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海 外 報 告 

ウガンダ／ＡＡＡーＵ 
ウガンダ最新情報！ブログ更新中！
http://blog.livedoor.jp/musoke/ 

4月2月17日～2月27日まで、大阪から
藤井洋平さんが現地体験で訪問して下
さいました。アフリカおたすけ隊で何度
もウガンダに来て下さり、色々とお世話
になった大矢邦一さんのお孫さんです。 
電気水道のない村生活、水汲み体験、サ
ッカーＡＡＡカップ開幕戦参加などの
現地体験とジンジャ観光のお世話取り
をさせて頂きました。今回の参加で「ま
ごころ会員」さんへの入会もして下さい
ました。ありがとうございます。 

第10回サッカーAAAカップ 
 本年は、いよいよAAA杯10周年。３
月にいよいよ開幕しました。 
記念すべき時を迎えるにあたって 
 １、記念大会として優勝賞金の増額 

 ２、木の棒でできたゴールを、ネット
付きのしっかりしたゴールに！ 
 ３、平らなグランドに整備！ 
全部は無理でも、６月初旬の決勝戦に向
けて少しでもやれたら良いなぁと思っ
ています。ご協力宜しくお願いします。 

中古救急車寄贈輸送費募集！  
 埼玉県北足立郡伊奈町より埼玉県国際
交流協会の中古資機材提供事業を通じ
てアフリカへ送る為の中古救急車を頂
きました。 
 3 月 24 日伊奈町消防本部にて引き渡
し手続き、車両を AAA 本部まで移動し
ました。今回はウガンダ共和国カルング
県ルカヤ町に贈る予定です。 
 ウガンダまで送る費用が約 150 万円
必要になります。AAA 本部にて「救急
車に乗って募金しよう！」チャリティキ
ャンペーンを実施しています。１回
￥100 円の募金で救急車に乗車体験が
できます。是非、遊びに来て下さい。
（4/30 日現在￥6,200 円）引き続きご
協力をお願いします。 

  Let’s Help Each Other as a Global Family 

  地球家族のたすけあい 49 号 
Affection Accomodation Action Generation   

シンバ基金 第六回AAAしょくりん・井戸掘り隊 募集 !! 
【慎みスピリッツ！】温暖化・砂漠化防止プロジェクト 費用￥250,000 円（観光別） 
行き先：ケニア／ガリッサ,期間：2014/６月 29日～7月 8日 ９泊 10日 〆切：2014/5/29 
交通：エティハト航空（成田発着予定）※サファリ等観光はオプション(別$300)  
注：出発までにパスポートの取得と黄熱病の予防接種を受ける必要があります。 
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『ナブトングァ小学校教育支援』 

 彩の国国際交流基金の助成を受けて、
ナブトングァ小学校の教育支援を2012
年から３年計画で行っています。 
 2013年度実施している校舎建設もい
よいよ出来上がってきました。2014年
度は校舎の備品等、不足している教材の
補助支援をさせて頂きます。 
           AAA-U/山崎敬充 

※1：救急車輸送費募集 
 ウガンダ共和国カルング県ルカヤ町へ
救急車を送る費用約￥150 万円を集め
ています。車両が傷まない様に出来るだ
け早く送りたいと思っておりますので、
早めのご協力をお願いします。併せてコ
ンテナで送る際、耕耘機やトラクターも
一緒に送りたいと思っていますので、ご
寄付頂ける方いましたらご連絡下さい。 

※2：教育支援 
 ウガンダ共和国カルング県ナヴトング
ァ村のナヴトングァ小学校の校舎の備
品、教材等の補助支援をさせて頂きます。 
チャート小学校でも校舎の老朽化等の
問題から支援をして欲しいとの要望を
頂いております。 

※3：農業自立支援 
 AAA̶Uのコーヒープロジェクトです。
村の小農家がコーヒーの販売で収入を
得れる事を目的とした自立支援活動で
す。将来的に安定したオーガニックコー
ヒーの製品化を目指し農業指導、設備協
力をしていきます。 

ケニア／シンバの森レポート 
 今年 2013年 8月 17日～8月 30日、
第５回 AAAしょくりん隊を実施しまし
た。参加者：山崎純子、中里睦子、金子
佑三、渡辺 茂、山崎毅史、以上 5 名で
行ってきました。 
 今回は、以前に植えた木々の剪定や根
付かなかった木の後に新たに苗を植え
たり、新たに植えるなど、合わせて約
200 本を植林してきました。最近植えて
いる木の種類は、インドセンダンや柑橘
系樹、グァバ、マンゴー、アップルマン
ゴー、バナナなど果樹の他、モリンガと
いう実も葉も茎も薬用効果があると言
われているもので、現地の皆さんの健康
に役立って頂ければと思っています。 
 ミコノインターナショナル敷地内に植
えた木々も約500本を超えてきました。 
水やりだけでもなかなか一苦労する数
です。毎日、現地ワーカーさん達が水や
りをしてくれていますが、水やり用タン

アフリカに行ってみたい/暮してみたい 現地体験ボランティア！ 
現地の生活体験や、自分の技術を生かして国際協力してみたい、動機は色々！ 

◎ 活動内容：生活体験（家事・水汲み・井戸掘り・ピアニカ指導・植林・自動車整備・風車修理等） 
◎ 受入先：ケニア共和国/ガリッサ（ミコノ international）、ウガンダ共和国/カルング（AAA-U） 
◎ 期間：2週間程度～/1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月等 是非一度挑戦してみませんか？ ※要面接/相談 
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ク、水道設備の増設が必要になっていま
す。水道での水やりは水道代もかなりか
かってきますので、水の供給についても
考えていく必要があります。『シンバの
森』作り、及び植林活動の維持管理に引
き続きご協力お願いします。 

コラコラ風車修理完了 
 ケニア共和国北東州ガリッサ県コラコ
ラ村のコラコラ小学校に設置してある
井戸水の汲み上げ用風車修理が無事に
完了しました。この風車は 20 年以上自
然の風力で稼働していた環境に優しく
現地の皆さんにも役立つ風車です。 
 ご寄付頂きました皆様ありがとうござ
います。今回の補修で風車の羽根もサム
ラーブルー色に様変わりし、風車周りに
フェンスを設置して下さいました。今後
も継続的な管理を実施して命の水を現
地の皆さん、小学校の生徒達にお届けし
たいと思いますので、風車の維持管理と
して継続的なご協力をお願いします。ま
た、ガリッサでは、砂漠化が進む中、ま
だまだ水汲みの為に子供達が一日かけ
て川まで歩いて行く生活が続いていま
す。ご承知の通り、川にはワニが棲息し
ており毎年ワニに襲われて亡くなる女
性や子供達が大勢いるのが現実です。一
つでも多くの井戸を各村に掘り当て、水
を供給できる様にしたいと思いますの

で、井戸掘り支援も宜しくお願いします。 
 

※３、井戸掘り支援 
：ケニア共和国北東州ガリッサ県を流れ
るタナ川流域の村々に、生活用井戸を掘
ることが出来ます。 一基：約 25万円 

※４、植林支援 
１、ケニア共和国北東州ガリッサ県 
２、ウガンダ共和国カルング県 
にて行っている植林活動に、貴方の木を
植えてみませんか？植えた木の根元に
貴方様のお名前木札を目印として立て
て育てます。 
植える木の種類 
１：モリンガ（実から木の幹まで食べれ
る薬膳の木）、２：マンゴー、３：バナ
ナ、４：柑橘系の木、５：アップルマン
ゴー、６：インドセンダン、７：松、８：
檜、等         1 本/1万円 
収穫はご自身でお願いします。現地まで
の旅程はお手伝いします。（費用別途） 
 日本国内におけるマラリアに関する海
外渡航者外来での最新情報は 
 お問合せ：奈良県医科大学付属病院
0744-22-3051(代)海外渡航者外来担
当です。 
NGO URYU（COSMODRAGON） 
http://uryu.tripod.com/trimain-2 

【あなたも地球家族の一員に】まごごろさん(AAA会員)募集中 ! 
人類もれなく明るく楽しい平和な暮らしができる為に「地球家族のたすけあい」 

 現地で活動するスタッフの生活を継続的に支える活動資金が必要です。月に一度の食事を節約して

 ご家族、友人、知人にお声掛け下さい。個人￥500円／団体￥5,000円(月々) 



  ＡＡＡニュースレター      ２０１４年（平成２６年）５月 1 日 第４９号 

 ４ 

国 内 報 告 

東日本大震災復興支援 
AAA では震災直後より世界規模の災害
として、国際救援支援活動の位置づけで
復興支援活動を継続しています。 
 先日、気仙沼市唐桑半島の最先端にあ
る御崎観光港が津波被害後の整備が完
了したと嬉しいお知らせがありました。
しかし、高台移転先や公営住宅建設予定
地が決まったものの、仮設住宅での生活
はまだ続きます。高齢化、若者離れの進
む現地では新しい家を建てる為の資金
作りとして、各仮設住宅では支援グッズ
を手作り販売しています。 
支援活動として各仮設住宅での支援グ
ッズ購入にご協力下さい。購入希望の方
は AAA：山﨑毅史（080-3018-6050）
までご連絡下さい。 
◎気仙沼市唐桑町/小原木中学校仮設 
エプロンやアクセサリーを販売。 
エプロン：￥500 円、小物：￥300 円 
◎気仙沼市唐桑町/小原木小学校仮設 
ポケットティッシュケース：￥300 円 
◎ 気仙沼市唐桑町/福祉の里仮設住宅 
タオルで作った負けない象：￥400 円 
携帯ストラップ：￥300 円 
◎ 石巻市/小畑仮設追波川多目的団地 
小物入れキーホルダー：￥500 円 

支援グッズを買って、支援しましょう！ 
是非、大勢の皆さんにお声掛け下さい。 
 東北では毎日ニュースの話題に上がる
震災の様子ですが、関東から西日本では
めっきり被災地の情報が減ってきてい
ます。AAA ではスタッフを派遣して、
現地の状況を逐次把握しながら、被災者
に寄り添った活動を目指して支援を行
っています。 

田んぼの季節ですね！ 
すっかり暖かくなり桜も散って田んぼ
の季節がやってきました。今年も環境保
護の為、無農薬栽培の米作りを実施しま
す。今年は農家の方のご好意で広さが４
倍の 2反田（約 600 坪）に増えました。
子供達と一緒に自然に触れ合いながら
体を動かしませんか？ 
 随時イベント状況をメールでお知らせ
していますので、ご興味ある方はメール
登録のご連絡を下さい。 

まごころ会員さん 

  有り難うございます 
(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 明 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 佐藤洋子 平井伸治 福島洋子  
中山久子 藤野富子 久留隆光 久留田鶴子 

東日本大震災復興支援活動支援金 継続募集中 
「地球家族のたすけあい」ＡＡＡは東日本大震災の復興支援活動に全力で取り組んでいます。 

郵便振替 口座名義：ＡＡＡきふ 口座：００１１０-０-５２４３８ 
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上田康子 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 金子義治 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 林 真代 
柳生泰子 金子 豊 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 大野正雄 日高貞夫  前
納正道 高松登子 川上美也子 矢嶋武弘 
瀧口洋之 田中多賀志 神山道男 戸田真紀
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 小野澄子 
原 スミ子 河野 豊 松崎淑子 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 新井真由美 江川こと 
小林 豊 吉川義秋 八木雅子 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 加藤妙子 土屋まつみ 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 高橋絹子 柴田里美 長谷川則子 
堀江隆代 藤井翔平 川北信子 ﾎﾘﾃﾞｲﾌﾟﾗﾝ 
天野直江 小山光子 谷和弘満 埼玉県国際
交流協会 天理教埼玉教区浦和支部 松本
重次郎 嶋村明子 東京調布国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の会 大矢邦一 天理教日置荘分教会  埼
玉ﾕﾆﾌｫ-ﾑ ㈲紙商興産 ㈲アイティー商事 

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) 
古松照子(神戸市東灘区)柿本太三/百合
子(清瀬市)戸田史郎,悴田 智子,田中ゆみ
(鎌倉市)中垣静(山形市)加々美肖子(練
馬区)山口双葉(松戸市)増田武宏(島田
市)竹田久恵(浜松市南区)日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ)
株東京支店花沢課光山(港区)東京調布国
際教育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会栗林節子(調布市)高
野千代枝(長野市)宮坂ゆうり(渋谷区)大
内都(品川区)佐藤美加(さいたま市北区)
澤田洋子(横浜市港北区)小林哲也(横浜
市磯子区)山口雪子(世田谷区)日栄綾子
(横浜市旭区)伊賀真衣子(浜松市浜北区)
澤村はるみ(春日井市)中里睦子(新宿区)
品川一行(塩釜市)伊藤千尋(福岡市東区)
是永佳子(豊中市)森谷寿美子(さいたま
市見沼区)木幡久美子(いわき市)才田美
加(墨田区)近藤博英(世田谷区)高橋桃子
(湯沢市)ｳﾗﾍﾞﾔｽｺ,大矢邦一(松原市)藤井
初音(松原市)以上 41名、他匿名 3名の
皆様にご寄付いただきました。有り難う
ございました。誤記・記載漏れなどあり
ましたらご叱正下さい。 
（2013/8～2014/4月末） 

☆お便りコーナー☆ 
◇難民の人々の写真をみます。その中に
あって子供達はキラキラしている目、悲
しげな国、色々あって日本の子供の恵ま
れ過ぎている目、良き方向に導くのは大
人ですね。◇全国から寄せられた物品の

【あなたも地球家族の一員に】まごごろさん(AAA会員)募集中 ! 
人類もれなく明るく楽しい平和な暮らしができる為に「地球家族のたすけあい」 

 現地で活動するスタッフの生活を継続的に支える活動資金が必要です。月に一度の食事を節約して

 ご家族、友人、知人にお声掛け下さい。個人￥500円／団体￥5,000円(月々) 
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仕分けだけでも大変な事と思います。前
回と今回送った中にも「これはとても...」
というものがありましたら、遠慮なく御
連絡下さい。以後気をつけますので。宜
しくお願い致します。◇近視、乱視の混
ざった人向けのレンズです。度数は強い
方です。宜しくお願いします。◇長い間
使ってきました眼鏡を、買い替えに伴い
まして送らせて頂きます。鼻あての部分
が変色してしまっていて心配なのです
が、お役に立てますでしょうか？宜しく
お願い致します。◇我が家で不要になり
ましたメガネです。アフリカ諸国の方々
に、再利用して頂ければ幸いです。宜し
くお願い致します。◇消費税が増税にな
りましたね。益々庶民は節約しかないの
でしょうね。その中から心の余裕を見つ
け出したいですね。◇先月、テレビでネ
パールの秘境に住む子供達が、虎やジャ
ッカルのいる森を抜け、橋のない鉄製の
滑車で河を渡り、バスに乗れないためヒ
ッチハイクでやっと二時間かけて学校
へ。もうへとへとでそれでも又学校、本
当に日本人は申し訳ない。◇フィリピン
台風、凄い爪痕を残していきましたね。
貧しい上にも又、台風を。本当に自然の
もたらすものは一体我々に何を訴えて
いるのでしょうか。◇年が明けました。
世界から紛争の無い平和がきますよう
に願っています。◇寒い日が続いていま
す。ノロウィルス、風邪流行しています。
呉々もお気をつけ下さい。地球的規模で
気候がおかしいですね。干ばつ、洪水、
一考しますね。◇乱視のみ対応の眼鏡が
あります。お役に建てるかわかりません
が宜しくお願いします。◇チベットのダ
ライ・ラマさんの言葉です。『この世に

生まれてきたのは幸せな人生を送るた
め、しかし格差がありすぎますね。富め
る人はより富み、貧しい人には、なかな
か豊かになることむつかしいです。しか
し希望を失わずコツコツと生きてゆく
こと、富める人以上のものを与えられる
と思います。』 
      （2013/8～2014/4月末） 
 

◇ 募 集 情 報 ◇ 
【物資募集】特殊車両救急車、収集パッ
カー車募集中！また、農機、農機具（ト
ラクター・耕耘機）があればご寄付下さ
い。送り先：ウガンダ共和国カルング県 
 

編集後記 救急車の輸送費用募金を
AAA 本部前にて毎日実施しています。
一ヶ月と少しを過ぎましたが、ほとんど
毎日募金が入っています。大きく事をす
るのも大切ですが、身近な所からコツコ
ツやっていく事も大切なことだなと実
感します。宣伝費、広告費をかけるやり
方もありますが、地道、口コミという遅
まきながらも着実に広がる方法が、心を
伝えるには重要なんだと思います。世界
平和の歩みも変わらずにコツコツ続け
ていきたいと思います。そして必ず実現
させましょう！！！ 
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