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地球家族のたすけあい
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Affection Accommodation Action Generation
新年あけましておめでとうございます。
昨年中は一方ならぬ御支援・御協力を賜りありがとうございました。昨年は私共AAAにとりまして
まったく青天の霹靂ともいう事柄が起きました。ミコノTACを生み育て、AAAを生み育てた最高顧問
の山崎城之こと『シンバ』さんが他界しました。「このままの生活では地球が駄目になってしまう」
と、温暖化や砂漠化による地球環境を危惧し、何とか一人でも多くの方々に感じて頂こうと革命とい
う言葉を選んで『 慎み革命 』を提言して、精一杯訴え続けた人でした。身の廻りから近くの皆さん
へ、皆さんから遠くの方々へと。「AAAの活動は、これから植林が中心になるね」と病床で申してお
りました。そんなところ、ガリッサから「サカ村の井戸が・・・」と病床のシンバさんの携帯にメー
ルが入りました。「すぐ手配するように」「自分は５月には行けるかな？」と楽しみにしておりまし
たのに・・・。私達はこれから故人の意志をモットーとして、活動を続けますので、今後とも御賛
同・御支援賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 2009年 元旦 AAA代表 山崎純子

最高顧問山崎城之他界 享年67歳

現地で購入しました。ガリッサは半砂漠化したサバン
ナ地帯で、AAA最高顧問の山崎城之氏がアフリカの救

AAA最高顧問 山崎城之氏が3月30日の19時36分に

援活動を始めた元々のゆかりある土地。地球温暖化防

出直し（他界）しました。享年67歳でした。4月1日

止と共に砂漠化防止にも役立ち、11月頃が雨期にあた

遷霊祭、4月2日 告別式を埼玉県さいたま市桜区大久保

り苗木が根付きやすい事から、この時期に植林隊を派

領家にある天理教渕和分教会にて執り行われました。

遣しました。日本から9名とAAAーUの山崎敬充ダイレ

遠近を問わず大勢の皆様にご参列賜り、無事に勤め

クターもウガンダから参加し、合計10名が参加しまし

終えさせて頂く事が出来ました。有難うございました

た。現地ではミコノインターナショナルの土方明ダイ

関係の皆様はじめ大勢の皆様には、生前中並々成らぬ

レクターのアレンジで、ママハニーチルドレンズホー

ご支援を賜りまして誠に有り難うございました。この
場をお借り致しまして御礼申し上げます。

海外報告
第一回AAAしょくりん隊派遣
本年10月28日〜11月９日の13日間、第一回AAA
しょくりん隊がケニア共和国東北州ガリッサの地に、
約150本の植林を行いました。植えた木は、マン
ゴー、オレンジ、バナナ、棗ヤシ等数種類で、苗木を

第一回AAA植林隊

ミコノインターナショナル於
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ムに15本、ウーマンカインド・ウムルカヘル女子孤児

全体が当然、そのようになったと思っていたら、ガ

院に120本、ミコノインターナショナルに17本と、合

リッサタウン近辺だけでなくイフティン村内もミコノ

計約150本の苗木を植えました。日中の気温は37度と

の敷地のように緑に変わったところは無く、「どうし

暑い日差しの中、午前と夕方の2部編成で現地の人達と

てミコノの敷地だけが緑化したんだ？」と誰もが不思

共に汗を流して活動しました。ウムルカヘル女子孤児

議がりました。参加隊員の天理教の方がシンバの森で

院では、NGO URYUから預かったピアニカとリコー

１２下りのておどりをつとめた事が関係あるのか、ミ

ダーも贈呈、子供達と一緒にメロディーを奏でました

コノの敷地内でも風呂場の裏の畑と比べると素晴らし

また、ビジョンメガネをはじめ全国から寄せられた

く成長が早く、また驚くことに十分に育ってない３０

眼鏡百数十個を国立ガリッサ病院に贈呈しました。ガ

ｃｍほどの木に花が咲き、カスタードアップルの実が

リッサに向かう道中は乾燥して赤茶けた景色が、植林

成りはじめました。親神様のご守護を感じると共にシ

作業が終わる頃には雨期が始まりかけ、帰りの道中で

ンバさんの魂が見守って下さってると誰もが信じてい

は辺り一面が緑色の景色に変わって、緑潤う大自然の

るこの頃です。このように素晴らしい森を提供して下

水の守護を深く感じました。お楽しみ二泊三日マサイ

さったAAAの皆様に感謝しております。また、どうか

マラのサファリドライブでは、雨期のお蔭でたくさん

2009年もしょくりん隊を派遣して頂き、この喜びを分

の動物が群れをなして出迎えてくれ、植林作業の疲れ

かち会えると光栄です。どうか、2009年も宜しくお願

を癒してくれました。事業部長/山崎毅史

い致します。ミコノインターナショナル

ケニア／シンバの森レポート

ケニア／サカ村風車井戸修理

１１／１２ 第一回AAAしょくりん隊ご苦労様でした

３／２８ サカでは近頃ガリッサにあるフランス系の

ガリッサ滞在中は、至らない所が沢山ありご迷惑をお

NGOが活発に活動をしており、川の近くに大型のポン

かけしました。また、沢山の寄付を頂き本当に感謝し

プを設置して、村の各所に水が行くような施設が出来

ています。あれからこちらでは、本格的な雨となりミ

ていました。私達が現地に行ったのは、その団体より

コノの敷地は芝生を敷詰めた様に、素晴らしい光景と

「小学校にあるハンドポンプが付いた井戸の修理をし

なっています。シンバの森に新たにバナナの木を６本

ているが修理の仕方がわからないので手伝って欲し

植えました。ちょっとしたトラブルがあって、ヤギに

い」との要請があり同行しました。その井戸は風車と

葉っぱを食べられましたが、大地や雨、風、日の力に

共に約15,6年前にMIKONO TACが建設したもので、

一同

6, 7年ほど前に風車が機能しなくなったのと同じ頃、
水が出なくなってしまったそうです。当時ミコノ事務
所に修理を依頼しましたが、その当時はミコノにお金
が無く、修理できなかったそうです。今回はそのフラ
ンスの団体が修理を請け負ったものの、技術が無く結
局我々に仕事が回ってくることになりました。約６年
間使われていなかった井戸の蓋を開けると
棒状の物がたくさん落ちていて、まったく水が無く泥
よって再生中です。スミマセンｍ（ ̲ ̲ ）ｍ 皆々様

臭い匂いが立ち込めてました。私は「こりゃだめだ、

に宜しくお伝え下さい。ﾐｺﾉ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 栄子

水が枯れてるよ」と言ったものの、とりあえず下に降
りてみようと中に入ってみると、棒状に見えたものは
全て木の根っこで、井戸の
中の水を吸うために井戸枠
の間からたくさんの根っこ
が入り込んでいました。枯
れてしまっていると思われ

１２／３１ 今年は、ガリッサの地にしょくりん隊を

た井戸の底も、実際は底部

派遣して頂き有難うございました。シンバの森の木々

からスポンジ状の細かい

は、その後順調に成長しております。不思議なことに

根っこがはびこり、水面よ

しょくりん隊が去って、直ぐ大きな雨が数日続きミコ

り高い位置まで堆積してい

ノの敷地内は絨毯を敷き詰めたようにグリーングリー

ただけでした。上からバケ

ンと変身し、素晴らしい景色になりました。ガリッサ

ツを降ろし棒状の根と堆積
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したスポンジ状の根っこをすべてかい出すと、１メー
トルくらいの水深を確保する事が出来ました。その後
水中ポンプで水をかい出し始めると、初めはドブの匂
いがする真っ黒な水が出てきましたが、３時間ほどポ
ンプを回し続けると、澄んだ水が出るようになり、小
学校から子供達が手にポリ容器を持って水汲みに集
まって来ました。(写真はこのときの物です）後は、壊
れたハンドポンプとその基礎部の修理をしなければい
けません。また、風車ですが、羽の一部が破れてお
り、首の部分が錆びて回らない状態でした。井戸自体
もハンドポンプの井戸同様に木の根がはびこり、中に
入って掃除をしなければなりません、パイプやロッド
の加工修理、錆び止めのペイント、タンクまでの配管
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消防車・救急車三年越しで到着！
埼玉県国際交流協会を通じて埼玉県内の消防署から
払い下げになった消防車・救急車・バイクが本年春に
ようやく引き上がりました。現地からのメールです。
5月21日にマサカ県のバイスチェアマンから、22日
の正午に消防車と救急車のことで県庁に来て欲しいと
連絡がありました。22日は県議会の日で、１時頃から
議会が始まりました。この県議会の中に消防車と救急
車の引き上げが話され、大蔵省を通しての税金等、ク
リアランスの手続きが初めての事もあって、手間取っ
て大分遅くなってしまったが、こういったドネーショ
ンはマサカ県にとって大変貴重なものである。と言う

のやり直しなどをする必要もあります。私は最初に
「立派なポンプの施設が出来たからもうあの風車は必
用無いんじゃないですか。」と校長先生に尋ねてみた
のですが校長は「あのポンプは立派だけどディーゼル
を入れないと動かない。我々は貧しいのでディーゼル
を買うお金が無い。風車は燃料を入れなくても神様が
動かしてくれる。我々にはエンジンのポンプより風車
のほうが重要だ、だから是非なおして欲しい。」と言
うことでした。サカ村にはガソリンスタンドは無く、
ガリッサから運ばなければなりません。しかも燃料は
高価で、ほとんど現金収入のない村人には、あのエン
ジンポンプを維持していくことは不可能だと思われま
す。しかし我々の手掘りの井戸は安価ですが何年も使
わなくても、僅かなお金と労力でまた蘇り、再び綺麗
な水を村人に提供することが出来ます。風車は高価な
燃料を入れなくても毎日休まず子供達の為に水を汲み
出し続けてくれます。また、壊れたらそれでおしまい
の援助ではなく、作ったものは出来る限り修理をして
また使う、これが最小限のお金で最も効果的な援助だ
と思います。このやり方は我々のような小さくてもそ
の土地で長く活動を続けている団体しか出来ないので
す。ぜひコラコラ村同様に、この村でも井戸と風車の
修理をさせて下さい。是非ご協力を宜しくお願いしま
す。
4/18 サカ村風車修理の件ご承諾有難うございます。

話しをしていました。他の物資のクリアランスは出来
ていないが、今回とにかく消防車、救急車、バイクだ
け引き上げが出来たそうです。それで議会の途中でＡ
ＡＡから贈呈、写真撮影ということになりました。今
回の経験から、大蔵省とのクリアランスの手続き等を
把握したので、次からはこんなに遅くなって迷惑をか
けることもないから、今後も救急車のドネーションを
続けて欲しいと要請がありました。消防車、救急車と
も運転可能です。バッテリーなどは使えるのに交換し
たのだと思います。両方とも県の保健課の管理にある
そうで、今日本から指導に来て貰うよう手配をしてい
るから、消防車の設備の使用はそれまで待ってもらう
ように話しました。

現在ガリッサでは雨季に入っており、今後サカ村まで
の道が寸断される可能性があり、そうなると雨季があ
けて道が落ち着いてから工事をはじめることになりま
す。今はすぐに出来ない状態ですが、準備が整い次第
修理にかかります。何かと大変になると思いますがＡ
ＡＡの更なる御活躍を期待しております。今後とも宜
しくお願い致します。

ウガンダ

ﾐｺﾉ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 尾崎正道

7月1日にやっとＮＧＯ登録更新の書類が提出できま
した。１ヵ月半後に登録証明書が出る予定です。３月
下旬にＮＧＯボードに持って行った時に、書類不備で
受け取ってもらえず、会計士を通し会計報告、会議録
ワークプランなど、見やすいように修正し、スタッフ
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国内報告

が一人ではダメというところを直して、ようやくのこ
とでした。今までは私が作った会計報告だけでなんと
か更新できていましたが、今回から会計報告を会計士
を通してしなければならなくなり、ビヤンスィ氏の弟
のピーター・スーナが会計士なので、彼に頼みました
今回は急ぎで、今後も会計報告を作るために色々指導
して貰ってやっていくことになります。今後は会計の
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コンテナ出荷
本年合計７本各国へ！

総額の１〜２パーセントくらいが会計報告作成の費用
としてかかる事になります。ＮＧＯ登録の証明書が出

1月29日

ドミニカ向け出荷！

参加人数17名

ていないので、ワークパミットの更新は出来ませんが

参加者：田口帰一, 田口敏子, コンテナ運転手さん, 榎本

ＮＧＯ登録更新書類が提出でき、その受理証があるこ

日佐子, 田中みどり, 西内ひさ子, 中里睦子, 野口貴浩,

とでスペシャルパスというビザを取れるので、ＮＧＯ

山崎純子, 栄慈, 智子, 拓人, 理人, 和奏, 滉人, 山崎正美

登録の証明書が出るまではスペシャルパスで滞在でき

毅太朗

ることになりました。７月１日がワークパミットの有

参加してくれました。

効期限（美江と敬陽も自動的に同じ期限）だったので

２月２７日

晴天に恵まれ, 若者とコンテナの運転手さんも
インドネシア向け出荷！

参加人数13名

参加者：松本良三, 西内ひさ子, 田中久夫, みどり, 飯

ギリギリ不法滞在にはなりませんでした。
6月7日、無事スペシャルパスがでました。9月30日

倉誠一, 清水 寧, 田口敏子, 榎本日佐子, 山崎智子, 理人,

まで。エンテベを出るのが10月7日なので一週間足り

和奏, 滉人, 山崎毅史

ないのですが、その分は空港でビザ代を払えば良いと

6月16日

の事でした。私はＮＧＯ登録更新が出来て、証明書が

参加者：ｽｶﾞｯｽ, 榎本日佐子, 丸山源一郎, 山崎純子, 菊地

出来次第ワークパミットの更新の手続きがあります

涼, 山崎智子, 理人, 和奏, 野口美由梨, 将之, 勇太, 山崎

毎度のことながら一手間二手間とかかります。次回に

毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

は永住権を申請できるかと思います。永住権が取れて

張ってくれたお蔭でお昼頃には終える事ができました

しまえば、ビザ取得での手間が無くなって良いのです

7月19日

が・・・。シンバ記念事業は、ＥＭモデル農場をムテ

参加者：中里睦子, 松本良三, 榎本日佐子, 田中久夫, み

ビ氏の農場でやらせて貰おうと思っています。来年度

どり, 野口美由梨, 将之, 勇太, 菊地涼, 山崎純子, 栄慈,

の事業として、一つ倉庫になる建物を建てようと思っ

拓人, 理人, 和奏, 毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

ています。ムテビとこれから話し合って進めていきま

朝早くより積込み作業開始。10時頃には積込み終了。

す。具体的には来年から始めることになると思います

早く終わった為その後衣料整理も行いました。

が、とりあえずムテビ氏のところの養豚（数は少ない

8月27日

ですが）にＥＭを活用することから始めました。餌に

参加者：阪本明, 智恵, いくえ, あゆみ, 吉田照子, 田口

ＥＭボカシを混ぜ、ＥＭ活性液をたまに散布する程度

敏子, 菊地涼, 丸山源一郎, 榎本日佐子, 山崎純子, 智子

です。今月半ばにＮＧＯ登録の更新が出来るはずです

理人, 和奏, 滉人, 山崎毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

前回は認可された後、証書が出来るまでに３ヶ月くら

11月27日

いかかったのですが、今回は認可証書が出来るのにど

参加者：松本良三, 田口帰一, 敏子, ｽｶﾞｯｽ, ｻﾏﾝﾃｨ, 丸山

れだけかかるか・・・です。

源一郎, 榎本日佐子, 榎本貴子, 山崎純子, 智子, 理人, 和

１２／２９ 11月21日、やっとNGO登録の更新が出

奏, 滉人, 山崎正美, 毅太朗, 毅治朗

来ました。今度は2008年3月26日から60ヶ月(5年)有

12月3日

効の2013年3月までです。毎度のことながら。できて

参加者：田口帰一, 榎本日佐子, 貴子, 山崎純子, 栄慈,

みると紙切れ一枚貰うのに手間隙かかったなぁと思い

拓人, 理人, 和奏, 翔子, 雅, 丸山源一郎, 山崎毅史

ます。 今度は私のビザ、登録証書をコピーしてワーク
パミットの更新の書類を提出。書類は良いけど今の観

スリランカ向け出荷！

参加人数15名

今日は若者,子供達が頑

インドネシア向け出荷！

参加人数18名

インドネシア向け出荷！

スリランカ向け出荷！

カンボジア向け出荷！

参加人数18名

参加人数16名

参加人数12名

○衣類整理箱詰

光ビザが3ヶ月(普通空港では1ヶ月しか貰えないのです
がなぜか3ヶ月くれたのでした)あるから、そのビザが
切れる頃にまた来いということでした。1月下旬にまた
イミグレーションに行きます。AAAーU

ボランティア○

山崎敬充

○天理教浦和支部の皆さん
昨年は連日に近い活動で、暑い日も寒い日もコツコ

ＡＡＡニュースレター

２００９年（平成２１年）１月１日

ツとご活動下さいました。お蔭様で仕分け作業に追わ
れる事なく活動出来ました。有難うございました。

○チームつめるやん
5月19日 衣料整理 参加人数12名

箱数35箱
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★出張
講演★

参加者：中里睦子, 西内ひさ子, 榎本日佐子, 青木久和,
丸山源一郎, 山崎純子, 和奏, 滉人, 山崎毅史, 山崎正美,

9月29日

毅太朗, 毅治朗

グロータリークラブ

雲時々お日様が出て丁度良い陽気。作業人数が少な

浦和イブニン

ＡＡＡグローバルリサイ

いわりに量は多く出来ました。

クル事業を継続支援して

6月8日

下さっています。「継続

衣料整理 曇り

参加人数16名 63箱

参加者：中里睦子, 西内ひさ子, 田中みどり, 菊地涼, 榎

は宝」この言葉は、イブ

本日佐子, 丸山源一郎, 山崎純子, 栄慈, 智子, 拓人, 理人

ニングロータリーから発

和奏, 滉人, 山崎毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

信された言葉です。皆様

本日は天候が曇りで大変作業がはかどりました。
7月8日

衣料整理 曇り

参加人数20名 58箱

参加者：中里睦子, 西内ひさ子, 榎本日佐子, 貴子, 田中

の真実に深くお礼を申し
上げ、アフリカ・ウガンダでの活動紹介や今後の支援
活動についてお話しさせて頂きました。
事業部長

久夫, みどり, ﾗﾋﾞｱ・ｼﾞｬｽﾐﾝ, ﾏﾋﾞｱﾝ, 野口美由梨, 勇太,

山崎毅史

将之, 菊地涼, 山崎純子, 栄慈, 理人, 和奏, 滉人, 山崎毅

11月18日

史, 正美, 毅太朗、毅治朗 前々日31℃、今日は27℃

中学校2年生の総合学習の時間を利用して第１回AAA

と衣料整理に少し暑かったが能率良く作業が出来まし

植林隊の活動報告と現地の生活状況等を環境問題を交

た。子供達も良くやってくれました。

えながらお話しさせて頂きました。後日、生徒からの

8月19日 衣料整理 曇りのち晴れ

感想文を御贈り頂きました。

参加人数12名

参加者：榎本日佐子, 菊地涼, 丸山源一郎, 山崎純子, 栄
慈, 拓人, 理人, 和奏, 山崎毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗
始まる前は曇り空でしたが作業中は太陽が出て34°
の暑い日となりました。
9月8日

黒浜西中学校

代表

山崎純子、山崎毅史、山崎美江

EM関連情報

衣料整理 参加人数15名

参加者：中里睦子, 西内ひさ子, 榎本日佐子, 菊地涼, 山
崎純子, 栄慈, 智子, 理人, 和奏, 滉人, 丸山源一郎, 山崎

バイオトイレが活きる！

毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

【バイオトイレ】ＡＡＡ本部内の庭にサンプルを設置

10月8日

大便の際はご自由にご利用下さい。ＥＭ楽農の飼料に

衣類整理 参加人数11名

参加者：高島アイ, 渡辺茂, 榎本日佐子, 榎本貴子, 丸山

なります。このトイレは、武蔵建材工業の田中社長が

源一郎, 菊地涼, 山崎純子, 毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

地球に優しい暮らしを追求し、その一環として製作さ

10月19日

れたものです。僻地や農園や工事現場でトイレが必要

衣類整理 参加人数19名

参加者：中里睦子, 榎本日佐子, 榎本貴子, 西内ひさ子,

な場合はお問合わせ下さい。購入/貸出し希望受付中！

森岡香蓮, 丸山源一郎, 山崎純子, 智子, 拓人, 理人, 滉

AAA本部家庭菜園

人, 敬充, 美江, 敬陽, 山崎毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗
11月9日

衣料整理 参加人数8名

参加者：榎本貴子, 丸山源一郎, 西内ひさ子, 大州, 菊地
涼, 山崎正美, 毅太朗, 毅治朗
11月19日

衣料整理 参加人数18名

参加者：金子佑三, 中里睦子, 榎本日佐子, 榎本貴子, 丸
山源一郎, 翔子, 雅, 山崎純子, 智子, 理人, 滉人, 和奏, 美
江, 敬陽, 山崎毅史, 正美, 毅太朗, 毅治朗

チームつめるやん初作業
2009年1月19日(月)

春にはイチゴが大豊作！冬の間に根の周りにEMぼか
しを撒いておきました。豊作でしたが、ナメクジに食
べられてしまったのでナメクジ対策情報募集中です
秋には自然EM農法のお米を収穫、今年は昨年より
30kg増の77kg収穫できました。

援農ボランティア登録受付中
援農出動！で自然を知ろう！
援農登録ページ作成しました是非登録して下さい！

援農受入れ先

ＡＡＡニュースレター
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【岡田農園】無添加梅干しづくり

無駄にしないよう人差し指ですくっていました。

群馬県榛名町上里見梅干し金賞に輝く！完熟梅拾い作

その映像忘れられません。（大切に水を使いたい

業、剪定等、除草、ネット張り等・・・・、帰りには

ですね）★前略、いつもお世話様です。9、10月

榛名温泉に浸かってリフレッシュ！

のまごころさんです。宜しくお願い致します。

【高崎農園】ＥＭ米づくり； 平成20年収穫の減減
米コシヒカリが、さいたま市の品評会にて見事１等に
選ばれ「埼玉県知事賞」を受賞されました。

★店頭募金箱
設置店紹介 ☆

まごころさん
有難うございます
寺田宗弘 寺田笙太 寺田宥哉 菅間成勝 菅間友江 山崎城
之 山崎純子 山崎智恵 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 寺田吉男 林 真代 佐藤洋子

旅行代理店 ホリデープラン様（奈良県天理市）

垣内淳子 平井伸治 福島洋子 中山久江 上村 登 藤野富子

http://www.hpi.jp/
9月26日 ￥４,１７７円ご寄付頂きました。
こだわりラーメン 津気屋（さいたま市桜区）
http://tsukiya.com/
12月31日 ￥５６,６４４円ご寄付頂きました。
※店頭募金を設置して頂けるお店等ありましたら、
AAA本部までお問合せ下さい。048-858-5544

久留隆光 久留田鶴子 上田康子 高木国洋 柳 益代 山岸

★ お便りコーナー ★
★前略、お世話になります。お手数おかけします
が宜しくお願いします。感謝です。有難うござい
ます。★いつもご喜労様です。理論より行動が大
事ですね。応援しております。★お世話になって

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 菅間一仁 菅間善昭 金子義
治 鳥生公子 菅間公美子 斉藤醇吉 榎本岳幸 巻 道夫 福
島武雄 関口 敬 藤堂順爾 小寺るる子 芦沢満欣子 絹谷依
久子 竹中マサ 大竹まり子 萩野良三 橋本忠夫 赤阪まさ
子 赤阪杏子 赤阪繁一 南郷文男 金子五百子 権田弘子
宮本みさを 三尾孝江 許斐律子 仁平浩司 小林靖雄 西山
華奈恵 住吉 望 田村直子 中里睦子 高橋正夫 前嶋 襄 中
川宣和 佐藤和之 大野正雄 伊藤かおる 日高貞夫 生田由
美子 前納正道 高松登子 川上美也子 栄 直也 高井季之
浅井茂登子 有村政則 坂上靖彦 山下喜照 矢嶋武弘 黒川
公子 瀧口洋之 田中久夫 田中みどり 廣田明子 田中多賀
志 神山道男 戸田真紀子 西辻正美 西辻満千代 森田美和
伊東 宏 片山敏子 渡辺一成 宮本裕司 山田知恵子 渡辺夏

います。衣類送らせて頂きました。あまり多くあ

子 長谷川薫 長谷川きよ子 徳永 博 津風呂弘一 阪本啓

りませんがご活動応援しています。有難うござい

子 藤岡直美 小野澄子 原スミ子 佐藤久子 酒井俊介 河野

ました。★お世話になっています。衣類2箱送ら

豊 松崎淑子 竹田浩樹 石井一男 橘智恵美 山崎正美 小黒

せて頂きました。尊い活動を感謝です。有難うご

千春 関 詠子 垣内 尚 垣内 朗 辻井元男 奥山トクエ 石原

ざいました。★少しだけですが多めに送金させて

藤彦 石原悦子 塚越和美 中西智香 中沢和代 小林真知子

頂きました。お役に立てれば幸いです。★日本の
国はいつから、お年寄りや、弱者の方々の力にな

新井真由美 中西こと 小林 豊 野村忠男 吉川義秋 粕谷雅
子 岡崎佐代子 大股 健 斉藤 仁 齋藤和美 野中都子 鈴木
悠仁 田崎葉子 榎本岳幸 岩切美子 滝越喜代美 山形 孝

ることを重要に思わなくなったのでしょうか。人

加藤妙子 土屋まつみ 加島千代香 降幡めぶき 野口陽子

は支え合って生きていくことが大切ですね。★い

千葉あきこ 稲本哲也 浅野朝子 大島志津江 高柳晶子 伊

つもお世話になっております。★世界各地で起

藤啓子 浜 美紀 林 映子 角谷安奈 鳴海千佳子 小松アヤ

こっている食糧危機、温暖化、水不足、みな人間

子 萩原孝夫 井手 慈 高橋絹子 村上嗣昭 松村義司 上野

が作ったように思います。暑い中、仕分けお疲れ

主税 籠尾里美 長谷川則子 三成拓也 富田笑子 堀江隆代

様です。今後のご活躍をお祈り致します。★貴団
体の益々の発展と、皆様のご活躍をお祈り致して
おります。★暑さが厳しいようです。水を大事に

大矢邦一 藤井憲二 藤井初音 藤井翔平 筒井剛史 石飛砂
恵子 高島アイ 戎居冴美 小池千恵子 渡辺 茂 嶋村明子
松本重次郎 石原めぐみ 石田イネ子 金子 修 松嶋征一
大西孝規 若松ヒサ 庭野健一 安藤るり子 柳生泰子 金子

使いたいです。限りある資源は一人一人の自覚が

豊 吉田 鼎 藤森与志治 横井富子 高木悦子 宮澤一修 倉

大事ですね。★一日の家族の水を確保する為、何

田トモ 山崎美江 貞平 浩 上野正子 福井千佳子 七山千

時間もかけて水を汲みに行く娘さん、一滴の水も

春（敬称は略させて頂いております）

ＡＡＡニュースレター

ご寄付戴き
有難うございます
誤記・記載漏れなどありましたらご叱正下さい。 敬称
は略させて頂いております。
伊藤さくら(茨木市)北岡由美(中野区)高橋朱美(江東区)滝田光
一(朝霞市)炭谷奈津子(豊島区)徳川陽子(大田区)庄司敏浩(葛飾
区)押井愛利子(豊島区)西井桐子(北埼玉郡騎西町)西原知子(川
崎市中原区)田中友太(横浜市港南区)白柳晃子(牛久市)両角敦
子(豊島区)岡ふじえ(港区)江口夕子(豊中市)松本一(成田市)山
田英子(沼津市)溝井宏美(立川市)奈良沢秋子(足立区)阿部ゆき
(千葉市美浜区)斉藤綾(札幌市西区)茅根直子(ひたちなか市)岡
山ひろみ(田原市)早乙女真由美(墨田区)角張多紀子(神戸市東
灘区)田長美和子(佐渡市)吉田徹(札幌市南区)荒尾雅子(松戸市)
山口貴美子(港区)赤石理絵(名取市)内田智子(東大阪市)山本安
子(乙訓郡)須藤優(新潟市中央区)本間弘亀(杉並区)山岡明子(足
立区)飯村善和(久爾郡)白ﾘｭｳ晃子(牛久市)松栄増実(都城市)清
水香奈(大田区)大井理恵子(さぬき市)高津里加子(大阪市東住
吉区)坪井久美(渋谷区)高橋信代(藤沢市)西村道子(大阪市中央
区)守山朋子(港区)原川京子(世田谷区)原川祥子(中野区)山崎若
音(浜松市西区)秋山玄(港区)富田篤子・智子(西宮市)鈴木あお
い(杉並区)大島由紀(小平市)鈴木真理(中央区)成田紹恵(品川
区)高橋実穂(北葛飾郡)堀千加子(文京区)田中英子(新潟市西区)
清家恭子(宇和島市)ながおかまちこ(北九州市小倉北区)村澤紀
香(川崎市麻生区)秋吉克己(川崎市宮前区)西村尚美(乙訓郡)那
須直美(山口市)平田さゆり(港区)今村恵子(品川区)松尾さやか
(市川市)政久富美(市川市)小林牧(つくば市)金淳聖(新宿区)河
原由美(福岡市中央区)山本くるみ(練馬区)日吉愛子(川崎市中
原区)中谷幸子(桑名市)斉藤裕子(鎌倉市)村岡美香(さいたま市
西区)疋田彼岸(標津郡)松島有子(船橋市)大野千里(横浜市緑区)
部田智美(秩父市)鴨川貴美子(中央区)浅野恵里(文京区)小倉さ
ゆり(高山市)富樫淳(さいたま市緑区)岡田かよ子(松戸市)坂山
文俊(港区)池木葉子(鳴門市)遠藤美陽(豊島区)堀恵美子(古河
市)橋本真由美(行田市)橘敦子(江戸川区)長岡淳(横浜市瀬谷区)
立石智子(大田区)田ノ岡正紀(川崎市中原区)藤原望美(川崎市
多摩区)蔦木多永(川崎市麻生区)ｷﾀﾑﾗﾖｳｺ(杉並区)甲村雅美(岐阜
市)宮崎康子(多摩市)豊岡支所(磐田市)畑田百合子(野付郡)交流
委員会(川崎市多摩区)吉田聡美(可児市)吉川利彦(横浜市鶴見
区)西島久美子(京都市北区)中井亜弥子(堺市堺区)林恵子(大田
区)湯藤正美(練馬区)ﾗﾝﾀﾞﾙｸﾞﾚｲｽ(品川区)林美奈(八千代市)内山
由美子(横浜市鶴見区)浅野幸恵(高松市)大倉祐佳(秋田市)大塚
未希子(名古屋市天白区)青木和美(北区)飯島有紀(新宿区)白岩
千尋(相模原市)白井美幸(新座市)黒田(静岡市葵区)中澤優子(大
津市)落合基(市川市)山田裕子(さいたま市南区)山田美知代(東
近江市)岡沢美智子(羽咋市)小杉愛(品川区)前田美保子(吹田市)
井波陽子(大阪市阿倍野区)藤波有希子(墨田区)増子恵美(江戸
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川区)坪倉京子(名古屋市中川区)河奥普子(堺市北区)緒方由紀子
(西宮市)小屋美紀(港区)小林牧(つくば市)山口由紀恵(調布市)土
屋ひとみ(横浜市戸塚区)高橋啓一(町田市)須藤雄一(さいたま市
大宮区)吉岡未友来(戸田市)上江千穂(横浜市泉区)江川江里香
(大阪市大正区)柳川智美(神奈川区)栗山美帆(中央区)高橋かお
り(品川区)押井愛利子(豊島区)松嶋まさる(狭山市)大井理恵子
(さぬき市)春日美智子(板橋区)内田美永(台東区)柴田久美子(神
戸市中央区)松本眞左子(中央区)ｶｲｼｭｳ(世田谷区)大山秀樹(目黒
区)住永智恵(川崎市中原区)石川めぐみ(江東区)浅利和子(札幌
市稲毛区)山岡明子(足立区)飯島理江(かすみがうら市)井澤明子
(市原市)ﾊﾏｸﾞﾁﾅｵｺ(南宇和郡)近藤静雄(二戸市)山本みどり(豊島
区)西川和子(安芸郡)京菜律子(木田郡)中川麻美(国分寺市)太田
陽子(葛飾区)吉井知子(大阪市旭区)山本尚美(神栖市)鎗知里(日
野市)守屋祐子(大田区)杉山紫乃(小田原市)河村愛子(岐阜市)鈴
木恵美子(石岡市)丹菊友祐子(羽島市)高田喩梨子(京都市北区)
妻鹿裕幸(遠賀郡)本山貴宏(札幌市白石区)保護者会(秋田市)矢
後恵美(射水市)湯浅真紀子(諫早氏)前川達矢(東大坂市)照屋和
枝(南城市)田口めぐみ(葛飾区)田山勝哉(鎌倉市)椎木啓子(防府
市)受川直美(河北郡)高木信吾(名古屋市昭和区)沖野友紀(山県
郡)ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ(宮崎市)岡部淳子(千葉市花見川区)阿部恭子(磯
城郡)野村雅代(高知市)加藤葉子(江東区)水谷純代(橿原市)小林
菜穂子(北斗市)近藤令子(京都市左京区)矢野貴代(堺市中区)上
田佳子(広島市安佐南区長沼千鶴(相模原市)高橋裕子(豊島区)三
船麻奈美(名古屋市天白区)深尾尚子(台東区)星野満知子(前橋
市)山本真弓(吹田市)湯藤正美(練馬区)定本佳子(京都市北区)村
上朱里(南国市)山崎歩(静岡市清水区)宮島茂樹(大田区)岸嘉宣
(足立区)上田知代(奈良市)今田直宏(座間市)平山奈々(松戸市)松
井由理子(目黒区)篠崎悦子(江東区)虎岩亜紀子(浜松市中区)藤
井悦子(横浜市青葉区)森井千晶(新潟市西区)戸崎知子(蓮田市)
大山奈都子(港区)松本真弓(新城市)明石洋子(京都市下京区)藤
原加代(沖多度郡)山田晶子(八幡市)御牧節子(岡山市)大野直子
(仙台市青葉区)佐藤直子(目黒区)伴圭一郎(北諸県郡)新開いづ
み(高松市)飯塚十美子(調布市)門真瑠美子(御殿場市)反町綾子
(八千代市)遠藤雅子(山形市)木内智子(横浜市栄区)冨久尾夏代
(岩見沢市)鎌田祥子(玉泉市)森口蔵之助(台東区)千葉尚子(世田
谷区)高橋麻衣(多摩市)高橋実穂(北葛飾郡)竹本真樹(西宮市)中
根真美子(熊本市)西伊敷小学校(鹿児島市)光澤彰二郎(目黒区)
須永優子(立川市)二宮淳子(人吉市)松山音桜(千歳市)岡田至(栗
東市)小黒千春(横浜市港北区)大場洋子(鴻巣市)田中雅美(篠山
市)矢作淳子(さいたま市)中川恭子(大阪市此花区)山中美樹(四
日市市)渡辺好美(八千代市)岡部利彦(浜松市)栗崎敬子(下妻市)
高橋啓子(京都市南区)内山真理子(相模原市)大崎美苗(足立区)
清水香世子(世田谷区)福井さや(大阪市平野市)青木和美(北区)
小川戸紀子(江戸川区)木内陽子(世田谷区)中根真美子(熊本市)
金原民子(浜松市浜北区)佐藤泉(酒田市)橋本次正(大分市)古島
さや香(世田谷区)木下洋子(新宿区)村田さおり(川崎市中原区)
北誥美咲(江東区)小野寺美佳(東磐井郡)東尚子(福岡市中央区)
木津由加里(徳島市)岡田志帆子(世田谷区)小山いずみ(千葉市若
葉区)田村美智子(函館市)酒井麻衣子(大田区)大森裕子(岡山市)
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竹下須麻子(古賀市)浴田里美(熊毛郡)渡辺和恵(都城市)小野寺

高口優子(長崎市)林咲良(鎌倉市)日栄綾子(横浜市旭区)坪井正

志真(仙台市太白区)水口怜香(旭川市)山田麻由(世田谷区)桑原

恵(京都市中京区)入谷利枝(大阪市西区)野口三奈(文京区)小林

裕美(さいたま市緑区)岩間香織(足立区)功力弘子(世田谷区)平

和子(京都市中京区)中村江里子(世田谷区)石田千恵子(前橋市)

林千晴(世田谷区)山下由里子(宇土市)尾和潤美(和泉市)松井和

浜田愛(板橋区)まえだまさえ(北杜市)二宮基子(野洲市)高岩恵

美(豊島区)本間美佐子(佐渡市)松本浩二(町田市)大坪義嗣(筑紫

子(小林市)中谷香(大阪市北区)鈴木邦明(武蔵野市)伊藤万喜

野市)成瀬美幸(豊田市)田村美緒(柳井市)沼倉均(調布市)高橋信

(茅ヶ崎市)総務部(大阪市中央区)浮網ひふみ(京都市山科区)上

代(藤沢市)五十嵐佳奈(江東区)吉田結子(中央区)中沢信子(東近

林佳子(京都市西京区)嘉村靖子(蒸市)浜脇幸美(神戸市北区)斉

江市)大谷麻子(大和市)坂本のり子(札幌市清田区)星山順子(さ

藤洋美(横浜市旭区)星山順子(さいたま市浦和区)石田保男(松江

いたま市浦和区)藤井南千代(海老名市)世利左斗子(太宰府市)

市)牧野寿美代(瀬戸市)須賀麻起子(江戸川区)落合理恵(新座市)

江藤真由美(臼杵市)田山勝哉(鎌倉市)松本牧(板橋区)中丸節子

久家千鶴佳(西東京市)長島結花(柏市)浅見敬子(大阪市)後藤由

(下関市)奥山友美子(三条市)菊地真理子(世田谷区)富田智子(西

佳(豊橋市)芥川陽子(練馬区)黒崎英子(長崎市)小林光(さいたま

宮市)富田篤子(西宮市)丸山照子(富士見市)岩澤雅彰(名古屋市

市北区)松栄増実(都城市)関口千春(大田区)高階典子(文京区)酒

中川区)吉田慶子(寿都郡)佐々木綾子(京都市左京区)配島徹(さ

井駒子(葛飾区)中坪尚美(杉並区)西野友英(名古屋市西区)吉野

いたま市西区)中島瑞恵(深谷市)山内卓(相模原市)泉谷光一(新

和佳子(上益城郡)大坂事業所(枚方市)今田直宏(座間市)尹孝任

宿区)冨松 智(宝塚市)高橋三和(千葉市稲毛区)古嶋美幸(福井市)

(京都市上京区)中村順子(新潟市中央区)小玉いづみ(練馬区)細

関あかね(大洲市)織田萌(世田谷区)池田さえ子(川崎市多摩区)

野恵理(さいたま市岩槻区)土谷敦子(川崎市高津区)垣内幸子(生

田中鮎美(篠山市)城戸恵子(別府市)水谷敬子(京都市中京区)

駒郡)寺原清美(東臼杵郡)印藤聖子(新宿区)鳥巣愛子(世田谷区)

加々美幸子(渋谷区)浦田朋子(奈良市)篠沢昌洋(さいたま市南

菅原百恵(渋谷区)細野美幸(名古屋市千種区)根岸亮子・青田亮

区)藤沢美和子(大田区)嘉藤浩子(葛飾区)上地里絵(荒川区)敷野

子(さいたま市見沼区)定時美術選択4年一同(川口市)吉田悦子

伝(川崎市幸区)高橋俊光(大阪市天王寺区)加々美肖子(練馬区)

(渋谷区)仙波亜衣子(久喜市)河奥普子(堺市北区)上石とも子(荒

木戸信子(福岡市西区)高畠智子(恵庭市)有田ゆかり(港区)山口

川区)田中智子(大阪市東淀川区)労働組合(渋谷区)染谷由紀(横

ゆうき(北区)ラリモアあき(江東区)廣渡明子(練馬区)松本英敬

浜市金沢区)江波亜衣子(久喜市)田中みどり(新城市)川崎朋子

(和光市)松本亮子(横浜市青葉区)大塚恭子(岐阜市)社会貢献班

(薩摩川内市)古川和子(鹿島郡)森川雅典(明石市)遠藤明夫(川崎

(練馬区)李貞和(千代田区)阿部智子(下都賀郡)竹口麗子(京都市

市高津区)川崎由起子(足立区)砂岡典子(下都賀郡)山吹一美(堺

左京区)乙井 実香(芦屋市)鷲尾奈保子(守口市)須藤康子(会津若

市堺区)大川戸澄美(世田谷区)山本麗子(綾瀬市)山本玲子(立川

松市)武口さやか(甲州市)平野容子(品川区)上村直子(港区)水谷

市)堀江政彦(愛西市)中原史葉(福岡市城南区) 山田(川口市)高田

直子(世田谷区)花沢美津子(新潟市)古川和子(鹿島郡)工藤美江

恵子(足立区)つる田文子(天草市)板垣好美(伊東市)星野洋美(足

(相模原市)小室美和子(大田区)河原裕美(金沢市)真部哲治(横浜

立区)石川由美子(熱海市)秋山純子(新宿区)柴崎明子(世田谷区)

市金沢区)菊池雄士(いわき市)武田恵里子(目黒区)宇田徹哉(京

田中仁也(京都市中京区)吉田聡美(可児市)草野文恵(恵庭市)二

都市伏見区)向井享子(新城市)北村加恵(世田谷区)永松秀子(練

宮貴代(世田谷区)玉川淳也(足柄下郡)大畑宏規(大船渡市)平嶋

馬区)梅田和宏(北九州市小倉北区)槙野さゆり(名古屋市瑞穂

千恵(名古屋市瑞穂区)井上由美(吹田市)博田ｸﾘｽﾃｨﾝ(宇治市)森玲

区)大谷晋一(三郷市)岡田留美(札幌市北区)新盛真左子(泰野市)

子(品川区)高野実織(横浜市青葉区)臼井直美(渋谷区)橋本(名古

木村淑子(大田区)水谷絵里子(仙北郡)佐藤治子(伊勢崎市)井上

屋市中村区)木村正枝(明石市)二宮典子(渋谷区)藤村和浩(一関

由利(小田原市)吉田聖子(文京区)長尾伊利子(五所川原市)前田

市)山口千夏(神戸市西区)畑野恵(昭和市)本山貴宏(札幌市白石

桃花(横浜市中区)山田晶子(八幡市)尾崎昌子(足立区)香川美穂

区)愛甲直美(大阪市西区)青木和美(北区)大西亜以子(さいたま

(荒川区)山田美知代(東近江市)ｴﾝｼﾞﾝﾌｨﾙﾑ(渋谷区)松井麻美子(豊

市大宮区)井手慈(板野郡)伊藤洋志(松戸市)今村年孝(川崎市宮

明市)飛田紀子(さいたま市上尾市)田川信代(渋谷区)大谷玲子

前区)廣瀬史郎(豊島区)黒川彩子(新宿区)歳桃すみえ(上川町)塩

(鶴ヶ島市)小野あづみ(堺市南区)北川裕士(堺市南区)須川みゆ

崎純代(下京区)印藤聖子(新宿区)信友宏樹(駿東郡)植松美佳(江

き(志木市)吉田裕子(品川区)大場香織(焼津市)金子久美子(東松

東区)円野京子(市川市)田中律子(新潟市西区)渋谷陽子(千葉市

山市)駒井容子(小城市)田中日呂子(京都市山科区)杉山明義(新

稲毛区)久保陽子(船橋市)佐藤里絵(練馬区)前田佳美(杉並区)岸

宿区)中島紀子(新宿区)押井愛利子(豊島区)大嶋美香(大府市)野

嘉宣(足立区)白石あかね(船橋市)津堅正人(江戸川区)南川美鈴

村雅代(高知市)水谷直子(世田谷区)馬場英里子(豊中市)高石智

(渋谷区)加納はるみ(千葉市中央区)杉谷郁子(福岡市早良区)岡

恵子(横浜市西区)礒野祐路(大津市)寺岡和美(横浜市泉区)丸山

田のぞみ(椎内市)星山順子(さいたま市浦和区)相澤元子(港区)

百合子(葛飾区)畠山珠香(紋別郡)堀川志保(沖縄市)田渕聡子(江

新村文子(世田谷区)田中香織(守山市)柳本照雄(大田区)野崎純

東区)小澤望(板橋区)吉岡泰史(世田谷区)岡本容子(足立区)松永

子(京都市右京区)伊藤満寿江(船橋市)石崎和子(静岡市葵区)田

岐織(大阪市北区)本郷真弓(那須郡)諸星千春(小田原市)捧なつ

村寧健(調布市)吉宗弘子(豊中市)熊谷典子(港区)西田美智子(千

(三条市)田中 啓(杉並区)梅田和宏(小倉北区)田村美智子(函館

葉市緑区)野口三奈(文京区)榎本広美(横浜市瀬谷区)大島典子

市)仲手川知江子(相模原市)須永優子(立川市)戸井三千代(世田

(前橋市)守屋静子(世田谷区)篠沢昌洋(さいたま市南区)西尾美

谷区)高木由紀(豊中市)那須野範子(駒ヶ根市)磯部明美(足立区)

香(大阪市福島区)志賀奈穂子(新潟市西区)高橋幸子(比企郡)守

ＡＡＡニュースレター

２００９年（平成２１年）１月１日

第４０号

山朋子(港区)木村栄二(苫小牧市)関谷日出子(いすみ市)近岡仁

幌市豊平区)辻千津子(静岡市)阿久津厚美(町田市)芦沢美希(蛇

美(西伯郡)安本潤子(紋別市)圓岡幸子(練馬区)磯部由起子(横浜

田郡)中山悠子(川口市)佐藤史子(蓮田市)島崎夢(別府市)小澤美

市港北区)安藤栄美子(船橋市)松本園子(川口市)近藤健介(大田

枝子(荒川区)山中孝子(新宿区)鵜飼澄子(宇治市)田口帰一(さい

区)田中秀典(杉並区)谷村雅子(大田区)山本尚美(神栖市)寺本真

たま市浦和区)佐々木紀代美(所沢市)藤原 加代(沖多度郡)渕川

由美(高槻市)中谷幸子(桑名市)山田大輔(柏市)金子直美(中野

雅代(横浜市南区)久篠奈苗(久留米市)相田 陽子(京都市左京区)

区)川崎いづみ(岡山市)山岡明子(足立区)濱島茜(札幌市東区)河

吉澤真紀(大田区)多和田永子(横浜市港北区)曾根悦子(世田谷

西由紀(甲府市)岡井仁美(所沢市)村山玲子(世田谷区)田中妙(大

区)嶋崎有香子(奈良市)岡田 俊江(彦根市)茨枝支部(大阪市中央

阪市住吉区)押井愛利子(豊島区)加村博文(千葉市花見川区)西

区)井波陽子(大阪市阿倍野区)田口和代(御殿場市)小松千夏(広

菜穂子(板橋区)塩塚まさみ(奥洲市水沢区)川村桂一(札幌市中

島市南区)益田南都子(長岡京市)木村直美(和歌山市)加地悠一

央区)漆間 良子(千葉市若葉区)土屋順子(宝塚市)長島涼子(桐生

(福岡市城南区)尾崎達彦(横浜市青葉区)畑沢睦子(久喜市)馬渡

市)前河原陽子(渋谷区)伊藤清子(仙台市泉区)安山万里子(中央

美佐子(佐賀市)森葉子(新宿区)田中真樹子(越谷市)森田ﾐｻｺ(下松

区)細谷真樹子(稲敷郡)鈴木あおい(杉並区)三瓶由紀子(江東区)

市)山田梓(一宮市)小泉由貴(京都市中京区)中野治子(日野市)林

比留間ｷﾖｺ(川口市)小林茜(岡山市)福嶋俊介(葛飾区)山田聖子

恵子(大田区)三木圭祐(川崎市麻生区)松野志保(大阪市天王寺

(横浜市港南区)中瀬竜太郎(千葉市美浜区)村瀬玲子(世田谷区)

区)村上そのみ(刈谷市)川野正博(名古屋市西区)和泉しのぶ(大

阿部恵美子(世田谷区)中村由実(大田区)川上由起子(足立区)渡

阪市東淀川区)佐藤真美(駿河区)小田公子(福岡市南区)藤波有希

井涼子(さいたま市中央区)沖田知子(さいたま市浦和区)蝦名朗

子(墨田区)竹谷郁衣(松戸市)石戸谷敦子(横浜市中区)橘希理(世

太(椎内市)宮崎純子(成田市)黒石久美(渋谷区)尾崎ちさと(西宮

田谷区)佐藤祥子(奥州市前沢区)千代延瞳(横浜市栄区)竹下玲子

市)五十嵐淑子(豊島区)山中美樹(四日市)担当 村上(さいたま市

(柏市)水野京子(川口市)戸國あずさ(三鷹市)福嶋俊介(葛飾区)照

大宮区)青屋由美子(鹿児島市)富田智子(西宮市)福岡支店(福岡

屋美雪(豊見城市)佐伯雅枝(柏市)鈴木洋子(新宿区)簡ﾕﾔｵ(名古屋

市博多区)堀之内尚子(札幌市東区)篠沢和恵(奈良市)豊田昌子

市昭和区)植田明美(守谷市)野上幸嗣(福岡市東区)阿部恵美子

(市川市)服部幸男(浜松市中区)佐原範子(和歌山市)椿美和(三島

(練羽区)藤原千枝子(札幌市中央区)山本安子(乙訓郡)川渕香代

市)澤田香奈子(掛川市)池田美早代(長崎市)関口喜美代(大田区)

子(小金井市)早乙女真由美(墨田区)荒川敬子(港区)竹下美和子

秋川健次郎(江戸川区)斉藤ひとみ(裾野市)田嶋成子(茂原市)長

(大飯郡)草野文恵(恵庭市)田村佳子(佐伯市)広瀬美子(墨田区)渡

島結花(柏市)高橋実穂(北葛飾郡)梶原大介(名古屋市瑞穂区)一

部進(港区)稲垣智子(渋谷区)山田晶子(八幡市)粕谷朗子(国立市)

柳裕美(堺市美原区)島公一(大田区)富田篤子(西宮市)長瀬雄一

吉田悦子(野田市)奥田敦子(宇都宮市)有野勇武(鹿児島市)井上

(大田区)林道子(豊明市)村松郁美(品川区)季在晧(大阪市中央

花恵(大和郡)山中美樹(四日市市)遊佐智恵(大崎市)田畑佳子(亀

区)木村千秋(船橋市)渡辺(吹田市)成田葉子(静岡市駿河区)柳内

岡市)奥村百合香(世田谷区)五島千秋(姫路市)田中優子(新宿区)

あゆみ(朝露市)大居佳奈(江東区)平塚詔衣(仙台市青葉区)渋井

川西小夜美(大阪市生野区)鈴木里英(磐田市)垂水美沙(川崎市中

健太郎(川崎市幸区)林夕子(荒川区)岩崎淳一郎(江東区)小島伸

原区)塩田愛子(天王寺区)藤山亜美(川崎市中原区)杉本理恵(船

康(大阪市中央区)加賀美肖子(練馬区)橋本有子(文京区)星子由

橋市)萩原彰(市川市)岡崎典子(京都市右京区)小谷安矢(西脇市)

加里(山鹿市)吉永純子(北区)里見梨紗(枚方市)落合ﾏﾕﾐ(市川市)

太田有紀(神戸市東灘区)大平満恵(柏原市)根岸資郎(紀の川市)

前川謙次(横浜市神奈川区)笹生わかな(佐倉市)荒井好美(足立

小野恵美子(平塚市)宮垣ｴﾘｶ(海老名市)榎本輝希(宝塚市)田中仁

区)古米千恵子(中野区)神内典子(岡山市)亀田美香(練馬区)京田

也(京都市中京区)関口ﾄｼ子(豊島区)押井愛利子(豊島区)毛利潤

早千代(守山市)高畠智子(恵庭市)高桑泰子(三島市)宝官千加(津

子(旭川市)真下絵理(西東京市)遠藤恵美(横浜市港北区)鈴木彩

山市)神谷奈穂子(川越市)春日出支部(此花区)佐々木了(浦和区)

子(宇都宮市)相庭克行(比企郡)矢部真知子(さいたま市見沼区)

丸田美奈子(長野市)角田容子(渋川市)山崎雅樹(目黒区)岩崎行

中谷幸子(桑名市)山本哲也(中野区)戸井田幸子(足立区)宗広妙

江(渋谷区)八木香(小金井市)田中紀子(港区)岩尾鋭一(所沢市)

子(文京区)冨安晴美(浜松市北区)吉野和佳子(上益城郡)古賀尚

西谷真澄(海南市)安部容子(船橋市)吉沢由美子(さいたま市緑

子(筑紫郡)西澤雅人(板橋区)功力弘子(世田谷区)庄子智秀(江東

区)目黒麻美(加須市)近石真弓(三木市)篠沢 昌洋(さいたま市南

区)垣内亜佐子(篠山市)森玲子(品川区)加山理恵(北区)鵜殿良(渋

区)松井晴美(郡山市)さくらんぼ薬局(静岡市葵区)前川達矢(東

谷区)飯島有紀(横浜市戸塚区)瀧澤みよこ(さいたま市北区)林原

大阪市)成田美智子(紋別市)永易純子(新居浜市)李貞和(千代田

真弓(鎌ヶ谷市)正木千歳(大田区)宝納律子(川崎市宮前区)曾田

区)林原芳子(福山市)宮島哲(大田区)林智花(船橋市)成田可奈子

奈々子(足立区)毛山薫(徳島市)飯島理江(かすみがうら市)佐藤

(新潟市中央区)相澤元子(港区)平野容子(杉並区)渡辺満喜子(広

恵美子(中野区)西澤直子(渋谷区)中井亜弥子(堺市堺区)小林和

島市安佐南区)森一博(世田谷区)米山奈緒(練馬区)五木田美佐

子(京都市中京区)洲脇由美子(岡山市)才田美加(墨田区)海野園

子(品川区)ﾘﾑﾚｲﾁｪﾙｼｰﾜｲ(港区)堀江真紀子(網走郡)北山友里枝(名

里子(品川区)別府美紀子(大田区)見留早紀(練馬区)川崎和恵(う

古屋市北区)松下多喜子(淀川区)横道克巳(浜松市天竜区)上田

るま市)松本好美(さいたま市大宮区)皆川隆志(横浜市港南区)中

知代(奈良市)田中恵子(神戸市中央区)中嶋亜由(さいたま市南

村竜矢(大田区)楠智和(越前市)森本彩子(伊丹市)重中恵美里(枚

区)大来朋子(文京区)ﾊﾞｰﾃﾘﾝｸ孝子(広島市安佐北区)大島典子(前

方市)実行委員会(安達郡)中村則一(新宿区)天野直江(さいたま

橋市)富田篤子・智子(西宮市)久保田幾子(足立区)新谷芳人(札

市北区)佐藤絵理香(札幌市北区)野中絵里香(浜松市西区)横松和
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子(宇都宮市)村山玲子(仙台市泉区)庄司まゆ子(横須賀市)松井
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河区)高本美紀(流山市)片西智子(大阪市淀川区)寺岡和美(横浜

阿部恵美子(練馬区)高石智恵子(横浜市西区)馬場晶子(草津市)

市泉区)横田健(川口市)生徒会(蓮田市)八坂剛史(川口市)木村節

歳桃すみえ(上川郡)中谷幸子(桑名市)澤田恵理(茂原市)寺井慶

子(春日市)大隈久美子(相楽郡)栗山恵一郎(座間市)霜田ゆかり

子(川崎市宮前区)馬場貴子(草津市)相沢昌代(富山市)鳥巣愛子

(横浜市緑区)柳澤利枝(つくば市)石川明美(調布市)嶋田元彦(新

(世田谷区)冨田しのぶ(三鷹市)安藤宏子(横浜市神奈川区)水砂

座市)蝦名朗太(稚内市)大隈清美(世田谷区)田中智子(津市)絹川

真理子(尼崎市)小川 哲朗(厚岸郡)双山久美子(川崎市幸区)安藤

早苗(鎌倉市)澤田洋子(横浜市港北区)石井宏子(長野市)片山邦

あずさ(恵那市)漆間良子(千葉市若葉区)安在ますみ(渋谷区)本

子(世田谷区)清水雪子(大宮区)須永優子(立川市)田中千紘(鹿児

常まり恵(川崎市多摩区)宮本章子(厚木市)田中恵子(神戸市中央

島市)新谷芳人(札幌市豊平区)緒方裕子(福岡市南区)大場香織

区)前田桃花(横浜市中区)後藤陽子(明石市)赤嶺寿美子(海部郡)

(焼津市)長島結花(柏市)松田佳野(港区)吉田聡美(可児市)堀内

桃野亜紀(佐倉市)金田忍(新潟市北区)東尚子(福岡市中央区)箕

笑美子(江戸川区)遠藤真澄(糸島郡)松本真弓(新城市)原田晶(川

輪真理(つくば市)山崎歩(静岡市清水区)星山順子(さいたま市浦

口市)佐藤麻美(墨田区)河上恵理(尾道市)金融法人第一部 渡辺

和区)松野志保(杉並区)若桑香(新発田市)土生都利夫(我孫子市)

徹(千代田区)白鳥直美(千歳市)徳永里奈(松山市)壁谷幸恵(額田

高田恵子(足立区)野村雅代(高知市)二宮基子(野洲市)向井佳代

郡)堤大門(杉並区)川崎薫(神戸市垂水区)山内陽子(篠山市)河奥

(京都市下京区)安部佳織(中野区)圓岡幸子(練馬区)大矢啓子(品

普子(堺市北区)岸嘉宣(足立区)薮脇恭子(小豆郡)武藤美代子(多

川区)楠本理絵(高槻市)赤羽夏子(仙台市青葉区)鈴木麻利子(静

野郡)白井葉子(大阪市鶴見区)神宮寺直子(大田区)中谷夫美子

岡市葵区)笠原美保(江戸川区)池浦弘(横浜市緑区)鈴木恵(前橋

(北区)小嶋緑(茨木市)瀧澤恵子(長野市)松島未晴(静岡市駿河

市)ｼｭﾀｰﾙ麻千子(奈良市)成田恭子(横須賀市)林 昭(葛飾区)多田

区)菊池絵里(大田区)尾崎昌子(足立区)西菜穂子(板橋区)野部里

美紀子(武蔵野市)千葉悦子(世田谷区)阪本智恵(吉野郡)細野恵

子(葛飾区)守山朋子(港区)浅見容子(北区)加藤正治(浦安市)吉

理(さいたま市岩槻区)青野祐紀(廿日市市)Storage(渋谷区)岡崎

川裕子(川崎市中原区)高ｷｮｳ和子(船橋市)加藤景久(さいたま市

紫乃(大阪市東淀川区)斎藤徳子(川西市)生田ひとみ(豊中市)久

浦和区)佐々木陽子(川崎市多摩区)寺本真由美(高槻市)高野一

家千鶴佳(西東京市)大塚裕子,冨久尾夏代(岩見沢市)梅田絵理佳

真(川口市)遠藤恵美(藤沢市)大石恒子(久留米市)齋藤義明(藤岡

(杉並区)井上菜穂(新宿区)藤和不動産流通ｻｰﾋﾞｽ(文京区)大森裕

市)松栄増実(都城市)小島康裕(都筑区)阿部美穂(さいたま市大

子(岡山市)荻野昌宏(海老名市)おおい紀枝(足立区)ﾌﾟﾗｽﾍｯｽﾞ(港

宮区)山本哲也(中野区)清水美千代(南ｱﾙﾌﾟｽ市)浦辺靖子(野田市)

区)青山明咲(江南市)坂本のり子(札幌市清田区)新井千代子(神

矢加部陽子(四條畷市)松嶋まさ子(狭山市)竹内晶恵(松山市)八

戸市垂水区)常世田三津子(葵区)田辺麻央(川崎市高津区)作田東

尾由子(岡山市)盛本ｱﾘｻ(葛飾区)原田優子(岡崎市)黒木香代子

子(世田谷区)平田百合子(港区)棚部一晃(金沢市)渡邉伊知郎(渋

(鹿児島市)永田名奈子(えびの市)小河路巳智子(浜松市南区)川

谷区)中里睦子(新宿区)石沢章子(札幌市北区)柏村悦子(山陽小

角清美(江東区)岩田悦子(北足立郡)上田晴美(文京区)山西真美

野田市)小口幸一(福岡市博多区)松本美紀(横浜市南区)谷村雅子

(荒川区)七戸有紀子(むつ市)田村良子(松戸市)河西由紀(甲府

(大田区)泉谷麻子(魚津市)伊藤幸子(甲府市)香川美穂(荒川区)ｶｲ

市)福田好恵(文京区)ｱﾄﾘｵﾄﾞｩｰｴ ﾀﾏﾌﾟﾗｻﾞ(横浜市青葉区)谷本雅子

ｼｭｳ(世田谷区)佐藤洋子(横浜市磯子区)岡田かよ子(松戸市)山岡

(横浜市南区)川端美佳(新宿区)上田優子(川崎市麻生区)笹川美

明子(足立区)上江千穂(横浜市泉区)松澤純子(港区)梅野美恵子

和(豊島区)山本美世子(北九州市小倉南区)加瀬朋子(中央区)上

(横浜市栄区)成田美智子(紋別市)社会貢献班(練馬区)博多ｽﾃｰｼｮﾝ

田智子(大阪市城東区)吉田睦美(名寄市)湯藤正美(練馬区)原亜

ﾋﾞﾙ(福岡市博多区)今田毅(世田谷区)田頭昌子(神戸市東灘区)野

紀(横浜市青葉区)松森智恵(川崎市中原区)吉田佐知子(江南市)

口三奈(文京区)上原みよ(国分寺市)大嶋美香(大府市)米山奈緒

渡部志津香(大田区)横山美和(吹田市)唐戸直哉(横浜市港北区)

(練馬区)川端久江(大阪市東住吉区)篠沢昌洋(さいたま市南区)

加藤由香(江戸川区)松井操(旭川市)森玲子(品川区)花宮舞(北九
州市八幡西区)松村康秀(静岡市葵区)萩原直子(市川市)福山鮎
美(横浜市金沢区)守屋静子(世田谷区)佐藤真美(静岡市駿河区)
星山順子(さいたま市浦和区)河井幸子(新座市)砂岡典子(下都

発行：ＡＡＡアジア＆アフリカ
〒338-0823

さいたま市桜区栄和1-12-18

賀郡)後藤美喜(桑名市)奥野さおり(世田谷区)尾崎ちさと(西宮

ホームページ：http://aaag.org/

市)小林麻里(文京区)高谷環(総社市)高橋俊光(大阪市天王寺区)

Eメール：global-family@aaag.org

田川陽子(北足立郡)佐々木直(草加市)佐藤百合江(福岡市早良
区)谷奈緒子(品川区)加藤淳子(武蔵野市)山中結夏子(さいたま
市浦和区)佐藤史子(蓮田市)影山瞳(渋谷区)加藤加代子(西尾市)
北村もえぎ(横浜市泉区)日吉愛子(伊東市)池谷加代子(江東区)

ＡＡＡ国際救援ショップ

AAA携帯メルマガ

ＡＡＡモバイル

ＡＡＡニュースレター
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第二回ＡＡＡしょくりん隊募集！

【慎みスピリッツ！】温暖化・砂漠化防止活動

行き先：ケニア共和国ガリッサ

2009年10月31〜11月8日／９日間（関空発着）交通：エミレーツ航空（予定）費用：￥350,000円

まごころさん（ＡＡＡ会員）募集キャンペーン
【あなたも地球家族の一員に！】ご家族、友人、知人にお声がけ下さい！
「地球家族のたすけあい」人類もれなく陽気づくめの暮らしをするためには、互いにたすけあいましょう！
内山貴子(横浜市港北区)市岡真由美(土岐市)吉田聡美(可児市)

ご家族、友人、知人にお声がけ下さい！

大橋剛人(不破郡)滝沢里美(練馬区)井口綾乃(新宿区)池村知子

「地球家族のたすけあい」人類もれなく陽気づくめの

(大阪市北区)米岡直美(安中市)山田啓子(横浜市栄区)鎌田ﾕｽﾃｨﾅ

暮らしをするためには、互いにたすけあいましょう！

(目黒区)足利支店(足利市)丸山智也(所沢市)鹿子木知香(枚方
市)鶴和千寿(大阪市城東区)村田昌弘(江東区)吉田ひろみ(磯城
郡)中村優里(港北区)井上貴子(市原市)井上良子(市原市)山森安
希子(昭島市)飯塚十美子(調布市)小林戸寿母(千曲市)伊藤薫(芦
屋市)星野真里(名古屋市東区)東急不動産労働組合(渋谷区)青
柳昌子(加茂市)石本千恵子(松山市)望月和美(船橋市)田中英子
(新潟市西区)松井晴美(郡山市)笠原輝子(川口市)天理教印旙支
部婦人会(成田市)重村美佐子(古賀市)梅田和宏(小倉北区)石倉
真子(名古屋市千種区)池沢宏之(世田谷区)天理教浦和支部有志
(さいたま市)以上1230名,匿名68名,その他大勢の皆様
にご寄付頂きました。有難うございました。

▽ 編集後記 ▽
▼約一年半ぶりの会報発行に当り、会員の皆様には活
動内容の報告が遅れました事、深く御詫び申し上げま
す。シンバさんが亡くなり、HPや会報等事務作業が未
だ正常稼働しないまま、昨年一年過ぎてしまいまし
た。まずは活動継続目指して事務的な作業も進めてい
きたいと思います。届きませんが宜しくお願いしま
す。（毅史）▼私とAAAとの出会いは約10年前の1本
の電話からでした。長く続けた仕事を休み、広い世界
に飛び出していきたいという思いから、ヒント探しの
材料を集めている最中での出会いでした。私が実際に
AAAの活動内容を知ったのは、まず話を聞いて、その
人達と会って、一緒に行動してからの事でした。心に
伝わるものがあり、人のパワーを感じ、背中を見せて
貰い、AAAの活動を応援させて貰いたいという気持ち
になり、共に活動させて頂く様になりました。今まで
頂いてきた「元気」のお礼を「元気」でお返しできる
様に続けていきたいと感じております。（正美）

まごころさん(ＡＡＡ会員)募集中！

ＡＡＡニュースレター

２００９年（平成２１年）１月１日

第４０号

