します!!タンクがあることで、子供たちの勉強する時間が

増えるのでとても喜んでまいした!!いつも、本当にありがとうござい

ます。 

 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20190327-1.html  

 

モリノファーム、家畜、SHOP、タンク設置  2018年 3月 27日 

お陰様で新しい土地でも畑や家畜、SHOPの他、子供の世話も忙しくし

ております。一緒に活動するシングルマザーさんや子供たちが増えて

きましたので、毎日の水汲みの心配を減らすために新しくもう一つタ

ンクを設置します!!タンクがあることで、子供たちの勉強する時間が

増えるのでとても喜んでまいした!!いつも、本当にありがとうござい

ます。 

☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190327-1.html  

 

新タンク設置の続報  2018年 3月 27日 

チルドレン・ホープのローカルスタッフと一緒に活動する人が増えて

います。新しい土地では水道や電気がありません。一日の仕事の中で

一番大変なのはなんと言っても水汲みです。水汲みの道中に、崖から

落ちたり、滑ったりして子供の怪我が多いことや大変時間がかかるこ

となど心配が多いので困っていました。真心のご寄付で新タンク設置

に取りかかります。本日セメント３袋、ブロックをトラック分、砂、

屋根へ取り付けの板、雨樋、細かい釘や部品、雨樋を支える台、水を

誘導の管などを購入しました。明日からまた報告していきます。あた

たかな真心のご支援と応援を心より感謝しております!!みんなとって

も喜んで「嬉しです!!」と言っています。 
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☆マンスリーサポーターさん募集しております☆ 

いつもお世話になっております。ありがとうございます!! 

マンスリーサポーターさん!!募集しております!! 

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

ご支援のゆく先、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、☆彡

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190327-2.html  

   

2. 活動報告 

  

3. イベント 

第 1回全ウガンダ・ブラジリアン・柔術大会 

4月 6日(土)午前 10時より、ウガンダセンター武道館(多目的ホール)

に於きまして全ウガンダ・ブラジリアン・柔術大会が開催されます。

ウガンダ国内の柔術愛好家を始め、ケニアからも参加予定です。今大

会は、ケニアで 8月開催予定の東アフリカ大会の予選も兼ねておりま

す。 

詳細はこちら https://goo.gl/yGn9Wb  

 

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。 
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“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。  

▼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  

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


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
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