
ニュースレター 2019年５，６月合併号  （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５月末より、２学期が始まりま

した。今学期も学校へ通えることに一同感謝しております。また、少しずつで

すが、シングルマザーさんの自立支援も進んでおります。皆様、沢山のご支

援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 

中間試験が始まりました  2018年 3月 29日 

子供たちの中間試験が始まりました。一生懸命に勉強しています。カ

ンパラの支援している村長さんへ試験代、体調不良時の緊急用お薬を

お届けしました。モリンガスマイルアース様（2019/03 子供たちへ）、

匿名希望のご支援者様などなど本当にありがとうございます。 

 

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

☆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、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190329.html  

 

毎週日曜日に集まって悩みを相談しています！(川上美也子様等)  

2018年 4月 2日 

 

http://childrenhope-ug.com/
http://goo.gl/kuZej
http://www.moringa-f.com/
http://childrenhope-ug.com/supporter.html
https://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190329.html


普段の畑や家畜、ショップ、子供の世話などの悩みを話し合い、相談

しました。お陰様で、タンクも順調に進んでいます。不足している食

料や、家畜のえさ、子供への教育費などお届けしました。

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

川上美也子様、匿名をご希望のご支援者様、shimozuru kiyoshi様 

いつも、真心で支えてくださって感謝をしております!! 

 

☆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、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190402.html  

 

石原久子様  2018年 4月 2日 

カンパラのマッキンディやメンゴの子供たちにお届けしました！チル

ドレン・ホープの支援しているカンパラの子供たちは、様々な事情を

抱えて貧しい暮らしをしています。カンパラのマッキンディやメンゴ

の村長さんは長年シングルマザーさんや子供たちの面倒を見ています

が 200名～多いときは 300名で暮らしています。仕事が見つかり少し

生活が良くなると、ここから自立をしていきます。日常的に不足して

いる食事や日用品、マラリアのお薬代等をお届けしました。 

 

石原久子様いつも、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  

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/supporter.html
https://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190402.html
http://childrenhope-ug.com/supporter.html


ご詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190402-2.html  

  

ウガンダセンター武道館（多目的ホール）を使っていただきました  

2018年 4月 10日 

 

去る 4月９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回全ウガンダブラジリアン柔術選手

権大会が開催されました。今大会は、ウガンダ国内で切磋琢磨をして

いる柔術家の交流、技術向上を目的に開催されました。 

ウガンダ国内より３チーム、ケニア・ナイロビより１チームが参加し

ました。試合は 60kg、70kg、80kg、女子、のカテゴリーで行われまし

た。おかげさまで、２０名以上の関係者の方に宿泊施設にもお泊まり

いただくことができました。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/u20190410.html  

 

様々な地域へご支援をありがとうございます!!   2018年 4月 15日 

カンパラやガングの支援する子供たちは中間試験が終わり、良いとこ

ろ悪いところを見合わせて期末試験に向けて予習復習をしております。 

ナンサナ、カチリ、メンゴの支援する子供たちは学校へ行く前の子供

が多いのでお手伝いに忙しくしています。様々な事情から預けられて

いる子供たちに教育の支援、食事や日用品、マラリアの薬、衣類など

をお届けしています。あたたかなご支援をありがとうございます。村

長さんや世話役さん、スタッフ、みんな喜んでいました!! 

https://yaplog.jp/mamamamie/
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190402-2.html
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190410.html


住田治喜様、makimakisenda様、匿名をご希望のご支援者様など、 

いつも本当にありがとうございます!!  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190415.html  

 

山中憲一様  2018年 4月 16日 

チルドレンホープの支援しているカンパラ数か所の他、ガング、ナン

サナ、カチリのシングルマザーさんや子供たちはお陰様で元気にして

おります。日に 1ドル以下で暮らすみなさんは、常に食事や日用品、

医療や住むところへの心配はつきません。各地域の村長さんを通し世

話役さん、スタッフと相談をしながら必要なものをお届けしておりま

す。付け加えて子供の栄養と健康を考え、お米もたくさん頂きました!! 

長年に渡りあたたかなご支援を心より感謝しております!! 

 

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

子供たち、http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190416.html  

  

ご支援を続けてくださる皆様のお陰です!!  2018年 4月 24日 

匿名をご希望のご支援者様よりご支援が届き大変感謝をしておりま

す!!ご支援を続けてくださる皆様のお陰で様々な地域へ必要なものを

お届けすることができます。本日のご報告写真はローカルスタッフの

活動するカチリの地域の様子です。毎週日曜日は子供たちへ読み聞か

せと、女性コミュニティーの皆さんの悩み相談を行っています。ここ

へ引っ越して 3年目ですが現在は土地も広がり、コミュニティーも大

勢になり、村長さんや皆さんに大変喜ばれています。近くに学校がな

いことが大きな悩みですので寺子屋を建設しようと計画中です。現在

はローカルスタッフが仕事の合間に子供たちへ勉強を教えています。 

 

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

https://yaplog.jp/mamamamie/1 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190415.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://www.childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190416.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190424.html  

  

素敵なショートムービーが届きました  2018年 4月 27日 

先日、大勢の方に武道館（多目的ホール）を使っていただいていると

ご報告いたしましたが

（ http://childrenhope-ug.com/new/u20190410.html ）、昨日、シ

ョートムービーが届きました。子どもたちが皆生き生きとしていて、

本当に楽しんでいる様子が映っておりました。ありがとうございます。 

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/u20190427.html  

 

お陰様で 1学期が無事に終わり子供たちはお休みに入りました  

2018年 5月 6日 

お陰様で 1学期が無事に終わり子供たちはお休みに入りました。支援

する地域ではお休み中でも畑や家畜の世話、勉強会などで大忙しです。

毎食大勢の食事が必要になるので、畑でとれないものや日用品、衣類

やマラリアのお薬などをお届けしています。チルドレン・ホープの支

援しているカンパラのマッキンディにはシングルマザーさんや子供た

ち 300名以上、メンゴには 40名以上、カチリには女性コミュニティー

の皆さんシングルマザーさんや子供たち 30名以上、他ルクリ、ルワフ、

ガング、ナンサナ、イガンガの子供たちへお届けし大変喜ばれていま

す。皆様、いつも本当にありがとうございます!!お陰様でみんな元気

にしています!! 

 

後藤様、shimozuru kiyoshi様、山口直子様、逢見篤太様、加藤好佳様、 

他ご支援を続けてくださる匿名をご希望のご支援者様、本当にありが

とうございます!! 

 

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20190424.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190410.html
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190427.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html


https://yaplog.jp/mamamamie/1  

子供の様子、こちら、 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-1.html  

 

モリノファーム、小さなショップ、豚や鶏ヤギ、ウサギなど  

2018年 5月 6日 

お陰様でモリノファームのご近所さんや村長さんが無償で土地を貸し

てくださるなど順調に広がり、豚や鶏・ヤギ・ウサギなども殖えて喜

んでいます。集まる人の輪が段々と大きくなり、毎週日曜日は持ち寄

りで食事会や子供たちへ勉強会を開くようになっています。女性コミ

ュニティーの皆さんや子供たちは「苦しい中でも、あなたたちのお陰

で喜びや楽しみの時間ができました」と笑顔で語ってくれます。支援

する地域の目標は、子供たちの教育の場がないので学校を建てよう!!

と頑張っています。生活に困難な方がまだまだ大勢おりますので、手

に入りにくい食料や日用品、衣類やお薬などをお届けさせて頂きまし

た。 

 

森野熊男様いつも、本当にありがとうございます!! 

 

子供たち、カンパラや田舎の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-2.html  

 

柔道着が届きました！！  2018年 5月 6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武道を教えています。この度、天理教校

学園高等学校柔道部、川合貴士先生より、たくさんの柔道着を送って

いただきました。中々手に入らないものですので、メンバー一同大喜

https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-1.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-2.html


びです。早速、寝技の稽古に着させていただきました。川合先生、誠

にありがとうございます。 

 

プロジェクトに関しましては、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-3.html  

   

 

お休みで勉強もお手伝いも頑張っています!!（4月の子供たち）  

2018年 5月 7日 

ウガンダの子供たちは 4月末にお休みに入りました。お陰様でシング

ルマザーさんや子供たちは大変元気で過ごしております。モリンガス

マイルアース様より 4月末に子供たちへご支援をお送り下さいました。

今回は短いお休みですので次の学期へ勉強にも真剣な態度で取り組み

地域のお手伝いにも励んでいます。皆様のあたたかな真心のお陰でシ

ングルマザーさんや子供たちに生きる力がついております。ありがと

うございます!! 

 

モリンガスマイルアース様より☆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◎ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190507.html  

 

寮に入るカンパラの子供たち  2018年 5月 9日 

チルドレン・ホープのシングルマザーさんや子供たちへご支援をお送

りくださっているお陰で毎日の生活や勉強＆お手伝いにも励んでおり

ます。支援をしているカンパラのワスワ、ナカトちゃんは、一学期も

生活態度と勉強を本当に頑張りました。成績は中間試験より上がった

ので安心です。お手伝いの合間に小さな子の面倒をよく見ているので

http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-3.html
http://www.moringa-f.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20190507.html


大変好かれています。自転車やコンピューターなどが大好きで遊ぶこ

ともあります。全寮制の学校に通いますが学費は一学期間三万円以上

と高額ですが、寮の先生、世話役さん、スタッフと毎日一緒で食事や

生活の世話、医療のこともあるので村長さんとの相談から低学年後に

通っています。他のレイモンド君、リッチモンド君、デリック君、リ

アナちゃんも通っています。皆様のお陰で毎日の子供たちは心身共に

健康で心より陽気に過ごすことができます。ありがとうございます!!! 

 

住田治喜様、川上美也子様、匿名希望の方などありがとうございま

す!!! 

 

ご支援などは 

子供たち、カンパラや田舎の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190509.html  

 

柔道着をありがとうございます！！  2018年 5月 10日 

先日お伝えしました「柔道着が届きました！！」

（ http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-3.html ）の続報で

す。本日、同じカンパラで柔道と柔術をやっているカンパラ・グラッ

プリング・クラブにお届けしました。早速、柔道着を着て稽古をして

くれました。 

 

天理教校学園高等学校柔道部、川合貴士先生ありがとうございます。 

 

プロジェクトに関しましては、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190510.html  

 

https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190509.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190506-3.html
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190510.html


チルドレンホープの子供たちの学びの場   2018年 5月 13日 

長年の付き合い(16年以上)があるローカルスタッフの活動するカチリ

の土地は子供たちの学びの場がないので小さな部屋ですが建設しよう

と思います。トラックで 3台目のブロックと砂を購入しました。真心

のご支援を続けてくださるご支援者様は、いつも子供のことを考えて

くださるので本当に感謝の日々です。 

 

ご支援などは 

子供たち、カンパラや田舎の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190513.html  

 

チルドレン・ホープの支援する子供たちへ(山中憲一様)  

2018年 5月 20日 

お陰様でみんな毎日元気にしております。チルドレン・ホープの支援

する子供たちはもうすぐ 2学期が始まります。今回のお休みは非常に

短く、学費や学校用品の準備に忙しなりました。その他、お米をたく

さんありがとうございます!! 

 

山中憲一様、あたたかなご支援を本当にありがとうございます。 

 

子供たち、カンパラや田舎の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190520-1.html  

 

モリノファーム、畑・家畜・ショップ他  2018年 5月 20日 

チルドレンホープの支援する地域の女性コミュニティーの皆さん、シ

ングルマザーさんや子供たちはとっても元気でありがたい毎日を過ご

https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190513.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190520-1.html


しております。段々と人が増えて、今では少し遠くても通ってくる人

がいます。今までどうしてよいかわからない、、と遊ばせていた土地

を上手に活用して、野菜を作ったり、家畜を育てています。他にも小

さなショップを出す人、養魚を始めようとトレーニングに通っている

人もいます。ここには子供たちの学校がないので地道に頑張っていま

す。非常に貧しく困窮している人たちが笑顔で幸せな暮らしのできる

ようサポートを続けております。 

 

森野熊男様、いつも本当にありがとうございます!! 

 

子供たち、カンパラや田舎の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190520-2.html  

 

もうすぐ 2学期が始まります!!  2018年 5月 20日 

今回のお休みはとても短く、もうすぐ 2学期が始まります。支援をす

る各地域では、みんな準備に忙しくしております。学校へ通えない子

供たちに、村長さんやローカルスタッフと相談をして、学費や学校用

品、筆記具など足りないものをお届けしております。カンパラにはマ

ッキンディ 200名～、ルワフ数名、メンゴ数名、ガング 4名、ナンサ

ナ 1名、カチリの子供たち十数名へお届けしております。特に最初か

ら支援をしているマッキンディでは自立をした人も多いですが、ここ

へ逃げてくる人もいますので常にサポートをしています。あたたかな

ご支援を長年続けてくださる匿名をご希望のご支援者様、本当にあり

がとうございます!!また、お陰様で支援する地域に設置したカンパ

ラ・大きなタンク 2台、カチリ・大きなタンク 2台、など毎日使用し

て大変喜ばれております。他にも新しい支援場所に学校がないので小

さな部屋を建設中です。 

 

子供たち、カンパラや田舎の様子、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190520-2.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1


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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190520-3.html  

 

未来を切り開く子供たちのために!!  2018年 5月 24日 

お陰様で支援と活動をする地域が増えて喜んでおります。今まで「生

活が苦しい、どうしてよいかわからない」等と訴えていたたシングル

マザーさんや子供たちは、皆様のお陰で畑や家畜、小さなショップ、

古着売り、養魚などをスタートさせ段々と生活の環境を整えておりま

す。2017年に支援に入った地域では、シングルマザーさんや子供たち

が大勢集まりますが今では隣村からもチルドレン・ホープのうわさを

聞いてやってきます。この地域で大変なことは子供たちの学びの場が

ないことです。現在小さな部屋ですが学校を建設中です。他のカンパ

ラ、ルワフ、メンゴ、ガングの子供たちへも世話役さんやスタッフと

相談して常に必要なものをお届けしております。 

 

逢見篤太様、小松恵美様、他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!! 

 

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190524.html  

 

チルドレン・ホープの子供たちへ  2018年 5月 27日 

チルドレン・ホープの支援する地域で教育を受ける場所がないので教

員免許を持つローカルスタッフが勉強会を開いています。子供たちの

部屋がないので少しずつ建設を進めています。お陰様でブロックや砂、

セメントなどの資材を購入しました。長年応援をしてくださる皆様本

当にありがとうございます!! 

 

http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190520-3.html
http://www.childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/givingactivities.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190524.html


https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190527.html  

 

今日も子供たちのために建設中です!!   2018年 5月 27日 

先日からお伝えしております、チルドレン・ホープの新しい支援先の

子供たちのために勉強会を開いています。学びの場がないので小さな

部屋ですが学校を建設中です。少しずつですが塀が出来上がってきま

した。写真は、本日またトラックでブロックやセメントなどの資材を

購入しました。 

 

後藤様、匿名をご希望のご支援者様などなど、 

長年応援をしてくださる皆様本当にありがとうございます!! 

 

https://yaplog.jp/mamamamie/1  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190529.html  

 

2 学期です  2018年 5月 31日 

お陰様でチルドレン・ホープの子供たちは楽しみにしていた 2学期が

始まりました。お友達に会えて嬉しそうです。勉強も段々と難しくな

るので頑張っています。 

長い間応援をして下さる皆様、モリンガスマイルアース様など、あり

がとうございます。 

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

 

☆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  

https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190527.html
https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190529.html
http://www.moringa-f.com/
http://childrenhope-ug.com/supporter.html


ご支援、詳細などは、こちら、https://yaplog.jp/mamamamie/1  

ご協力のお願い、方法などは、こちら、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20190531.html  

 

2. 活動報告 

  

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

https://yaplog.jp/mamamamie/1
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20190531.html


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  

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

