2001年
1月 12日(金)
快晴

インド向け食料、衣類混載コンテナ積込報告
時
間：9：00～12：00
場
所：AAA本部スタジオ
作業内容：食料、衣類コンテナ積込
成果：衣類250箱＆91袋、食料421箱を積め込みました。
参加者：田口帰一、田口敏子、金子有一、柿沼美根子、渡辺薫子、小池絢子、
酒井俊介、寺沢久代、田中久夫、田中みどり、榎本日佐子、柳生泰子、山崎トモ、
山崎智恵、山崎純子、山崎城之、山崎智子、山崎栄慈、山崎毅史
以上19名でした。 皆様ご喜労様でした。
本日出荷20フィートコンテナ報告
本船名：NEDLLOYD EURORA
船会社：ハパッグロイド
出港日：1/19 横浜港
入港日：2/1 カルカッタ港(インド)

4月 9日(月)
晴れ

ケニア共和国宛てコンテナ積み込み報告
快晴の暖かい春日和に皆様ありがとうございました。
積み込み内容：机椅子(セット)…15台 衣類(箱)…276箱(袋)…124袋
ピアニカ…2箱(24台) 自転車…15台サッシの窓も混載しました。
送り先：THE CHAIRMANIJARA DISTRICT DEVELOPMENT TRUST FUND
P.O.Box 90 GARISSA
参加者：石原悦子、松本美代子、田口帰一、田口敏子、田中久夫、田中みどり、
柿沼美根子、寺沢久代、酒井俊介、黒川弘照、山崎城之、阪本明、阪本智恵、
榎本日佐子、山ヵ純子、山崎栄慈。
以上１６名でした。皆様、御喜労様でした。ありがとうございました。
※インドマザーテレサ事務所からお礼に手紙。
2001年3月20日に、私共の倉庫宛に762箱を搭載したコンテナーが到着いたし
ました。たくさんの食料や古着などを送っていただき、カルカッタ市および近郊に
ある施設の子供達を代表して、感謝申し上げます。
当方は、同日に受け取った赤ちゃん用米粥を配給します。全てのご寄付は、そ
れらを必要としている子供達に喜びと安心を与えることでしょう。
子供達は、こうした贈り物が何であろうと、感謝の気持ちで受け取っています。
当施設スタッフを代表して、皆様の奉仕の心と愛のこもったご援助とご苦労に、
感謝申し上げます。
山崎様とご家族のために、感謝の祈りを捧げます。
イエス様とマリア様のご祝福がありますように。感謝をこめてシスター・Ｍ・ジョー
場所
量
配布日
Shishu Bhavan(乳児病棟) 200 Boxes 20.3.2001
Shishu Bhavan(幼児病棟) 50 " 20.3.2001
Shishu Bhavan(身体障害者) 25 " 20.3.2001
Shishu Bhavan(診療所) 25 " 20.3.2001
Shishu Bhavan(G. センター) 3 " 20.3.2001
Tengra 10 " 20.3.2001
Green Park 10 " 21.3.2001
Howrah 5 " 21.3.2001
Baruipur S.B. 10 " 21.3.2001
Kearchand 10 " 21.3.2001
Durgapur 10 " 21.3.2001
Kumarpara 5 " 21.3.2001
Monsada 5 " 21.3.2001
Nimtalla 10 " 21.3.2001

20日(金)

7月 4日(水)

Dumka 5 " 21.3.2001
Siliguri 10 " 21.2.2001
Bhopal/Raigarh 13 " 27.3.2001
Durgapur 2 " 29.3.2001
Ranchi 10 " 06.4.2001
Kharagpur 3 " 10.4.2001
合計 421 箱
※スリランカ向けコンテナ積み込み報告
新緑の温かなコンテナ日和でした。大勢御参加下さり、皆様本当にありがとう
ございました。下さり、皆様本当にありがとうございました。
積載物 自転車…50台 衣類(箱）…320箱 (袋)…185袋
参加者：田口帰一、田口敏子、石原悦子、田中久夫、田中みどり、坂井直人、
田中建次、安部愛子、新井定吉、寺沢久代、庄田浩恵、柳生泰子、榎本日佐子、
田中多賀志、石井スガッス・プレマラール、小久保美紗、山崎毅史、山崎トモ、
山崎城之、山崎純子、山崎栄慈、以上２２名でした。
なお船は、4/26 横浜を出港しました。6月のスリランカ・インド視察団において、
今回のコンテナの物資の贈呈式を行います。
皆様、本当に御協力ありがとうございました。
※シラレオーネ向けコンテナ出荷!
午前9時30分より積み込み開始西アフリカ、シラレオーネ向けに20フィートコンテ
ナに衣類650個(袋込み)内芳賀町アフリカ救済委員会から151個届けられ混載
しました。
ボランティアに駆け付けてくれた方々は20名でした。
万波宏彰、大石 明、佐分利美奈子、田口敏子、柿沼美根子、田口帰一、
田口教継、田中久夫、田中ミドリ、中里睦子、榎本日佐子、柳生泰子、早坂貴子、
岩谷、井上紀子、山崎毅史、山崎純子、山崎城之、山崎智子、山崎拓人
の皆さんでした。まごころ有り難うございます。

8月 16日(木) ～9月9日(日)
9月 13日(木)

※2001年第16回東アフリカ視察団

ドミニカ向けコンテナ積み込み発送しました。
ちょうどテレビ大阪の収録がありました。以下の通り放送されました。
テレビ大阪放送 10月12日AM10：00～10：30
｢石橋 勝のボランティア2001｣No,131
地球家族の兄弟姉妹として・・
～NGOAAAアジア＆アフリカ～
(ゲスト)NGO AAAアジア＆アフリカ
顧問 山崎城之
代表 山崎純子
放送決定
放送局により変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
テレビ大坂「ボランティア２１」制作担当 （株）テークワン
放送日
時間
エリア
放送局
10月15日(月)10:00～10:30 北海道
テレビ北海道
10月16日(火)10:55～11:25 宮城
東日本放送
10月15日(月)10:30～11:00 栃木
とちぎテレビ
10月13日(土)07:30～08:00 群馬
群馬テレビ
10月22日(月)10:30～11:00 千葉
千葉テレビ
10月17日(水)08:30～09:00 東京
MXテレビ
10月16日(火)10:30～11:00 新潟
新潟放送
10月15日(月)10:55～11:25 富山
北日本放送
10月15日(月)10:30～11:00 石川
石川テレビ
10月15日(月)09:55～10:25 福井
福井テレビ
10月23日(火)09:30～10:00 岐阜
岐阜放送
10月18日(木)10:45～11:15 静岡
静岡放送
10月15日(月)11:00～11:30 愛知
テレビ愛知
10月15日(月)09:30～10:00 奈良
奈良テレビ
10月27日(土)08:30～09:00 三重
三重テレビ

10月19日(金)08:30～09:00 滋賀
びわ湖放送
10月12日(金)10:00～10:30 関西
テレビ大阪
10月18日(木)08:15～08:45 和歌山
テレビ和歌山
10月15日(月)10:00～10:30 島根・鳥取 山陰放送
10月17日(水)08:05～08:35 岡山・高松 テレビせとうち
10月13日(土)07:00～07:30 広島
中国放送
10月15日(月)08:30～09:00 福岡
TVQ九州放送
10月19日(金)10:00～10:30 熊本
熊本朝日放送
10月13日(土)10:00～10:30 沖縄
沖縄テレビ
29日(土) ～30日(日) ※国際交流フェステバル報告
場 所：スーパーアリーナ(さいたま新都心)
主 催：埼玉県、埼玉国際交流協会
内 容：展 示 写真パネルの展示、ビデオ上映、模擬店 リランカカレー、
セイロンティーの販売、
参加者：山崎純子、山崎城之、榎本輝好、榎本日佐子、田中久夫、田中みどり、
中里睦子、田口帰一、田口敏子、高橋正夫、片山敏子、佐々木さん、柳生泰子、
渡辺福子、松本綾子、大塚正美、安藤素子、松原小百合、吉田照子、オミール・
オジュワン、佐藤昌美、佐藤元樹、榎本太郎、榎本太一、伊藤秀行、伊藤里香、
伊藤綾香、伊藤宥伽、高里潤輝、山崎敬充、山崎毅史、山崎智子、山崎拓人、
山崎栄慈以上34名の方が参加して下さって、2日間延べ51名の方がボランティ
アして下さいました。
所 感：今回は初めての食品販売ということで、一抹の不安がありましたが、
大好評でしたので、自信がつきました。
日曜日には売り切れた後も人がカレーを求めて買いに来てくれる姿もあり、色々
勉強になりました。初めてで赤字でなくでき、しかも良い経験となった、ありがた
いフェスティバルでした。皆様本当にありがとうございました。頑張りましょう!
カレーはなかなか好評でした。今後もまた、宜しくお願いします。
10月 6日(土) ～10月7日(日) ※国際協力フェスティバル2001
会 場：東京都立日比谷公園
主 催：国際協力フェスティバル2001実行委員会
共 催：開発教育協議会/(特活)国際協力ＮＧＯセンター/
国際協力銀行/国際協力事業団/(財)国際協力推進協会
協 力：外務省
AAAはパネル写真出展、スリランカ/ウガンダ/ケニアの紅茶を出店皆様無事
終了ありがとうございました
11月 4日(日)

午前10時～午後5時 ※｢AAA国際協力フォーラム2001｣
場所：浦和ふれあい館(JR京浜東北線北浦和駅下車西口より徒歩3分、浦所線
右側県立近代美術館横)
主催：AAAアジア＆アフリカ Eメールaaa@aaag.org 電話＆ＦＡＸ048-858-5544
入場無料
AAA国際協力フォーラム2001｣＝いよいよ心の実働＝総合司会進行 山崎敬充
（AAAーUganda代表）
10:00・開会の言葉 山崎 純子(AAA代表)
10:05・オリジナルドキュメンタリービデオ上映
※第2回スリランカ(第1回インド)視察団の記録（20分)
10:35・基調講演
｢グローバルリサイクルアクション心の使い方｣
講師：山崎城之(AAA顧問・さいたま国際青年を育てる会理事)
11:30・ビデオ上映テレビ大阪放送分(30分)
｢石橋勝のボランティア2001｣＝地球家族の兄弟姉妹として＝
12:00 昼食休憩
13:00・オリジナルドキュメンタリービデオ上映
※第16回視察団の記録(30分)
13:30・トークイン ｢21世紀を迎えた活動の現場から｣
コーディネター 山崎 城之(AAA顧問)
トーカー
中里 睦子(AAA理事)
鈴木 敏央(鈴木ゼミウガンダスタディーツアー主催者

9日(金)

20日（火)
快晴

＜拓大助教授＞）
川上美也子(AAA理事)
勝野 貴信(埼玉中央JC、NPO開発委員長)
遠藤奈津子(鈴木ゼミ第2回ウガンダスタディーツアーチーム
リーダー）
新野 慧子(R＆LAAA担当代表＜三代目＞）
田口 帰一（AAA理事・チーム浦和代表)
海外からのゲストトーカー
阪本 明（Mikono Int.副代表)
阪本 智恵(前AAAーUganda代表)
オミール・オジュワン(AAAーＫenyaダイレクター）
18:00・閉会の言葉 山崎 栄慈（AAA事務局長）
※ボランティア国際年の木を広げようキャンペーン
(会場にキャンペーンハガキを展示)
※会場には、活動のパンル写真も展示。
午後５時終了予定で始ったフォーラム、トークインでは会場からの意見が続出し、
時間を１時間延長して感動の内に終了。
特質すべき事は、閉会の言葉が終わった後、会場を出る人は一人もおらず全員
が実働の即実行!
舞台、会場の片付けが終わると引き続きロビーに展示されていたパネル写真
などを片付けに入り全部片付けてからの解散となった。
心の実働をテーマに開催され「スタッフ＆キャスト、そして貴方がヒーロ－!
ヒロイン!です」を合言葉に進められた。
今年のフォーラムは大感動大感激で次回の活動参加を誓い合った。
アンケート結果を記します。
参加者65名、アンケート回収数 53 参加者区分 会員25、スタッフ5、
ボランティア5、会員家族2、拓大スタディ5、R&L3、その他8。
何で知ったか
Eメール6、AAAホームページ2、友人2、知人1、
AAA会員から32、R＆L2、無回答8
如何でしたか？
良かった35、まあまあだった5、その他1、無回答12
良かったと答えた方 ビデオ5、基調講演4、トーク4、パネル写真1、全部22、
無回答17
※シエラレオーネ向け 20フィートコンテナ積め込み報告
雨が降る寒い中にも関わらず、大勢ボランティア下さりありがとうございました。
お蔭様で無事積みこみを終えることが出来ました。
積み込み内容：衣類(箱)…600箱、(袋)…30袋 送り先：シエラレオーネ。
参加者：安藤素子、榎本輝好、山下善照、高里潤輝、柿沼美根子、寺沢久代、
田口帰一、田口敏子、田中久夫、田中みどり、榎本日佐子、中里睦子、
広田好美、斉藤友香、友野那美、山崎敬充、阪本明、阪本智恵、山ヵ純子、
山崎城之、山崎智子、山崎拓人、山崎栄慈
以上23名でした。皆様、御喜労様でした。
※スリランカ向け 20フィートコンテナ積め込み報告
快晴の暖かい小春日和に皆様ありがとうございました。
積み込み内容：衣類 (箱)…417箱 (袋)…216袋 自転車…36台
送り先：スリランカ民主社会主義共和国
参加者： 仙波敦史、榎本輝好、榎本日佐子、ジャクリン、石原悦子、広田好美、
松本綾子、渡辺福子、長野美根、高里潤輝、吉田義晴、高橋克典、山崎城之、
山崎純子、山崎敬充、山崎栄慈、山崎智子、山崎拓人、
以上、18名でした。皆様、御喜労様でした。

