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シンバ基金 第 12回 AAAしょくりん隊参加者募集 !! 
【慎みスピリッツ！】環境浄化・砂漠化防止プロジェクト こども視察隊同時開催 
費用￥350,000 円(まごころ会員、子供)、￥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：2018/8月 15日～8月 26日 13泊 14日 〆切：2018/6/10 
交通：カタール航空（羽田発着予定）※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 
 2018年1月26日～2月7日で第11回
AAAしょくりん隊を派遣しました。参加
者５人：山﨑毅史、中里睦子理事、山﨑
毅太朗、田實由紀子（南阿蘇HC）、山﨑
敬充ダイレクター（AAA-U） 
 今回は初トルコ航空でイスタンブール
経由にてウガンダに向かいました。イス
タンブールからエンテベ行きの乗換え
でまさかの乗り遅れとなり、急遽イスタ
ンブールからドバイ経由でエンテベに
入りました。28日午後エンテベ空港にて
敬充ダイレクターと合流、現地で活動す
るチルドレンホープの石原さんご夫妻
を訪問。乗り遅れの影響で荷物の不着の
為、届くまで2日間カンパラで村に入る
ための買い出しや手続き等をして、よう
やく30日に村へ移動できました。今回は
お楽しみサファリツアーを先に済ませ、
カルング県内のカサカ小学校にて子供
達と一緒に植林活動を行いました。活動
当日は校長先生はじめPTA役員等、保護

者の方たちも一緒に行いました。今回は
乾季だったので、記念に数本を植え残り
の苗木は後ほど時期を見て植えて貰う
事になりました。中里理事と埼玉県国際
交流協会から頂いた文房具、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｲ
ｸﾙで集まった鍵盤ハーモニカ４台、会員
の濱田さんから預かったｿﾌﾄｻｯｶｰﾎﾞｰﾙを
贈呈しました。合計600本の苗木を配り
ました。村での生活体験では、約３時間
かけて水汲みをしたり、鶏を絞めて唐揚
げを作ったり、現地色のマトケを食べた
りしました。 
また、前回の宿題になっていた拠点の電
源としてバッテリーも購入してソーラ
ーパネルと接続して設置できました。 
ありがとうございました。 

第13回AAAカップ閉幕 
 2017 年９月に開幕した第 13 回サッ
カーAAA カップの決勝戦が２月２日の
夕方に開催されました。今回決勝に残っ
たのはガヤザとブワサンデクとの一戦
になりました。両者均衡した攻防で前後
半０-０のまま PK 戦となり接戦の末、
ガヤザチームが優勝しました。 
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今回初参加した小学 6 年生の山﨑毅太
朗君も前半の 10 分間飛び入り参加して
斜面で凸凹のグランドで現地サッカー
を体験しました。 
閉会式では優勝杯と賞金に併せて埼玉
県国際交流協会から頂いた T シャツと
リュックサックを両チームにプレゼン
トしました。 

国 内 活 動 報 告 
国際課へ御礼訪問 

 昨年受賞させて頂いた、第 48回社会
貢献者表彰式にご推薦下さいました、埼
玉県県民生活部国際課への御礼に埼玉
県に因んだサイの木彫りをウガンダか
ら持ち帰り、代表とまごころ会員の寺田
智聡さんと一緒にお届けに伺いました。 
当日は、国際課の島田課長はじめ職員の
皆様に温かくお迎えいただき受賞の御
礼とアフリカでの活動の様子をご報告
させて頂きました。 

東日本大震災復興支援 
 宮城県気仙沼市唐桑町では、ほとんど
の仮設居住者が公営住宅に移り仮設住
宅の解体作業も進んでいます。東北もま
だまだ復興途中ですが、唐桑ひのきしん
レディースの小山光子さん、佐藤暢子、
鈴木邦子さんが集会場を利用して公営
住宅に移られた方の継続支援を行なっ
ています。ありがとうございます。 

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という大きな地震により
被害を受けた熊本県阿蘇郡南阿蘇村の

支援活動を展開しています。震災 2年目
には道路の復旧が進んだり、村内の農地
復旧なども始まり南阿蘇村へのアクセ
スがだいぶ良くなりました。開設した南
阿蘇ヘルプセンターにて農業支援をは
じめ引き続、解体の仕分け、荷物の片付
け、引越しの手伝いなど、まだまだお手
伝いすることがあり、スタッフ募集中で
す。 2018 年 2月末で述べ約 1,650
人の皆様にご参加頂き約 400 世帯ある
農家さんのうち60軒の農家さんの300
件以上の案件をお手伝いしました。 
道路の復旧も進み、観光でも足を運び易
くなりました。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。南阿蘇村役場総務課にて高速道路減
免の災害派遣従事車両の手続きにも引
き続きご対応いただけます（6/30 日ま
で）。まだまだお手伝いすることがたく
さんあります。拠点の家に宿泊も可能で
す。お時間ある方はお気軽に南阿蘇村へ
お越しください。 
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/ 
熊本地震支援金のご協力ありがとうございます 

支援金総額￥10,893,768円(2017/12末) 
支援金 ￥6,293,226円、助成金 ￥4,600,542円 
(助成金：赤い羽根中央募金ボラサポ九州第３,４期) 

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 阪本智恵 阪
本いくえ 阪本あゆみ 山崎敬充 山崎毅史 
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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 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 アルプス工務店
久保山博文 

ご寄付戴き有難うございます 
松本重次郎(春日部市), 奥門三千男(目黒
区),嶋津美紀(中郡二宮町)以上 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。（2017/10～
2018/2月末） 
熊本地震活動支援金 
（2017/11～2018/２月末） 

FMCC 福岡おはようカークラブ(福岡
県)天理教藤広分教会(広島県),(株)みな
み阿蘇(南阿蘇村),森本梨絵(三重県),片
島明(南阿蘇村), 丸野正雄(南阿蘇村),ト
ミタユカ(熊本県),小林陽子(埼玉県),久
山英毅(岡山県),北山澄絵(北海道),山内
明史(宮城県),赤い羽根中央共同募金会 

☆ お便りコーナー ☆  
◇一年の計は元旦にありと言いますが、
自分に出来る長続きしそうな計画を立
てること、簡単でも実行できそうな事を
実行したいと思います◇積雪がまだ残
っていて、転ばないように歩いています。
それにしてももっと地球全体として捉
えたい。自分もその一員ですね。お恥ず
かしいです。◇紛争の絶えない地域での
写真を見ると、非難民の子供の屈託のな
い笑顔が、余計に平和への思いが強くな
りますね。(2017/11～2018年2月末) 
 

【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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◇ 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】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（4WD、ハイエース） 
【現地渡航】こども視察隊 forウガンダ 
期間：2018/8月 15日～26日を予定 
【スタッフ募集】AAA の活動を支える
事務スタッフを募集。HP 製作、会報作
成、助成金申請などの事務作業得意な方 

※ 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。 
編集後記 2018年 3月 31日に最 
高顧問故山崎城之の 10 年祭が執り行わ
れます。生前訴えていた慎み革命の一環
で植林隊を始めて早くも 10 年が経ちま
す。2017年も心温まるご支援をありが
とうございました。新年度にあたり、今
までの活動の継続と、手と手を繋いで共
に汗をかき、更なる地球家族のたすけ合
い「本気！やる気！勇気！根気！元気！
朝起き！正直！働き！」を推し進めて参
りたいと思います。 
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 
 
日本国内におけるマラリアに関する検
査を実施してる病院(海外渡航者外来等) 
・	防衛医科大学校病院（埼玉県所沢市） 
☎ ︎ 04-2995-1511 
 
・	奈良県医科大学付属病院 
☎ ︎ 0744-22-3051(代)海外渡航者外来 
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