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シンバ基金 第 8回AAAしょくりん隊 for ｳｶﾞﾝﾀﾞ 募集 !! 
【慎みスピリッツ！】温暖化・砂漠化防止プロジェクト、センピジャ農場整備  

費用￥300,000 円(まごころ会員)￥350,000 円（非会員）（観光別） 
行き先：ウガンダ／マサカ,期間：2015/8 月 12日～8月 25日 13泊 14日 〆切：2015/6/30 
交通：カタール航空予定（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。 

海 外 報 告 

ウガンダ／ＡＡＡーＵ 
 第７回植林隊を２月に実施しました。 
今回は、ナブトングァ小学校、バリクデ
ンベ中学校、AAA-Uの敷地に植林しま
した。今回は雨季前でまだ乾燥していた
ので仮植で、本格的な雨季になったら現
地スタッフに植えてもらうことになり
ました。 
 ナブトングァ小学校では、昨年３月に
建った新校舎３教室のある敷地へお昼
過ぎに学校を訪問すると、旧校舎から
385人の生徒達が歩いて集まって来て、
子供達と一緒に植林作業を行いました。
作業後は校舎の中で生徒達の歌と踊り
で歓迎してくれました。 
 バリクデンベ中学校は、同じカルング
県内で人口約３万人のルワベンゲ郡に
ある中学校で、AAA-Uスタッフのセン
ペーバ氏の声掛けにより、今回初めて活
動を実施しました。生徒数520人、図書
館棟があり蔵書6,000冊、校庭の整備や

先生の宿舎が必要だそうです。ウガンダ
では学校等の教育施設を地域コミュニ
ティでも活用できる取り組みが進んで
おり、図書の蔵書が増えたり学校設備が
充実する事で、地域の人々も勉強できる
環境整備が整っていくそうです。今後の
支援を期待されています。 
 また、AAA-Uの活動を支え協力して
いるマサカ市長から県知事、国会議員へ
となったビンセント・センピジャ氏が３
月の内閣編成で農業大臣に就任されま
した。おめでとうございます。就任に伴
い、トラクター等農業分野での開発協力
をお願いしたいとの依頼を受けていま
す。ご協力お願いします。 

中古救急車を送りました！  
 お蔭様で、埼玉県北足立郡伊奈町より
埼玉県国際交流協会を通じて頂いた中
古救急車と、併せてご寄付頂きましたコ
ンバインやトラクター、耕耘機を 40 フ
ィートコンテナに入れて２月にウガン
ダへ送りました。現在カンパラにて引揚
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中です。ご協力頂きました皆様ありがと
うございます。農機類まだまだ必要にな
りますので、引き続きお声掛けのご協力
をお願い致します。 

※ 教育支援 
 ウガンダ共和国カルング県ナヴトング
ァ小学校・ルワベンゲ郡バリクデンベ中
学校の教材、図書、スポーツ用品等の補
助支援をさせて頂きます。 
また、チャート小学校でも校舎の老朽化
等の問題から支援要望を頂いてます。 

ケニア／ガリッサ緊急レポート 
 ４月２日現地時間早朝に発生したガリ
ッサ大学でイスラム過激派組織アル・シ
ャバーブによる 147 人が死亡する襲撃
事件に伴い、外務省より退避勧告が発令
されました。これにより、AAA で支援
しているミコノインターナショナルも
活動を中止せざるおえない状況になり
ました。今後のガリッサでの支援につい
ては、ダイレクターの土方明さんと協議
しながら継続できる事を続けていきた
いと思います。 

※ ママハニ孤児院支援 
：ケニア共和国北東州ガリッサにあるマ
マハニーチルドレンホームの生活費を
毎月１万円分支援しています。約 50～
60 人の子供達の食料や生活消耗品を購
入してお届けしています。お力添え宜し
くお願いします。 

スリランカ／津波から10年 
昨年 12 月でスマトラ沖地震による津波
被害から 10 年が経ちました。10 周年

の節目に慰霊の旅へ行ってきました。 
被災後、高速道路を整備し南方へのアク
セスを良くし、ハンバントゥータ地方で
は、港の整備、企業誘致の為の道路区画
の整備が進んでいました。 
 津波被害で支援したサーリプトラ小学
校など数校を訪問し、ピアニカやノート
を寄贈したり、ハンディキャップ施設へ
食料を寄贈したり、眼鏡を 112 個寄贈
してきました。 
12 月 26 日には、電車が津波に丸呑み
され大勢の被害が出たヒッカドゥワの
町の慰霊祭で参拝し、帰国しました。 

国 内 報 告 

彩の国国際交流基金活動発表 
昨年 11月 30日に北浦和にある日本語
センターで開催された国際交流まつり
にて、ウガンダでの教育援助支援の活動
発表の機会を頂き、AAA-Uダイレクタ
ーの山崎敬充さんが現地での活動を約
30分発表しました。この会場で１名ま
ごころ会員にご入会頂きました。ありが

とうございます。 

浦和RCにて活動紹介 
4 月 24 日、浦和ロイヤルパインズホテ
ルにて開催された、浦和 RC第 2975 回
例会でアフリカの活動をご紹介させて
頂きました。30 分程の時間でしたが、
貴重なお時間を頂きましてありがとう
ございました。 

JICA世界の笑顔のために 
昨年 11 月に JICA の「世界の笑顔のた
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めに」プロジェクトでお届けした鍵盤ハ
ーモニカ 100 台がタンザニアの小・中
学校に無事配布されたと連絡がありま
した。今回５月にも募集企画があるので
40 台寄贈予定です。ありがとうござい
ました。 

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。 
 公営住宅も出来始め、仮設から引っ越
して行く方が徐々に出てきました。もう
一息支援が必要です。各仮設手作り支援
グッズ購入にご協力下さい。 
◎ 気仙沼市唐桑町 
・『よってけ工房』/小原木中学校仮設 
ランチョンマット・ふくさ・鞄：￥300
円、テーブルクロス：￥600 円 
・『生きてっちゃ』/小原木小学校仮設 
腕カバー・ポケットティッシュケース：
￥300 円、匂い袋：￥200 円 
・『負けない象』/福祉の里仮設住宅 
タオルで作った負けない象：￥400 円 
是非、大勢の皆さんにお声掛け下さい。 

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) 
お蔭様で 4月に 2名ご入会頂きました。 
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 阪本智恵 阪
本いくえ 阪本あゆみ 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 中山久子 藤野富子 
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 福島洋子 福島すみ 関
口 敬 小寺るる子 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 住吉 望西山華奈恵 中里
睦子 高橋正夫 日高貞夫  前納正道 川上
美也子 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 安藤夏
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 小林寿美子 小山光子 
谷和弘満 郡川善嗣 香川純子 計良 梢 埼
玉県国際交流協会 松本重次郎 東京調布
国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 藤井翔平 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 

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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◇ 募 集 情 報 ◇ 
【物資募集】特殊車両救急車、収集パッ
カー車、建設重機、農機、農機具（トラ
クター・耕耘機）があればご寄付下さい。 

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) 

田中マキコ(越谷市)松本重次郎(春日部
市)高畑政雄(亀田郡)塩本順子(板橋区)
古矢澄子(荒川区)宮原智子(世田谷区)伊
藤(新宿区)中里睦子(新宿区)松島淑(和
歌山市)三枝啓子(国分寺市)平野多香子
(岡崎市)浦辺靖子(野田市)田口幸治(近
江八幡市)渡辺光男(郡山市)豊田剛士(さ
いたま市南区)後藤陽子(明石市)浜美紀
(横浜市港南区)浦和ロータリークラブ
(さいたま市浦和区)以上 23 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。 
（2014/11～2015/4月末） 

☆ お便りコーナー ☆ 
◇世界各地で争乱が相次ぎ、結果弱い立
場の人が益々窮地に。しかし人生を総合
計したら権力をふるった人も＋ーです
ね。◇つつがなく年を越せられ、新年を
迎えられたことに感謝して心新たに
日々を過ごしたいと思います。◇世界で
無益な戦争、内乱、みんな自分が自分の

国がという、正しいのは己ということ、
相手のことも考える気持ちがないこと
が一国ですね。人間の性でしょう。◇国
を超えて人々のためになろうとしてい
る方々、同胞でありながら平気で自分よ
り弱い人の命を奪う人間。同じ人間どう
なっているのでしょうか。◇春爛漫です
ね。全てがスタートの季節、心新たに日
暮しさせていただいてます。◇ 
     （2014/11～2015/4月末） 

編集後記 渕和分教会さんが自教会
のマイクロバスを売って救急車の輸送
費用を寄附して下さいました。ありがと
うございます。センピジャ氏が農業大臣
になり今年はウガンダでの活動に力の
入れどころとなります。益々のご支援ご
協力をお願い致します。 
 
 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。 

発行：ＡＡＡ アジア＆アフリカ 
〒338-0823 さいたま市桜区栄和 1-12-18 
ホームページ http：//aaag.org/ 
Ｅメール：global-family@aaag.org 
☎＆FAX：０４８-８５８-５５４４ 

【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) 


