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センピジャ知事来会
　AAAーUを通じて支援を行っているウガンダ
共和国マサカ県のビンセント・センピジャ知事
が3月6日～15日の間で来日、8日はAAA最高
顧問山崎城之の1年祭に参拝、12日には埼玉県
国際交流協会を表敬訪問、AAA本部へ来会して
次回送る予定の消防車や衣類等の救援物資を視
察された。知事は「長年にわたるAAAのウガン
ダ支援に感謝すると共に、まだまだ物資の足ら
ないアフリカでは、インフラ整備の中でもゴミ
問題が深刻化しており衛生指導も行き届かない
状況では、ゴミ収集車等の特殊車両が大変貴重
であり、環境改善にも効果を発揮してくれるの
で、次回送る消防車はじめ特殊車両を送って頂
けると非常に有難い、今後も引き続き支援して
頂きたい」とのべ、約1時間語り合った。　　
　　　　　　　　　　　　事業部長/山崎毅史

  海 外 報 告  
ウガンダ／ＡＡＡーＵ
　カルングヘルスセンター所長のカヨンド・モ
デスト氏がルカヤのヘルスセンターに異動にな
りました。1999年のＡＡＡーＵのウガンダで
の活動開始の最初のプロジェクト、医療巡回を
初め長年協力してきました。1月現在でも、ま
だカルングとルカヤとマサカを行ったり来たり
で、事務処理などを行っているようです。カル
ングヘルスセンターにあった救急車2台のう
ち、最初に贈呈した救急車が古くなり、カルン
グヘルスセンターでは修理して使うほどの予算
も無いことから、マサカ県で修理して、他のヘ
ルスセンターで使うようにしたいという要請が
ありましたので、「使えるところで大事に使っ
て下さい。」と返事をしました。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　AAAーU　山崎敬充

カンボジア／コンテナ到着
　昨年12月に出荷したカンボジア向けコンテナ
が、本年1月に首都プノンペンにあるオリガミ
スクールに無事到着。蓮の会を通じて子供たち
に配られた。暑いイメージのあるカンボジアで
すが、最近気候の変化で寒い日もあるらしく、
冬物の洋服や毛布が喜ばれた。オリガミスクー
ルでは、以前贈呈したピアニカを活用したり、
日本の歌をクメール語で合唱したりと、音楽へ
の関心が非常に高く、ボランティアで指導して
下さる音楽の先生を募集しています。お知り合
い等でどなたかいらっしゃいましたらAAA本部
までご連絡下さい。
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センピジャ知事埼玉県国際交流協会表敬訪問

※カンボジア／音楽指導ボランティア募集！
　ピアノが弾けて3ヶ月以上滞在できる方。
※ウガンダ／ゴミ収集車や消防車等   
　特殊車両、農機・農機具募集中！　　　　　
　　　　　



  国 内 報 告  
定例衣類整理箱詰め

作業ボランティア
○チームつめるやん
1月19日　衣類整理　参加15名　箱数43箱
参加者：榎本日佐子,西内ひさ子,丸山源一郎,山
崎純子,理人,和奏,滉人,山崎美江,敬陽,越後翔子,
雅,山崎毅史,正美,毅太朗,毅治朗　
参加者一言：予報は雨降り、ところが作業が始
まる頃から晴れになり久々の15名。（日佐子）
参加者一言：今日は外が暖かくて凍えながらな
んてことがなかったので良かったです。(翔子)

2月8日　衣類整理　参加16名　　
参加者：榎本日佐子,森岡香蓮,丸山源一郎,西内
ひさ子,西内大州,菊地涼,ﾗｳｨﾆ・ﾜﾘﾄﾞ,山崎純子,
栄慈,拓人,理人,和奏,毅史,正美,毅太朗,毅治朗
参加者一言：予報は曇りだったが、晴れて風が
少し強くはあったけど太陽の熱を背にうけ大変
有り難いお日和に恵まれました。

3月19日　衣料＆倉庫内整理　参加21名
参加者：西内ひさ子,青木久和,山崎栄慈,智子,理
人,和奏,滉人,咲楽,山崎敬充,美江,敬陽,敬太,丸
山源一郎,中澤みき,榎本貴子,和貴,山崎純子,山
崎毅史,正美,毅太朗,毅治朗

○チーム浦和
　昨年に引き続き本年も寒い中コツコツと活動
して下さっています。御蔭様で衣類の仕分け作
業に追われる事なく活動出来ております。有り
難うございます。

  E M 関 連 情 報  

バイオトイレが活きる！
  ＡＡＡ本部内にサンプルを設置。大便の際は
ご自由にご利用下さい。ＥＭ楽農の飼料になり
ます。このトイレは、武蔵建材工業の田中社長
が地球に優しい暮らしを追求し、その一環とし
て製作されたものです僻地や農園、工事現場で
トイレが必要な場合に、是非ご利用下さい。購
入/貸出し希望受付中！価格は50～60万円

武蔵建材工業が新開発！
半永久使用可能プランタ
　バイオトイレをはじめＡＡＡ本部のショー
ケースや、庭のひさしを提供して下さっている
武蔵建材の田中社長が、軽量のアルミを有効に
活用した半永久使用可能のプランタを新開発！
屋上やアスファルト・コンクリートの上など、
都市型の土の無い家にも、手軽で簡単に設置し
緑化でき、家庭菜園が楽しめる正に現代の環境
問題に即効性のある逸品です。土にはEMぼか
しを混ぜて小さな畑に野菜が盛りだくさん！一
番の特徴は、ユニットの底に水が貯まりその水
をリボンで吸い上げて土に戻していく仕組み。
　従来の垂れ流しのプランタに比べて、保水力
が格段の差です。規格は大小の2種類で
サイズ　大：660mm×1000mm￥12,000円
　　　　小：660mm×1000mm￥  7,000円 
半永久的に使える事を考えると格安！深さはゆ
とりの200mm、素材は軽くて丈夫なアルミと
ポリエチレン製、色は落ち着きのあるブロンズ
とブラック、他にシルバー、ホワイトと４種類
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まごころさん（ＡＡＡ会員）募集キャンペーン
【あなたも地球家族の一員に！】ご家族、友人、知人にお声がけ下さい！

「地球家族のたすけあい」人類もれなく陽気づくめの暮らしをするために、互いにたすけあいましょう！
  まごころさんにご入会頂くと※EM製品1割引、※海外送料を半額に優待させて頂きます。



オプションで1000mm×1000mmのネットが
ありツタなどを這わせるのに利用できます。
￥1,500円（税込み）お問合せはＡＡＡ本部ま
で。人気商品につきお早めにご予約下さい。

AAA本部家庭菜園

　前回のナメクジ対策情報募集の記事に奈良県
みっちゃんさんから耳寄り情報を頂きましたの
でご紹介致します。
　ナメクジ退治方法そのー、米ぬかと、ラン
ネードを混ぜ合わせて小さい捨ててもいいよう
なものに入れて、ナメクジの出る畑に夕方置
く。翌朝見に行ってご覧なさい、沢山ナメクジ
退治が出来ます。雨の日は駄目、冬頃から始め
ると良い苺出来ます。試して下さい。ではま
たー。（ランネードは農協や農業関連の所で尋
ねてみて下さい）引き続きナメクジ対策情報は
じめその他家庭菜園に役立つ情報募集中です。

AAA本部田植え参加者募集！
　昨年は僅か77kgの収穫でしたが、手植え日
干し乾燥により美味しいお米が穫れました。昨
年に引き続き、今年も手植えに挑戦します。田
植え時期は5月末から6月初旬を予定。参加して
下さった方にはかき氷をご馳走します。参加費
１人￥800円、昼食付き。参加希望の方はお早
めにご連絡下さい。

援農受入れ先
【岡田農園】群馬榛名の美味しい無添加梅干
群馬県榛名町上里見梅干し金賞に輝く！完熟梅
拾い作業、剪定等、除草、ネット張り等・・・
帰りには榛名温泉に浸かってリフレッシュ！
梅干しのご購入はインターネット
http://www.kaorunoume.com/
又はFAX：027-374-0313　300g￥1,365円～  
【高崎農園】ＥＭ米づくり
平成20年収穫の特別栽培農産物減減米コシヒカ
リが、さいたま市の品評会にて見事１等に選ば
れ「埼玉県知事賞」を受賞されました。
お米30kg玄米：無農薬EM栽培コシヒカリは

￥15,000円、特別栽培農産物減減米コシヒカ
リは￥10,000円、彩のかがやきは￥8,000円
美味しいです。ご賞味下さい。1kg、5kg、
10kgでも販売してます。
梅干し・お米のご注文はAAA本部でも受付けて
います。（送料は別です。代引発送できます）
※特別栽培農産物とは、地域の慣行栽培と比較
して、化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使
用量をそれぞれ半分に減らして栽培された農産
物のことです。

援農ボランティア登録受付中　

援農出動！で自然を知ろう！
援農登録ページ作成しました是非登録して下さい！

お便りコーナー
▼引っ越すので最後の寄付となります。これか
らもがんばって下さい▼どうぞ世界の方々へ届
けて下さい▼寒さ厳しい中、御活躍のことと思
います。2009年の1、2月分のまごころさんで
す。本年もよろしくお願いいたします▼はじめ
まして。ずっと昔から残しておいた、でもやり
場のない｀めがね達｀をどうしたらよいか…是
非使って頂けたら、だれかを助けられたら…、
すばらしい活動をされていると思います▼人の
為に何かをできること、それを自分で実現され
ていること私にもその活動力を作っていかなけ
ればと思っています。大変でしょうけれどがん
ばって下さい。めがね達よろしくおねがいしま
す▼海外への「まごころ物資」よろしくお願い
します。▼なるべくきれいなもの、もらった新
しいものを入れました。つかいおおせないの
で、誰か気に入ったものがあれば使って下さい

まごころさん
　　有難うございます
 (敬称は略させて頂いております)　
寺田 宗弘 寺田 笙太 寺田 宥哉 菅間 成勝 菅間 
友江 山崎 純子 阪本 智恵 山崎 敬充 山崎 毅史 
榎本日佐子 今橋 幸夫 小野 富子 加藤 義道 林 
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真代 佐藤 洋子 垣内 淳子 平井 伸治 福島 洋子 
中山 久江 藤野 富子 久留 隆光 久留田鶴子 上田 
康子 高木 国洋 山岸 博 山岸ミイ 宮島 義雄 平
瀬多満江 下平 良男 内田 秀子 高橋 聖子 岩田 
悦子 細田つね子 菅間 一仁 菅間 善昭 金子 義治 
菅間公美子 斉藤 醇吉 榎本 岳幸 巻 道夫 福島 
武雄 関口 敬 小寺るる子 芦沢満欣子 絹谷依久
子 宮本みさを 赤阪まさ子 赤阪 杏子 赤阪 繁一 
柳生 泰子 金子 豊 金子五百子 吉田 鼎　藤森与
志治 権田 弘子 三尾 孝江 許斐 律子 仁平 浩司 
小林 靖雄 住吉 望 西山華奈恵 中里 睦子 高橋 
正夫 中川 宣和 佐藤 和之 大野 正雄 伊藤かおる 
日高 貞夫 生田由美子  高木 悦子 前納 正道 高
松 登子 川上美也子 高井 季之 山下 喜照 矢嶋 
武弘 黒川 公子 瀧口 洋之 田中久夫 田中みどり 
田中多賀志 神山 道男 戸田真紀子 西辻 正美 西
辻満千代 花垣 智子 森田 美和 片山 敏子 渡辺一
成 山田知恵子 渡辺 夏子 長谷川 薫 長谷川きよ
子 藤岡 直美 原 スミ子 河野 豊 松崎 淑子 竹田 
浩樹 石井 一男 橘 智恵美 山崎 正美 小黒 千春 
辻井 元男 奥山トクエ 塚越 和美 小林真知子 新
井真由美 江川 こと 小林 豊 吉川 義秋 八木 雅
子 岡崎佐代子 大股 健 斉藤 仁 齋藤 和美 野中 
都子 田崎 葉子 榎本岳幸(津気屋) 滝越喜代美 山
形 孝 加藤 妙子 土屋まつみ 小野 富子 加島千代
香 降幡めぶき 野口 陽子 七山 千春 千葉あきこ 
稲本 哲也 戎居 冴美 宮本千恵子 渡辺 茂 大島志
津江 高柳 晶子 伊藤 啓子 浜 美紀 林 映子 鳴海
千佳子 小松アヤ子 萩原 孝夫 井手 慈 高橋 絹子 
柴田 里美 長谷川則子 堀江隆代 藤井 憲二 川北 
信子 埼玉県国際交流協会 天理教埼玉教区浦和
支部 松村 義司 上野 主税 村上 嗣昭 嶋村 明子
田村 直子 石田イネ子 石原めぐみ 金子 修  天理
教国際たすけあいネット 松嶋 征一 大西 孝規 
東京調布国際ボランティアの会 若松 ヒサ 大矢 
邦一 角谷 安奈 藤井 初音 藤井 翔平 松本重次郎 
庭野 健一 富田 笑子 筒井 剛史 石飛砂恵子 浦和
ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞﾛ-ﾀﾘ-ｸﾗﾌﾞ天理教日置荘分教会 

ご寄付戴き

　　有難うございます
 (敬称は略させて頂いております)　
2008年12月1日~2009年2月末までにご寄付

頂いた方を掲載させて頂いております。

誤記・記載漏れ等ありましたらご叱正下さい
青木和美(北区)青山倶枝(釧路市)浅見恵子(桶川
市)足立友香(豊中市)阿部ゆき(千葉市美浜区)石
井静(川崎市川崎区)石川真喜子(横浜市鶴見区)市
川順子(清水区)井波陽子(大阪市阿倍野区)今西亜
友美(京都市左京区)内田由紀子(賀茂郡)内山貴子
(横浜市港北区)江草めぐみ(さいたま市南区)大川
真起子(和歌山市)大倉祐佳(秋田市)大島典子(前
橋市)大谷晋一・ﾏｯﾄﾐﾗｰ(ふじみ野市)大森祐子(杉
並区)大山明美(稲敷市)岡真理子(鳥取市)ｵｸｽﾘｰ典
子(福岡市東区)尾花順二(港区)貝石季実子(世田
谷区)梶田実子(横浜市港北区)加瀬朋子(中央区)
片桐文子(生駒郡)片山邦子(世田谷区)加藤真弓
(関市)金子裕子(前橋市)(株)金原(横浜市保土ヶ谷
区)壁谷友子(世田谷区)河合進吾(江戸川区)菊池
雄士(いわき市)岸恵子(板野郡)岸田結花(川崎市
多摩区)岸嘉宣(足立区)木村あや子(上尾市)木本
彰子(世田谷区)清野洋子(大田区)久保愛(札幌市
白石区)栗山美帆(中央区)御殿場高校  神尾里美
(御殿場市)小林和子(京都市中京区)小林陽子(豊
川市)小俣秀子(北区)近藤静雄(二戸市)最首友紀
子(いすみ市)斉藤みお(杉並区)坂本のり子(札幌
市清田区)佐藤史子(蓮田市)ｻﾝｶﾞﾕｷｺ(富山市)JBｻｰ
ﾋﾞｽ(株)小島伸康(中央区)JBｻｰﾋﾞｽ(株)福岡事業部
松岡(福岡市博多区)JBｻｰﾋﾞｽ(株)(千代田区)JBｻｰ
ﾋﾞｽ(株)第1ｻｰﾋﾞｽ本部田中英昭(横浜市神奈川区)
茂木香苗(甘楽郡)嶋村明子(千葉市稲毛区)清水克
美(川崎市幸区)鈴木理奈子(渋谷区)大信電建(大
阪市北区)高塚智美(香取市)高橋大輔(大阪市東成
区)高橋俊光(大阪市天王寺区)高橋信代(藤沢市)
田川信代(渋谷区)田口雅貴(府中市)竹下美和子
(大飯郡)竹谷郁衣(松戸市)田中香織(守山市)田原
朋子(品川区)田村伸彦(千葉市稲毛区)田村眞紀子
(富士市)千代延瞳(横浜市栄区)千葉緑(千葉市中
央区)鶴田裕基(市川市)ﾃﾞｰﾀｸﾗﾌﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(千代田
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※第二回AAA植林隊を実施予定！
参加者募集中！詳細はお問合せ下さい



区)寺崎浩一(渋谷区)寺本真由美(高槻市)東城由
貴子(大阪市都島区)菅谷孝子(港区)戸塚真紀(新
宿区)中尾宏美(吹田市)中嶋亜由(さいたま市南
区)仲辻恵子(武蔵野市)中野至孝(箕面市)中村恵
美(津市)中村直美(羽卑野市)成田葉子(静岡市駿
河区)野口三奈(文京区)橋本渉(根室市)馬場ゆか
り(八女市)日比野恵美子(名古屋市千種区)広瀬幸
子(渋谷区)細谷真希子(目黒区)本田美咲(中野区)
ぽんぷ斉藤初予(富士見市)本間達哉(川崎市高津
区)松島淑,松本重次郎(春日部市)三枝啓子(国分
寺市)皆川隆志(横浜市港南区)宮川しのぶ(津市)
宮島瑞子(所沢市)村山華織(新宿区)村山純子(枝
幸郡)本木文子(柳川市)森田達也(大阪市都島区)
和島祥浩(羽曳野市)渡部あすか(世田谷区)渡部進
(港区)抽冬喜美代(板橋区)高久葵子(南埼玉郡)舩
木曜子(武蔵野市)堀口敏恵(豊中市)佐々木美幸
(杉並区)ｲｰｽﾄｹｰﾌﾟ(川崎市幸区)蛭間有希子(八王
子市)永藁浩之(駿東郡)田村佳子(佐伯市)田村彰
子(港区)和木珠子(豊中市)鈴木あや(浜松市中区)
吉田裕子(品川区)中嶋弥穂子(長崎市)重村美佐子
(古賀市)森恭子(横浜市栄区)松本重次郎(春日部
市)鈴木希依(川崎市高津区)佐藤祐子(横浜市港
区)前田さやか(渋谷区)田中由美(名古屋市千種
区)(株)キョーエイ(大阪市北区)田渕聡子(江東区)
相澤元子(港区)洲脇由美子(岡山市)佐久間恵子
(西東京市)曾田奈々子(足立区)篠沢昌洋(さいた
ま市南区)日高かおり(熊毛郡)高橋信代(藤沢市)
小西一美(甲府市)郷古美佳(塩釜市)照喜名悟光
(墨田区)平本真里(板橋区)小嶋緑(茨木市)中村広
和(石川郡)大西智子(板橋区)石崎優子(枚方市)平
戸ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｸﾗﾌﾞ石丸(横浜市戸塚区)西沢ゆうこ
(目黒区)岩垂直(練馬区)田村恵(さいたま市西区)
井上由美(吹田市)世利左斗子(太宰府市)野辺照代
(横浜市保土ヶ谷区)北岡由美(中野区)松村雅代
(岡山市)ﾏﾂﾓﾄﾄﾓｺ(世田谷区)鷲尾奈保子(守口市)
入江美帆(豊中市)高橋美穂(北葛飾郡)上加世田佳
古(杉並区)湯木朋子(津市)山本美世子(北九州市
小倉南区)広瀬幸子(渋谷区)佐藤洋子(横浜市磯子
区)濱田奈美(目黒区)沖田知子(さいたま市浦和
区)橋本有子(文京区)(有)大丸かまぼこ店(宇和島
市)まえだまさえ(北杜市)永井英男(秋田市)藤波

有希子(墨田区)児玉光生(豊島区)(有)ﾗｲﾄﾜﾝ高槻一
番(高槻市)江川鮎美(檀厚市)広瀬眞奈美(港区)森
山智子(板野郡)下山明子(西宮市)加藤登美江(大
田区)秋田加奈子(羽島郡)岡山ひろみ(田原市)山
岡明子(足立区)上石とも子(荒川区)土谷千恵(大
田区)トヨタ部品埼玉共販(さいたま市北区)佐原
裕三子(新宿区)原田誠(川崎市川崎区)淵上恒(佐
世保市)田中由紀子(浜名郡)福田菜美子(千代田
区)横道克巳(浜松市天竜区)菊地真理子(世田谷
区)岡島伸行(柏崎市)堀江政彦(愛西市)松原由紀
子(所沢市)森真弓(船橋市)清水雪子(さいたま市
大宮区)二宮典子(渋谷区)渡辺佳代(日野市)古川
祐子(世田谷区)住永智恵(川崎市中原区)波間絵
(八尾市)山田裕子(さいたま市南区)朝川朋之(江
南市)井上文子(横浜市青葉区)磯村訓子(下都賀
郡)北森吉朗(上川郡)青木千瀬(武蔵村山市)柿本
利花(枚方市)TOTO(株)旭川営業所(旭川市)壁谷
幸恵(額田郡)志岐準一(練馬区)岡部淳子(江東区)
澤克祐(平戸市)松田佳野(港区)益羊子(八王子市)
北村美妃(豊島区)浅木紀子(倉敷市)渡邊律(新宿
区)上田知代(中京区)ﾉﾌﾞﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ石川(中央区)
内田麻美(さいたま市大宮区)斉藤みお(杉並区)徳
永里奈(松山市)田島未知(福岡市西区)酒井由紀子
(八王子市)川畑敦司(練馬区)川渕香代子(小金井
市)佐藤京子(船橋市)中島つぐみ(諫早市)福井県
立福井農林高校(福井市)小松豊子(新宿区)鈴木栄
子(横浜市保土ヶ谷区)槇野さゆり(名古屋市瑞穂
区)真面由美子(大田区)内田慶子(品川区)佐藤真
美(駿河区)澤田洋子(横浜市港北区)那須野智子
(名古屋市熱田区)女川和美(横浜市中区)小池裕貴
(渋谷区)深森友里(神戸市東灘区)浅川岳史(世田
谷区)土田逸人(越前市)平野容子(品川区)菊池絵
里(大田区)古川容子(藤沢市)後藤健介(大田区)岡
田亜美(枚方市)細谷昌充(裾野市)須藤雄一(さい
たま市大宮区)谷村雅子(大田区)田中智子(大阪市
東淀川区)土肥恵里子(北区)竹田希美子(三郷市)
川崎朋子(薩摩川内市)角田容子(渋川市)高桑泰子
(三島市) mieux(渋谷区)青木容子(杉並区)ｱｵﾊﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(杉並区)秋田園子(名古屋市西
区)旭ヶ丘第二幼稚園(小牧市)芦澤仁(江東区)池
田貴子(大田区)池田美早代(長崎市)井上真莉緒
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(藤沢市)岩越由紀子(糸島郡)上里みほ(石垣市)浦
壁美佐穂(芳賀郡)大饗珠江(伊予郡)太田陽子(葛
飾区)大矢啓子(品川区)小野瀬頼子(半田市)甲斐
ますみ(世田谷区)香川美穂(荒川区)片岡美智子
(船橋市)亀田美香(豊島区)岸寿子(西宮市)岸本和
子(大阪市東淀川区)木村秀輝(大館市)木村淑子
(大田区)窪田和喜(新宿区)軍司正典(横浜市南区)
小島一公(四日市市)斉藤美好(袖ヶ浦市)酒井駒子
(葛飾区)佐藤真美(静岡市駿河区)信田あゆみ(和
光市)神野雅子(千葉市稲毛区)菅原幸哉(那須塩原
市)曾田奈々子(足立区)高階典子(文京区)田頭美
代子(大阪市城東区)武居仁美(広島市東区)土屋ひ
とみ(横浜市戸塚区)照屋美雪(豊見城市)冨賀真知
子(鎌ヶ谷市)長尾伊利子(五所川原市)長谷美紀子
(市川市)中西玉己(松戸市)西村麗華(川西市)野村
雅代(高知市)原秀久(練馬区)藤山亜美(川崎市中
原区)芳賀一貴(板橋区)宝官千加(津山市)星真登
香(横浜市青葉区)増田美奈(越前市)松井由理子
(目黒区)松栄増実(都城市)松本重次郎(春日部市)
松本好美(さいたま市大宮区)マリク英恵(名古屋
市名東区)丸山信子(川口市)村上そのみ(刈谷市)
村田美樹(八重山郡)森真弓(船橋市)矢後恵美(射
水市)山内美佐(名古屋市千種区)山田洋子(名取
市)山本安子(乙訓郡)代表取締役宮川力也(龍ケ崎
市)吉田豊子(大東市)ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ久米堅次(鹿島市)
鷲亨(多治見市)以上327名,匿名28名 ,他大勢の
皆様にご寄付頂きました。有難うございました

※ 変 更 情 報 ※
まごころさん(AAA会員)の優遇項目に変更があ
ります。衣類送料寄付金が半額に、またEM製
品も1割引になりました。その他お誕生日には
海外からお祝いのバースデーカードが届きま
す。お誘い合わせの上まごころさんにご入会頂
き、海外での現地活動を応援お願いします。

※ 募 集 情 報 ※
【 募 集 】まごころさん(AAA会員)募集中！
衣類送料半額、EM製品1割引、他優待有り
【人材募集】音楽指導ボランティア募集中！

　　三ヶ月以上滞在できてピアノが弾ける方
　カンボジア・プノンペン／オリガミスクール
【物資募集】特殊車両募集中！その他いらなく
なった農機、農機具があったらください。
ウガンダ・マサカ県／ゴミ収集車や消防車等   
【耳寄情報募集】家庭菜園に役立つマメ情報や
日常生活に活かせるエコ情報募集中です。
【 販 売 】
　・EM製品／AAA（まごころさん1割引）
　・無添加梅干し／群馬県榛名産
　・生産者直売玄米／埼玉県さいたま市産
　・バイオトイレ／武蔵建材工業
　　　　　　　　　　￥50万～60万円
　・新開発プランタ／武蔵建材工業
　　　　　大：￥12,000円（税込み土無し）
　　　　　小：￥  7,000円（税込み土無し）
 大好評！人気商品に付、早めに御予約下さい。

編集後記
▼梅の花から桜の花が咲き始める季節となりま
した。だんだんと重たい服から解放され、体も
軽くなり心もウキウキして参ります。青い空に
浮かぶ雲、綺麗に彩る花々達、庭の生き物達も
活動し始めたようで、家から外へと自然に目が
向き始めます。田んぼ、畑では賑やかな音をた
てて作業開始です。自然から、人から、心の栄
養、「元気」を沢山与えて頂きながら、AAAは
活動継続中です。私達と共に、外に目を向け笑
顔に繋がる活動を支えて下さること、こうして
今年二回目の会報を皆様に届けさせて貰えるこ
とに感謝です。（正美）
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