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シンバ基金 第 10回 AAAしょくりん隊参加者募集 !! 
【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￥350,000 円(まごころ会員)、￥400,000 円（非会員）最小遂行人員 5人 

行き先：ウガンダ／マサカ,期間：2017/3月 22日～4月 5日 14泊 15 日 〆切：2017/1/31 
交通：カタール航空（羽田成田発着予定）※サファリ等観光はオプション(別途$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 活 動 報 告 
  ウガンダ／ＡＡＡーＵ 
 2016年8月13日～26日で第９回しょ
くりん隊を派遣しました。参加者：山﨑
純子代表、中里睦子理事、山﨑和奏、山
﨑敬充ダイレクター（AAA-U） 
 ウガンダ到着後、カンパラに2日間滞
在し、現地で活動するチルドレンホープ
さんを訪問。その後、センピジャさんの
オフィスを訪問しましたが、ご多忙な為
結局今回の日程では会うことは出来ま
せんでした。 
 16日に村へ移動。途中、赤道見学をし
てから村へ入りました。今回はカルング
県北中部にあり、AAAーUの拠点から車
で約40分の所にある生徒450人のブル
ワッダ小学校にて植林活動を行いまし
た。この時期は乾季から雨季への変わり
目で、雨がまだ降り始めていないので、
メンバー１人１本で計4本を植えさせて
貰い、残りは雨が降り始めたら村の人た
ちに植えて貰うことにしました。 

ユーカリ 500本、マンゴー 100本、ジ
ャックフルーツ 100本、グアバ 30本、
ビワ 30本、パパイヤ 100本、チョガム 
100本、アボカド 50本、パームツリー 
10本、合計1,020本でした。 
植林と併せて中里理事が預かってきた
文具も贈呈しました。 
 また、今回の苗木は、小学校だけでな
く、地域でも植林する分が入っています。 
 AAAーU拠点での植林活動は、これま
でに植えたなかで、枯れてしまったとこ
ろに10本(ムチュングヮ7本、ムスィズ
ィ2本、ポド1本) 補植作業しました。 
こちらも雨の関係で植樹まではせず、植
樹の準備作業までとなりました。 

第13回AAAカップ開幕 
 第 12 回サッカーAAA カップで優勝
したブワサンデクチームの、優勝賞金で
実施する農業プロジェクトが始動しま
した。 
 今回のプロジェクトで養豚場を建設、
雌の子豚４頭を購入しスタート、養豚で
収益を上げ、山羊の飼育に発展していく
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そうです。また、パッションフルーツ畑
も始めました。 
 2016 年９月に開幕した第 13 回サッ
カーAAA カップは熱戦が繰り広げられ
ており、今年 2月頃に決勝戦が行われる
予定です。 

ケニア／ガリッサ 
 第９回しょくりん隊の後半は、23日か
らケニア・ガリッサのママハニ孤児院を
訪問し食料品を贈呈しました。 
ママハニーは数日前にトイレで転んで
しまい、腰辺りを打って寝込んでいまし
た。また元気になってくれることを祈り
ます。 
 ガリッサへ行く時に特大ミスを犯して
しまいました。タナ川の橋の検問でパス
ポートが必要なのに、パスポートをナイ
ロビのホテルに忘れてきてしまいまし
た。以前、ミコノインターナショナル訪
問者でパスポートを所持してなかった
為に留置所に引き留められた例もあり、
ドキドキでしたが、タイミングよく行き
も帰りも検問を素通りできて、問題無く
ガリッサへ行って来られました。 
土方さん心配をお掛けしました… 
 24日はミコノインターナショナルで行
っている分娩棟建設の見学に行きまし
た。ナイロビーガリッサ間のちょうど中
間辺りにあるングニのマアイ村で分娩
棟の建設をしています。現地の人々から
の評判も素晴らしく、さすがミコノイン
ターナショナルのお仕事と改めて感心
しました。このマアイ マヤ診療所にて
記念植樹。隣のマアイ小学校では大統領
の前でも披露したというカンバ族の歌

と踊りと食事を用意して歓迎してくれ
ました。 
 ミコノインターナショナルはマアイ マ
ヤ診療所を完成してケニアでの活動を
終了し、ダイレクターの土方さんも昨年
11月に帰国されました。 
 母団体のミコノの会も本年3月いっぱ
いで長年のアフリカの支援活動を終結
することになったそうです。長い間あり
がとうございました。 
これを以ってママハニ孤児院の支援を
終了します。 

国 内 活 動 報 告 
熊本地震支援活動 南阿蘇村 
 2016 年４月 14日、４月 16日立て
続けに震度７という大きな地震災害に
対し、幹線道路の崩落で孤立している南
阿蘇村の支援活動を展開しています。 
南阿蘇村は 16日の本震で大きな被害を
受け、AAAでもすぐに現地に駆けつけ
状況を調べたところ、多くの農業者に対
しての支援がないことから、南阿蘇ヘル
プセンターを開設し農業支援を中心に
活動を始めました。 
 2016 年内で述べ約 950 人が全国から
駆けつけ活動に参加、約 400 世帯ある
農家さんのうち45軒の農家さんの200
件以上の農作業をお手伝いしました。 
また、埼玉県菖蒲町の岩井組岩井久雄様
と埼玉県秩父郡小鹿野町の岩田建設岩
田和幸様より重機をお借りして南阿蘇
村の地元団体に提供しています。 
 南阿蘇村役場にて 2017 年 3月 31日
まで高速道路減免の災害派遣従事車両
の手続きにもご対応いただけますので、
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お時間ある方は南阿蘇村へお越しくだ
さい。まだまだ復興には程遠く復旧も進
んでいない状況です。観光客の足も遠の
き、収益も例年の２～３割と激減してい
ます。活動参加の為だけでなく、南阿蘇
村に行くことが支援に繋がります。 
南阿蘇村での活動の様子は南阿蘇ヘル
プセンターの FB ページをご覧下さい。 
https://www.facebook.com/minamia
so.hc/ 

JICA世界の笑顔のために 
 JICA の「世界の笑顔のために」プロ
グラム2016春に鍵盤ハーモニカ20台
をお届けしました。今回の 20 台はボツ
ワナとモンゴルへ 10台づつ贈られる予
定です。お送り頂きました皆様ありがと
うございました。※ピアニカの送料寄付
が￥500 円から￥700 円に変更されて
いますのでご注意下さい。 

東日本大震災復興支援 
 宮城県気仙沼市唐桑町では、公営住宅
が建ち始め、仮設住宅から公営住宅に移
れる方が増え、半分以上の方が、2017
年からは仮設住宅の解体作業も進んで
いくとの事です。仮設住宅が終わるまで
残すところ僅かになってきましたが、小
山光子さん、佐藤暢子さん、鈴木邦子さ
ん、川村和子さんが唐桑ひのきしんレデ
ィースとして今も仮設住宅の支援に回
って下さっています。7月いっぱいでお
借りしていた拠点の家をお返ししまし
た。7月 26～30日の 5日間では、復興
支援夏休み子供企画として「唐桑満喫子
供ツアー」を開催、埼玉から 13人の小

学生が参加し鈍行電車で埼玉から気仙
沼まで電車を乗り継ぎ被災地を訪れ、海
遊びやシーカヤック、海釣りなど夏の唐
桑を満喫して元気に楽しみました。 
東北もまだまだ復興途中です。 

国際フェア201６出展 
 10月 2日(日)にさいたまスーパーア
リーナ内にて、コープ未来と埼玉県国際
交流協会による共同開催された国際フ
ェア 2016に今年も出店しました。当日
は大勢の皆様にご来場頂きました。お手
伝い頂きました皆様大変ご喜労様でし
た。ありがとうございます。 
参加者：山﨑純子、中里睦子、岩田悦子、
木下エビ子、立野温子、山﨑栄慈、智子、
和奏、滉人、咲楽、隼人、山田ゆきな、
岩本まあや、津田美玲、山﨑敬充、美江、
敬陽、敬太、美月、敬満、松井ちか、鈴
木じゅり、為貞北斗、山﨑正美、毅治朗 

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) 
2016年は 1名退会されました。 
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
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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 植
田良治 天理教渕和分教会 埼玉県国際交
流協会 松本重次郎 福本雅彦 福本道子 
藤井翔平 天理教日置荘分教会 天理教大
ヶ塚分教会 佐々木省三 

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) 

桑名春恵(横浜市都筑区)渡辺比登美(石
巻市)柴田璃玲(杉並区)吉本直子(総社
市)平戸朋子(流山市)那須佐知子(名古屋
市昭和区)島崎 夢(渋谷区)櫻井ソノ(中野
区)速水宏恵(堺市南区)大内 都(品川区)
小野寺雄毅(北上市)古堅和美(那覇市)中
村智也(西東京市)竹内 薫(豊島区)平原百
合子(練馬区)以上 15 名、匿名１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。（2016/2～
2016/12月末） 
熊本地震活動支援金 

総計￥3,980,386 円(12/31)の活動支
援金のご協力を頂きました。ありがとう
ございます。引き続きお願いします。 
(敬称は略させて頂いております) 
(株)津気屋(さいたま市)前畑さんの友人
皆様(南阿蘇村)堀内誠秀(和泉市)天理教
大鳥大教会(大阪府)FMCC福岡おはよ
うカークラブ(福岡県)渡部芳文(所沢市)
吉田義晴(気仙沼市唐桑町)泉中分教会 
神谷(大阪府)水谷明弘(草加市)(株)ダイ
ナミックフルーツ 代表取締役 長浜 大
(東京都)天理教東濃大教会(岐阜県)抽冬
道隆(大阪大阪府)匿名希望(南阿蘇村)町
谷若衆「夜祭」参加者皆(さいたま市)れ
っつはっぴい(横浜市)藤井 初音(大阪府)
佐藤 晶(気仙沼市唐桑町)金子 義治(上尾
市)藤原泰造(大阪府)麺屋八頭龍 田村英
樹(さいたま市桜区)蕎麦 藍代表 荻原清
征(熊谷市)東愛災害救援隊(名古屋市)渡
辺道男(インド連邦共和国)来神分教会坂
本雄一郎(神戸市)大舘英雄(川越市)大友 
忍(上尾市)西妻治生(深谷市)匿名希望
(さいたま市)中込直人(大阪府)㈱やまた
け 山口大介(足立区)匿名希望(足立区)柳
生泰子(さいたま市浦和区)バーバー斉藤 
斉藤朋彦・由美(さいたま市)畠山拓男(気
仙沼市唐桑町)ボランティア団体「ひの
きしん」高橋伸実（大崎市）俵山トンネ
ル工事鹿島建設(南阿蘇村)愛昭分教会 
花井様(名古屋市)山口千夏(神戸市)柳島
分教会(川口市)前田 章・いづみ(名古屋
市)すみれの会(古関,藤井,粟野,天沼,伊
藤,佐久間,瀧島,福丸,毛木,山口,湯田,島
田,斉藤,匿名１人)(さいたま市)唐桑ひの
きしんレディース小山光子,佐藤暢子,鈴
木邦子,川村和子(気仙沼市唐桑町)登美
国分教会信者一同(大阪府)高櫻分教会
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(和歌山市)櫻場春雄・萩原朋子(さいたま
市)森本梨絵(熊野市)宮本ケイコ(大阪
府)榎本岳幸(さいたま市)阪本 明(吉野
町)気仙沼たすけあいの会(気仙沼市)唐
桑鮪立の皆様(鈴木 栄・須藤ＧＳ・鈴木 
信子・漁火仮設 靖雄あやこ・佐々木魚
屋・他)谷和弘満(堺市)千田兼宏(小田原
市)若林則幸(横瀬市)高見隆(熊野市)田
辺省吾(川越市)牧之関 遠藤(上尾市)新田
恒夫(蘇我市)林 真代(高知県)阿吽企画 
都外川美穂(福岡市)藤広分教会 三井 基
志(呉市)栄和第一自治会ボーリング大会
(さいたま市)眞開分教会 西妻(深谷市) 
NPO法人ハヤト松村 香(さいたま市)小
林一広(横浜市)榎本日佐子(さいたま市)
吉田照子(さいたま市)貫正 千葉正樹(気
仙沼市唐桑町)天理教池田大教会(大阪
府)南愛分教会青年会(名古屋市) 森岡 豊
(神戸市)匿名希望(さいたま市)山口 恭司
(枚方市)技巧建築 石井 大(さいたま市)
小林壱成(さいたま市)鈴木伸宣,橋本ト
シヒコ,匿名希望(明石市)匿名希望(さい
たま市)山内明史(気仙沼市)高崎定一(さ
いたま市)半造レストハウス遠藤誠司・
熊谷羊(気仙沼市唐桑町)佐藤英之(いわ
き市)匿名希望(さいたま市)原 寧々(さ
いたま市)西内自動車 西内大州(朝霞市)
小林陽子(さいたま市)稲垣 功(さいたま
市)濱崎泰行(さいたま市)伊藤秀一(さい
たま市)久保(さいたま市) 栄和神輿愛好
会 永野 尚・新妻英治(さいたま市)神山 

進(さいたま市)田實由紀子(鹿児島市)北
山澄絵(南阿蘇村)お好み焼き よっちゃ
ん(広島市)名門大洋フェリー(大阪市)ス
マートサバイバープロジェクト(新宿区) 

※ 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、スポーツ用品等を補
助する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。 

※ 農業支援 
 カルング県各所での植林活動、ルカヤ
町でのモデル農場の整備などで EM 普
及活動を行なっています。また、トラク
ターや農業機具を必要としています。 

※ スポーツ振興支援 
 ウガンダ共和国カルング県で行なって
いるサッカーAAA カップの運営・サッ
カー場整備などの充実を図っています。 

※ スリランカ支援 
 中古衣類を送ったり、スマトラ沖地震
の津波被害の支援活動を行なっていた
スリランカにて、約 1,000 坪の土地を
使って活動して欲しいとの要望をいた
だいています。活用したい方がいました
らお知らせ下さい。 

【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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☆  お便りコーナー ☆ 
◇またアフリカでヂカ熱流行の兆しが
あるとか。アフリカの人達にはまた色々
と困ったものですね。少しでも助け合っ
ていきたいものですね(2/3)◇そろそろ
春の気配です。目標に向かって小さいこ
とから一歩づつですね(3/2)◇日本の四
季の中で今が一番良い季節ですね。四季
のないアフリカでも春はあるのでしょ
うか？春をめでること、日本に生まれて
良かったと思います(5/9)◇最近こちら
ではアフリカの方、アジアの方よく見か
けます。ただ日本人と話している場面は
全然ありません。皮膚の色は違っても心
は同じ、こちらから胸を開くこと大事で
すが・・・(6/3)◇バングラディッシュ、
本当に人のために働いた人々、気の毒と
しか言いようがありませんね。しかし種
は蒔かれたのですから、いつか花が開く
時がきます。(7/5) ◇リオのオリンピッ
ク、安全面はどうでしょうかね？日本は
悪い面があっても良い面が多く日本に
感謝して、他国も平和であれと思います。
(8/5) ◇アフリカ至るところで混迷して
いますね。やはり無知によるところが大
きいのでしょうか？それにはやはり教
育がこの国を変革していて基になるの
でしょうか？(10/5)  
     （2016/2～2016/12月末） 

◇ 募 集 情 報 ◇ 
【物資募集】メガネ：1個￥500 円の送
料寄付が必要です。「Convex glasses」
(老眼用),「Nearsightedly」(近視用), 
「Hypermetropia」(遠視用) のいずれ
かと度数をわかる範囲でメモに書き添
えて眼鏡ケースにメモを入れて下さい。 

【物資募集】ピアニカ：1台￥700 円の
送料寄付が必要です。綺麗に拭いて掃除
してから送って下さい。 
【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）、車輛（トヨタランド
クルーザー、ハイエース）があればご寄
付下さい。 
【現地渡航】しょくりん隊 forウガンダ 
期間：2017/3月、8月を予定しています。 
【スタッフ募集】AAA の活動を支える
事務スタッフを募集しています。ホーム
ページの制作、会報の作成、助成金申請
などの協力をしてくださる方 
編集後記 2016年は 4月の熊本地 
震、怒涛の支援活動でした。連日揺れる
群発地震を現地で体感しながらの活動、
日本国内地方での災害救援活動で見え
てくるのはいつも過疎化と高齢化の現
状です。特に日本の生活を支えている地
方の農業の存続が危ぶまれている事を
目の当たりにし、解決方法を模索するこ
とが必須となっています。 
 
 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奈良県医
科大学付属病院0744-22-3051(代)海
外渡航者外来担当 
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