
1月 5日(日) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
　　田口帰一、田口敏子、渡辺薫子、柿沼実根子 

6日(月) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
　　田口帰一、田口敏子、渡辺薫子、柿沼実根子

7日(火) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、渡辺薫子、

11日(土) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、寺沢久代、寺沢　正、柿沼実根子、渡辺薫子、喜田詮子、
肥留間清

12日(日) ※衣類整理ボランティア、午前中はチーム浦和、チームつめるやん、ゼネラルエレ
クトリックカンパニーの皆様、午後からはチームつめるやん、チームさくら草鼓笛隊
の皆様ご喜労様でした。 

16日(木) ※AAA―Uダイレクター山崎敬充ウガンダへ出発 
18日(土) ※コンテナ積込み、

田口帰一、田口敏子、寺沢久代、寺沢　正、柿沼実根子、渡辺薫子
※スリランカ向けコンテナ積込みチーム浦和、チームつめるやん、チーム浅草
小学校の皆様ご喜労様でした 

20日(月) ※定例衣類整理チームつめるやんの皆様ご喜労様でした。文京区資源環境部
リサイクル清掃課のボランティアの皆様が体験活動で大型バスで駆けつけて
くれました

26日(日) ※第3回アフリカおたすけ隊出発 
28日(火) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア

田口帰一、田口敏子、寺沢久代、柿沼実根子、肥留間清
29日(水) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア

田口帰一、田口敏子、佐藤良子、寺沢久代
31日(金) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア

田口帰一、田口敏子

2月 1日(土) ※チームさくら草鼓笛隊衣類整理箱詰めボランティア
吉田美幸、吉田直子、鈴木和子、鈴木公佳、鈴木直人、中島すみ子、
※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、渡辺薫子、柿沼実根子、寺沢　正、寺沢久代、又井みよ 

6日(木) ※第3回アフリカおたすけ隊第１陣帰国
9日(日) ※チームさくら草鼓笛隊衣類整理箱詰めボランティア

吉田美幸
※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、吉田美幸、高橋正夫、寺沢　正、寺沢久代、
※定例衣類整理ボランティア日皆様ご喜労様でした。午前中はチームつめるやん、
チーム浅草小学校の皆さん、午後からはチーム浦和、チームさくら草鼓笛隊
の皆さんご喜労様でした。

10日(月) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、渡辺薫子、柿沼実根子、喜田詮子、肥留間清、寺沢久代、
寺田、佐藤良子

11日(火) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、渡辺薫子、柿沼実根子、高橋正夫、喜田詮子、肥留間清、
寺沢　正、寺沢久代、寺田

12日(水) ※駒込中学三年生、二年生対象｢AAAフォーラム出張｣講師、シンバ顧問、
山崎純子代表、中里理事、山崎栄慈事務局長

15日(土) ※チーム浦和衣類整理箱詰めボランティア
田口帰一、田口敏子、柿沼実根子
※駒込中学1年生対象｢AAAフォーラム出張」講師　佐津川守道第三回アフリカ
おたすけ隊参加者、中里理事、山崎栄慈事務局長
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20日(木) ※衣類整理箱詰め 
25日(火) ※第3回アフリカおたすけ隊第２陣と全て無事帰国
28日(金) ※天理教印旛支部　地球家族のたすけあい　講演　シンバ

3月 1日(土) ※埼玉県国際交流協会｢彩の国国際協力基金｣基金報告会
AAAアジア＆アフリカはウガンダ共和国マサカ県に於いて保健指導に為に資金
援助をいただいており、この報告会に山崎敬充事業部長（AAA―Uダイレクター）
が報告しました。 

8日(土) ※拓大OG会　築地田村にて　
山崎城之顧問、山崎敬充　鈴木敏央教授を囲んで現地の状況。

9日(日) ※定例衣類整理箱詰めボランティア
ちーむつめるやん(榎本太郎、榎本太一、瀧澤真由、戸ケ崎和也、鈴木悠仁、
鈴木敏央、津久井徹、松本綾子、飯田教子、瀧澤　茜、山崎智子、山崎拓人、
山崎理人、山崎城之、山崎純子、山崎敬充、阪本智恵、阪本いくえ、榎本日佐子
渡辺福子)、
チーム浅草小学校(長澤秀人先生、山本雄一、大橋生奈、志村友香、小島千波、
五十畑美桃、小椋穂乃加、遠藤綾乃、大谷真紀、今泉有絵、長谷川友莉香)、
青樹摩湖、門　敦之。午後はチーム浦和のみなさん
※スリランカ向けスガッスさん3名、自転車と衣類を積込んでくれました。

13日(木) ※10:00～12:00シエラレオーネコンテナ積込み衣類107袋、770箱　
ボランティア参加者：古田明浩、中山　豪、鈴木悠仁、執印友子、田口帰一、
田口敏子、寺沢久代、平林美智子、長野美根、渡辺福子、富田笑子、
長谷川貴信、山崎敬充、阪本智恵、阪本いくえ、榎本日佐子以上16名でした。 

14日(金) ※EM研修会我孫子にて受講
20日(木) ※定例衣類整理箱詰め

4月 4日(金) ※東京調布国際教育ボランティアの会からピアニカを80台をお預かりしました。
9日(水) ※定例衣類整理箱詰めボランティア

チームつめるやん（中里睦子、松本綾子、飯田教子、山崎智子、山崎拓人、
山崎理人、山崎城之、山崎純子、山崎敬充、阪本智恵、阪本いくえ、
榎本日佐子、渡辺福子、山崎栄慈） 

10日(木) ※12:30～16:00　衣類整理箱詰め　
チーム浦和(寺沢久代、柿沼実根子、田口敏子、田口帰一）

11日(金) ※12:30～16:00　衣類整理箱詰め　
チーム浦和(渡辺薫子、田口帰一、田口敏子)

12日(土) ※10:00～11:00　衣類整理箱詰め　
チームさくら草鼓笛隊(渡辺　誠、渡辺明美、渡辺夏生、吉田美幸、吉田康洋、
吉田直子、柳生泰子)チーム浦和(寺沢　正、寺沢久代、田口敏子、田口帰一) 

17日(木) ※第3回アフリカお助け｢帰国報告会｣於：奈良
29日(火) ※AAA―U　ダイレクター山崎敬充　ウガンダへ出発

5月 5日(月) ※10:00～16:00フリーマーケット参加
主催：いきいき埼玉、協力：彩講会、いきがい大学浦和学園連絡競技会、
場所：埼玉県県民活動総合センター、けんかつふれあい広場。
他の催しもの内容：小ホール　子供シアター。内モール：大道芸コーナー･
似顔絵コーナー･ペンシルバルーン･子供体験コーナー。
ボランティアに参加者：高橋正夫、田口帰一、田口敏子、榎本輝好、榎本太郎、
榎本太一、田中久夫、田中ミドリ、山崎栄慈、山崎智子、山崎拓人、山崎理人、
山崎城之、山崎純子。 

9日(金) ※コンテナ積込み(インドマザーテレサ事務所宛)620箱、70袋
ボランティア参加者：佐々木輝巳、佐々木芳恵、山崎栄慈、山崎智子、山崎拓人、
山崎理人、田中ミドリ、山崎純子、平林徳雄、平林美智子、山崎城之、飯田教子、
山元、榎本日佐子、松本綾子、田口帰一、田口敏子以上17名でした。
13:30～EMゼミ開催



5月 10日(土) 12:45～15:30　大人11名、子供1名(チームさくら草鼓笛隊大人2名)
13日(火) 12:30～15:30　大人4名　
15日(木) 13:30～17:30　大人2名
17日(土) 13:30～15:30　大人9名
28日(水) 12:00～14:00　大人6名
30日(金) 10:30～12:00　大人1名
31日(土) 09:00～12:00　大人5名

6月 9日(月) ※10:00～12:00　衣類整理箱詰めボランティア　
※13:30～EMゼミ開催

14日(土) ※コンテナ積込み(インドマザーテレサ事務所宛) 680箱
ボランティア参加者：チームつめるやん、チームモトローラの皆さんと

24日(火) ※AAAスリランカ代表スガッスさんが現地でのコンテナ贈呈をして帰国。
お礼状を届けてくれました。

28日(土) ※EMゼミ開催
午後13:30より開催しました。(会場は浦和区の田口敏子邸)婦人の方が8名集ま
り、そのほとんどは体験者で今後仲間増やし活動を組織的に展開すると燃えて
いました。

6月 10日(火) 12:45～15:30　大人7名
11日(水) 12:30～15:30　大人6名　
13日(金) 13:00～15:30　大人4名
15日(日) 13:00～17:00　大人8名(内チームさくら草鼓笛隊内3名)
18日(水) 13:00～15:00　大人4名
19日(木) 11:00～12:30　大人2名
28日(土) 12:00～14:00　大人10名(内チームつめるやん3名)
29日(日) 06:00～15:00　大人2名

7月 9日(水) ※10:00～12:00　衣類整理箱詰めボランティア 
※13:30～EMゼミ開催

20日(日) ※10:00～12:00　衣類整理箱詰めボランティア
8月6日からウガンダへ行く小林さんそしてちーむつめるやんの皆様ご喜労様でした!
※13:00～14:00　EMゼミ開催

21日(月) ※13:00～15:00　岩切美子さんウガンダ出発荷物詰め込み準備(大阪)
※18:00～19:00　寺谷明日香さん面接ウガンダ行き希望(奈良)

7月 10日(木) 7人　寺沢久代、柿沼実根子、渡辺薫子、瀬戸山、伊掛登志子、田口帰一、
　　　 田口敏子 

11日(金) 6人　喜田詮子、寺沢久代、高橋愛子、佐藤良子、田口帰一、田口敏子
12日(土) 4人　寺沢久代、寺沢　正、田口帰一、田口敏子
28日(月) 7人　寺沢久代、柿沼実根子、佐藤良子、中島ますみ、中島あや、田口帰一、

　　　 田口帰一
31日(木) 4人　高橋愛子、渡辺薫子、田口帰一、田口敏子

8月 6日(水) ※内外学生センター主催の体験ボランティアで衣類整理とコンテナをカンボジアへ
出荷皆様ご喜労様でした。
午後はAAAフォーラムを開催13時30分～17時まで自己紹介からAAAの理念、
現地の事、質疑応答、
最後には全員で自治会館の片づけまでした、異口同音｢素晴らしいボランティア
体験でした。｣
アルバムはCANON image GATEWAY にて作成しリンクしました
(財)内外学生センターボランティア体験とAAAフォーラムのアルバム　

20日(水) ※チームつめるやん定例の衣類整理と箱詰め。
山崎さんとこの里子たちも一生懸命手伝いました。

【チーム浦和　5月の活動】　

【チーム浦和　6月の活動】

【チーム浦和の皆さんご喜労様です】



8月 10日(日) 8人　高橋愛子、高橋正夫、喜田詮子、肥留間清、田口帰一、田口敏子、
13日(水) 8人　柿沼実根子、佐藤良子、田口帰一、田口敏子。

　　　 チームさくら草鼓笛隊上田、永井、大槻。
17日(日) 6人　高橋正夫、田口帰一、田口帰一、田口百々代、小柳きみ、草野文代
28日(木) 10人　寺沢久代、柿沼実根子、阿部、又井みよ、肥留間清、中島ますみ、

　　　　佐藤良子、中島あや、田口帰一、田口敏子

9月 9日(火) ※衣類整理と箱詰め、チームつめるやんチーム内外設立の兆し。
10日(水) ※さいたま市立宮前中学校松縄グループAAA本部見学、ボランティアについて

学習。　
20日(土) ※定例の衣類整理と箱詰め。

午前中コンテナ積込みスリランカ向け、チームつめるやん 
※EM研修13時30分より開催。

22日(月) ※吉野町青少年育成委員会主催「育成セミナー」講師派遣山崎城之顧問
基調講演の後、参加者をグループ分けして、実践のためのグループ討議を行ない
、結果を代表が発表、具体的のグローバルリサイクル活動が展開されることに
なった。 

28日(日) ※チーム内外衣類整理箱詰めボランティア

9日4人、10日9人、11日2人、13日8人、28日9人　

10月 9日(木) ※定例衣類整理と箱詰めチームつめるやん 
19日(日) ※松伏中学校AAAフォーラム出前基調講演田中親男、

コーディネーター山崎栄慈
パネラー山崎純子、佐津川守道、山崎城之、
喜安さんがボランティア体験のために四国から参加!
※衣類整理と箱詰めチーム内外

20日(月) ※定例衣類整理箱詰めボランティア　チームつめるやん 

10日7人、11日2人、13日10人、28日11人、31日2人 

11月 5日(水) ～10日(月)※カンボジア王国コンテナ贈呈式山崎顧問訪問、
6日(木) ～7日(金)は各地の学校にて贈呈式、王室関係者を表敬訪問。
8日(土) EM実験場のための土地視察。シアヌーク殿下の長女にあたる王女様と昼食会

に出席。
プノンペンは7日～9日まで国を挙げてのウォーターフェスティバル（水祭）が
開催され、それは足の踏み場もない程のにぎわいであった。

10日(月) タイのEMを活用したゴミ処理場の視察。
7日(金) ※深谷ロータリークラブ｢グローバルリサイクル活動の実践｣講師派遣山崎純子

代表、山崎栄慈事務局長 
9日(日) ※チームつめるやん　チーム浅草小学校、定例の衣類整理と箱詰め。 

13日(木) ※戸田社会福祉協議会／ボランティアセンター主催、戸田市共催、
第12回ボランティアセミナリー｢国際ボランティア活動｣講師派遣（山崎城之顧問）、
｢石橋勝のボランティア21｣」収録ビデオ上映。 

16日(日) ※ルミネ北千住から300箱、午後7時30分に搬入されました。
海外救援と物を大切にする運動とのチャリティー販売促進活動で、今年が3年目
を迎えて、第1回目の搬入でした。 

20日(木) ※衣類整理箱詰めボランティア　倉庫は満杯、
そこでこの日は、コンテナ積込みのための倉庫整理を実施しました。

21日(金) ※宮前中学校2年生の総合学習年度後半『ボランティア』への取りかかりとして、
｢AAAフォーラム｣出前。
基調講演とコーディネーター：山崎城之、パネラー：山崎純子、佐津川守道初め
てアフリカを訪れたビックリ体験、
山崎敬充AAAウガンダのダイレクターとして村の実情、
高野美江2回に渡ってウガンダを訪問し、ピアニカの演奏指導の体験を語る。
AAAビデオ｢石橋勝のボランティア21｣テレビ大阪制作全国放送版は、事前準備

【チーム浦和の皆さんご喜労様です】

【9月チーム浦和の活動】

【10月チーム浦和の活動】



として学校放送で流して学ばれた。尚このビデオは9月10日に本部を訪れてくれ
た松縄チームの4人方にお貸ししたものです。
松縄君は総合学習の一環として、AAA本部の実情を勉強に来られ、それが
後輩2年生のAAAフォーラムに繋がりました。
当日校長室でご挨拶をしているところへ松縄チームの皆さんが来て下さってのは
感動でした!更に、終了後校長室でご挨拶中に、二人（森尻、山本）の女子生徒
さんが来られ、11月29日のコンテナ積込みに参加して下さるとのお申し出をいた
だき、講師一同大感激でした。 

23日(日) ※午後2時30分ルミネ北千住から150箱、続いて午後7時30分50箱が搬入され 
ました。

29日(土) ※主催：東京調布国際教育ボランティアの会
　　　　　 東京調布国際教育Ｖの会アルバムはCANON image GATEWAY にて　
　　　　　 作成しました
　 会場：たづくり8階映像シアター
　 内容：【平成15年AAA講演会】～AAAフォーラム～
　　　　　　コーディネーター；山崎栄慈事務局長、
　　　　　　 ドキュメンタリービデオ上映、
　　　　　　基調講演；山崎城之顧問(AAAのボランティア活動)、
　　　　　　 トーカー；佐津川守道(初めてのアフリカ)、
　　　　　　             山崎敬充(現地で活躍しているピアニカ)、
　　　　　　             赤阪繁一(アフリカで知った日本の素晴らしさ)
※コンテナ積込みスリランカ向け　箱682、袋200、
ボランティア参加者13人
(内、宮前中学校から女子2名男子1名が参加してくれました)
コンテナ積込みアルバムはCANON image GATEWAY にて作成しました

カンボジア報告
蓮の会の木村さんから御礼の＠手紙
2003.10.01 11:54,
大変お世話になっております。
今日、やっとオリガミスクールにコンテナが届きました。待ちに待ったコンテナだった
ので、本当に嬉しかったです。早速、子ども達と1緒にコンテナを開けました。たくさん
の衣類なども小分けにして頂いていたので、とても助かります。中に入っていた色紙
も大変嬉しく拝見させていただきました。大勢のボランティアの方のお心が伝わって
まいりました。
本当にありがとうございました。お会いできる日を心より楽しみにしております。
蓮の会　代表　木村　エミ子

訪問日記
※ 11月5日～10日カンボジア王国コンテナ贈呈式山崎顧問訪問。
6日　ポチェントン幼稚園・マティラズマイコマ幼稚園・タクマオ小学校にドネーション
＆訪問。
子供達1人1人に手渡しました。本当に喜んでくれました。
7日　オリガミスクールドネーション＆訪問、ここではキラキラ星をピアニカで演奏し
てくれて、上手な日本語で歓迎の挨拶もしてくれました。両人とも目に涙を浮かべ
乍らの感動でした。芸術大学門見学。
EM開発のためのミッシェル(蓮の会のアシスタン)の土地を視察、夕方、蓮の会の
オフィスにて、王室儀典長と会談後プリンス・シリウッド(シアヌーク国王の弟)に、
EMの説明でお宅訪問 。
8日　ボッパデヴィ現文化大臣　(シアヌーク国王長女)とホテルカンボジアーナにて昼食。
王女は沢山の衣類を贈られたことを事のほか喜んでくれました。
午後　日本、カンボジア国交50周年記念盆踊り大会参加。
 プノンペンは7日～9日まで国を挙げてのウォーターフェスティバル(水祭)が開催され、
それは足の踏み場もない程のにぎわいでした。
50周年記念の盆踊り大会には、NGOを代表して私達のカウンターパート蓮の会が
運営するオリガミスクールの子供達が赤のハッピに白の鉢巻をきりりと締めて出演、
会場からひときわ大きな拍車が湧いて両国の親善の大きな役割を担いました。
9日朝　サムランシー党首の私邸を訪問したがこちらも空港の時間に追われていたの
でお会いする事ができませんでした。



その後、サムランシーさんからのFAX｢あなたの好意に心より感謝申し上げます。
あなた方がいらっしゃった時にお会いできなくて、すみませんでした。近い将来また
お会いできることを楽しみにしております｣
10日　タイのEMを活用したゴミ処理場の視察を終えて無事帰国。｢園長さんのオリガ
ミ｣で有名な田中親男先生、とにかく飛行機の中と言わず処かまわず寸暇を惜しまず
オリガミをおり続けた実践力に脱帽の旅でした。このオリガミが国際親善に大きな
役割を果たしたのは言うを待ちません。
私もバレリーナの折方をマスターさせていただきました。田中親男先生有り難うござい
ました。
又カウンターパートの木村えみ子さんの現地でのお働きは、筆舌に尽くせぬ素晴
らしいお働きでした。
学ぶところが多かったです。そしてこのカンボジアでもEMが始まるのも間近となった
事嬉しい限りです。
カンボジアからも地球蘇り活動が展開されます。

田中理恵さんからの＠手紙　11月10日
シンバ様 
遠いところはるばるカンボジアまで来てくださり、ありがとうございました。カンボジアは
いかがでしたか？　　
シンバさんと父が来て下さり私はとても嬉しかったです。木村さんもとっても喜んで
いらっしゃいました。
スーパーアイドルなみのハードスケジュールでとてもお疲れになったのではない
ですか？
暑さと、時差で疲労度も倍だったと思いますが、お２人のお蔭で、周りの人たちは
笑いっぱなしでしたね。本当に御喜労様でした。ありがとうございました。
昨日の、盆踊りの帰りのバスで、アイスを嬉しそうに食べていた子供たちですが、
中には途中まで食べて、後は家にいる妹に持って帰るんだといって残している
子もいたんです。そんな子供たちの姿をみていると心が暖かくなりますね。
カンボジアで子供たちにいろんなことを教えてもらっています。　また、カンボジアに
是非いらっしゃって下さい。　お待ちしております。　いつか、ウガンダにも行って
みたいと思います。
その時はどうぞよろしくお願いします。 では又・・・・　　　理恵。

嬉しい手紙でした。 訪問日記終 

12月 6日(土) スリランカ向けコンテナ積込み無事終了、
ボランティア参加者　浅草小学校5年生11人、6年生2人と先生、チーム浦和1名、
チームつめるやん16名（内7名子供)箱533個、袋180個、積込み後に倉庫の整理
をして12時30分から昼食。内芳賀町アフリカ救済委員会から103箱が届きました。

7日(日) 山崎敬充、高野美江お二人がウガンダへ出発、現地ではEＭサンプル製造が
始まる。ウガンダ共和国に於いて初めてのこと!
このEM活用がウガンダ全土に広まれば、ナイル川を源流のピクトリア湖にはが流
れ、アフリカ全土のひいては地中海にインド洋にと地球の蘇生化が進む!
地球を蘇らす大事業の始まり!

9日(火) 衣類整理箱詰ボランティア恒例日チームつめるやンの15名の皆様ご喜労様でし
た。とても富貴は冷たかったのですが、快晴に恵まれてスタジオ前にブルーシート
を敷いて、ひなたぼっこで作業ができて、汗ばむ位でした。

11日(木) EM関連　比嘉照夫教授にAAAードミニカEMの取扱い、並びに本部前、芳賀町の
実験農場について、打ち合せ。

15日(火) AAA代表山崎純子、顧問山崎城之ウガンダへ出発!


