
ニュースレター 2020年 3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？ウガンダでは長いお休みが終わり、待ち

に待った新学年がスタートしました。今年も無事に学校へ通えることを皆と

ても楽しみにしております。皆様のあたたかいご支援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 

子供たちへ教育支援、物資の支援をありがとうございます！  

2020 年 2 月 4 日 

・ ナカトちゃん 11 歳６年カンパラスクール全寮制・英語が得意です。    

将来はオフィスで働きたいです！ 

・ ワスワ君 11歳 6年カンパラスクール全寮制・運動が好きです。歌

も好きです。自転車が欲しいです！ 

・ ガビン君４年ワキソ全寮制・地元の小学校では常に学年 1 位で先生

やみんなのお手伝いも好きです。ローカルスクールでは畑を耕した

り家畜の世話も教わるの大変楽しいです。ひいおじいさんがお医者

さんだったので今の夢はお医者さんになりたいです。 

・ ナーサ君、母が出稼ぎでいつもいません。学校が好きでみんなと勉

強をできることは嬉しいです。 

・ リアナちゃんのお母さんはシングルマザーです。リアナちゃんと一

緒に住んでいません。パソコンを使うのが好きなので、将来 IT の

会社に入りたいです。夢はパソコンが欲しいです。 

他レイモンド君、リッチモンド君、パテ君その他大勢相談に応じて学

費や食費などお届けしております。 

里子の住んでいる地域はカンパラ、ガング、カチリなどです。 

 

下記は今までご支援頂いた子供たちの近況です… 

http://childrenhope-ug.com/
https://goo.gl/hytQkj


・ サラちゃん 19 歳、現在チルドレン・ホープローカルスタッフです。

ミシンの仕事を頑張っています。 

・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  

 

yamaguchi naoko様、後藤様、小松恵美様、モリンガスマイルアース様、 

里親様、匿名をご希望のご支援者などなど、子供たちへ教育支援、食

料、日用品、衣類などありがとうございます！  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200204.html   

 

ウガンダ・センターでは、どんな境遇に...    2020年 2 月 5 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

く生き抜いて行けるように武道・格闘技をおしえています。 

お陰様で、武道館・多目的ホールも完成し、毎日ウガンダの皆さんに

使用して頂いております。以前

（ http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html ）お伝えしま

したが、センター長の友人は貧しい子どもたちや若者にテコンドーを

http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200204.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html


教えておりますが「稽古場の立ち退きにより、自分たちで建設を始め

た」と連絡がありました。センター長は自分が建設で大変苦労したの

を思い出し、友人へ武道館・多目的ホールの屋根の張替えで使わなく

なった屋根を寄付させていただきました。武道館・多目的ホールが大

きいので、屋根のサイズも大きくとても助かると喜んでおりました。

将来を担うウガンダの若者たちに頑張って欲しいと願っております。 

 

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

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html   

  

武道館・多目的ホールで空手の昇級審査会   2020 年 2 月 5 日 

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武

道・格闘技をおしえています。 

２月４日（火）、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した。審査会は、基本に始まり、移動、

型、体力、柔軟を経て、組手で締めくくりました。武道館（多目的 ホ

ール）が出来てからは、毎日稽古がありますので、今回はとてもレベ

ルの高い審査会となりました。 

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）  

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200205-2.html   

  

 

http://childrenhope-ug.com/support/index.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html
http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://kyokushin-uganda.com/
http://childrenhope-ug.com/new/u20200205-2.html


学校が始まりました!!    2020 年 2 月 7 日 

リアナちゃん、ニニちゃん、ナスブガ、ジェーンちゃんの学費や給食

をお届け致します。いつも真心のご支援をありがとうございます。 

NPOチルドレン・ホープ  

ウガンダセンター事務局  

石原悦子   

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200207.html   

 

新学期が始まっています！    2020 年 2 月 12日 

チルドレン・ホープで支援をしている地域で新学期が始まっておりま

す。貧しい人々へご相談の後、学費や給食費、食事代などをお届けし

ております。 

shimozuru kiyoshi 様、makimakisenda 様、小松恵美様、逢見篤太様、

川上美也子様、 

匿名をご希望のご支援者様などなど、本当にありがとうございます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200212-1.html   

  

蚊帳を配りました    2020 年 2 月 12 日 

ウガンダではマラリアで命を落とすことが多々あります。シングルマ

ザーや孤児、難民の子供たちへ蚊帳を配布しました。 

鏡味いそ子先生、匿名希望のご支援を続けてくださる方等、心より感

謝申し上げます。 

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200212-2.html   

  

 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200207.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200212-1.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200212-2.html


アフリカの活動のためにありがとうございます   2020 年 2月 19 日 

山中憲一様はアフリカの活動のことをご心配下さりご支援くださいま

した。シングルマザーさんや子供たち、アフリカの武道館、多目的ホ

ールの屋根の修理などに使用させていただきます。そのほかアフリカ

のためにお米をたくさんくださいました。誠にありがとうございます。

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200219.html   

  

モリノファーム、ショップ、子供たちへ    2020 年 2 月 20日 

最近暑くて寝むれない日が続きます。雨が少ないので雨水をためたタ

ンクが大活躍です。畑、ショップ、子供たちへ物資などお届けさせて

頂きます。 

☆森野熊男様、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  

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/u20200220.html   

  

シングルマザーさんや子供たちへ    2020年 2月 25日 

学校が始まりましたので少しほっとしております。しかし、貧しい地

域の子供たちの体調管理は大変です。食物などを畑で作りますが、足

りないものはお届けしております。ウガンダセンター長と縁のある各

地域の村長さんやチルドレン・ホープのスタッフを通じてお届けして

おります。 

 

後藤様、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  

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

http://childrenhope-ug.com/new/u20200219.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/children2012.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html
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http://childrenhope-ug.com/children2012.html


関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200225.html    

 

ウガンダ・センターでは、どんな境遇にあっても...   

2020 年 2 月 27 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

く生き抜いて行けるように武道・格闘技をおしえています。お陰様で、

武道館・多目的ホールも完成し、毎日ウガンダの皆さんに使用して頂

いております。以前

（http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html、 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html ）お伝えしました

が、センター長の友人は貧しい子どもたちや若者にテコンドーを教え

ておりますが「稽古場の立ち退きにより、自分たちで建設を始めた」

と連絡がありました。センター長は自分が建設で大変苦労したのを思

い出し、友人へ武道館・多目的ホールの屋根の張替えで使わなくなっ

た屋根を寄付させていただきました。武道館・多目的ホールが大きい

ので、屋根のサイズも大きくとても助かると喜んでおりました。 

将来を担うウガンダの若者たちに頑張って欲しいと願っております。 

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

 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200227.html  

 

大勢の方々に使っていただいております    2020 年 3 月 2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・格闘技を教えています。3 月 29

日に行われます東アフリカブラジリアン柔術トーナメントに向けて、

各国から続々とウガンダセンターに人が集まってきております。 

今回は武道館（多目的ホール）をセミナー会場、宿泊施設として使っ

ていただいております。昨日は、大会に先立ちまして、ブラジルから

来られた達人の特別クラスでした。お陰様で、大勢の方々に武道館（多

http://childrenhope-ug.com/new/u20200225.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20191007-1.html、
http://childrenhope-ug.com/new/u20200205.html
http://childrenhope-ug.com/support/index.html
http://childrenhope-ug.com/coop.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200227.html


目的ホール）を使っていただいております。ご支援者の皆様ありがと

うございます！ 

 

関連ホームページ  

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200302-1.html   

 

ウガンダ・センターでは、どんな境遇にあっても...  2020年 3 月 2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

く生き抜いて行けるように武道・格闘技をおしえています。今回の東

アフリカ選手権に出場するためにウガンダに来られ青年たちです。 

タンザニアのアルーシャ、ダルエスサラーム、ケニアのモンバサから

バスを乗り継いで到着しました。チルドレンホープとして、交通費、

宿泊費、食費を支援させていただきました。ありがたいことに、何名

かの選手がメダルを獲得することができました。皆様のご支援のおか

げです。 

 

ご支援に関しましては、 

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

関連ホームページ 

http://childrenhope-ug.com/new/u20200302-2.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。 

http://childrenhope-ug.com/budokan.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200302-1.html
http://childrenhope-ug.com/karate.html
http://childrenhope-ug.com/new/u20200302-2.html


【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 

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。  

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


▼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

