
ニュースレター 2020年１、2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？ウガンダでは長いお休みも今週で終わり、

来週 2月 3日より 1学期が始まります。少しずつですが、文房具等をお届け

しております。今年も学校へ通えることに感謝しております。皆さま誠にあり

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 

12 月に入りました!!忙しくなります☆   2019 年 12 月 3日 

おかげさまで今年も 12 月を迎えることが出来ました。子供たちはお休

みに入り成績もよかったようで安心をしました。しかし、現在雨の季

節ではないのに突然の雨が多く体調を崩す子供も出ております。栄養

面を考えたお食事やお薬、治療費などをお届けしております。また、

年末には物資の高騰が考えられますので今から長く保存できるものを

心がけております。早速お休みに入りました子供たちへ石原久子様よ

りあたたかな真心が届きました。心より感謝をしております。 

 

ありがとうございます!!ご支援など、

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

アフリカよりブログを更新しております、

https://childrenhope-ug.blogspot.com/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191203.html  

 

雨が多く降っています    2019 年 12 月 9 日 

子供たちはおかげさまで学校のお休みに入りました。毎日宿題やお手

伝いに忙しくしております。12月はウガンダ国内で一番楽しみにして

いるクリスマスがあります。クリスマスが近くなると物資高騰に悩ま

http://childrenhope-ug.com/
https://goo.gl/hytQkj
http://childrenhope-ug.com/coop.html
https://childrenhope-ug.blogspot.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20191203.html


されますので色々お届けしております。またチルドレン・ホープの支

援している地方では雨がひどく畑や家畜の被害が大きいので色々お届

けしております。 

川上美也子様、匿名をご希望のご支援者様などなど、本当にいつもあ

りがとうございます!! 

 

ありがとうございます!!ご支援など、

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

アフリカよりブログを更新しております、

https://childrenhope-ug.blogspot.com/ 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191209.html  

  

石川聡様よりアフリカの子供たちへ   2019年 12 月 10日 

長年応援をして下さっております石川聡様よりアフリカの子供たちへ

ご支援が届きました。年末に物資の高騰があり皆さん困っています。

本当にありがとうございました。 

 

ありがとうございます!!ご支援など、

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

アフリカよりブログを更新しております、

https://childrenhope-ug.blogspot.com/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191210.html  

  

クリスマスの近づいた子供たちへ☆    2019 年 12 月 11 日 

山中憲一様よりクリスマスを楽しく過ごせるようにあたたかな真心の

ご支援が届きました。子供たちは年末の物価高騰に大変困っています。

食べるものや日用品が高くなりますので早速お届けしております。あ

りがとうございました!! 

 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
https://childrenhope-ug.blogspot.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20191209.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
https://childrenhope-ug.blogspot.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20191210.html


ありがとうございます!!ご支援など、

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

アフリカよりブログを更新しております、

https://childrenhope-ug.blogspot.com/  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191211.html  

 

里親さん(子供たち 2019)    2019年 12 月 11日 

日本の里親さんから、学費や生活費のご支援を頂いております。今年

も一年間おかげさまで学校へ通うことが出来ました。本当にありがと

うございます。 

・ナカトちゃん 10歳５年カンパラスクールボーディング/勉強は英語

と算数が楽しい！自転車が欲しい!!編み物がしたいので毛糸もほしい

です!! 

・ワスワ君 10 歳５年カンパラスクールボーディング/歌と踊りが好き

だ。勉強は英語が得意！外で遊ぶのが大好き、歌うのも好き、みんな

と会えるので学校も大好きです！自転車が欲しいです！ 

・サラマちゃん 1４歳ｓ１ペンスター/歌がとても好きで、アフリカの

ダンスも好き、将来はダン サーになりたい！国語や社会も大好きで

す！水汲みのお手伝いは任せてください！私は何回も運びます！ 

・サラちゃん 19歳/ミシンの学校を卒業し働きに出ています。毎日仕

事が終わると地域の貧しい子供たちの面倒を見ています。日本の皆様

へ感謝を忘れず恩返しの毎日です。 

・ガビン君３年生/来年は 4 年生ですのでボーディングスクール(寮生

活)へ入れるといいな、と話しています。毎年学年で 1位です。 

・ホープちゃん３年生/学校が大好きです。毎日お手伝いもしています。

将来は看護婦さんになりたい。いつも私はみなさんの幸せを願ってい

ます！ 

・ナマスバ・ナスブガ・ジェーン/10 歳５年生クラスでクラスリーダー

です。母がいないのでとても寂しい思いをしています。しかし、みな

さんのかげで学校に通えることは幸せです。毎日頑張りますね。 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
https://childrenhope-ug.blogspot.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20191211.html


・ニニちゃん両親がいません、亡くなりました。スタッフが面倒を見

ておりますがとても明るくすくすく育っています。成績もクラスでト

ップです。笑顔が絶えない子供です。 

・リアナちゃん勉強を頑張っています。将来コンピューターコースに

行きたいのでコンピューターが欲しいです。 

・レイモンド君、リッチモンド君、パテ君、幼児クラス・カンパラス

クール 

 

下記は今までご支援頂いた子供たちの近況です… 

・ロジャース君 22歳働いています。 

・ムゲルワ君 17歳専門学生です。(成績が良いので奨学金や地域の方

のサポートで学校に通っています) 

・ナントンゴちゃん 16 歳高校生です。(成績が良いので奨学金や地域

のサポートで学校に通っています) 

・リータちゃん 20歳働いています。 

・レジーナちゃん 16 歳高校生です。(成績が良いので奨学金や地域の

サポートで学校に通っています) 

・ルベガ・トレーバ君 20 歳働いています 

他、学費の足りない子供へお届けしております。 

いつもありがとうございます!! 

 

詳しくはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

ご協力につきましてはこちら、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191213.html  

  

子供たちへありがとうございます！    2019 年 12 月 16 日 

年末で忙しくなりました。ウガンダでは一番大きなイベントが 12 月に

あります。その度に物価の高騰がありますので頭を大変悩ませており

ます。お食事や生活必需品、雨が多いので体調を崩す子供がいるので

http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191213.html


お薬や衣類などもお届けしております。あたたかな応援をありがとう

ございます!! 

 

住田治喜様、逢見篤太様、makimakisenda 様、匿名をご希望のご支援者

様、いつも本当にありがとうございます。感謝をしております。 

 

詳しくはこちら、http://childrenhope-ug.com/children2012.html  

ご協力につきましてはこちら、

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191216.html  

  

モリノファームなど支援する地域ではクリスマス...  

2019 年 12 月 16日 

モリノファームなど支援する地域ではクリスマスになるので大忙しで

す!!畑にはトウモロコシや豆が出来て、家畜は大きく育ち売れました。 

シングルマザーさんや子供たちはクリスマスやニューイヤーの準備で

大忙しです。今年の食料を集めること、これからの学費や給食費など

心配事は尽きませんがそれぞれに頑張っております。あたたかな真心

を誠にありがとうございます!! 

 

森野熊男様ありがとうございます☆  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191216-2.html  

  

子供たちの物資やケーキが間に合いました!!   2019 年 12 月 25日 

おかげさまで物資を配布し、ケーキをお届けすることが出来ました。 

 

☆戸ノ崎聖子様、石原久子様、伊藤京子様、川上美也子様、今橋告様、

小松恵美様、他、匿名を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☆ 

 

http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191216.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191216-2.html


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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191225.html  

  

あけましておめでとうございます     2020 年 1 月 6日 

 

皆様、あけましておめでとうございます。 

旧年中は格別のご高配を賜りありがとうございました。 

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

NPO法人チルドレン・ホープ 

ウガンダセンター代表 石原藤彦 

 

Happy New Year! May this year will be happy and fruitful. 

 

早速お正月からモリンガスマイルアース様、山口直子様、後藤様、 

simozurukiyosshi様、今橋告様、 

匿名をご希望のご支援者様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 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200106.html  

 

もうすぐ 2020 年新学期が始まります    2020 年 1 月 7 日 

里親さんからナジュマ・ンシンベちゃん 10 歳女の子、ナサくん中学３

男の子、他学費が届きましたのでお渡ししております。ウガンダでは

もうすぐ新学年が始まります。おかげさまでみんな新学年をスタート

することが出来ます。ご協力、誠にありがとうございます。 

 

匿名をご希望のご支援者様、住田治喜様などなど、 

いつもありがとうございます。 

http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191225.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200106.html


 

☆彡ご支援に関しましては、http://goo.gl/h5w7k 

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20191225.html 

 

学校が始まります！    2020 年 1 月 7 日 

チルドレン・ホープの支援している子供たちの 2020年新学期が始まり

ます。支援する各地域へとお届けしております。 

 

鍋田良寛様、makimakisenda様、匿名をご希望のご支援者など本当に感

謝をしております。 

 

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

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200114.html  

 

日頃より子供たちのためにありがとうございます!! 2020 年 1 月 15日 

アフリカの子供たちへ食料や物資などをお送りくださいました。子供

たちの学校が始まりますので本当に助かります。山中憲一様いつも、

ありがとうございます。 

 

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

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200115-1.html  

 

浄水器のご支援がございました。 

たくさんお子さんがいる家にお届けして大変喜ばれました。 

今橋告様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  

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200115-2.html  

 

学校が始まりますので学費をお届けしております 2020 年 1月 20 日 

子供たちの学校が始まります。チルドレン・ホープのワスワ君、ナカ

トちゃん、他の子供たちへお届けいたします。 

いつもご支援をありがとうございます。 

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

 

川上美也子様、逢見篤太様、ありがとうございます。 

 

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

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200120.html  

 

モリノファーム    2020 年 1 月 23日 

豚や鶏、ヤギ、ウサギなどの家畜を購入しようと思います。ゆくゆく

は牛を購入し増やしていきます。畑もおかげさまで順調です。 

 

森野熊男様ありがとうございます。 

 

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

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200123.html  
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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

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 

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


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

