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Let's Help Each other as a Global Family

地球家族のたすけあい ４２
Affection Accomodation Action Generation

海外報告
ウガンダ／ＡＡＡーＵ
5月22日 前カルングヘルスセンター所長カ
ヨンド・モデスト氏の新しい赴任先であるルカ
ヤヘルスセンターの様子を聞きましたので報告
します。ルカヤのヘルスセンターはちょうどＡ
ＡＡがウガンダに来た１０年前のカルングヘル
スセンターと似たような状況で、薬も足りなけ
れば医療器具もなく、５０ドルくらいで買える
簡単な医療キッド程度の物でも贈呈してくれた
らありがたいという状況だそうです。現在４箇
所に医療巡回に行っているが、医療巡回では診
察、治療などは出来ず、予防接種しか出来てい
ない状況。またルウェラという村（ルカヤタウ
ンから6km〜8kmのビクトリア湖半の小さな村

ルカヤへルスセンター所長カヨンド氏に
薬を手渡すAAA-Uダイレクタの山崎敬充

で、マサカ県では珍しく孤立した感のある村）
は完全に無医村で、病人をルカヤまで運んでく
るのも現地の人には大変なので、ここに毎週医
療巡回したいと思ってるが、その薬が無いのが
現状との事でした。１００ドルで４回（4週）
分の薬が買えるくらいだそうです。来年度のマ
サカ県予算に申請しているが、どれだけお金が
下りてくるかは分からない状況。

浦和イブニングRC
医療器具・医薬品を贈呈
さいたま市浦和区に事務所を置く浦和イブニ
ングロータリークラブから頂いた寄付（10万
円）で、ウガンダ共和国マサカ県にあるルカヤ
ヘルスセンターとビクトリア湖沿岸のカムウォ
ンガ村にAAA-Uを通じて医療器具と医薬品を贈
呈しました。AAA-Uからの報告です。
6月8日 浦和イブニングロータリークラブよ
り頂いた1000ドルの寄附から、
１．治療器具セット（ステンレスの皿、ピン
セットなど一式）ルカヤヘルスセンターと
カムウォンガ村に各1セット、計2セット
２．カムウォンガ村への医療巡回薬3ヵ月分
内訳は主に
（毎週1回＝月4回）
・マラリア治療のための薬各種
月約130人分ｘ3ヶ月＝約390人
・呼吸関連（咳や肺炎など）の薬
月約100人分ｘ3ヶ月＝約300人
・性病関連の薬（淋病、梅毒、ｶﾝｼﾞﾀなど）
月約40人分ｘ3ヶ月＝約120人

第１回ＡＡＡチュニジア視察団参加者募集！
【グローバルリサイクル】衣類贈呈式

他

行き先：チュニジア/チュニス,他

2009年8月17〜8月25日／9日間（関空発着）交通：未定の予定
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となりますが、一人の患者がマラリアであり同
時に咳などということもあるので医療巡回用の
薬代としては 月約160人ｘ3ヶ月＝約480人分
３．ルカヤヘルスセンターでの性病関連の薬
1ヵ月分★約７０人分の寄附をさせて頂くこと
が出来ました。
AAAーU/山崎敬充

ケニア／シンバの森レポート
6月5日 皆様お元気でお過ごしの事と存じま
す。ガリッサは、現在アーバン利根の会社の関
係者と一緒に生活しています。彼らは国の事業
としてガリッサに井戸を掘っています。やはり
スケールが違って車、機材などの量は凄いです
その中で私達も仕事をさせていただけることに
なり、また生活の中でも助け合って楽しく生活
させてもらっています。ケニアは4月から雨期
に入ったはずですが、あまり雨が降りません。
しかし、ミコノの敷地は有り難いことに水に困
ることなく生活させていただいてます。シンバ
の森の木々も成長がよく、今度は植えていない
のですがスイカの実が3ツ実りつつあります。
バナナやグワバの木がとても伸びています。
7月14日 植えたはずのないスイカが実り美
味しくいただきました。シンバさんのお陰で
す。 今年の植林隊は来年へ延長される件、了解
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しました。こちらの都合があったとしても、変
更可能なので大丈夫です。ママハニさんの孤児
院で問題が発生し、肢体不自由児を残して、他
の子供達はバラバラに別の孤児院に連れて行か
れてしまいました。ガリッサにおいて男女混合
宗教のミックスはいけないということになり、
また、虐待説や管理不行き届きなどいろいろ問
題化されたそうです。せっかく植えた木たちも
育たず枯れてしまいました。申し訳ありません
ウムルカヘルは順調に育っております。今年も
ガリッサにお越し頂ける事を楽しみにしていま
す。 ミコノ・インターナショナル/土方 栄子

台湾・高雄／コンテナ到着
本年5月に出荷した台湾向けコンテナが、6月
上旬に台湾南部の高雄縣私立基督教山地育恵幼
院にJapan Gate (株)を通じて贈呈されました
7/16〜18日の2泊3日で第1回AAA台湾視察団
（参加者6名）が現地を訪問します。

スリランカへ車椅子
長年スリランカ北部地域で起こっていたタミ
ル人とシンハラ人との内戦が、この春集結し復
興に向かって歩み始めた。戦争で被害にあった
人々は多く、心も体も傷が癒えるのには時間が
必要である。この度、AAA栃木が戦争被害の大
きいスリランカ北部にスリランカ駐日大使館を
通じて車椅子45台、杖50本を贈呈した。配布
されるこの車椅子は真岡工業高校福祉部の生徒
5人が壊れた車椅子を修理したりパーツを組み
合わせて作り直したもの。また、杖は5〜6段の
段差調整が可能で、宇都宮工業高校の生徒が授
業の一環で製作したそうです。スリランカ駐日
大使館を通じて現地視察を検討中！
AAA栃木代表/宮本みさを

シンバの森にてダイレクターの土方氏

シンバ基金

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/ガリッサ、ウガンダ/マサカ
2010年1月26〜2月6日／11日間（関空発着）交通：エミレーツ航空（予定）費用：￥400,000円
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国 内 報 告 環境快復/EM情報
定例衣類整理箱詰め
和南太陽光発電所（3.75kwシステム）
作業ボランティア AAA本部事務所が2005年2月24日より導入
している、SHARPの太陽光発電システムでの
総発電量は15060kwh、二酸化炭素削減量は
2740kg-cになりました。(09年7月8日現在)
本年から国の太陽光発電に対しての設置補助
金が再開され、県や市町村の補助金も組み合わ
られるようです。ソーラー導入をお考えの方
は、AAA本部までご相談下さい。

○チーム浦和
4月24日：田口帰一,敏子,渡辺
5月31日：田口帰一,敏子,高橋正,渡辺,佐藤
6月 1日：田口帰一,敏子,渡辺,佐藤
6月17日：田口帰一,敏子,渡辺,佐藤

○チームつめるやん
4月8日

衣類整理

参加12名

箱数35箱

中里睦子,青木久和,榎本貴子,和貴,山崎美江,敬陽,敬

AAA本部家庭菜園

AAA本部事務所の裏庭に家庭菜園拡大中！
1度土を掘り起し、春に苅った草を敷き詰めて
5月8日 衣類整理 参加18名 箱数40箱
ふるいにかけた土を盛り直して、昨年まで1坪
中里睦子,榎本日佐子,貴子,和貴,長野美根,西内ひさ
ぐらいだった畑が倍に広がりました。6月に頂
子,田口敏子,山崎純子,栄慈,和奏,滉人,美江,敬陽,敬
いたトマトの苗をはじめアスパラ・里芋などが
太,毅史,正美,毅太朗,毅治朗 一言：雨の予報が思いが
植えてあります。
けず薄日が出て衣類の詰替えに最高のお日和になった
大谷石180個頂きました。雨水貯水槽（約
5月19日 台湾向けｺﾝﾃﾅ積込 参加21名
20t）を計画中！水槽が完成すると、雨水を利
中里睦子,田口帰一,榎本日佐子,貴子,和貴,松本良三,ﾗ
用して水力発電や庭木の水やりをはじめお風呂
ｳｨﾆ/ﾜﾘﾄﾞ,増田一樹,山崎純子,栄慈,智子,和奏,滉人,咲
や夏場のプールにも利用できます。将来的には
楽,美江,敬陽,敬太,毅史,正美,毅太朗,毅治朗
災害時の飲料水にも使える様に浄化システムの
6月8日 衣類整理 参加16名 箱数45箱
確立も研究して行きます。小川を作って水を循
西内ひさ子,榎本日佐子,貴子,和貴,野口茂,青木久和,
環させて人工で蛍を飼う計画もあります。
石田えりや,増田一樹,山崎純子,美江,敬陽,敬太,毅史, 【耳寄情報募集】家庭菜園に役立つマメ情報や
太,和奏,滉人,正美,毅太朗,毅治朗

正美,毅太朗,毅治朗

一言：雨50％予報だったが雨

も降らず曇りで衣料整理に最高!! 人数が少なかった
割には45箱と多く出来ました。

6月19日

チュニジア向けｺﾝﾃﾅ積込

参加17名

丸山源一郎,中里睦子,榎本日佐子,増田一樹,西内ひさ
子,山崎純子,智子,和奏,滉人,咲楽,美江,敬陽
敬太,毅史,正美,毅太朗,毅治朗
気温28℃

一言：好天に恵まれ

ﾁｭﾆｼﾞｱ行きｺﾝﾃﾅ袋詰めたくさん!!

日常生活に活かせるエコ情報募集中です。

AAA本部田植え報告！
今年は6月3日、4日の2日間を利用して田植
えをしました。のべ20名参加、昨年の反省をふ
まえ、稲の間隔を広めにして皆で植えました。
お昼には、田んぼ脇でバーベキューをして精を
つけました。来年も手植えしますので是非ご参

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、互いにたすけあいましょう！
まごころさんにご入会頂くと※EM製品1割引、※海外送料を半額に優待させて頂きます。
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加下さい。現在田の草取りに奮闘中！です。お
時間ある方は是非お手伝い下さい。

バイオトイレが活きる！
ＡＡＡ本部内にサンプルを設置。大便の際は
ご自由にご利用下さい。ＥＭ楽農の飼料になり
ます。このトイレは、武蔵建材工業の田中社長
が地球に優しい暮らしを追求し、その一環とし
て製作されたものです。僻地や農園、工事現場
でトイレが必要な場合に、是非ご利用下さい。
購入/貸出し希望受付中！価格は50〜60万円

☆援農受入れ先☆
【岡田農園】群馬榛名の美味しい無添加梅干
群馬県榛名町上里見梅干し金賞に輝く！完熟梅
拾い作業、剪定等、除草、ネット張り等・・・
帰りには榛名温泉に浸かってリフレッシュ！
梅干しのご購入はインターネット

http://www.kaorunoume.com/
又はFAX：027-374-0313 300g￥1,365円〜
【高崎農家】ＥＭ米づくり
埼玉県さいたま市桜区の河川敷にてお米の栽培
をしております。今の時期草刈り等があります
また、8月下旬からは稲刈りが始まります。新
米の予約承っております。
梅干し・お米のご注文はAAA本部でも受付けて
います。（送料は別です。代引発送できます）

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！

まごころさん
有難うございます
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久留 隆光 久留田鶴子 上田 康子 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 関口 敬 小寺
るる子 芦沢満欣子 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 許斐 律子 仁平 浩司 小林 靖雄 住吉 望 西
山華奈恵 中里 睦子 高橋 正夫 中川 宣和 大野
正雄 日高 貞夫 前納 正道 高松 登子 川上美也
子 矢嶋 武弘 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 渡辺 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 山形 孝 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
埼玉県国際交流協会 天理教埼玉教区浦和支部
松本重次郎 嶋村 明子 天理教国際たすけあい
ネット 大西 孝規 東京調布国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 大
矢 邦一 浦和ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞﾛ-ﾀﾘ-ｸﾗﾌﾞ天理教日置荘分教
会 埼玉ﾕﾆﾌｫ-ﾑ

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)
2009年3月1日~2009年6月末までにご寄付頂
いた方を掲載させて頂いております。
誤記・記載漏れ等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)
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 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 佐藤
洋子 平井 伸治 福島 洋子 中山 久子 藤野 富子

赤渕芳宏(長崎市)秋葉幸子(文京区)浅川ひろ子
(旭川市)朝倉由佳(大阪市鶴見区)朝田佳尚(京都
市上京区)浅野光(京都市左京区)雨宮直子(横浜市
港北区)飯塚裕子(本庄市)池田健(さいたま市見沼
区)石岡春江(文京区)石山由香里(船橋市)泉薫(福
岡市中央区)犬飼友美(名古屋市中川区)猪巻礼子
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(会津若松市)岩橋充枝(京都市中京区)岩本博信
(葛飾区)鵜殿良(渋谷区)大井理恵子(さぬき市)大
角安代(さいたま市中央区)太田千亜紀(江東区)大
野佑子(さいたま市緑区)大日方早苗(上田市)岡田
のぞみ(稚内市)小川幸恵(草津市)奥崎和子(鎌ヶ
谷市)押井愛利子(豊島区)織田ﾌｧｯｼｮﾝきもの専門
学校(中野区)梶川雅子(京都市西京区)片木貞子
(大津市)勝山香織(豊田市)金丸恵美子(柏市)加納
はるみ(千葉市中央区)株式会社ECﾅﾋﾞ(渋谷区)神
成まいこ(長野市)川上由起子(足立区)川崎早苗
(新宿区)川崎市立南管中学校交流委員会(川崎市
多摩区)北山順一(名古屋市北区)村上滋(直方市)
小池由奈(名古屋市中区)小石麻奈美(川崎市多摩
区)小林友美(世田谷区)小林弥生子(松本市)こひ
つじ保育園保護者会(秋田市)古米千恵子(中野区)
古米洋子(国分寺)小山美里(笠岡市)金野裕幸(横
浜市港北区)坂口朝野(狛江市)笹岡明子(上田市)
佐々木和美(府中市)佐藤綾花(箕面市)佐藤範彦
(吉野郡)座間富美彦(札幌市北区)沢井美幸(三鷹
市)嶋村明子(千葉市稲毛区)鈴木綵子(日高市)曽
左幼稚園PTA(姫路市)PTA鳥山(高岡市)田中鮎
美(篠山市)ちばいぶす吉田武郎(千葉市中央区)月
岡裕子(目黒区)坪井重則(防府市)中里紀子(横浜
市栄区)中園江(牛久市)永田志津子(東大阪市)中
朋子(大田区)中野真由美(福岡市早良区)成瀬彩美
(杉並区)成瀬徹(福岡市南区)南部典子(葛飾区)野
田裕子(杉並区)野村ﾘﾂ子(鎌倉市)長谷川晶彦(三
島市)長谷川浩之(さいたま市浦和区)原田涼子(岡

川区)米田恵里(久慈市)渡邊織帆(厚木市)青木和
美(北区)秋葉幸子(文京区)芥川陽子(練馬区)浅野
恵子(一宮市)足立区立六月中学校生徒会長池田
拓人(足立区)安部美穂(東置賜郡)天野八重子(広
島市安佐南区)安藤栄美子(船橋市)ｲ-ｽﾄｹ-ﾌﾟ(川崎
市幸区)池田育己(半田市)池田貴子(大田区)池谷
裕文(江東区)石毛美穂子(世田谷区)石坂由加里
(鹿島市)石田(港区)石山紗弓(横須賀市)伊藤恵理
(豊川市)伊藤好美(世田谷区)茨木暁子(名古屋市
名東区)遠藤恵美(矢板市)大竹孝子(川崎市幸区)
大場香織(焼津市)大林ひろこ(牛久市)大森広江
(目黒区)大山秀樹(目黒区)岡田亜美(枚方市)小川
由紀(大阪市東成区)落合佐知子(世田谷区)小野寺
志真(仙台市太白区)加々美幸子(渋谷区)加賀美肖
子(練馬区)金森嘉江(稲沢市)神谷朋江(那覇市)岸
嘉宣(足立区)木藤秋子(目黒区)木戸信子(福岡市
西区)木村淑子(大田区)國信潤子(北杜市)久保木
克枝(豊島区)毛山薫(高知市)功刀貴子(目黒区)古
賀英樹(目黒区)互久保洋仁(品川区)小玉いづみ
(練馬区)小林和子(京都市中京区)小林広徳(川崎
市宮前区)子安晴子(葛飾区)坂井奈都希(富山市)
桜井綾乃(札幌市豊平区)さくらんぼ薬局黒田(静
岡市葵区)佐藤はつみ(福岡市南区)塩川由紀子(西
京区)塩田美登里(北九州市戸畑区)鹿内美花(西宮
市)靜野奈巳(大田区)篠沢昌洋(さいたま市南区)
清水文美(福岡市南区)清水真奈美(静岡市)洲脇由
美子(岡山市)菅野剛(神栖市)須賀麻起子(江東区)
菅谷孝子(港区)杉山佐和子(台東区)鈴木あおい

崎市)久篠奈苗(久留米市)平井文(杉並区)平石千
佳子(八尾市)平木光子(津山市)平野美香子(熊本
市)平野好子(相模原市)広島県呉市立仁方中学校
(呉市)福田真子(松江市)藤田ﾕｷ(千代田区)藤波有
希子(墨田区)前田隆洋(京都市山科区)増田寿代
(板橋区)益田南都子(長岡京市)松田ちひろ(神戸
市東灘区)松本重次郎(春日部市)真面由美子(大田
区)水元善章(静岡市葵区)宮川直子(枚方市)宮崎
県立小林商業高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄ部(小林市)宮下利恵
(愛西市)宮本邦子(高松市)村田さおり(川崎市中
原区)森口蔵之助(台東区)八木ひとし(名古屋市名
東区)矢野ふき(高知市)山嵜早苗(練馬区)吉田聡
美(可児市)吉波尚美(京都市中京区)吉本房夫(品

(杉並区)砂岡典子(下都賀郡)関あかね(大洲市)瀬
谷創(つくば市)世利佐斗子(太宰府市)高岡孝至
(札幌市北区)高木陽子(戸田市)高田智子(中央区)
高取万里子(豊島区)高橋信代(藤沢市)高橋紀恵
(宇都宮市)竹内奈子(四街道市)多田史生(比企郡)
田中恵子(神戸市中央区)高橋乃里江(瀬戸市)玉澤
秀清(流山市)田山勝哉(鎌倉市)千葉尚子(世田谷
区)千代延瞳(横浜市栄区)土田逸人(越前市)出口
智子(世田谷区)天理教日置荘分教会(堺市東区)戸
崎幹夫(横浜市金沢区)仲手川智子(相模原市)中朋
子(大田区)永末祥代(木更津市)中山洋子(江戸川
区)成田葉子(静岡市駿河区)成瀬美幸(日進市)野
口三奈(文京区)萩原直子(市川市)橋本ﾕﾐ江(高崎
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市)蓮沼彩子(杉並区)原田博美(河西郡)原真紀子
(神戸市須磨区)春元富美子(川崎市宮前区)平下美
代(福岡市早良区)平野誠志(杉並区)博田知之(宇
治市)福永真子(江戸川区)藤井陽一(福山市)藤本
香織(大田区)古川真(品川区)星野洋美(足立区)ﾏｲ
ﾗｰ順枝(中央区)前田桃花(横浜市中区)松澤純子
(港区)松島由香(静岡市駿河区)松長麗(杉並区)松
本香奈(菊池郡)松本重次郎(春日部市)三枝啓子
(国分寺市)水谷絵里子(仙北郡)水野正博(府中市)
宮島哲(大田区)宮島典子(飯田市)村上そのみ(刈
谷市)目白大学体育会本部(新宿区)望月和美(船橋
市)守山朋子(港区)矢竹清美(富士吉田市)柳澤利
枝(つくば市)山崎雅樹(港区)横山美和(吹田市)李
貞和(千代田区)渡邊和恵(宮崎市)渡部あすか(世
田谷区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)(赤穂市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ
(株)香川支店(観音寺市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)埼玉支
店(鶴ケ島市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)大坂支店(大阪市
中央区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)鹿児島出張所(鹿児島
市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)北関東支店(高崎市)ｱｰｽ環境
ｻｰﾋﾞｽ(株)神戸営業所(神戸市中央区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞ
ｽ(株)千葉支店(千葉市中央区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)
土浦出張所(土浦市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)東京支店
(北区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)名古屋支店(名古屋市名
東区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)福岡支店(福岡市博多区)
ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)本社(千代田区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ
(株)横浜支店(横浜市神奈川区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)
宇都宮出張所(宇都宮市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)北陸出
張所(富山市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)京滋支店(守山市)

(豊田市)上村眞理子(港区)亀山千春(渋谷区)唐戸
直哉(横浜市港北区)河口美砂代(春日井市)木戸信
子(福岡市西区)熊谷圭一(大田区)熊谷紀子(山形
市)代表取締役社長坂本博彦(千代田区)桑田久美
子(有田郡)毛山椎子(高知市)小泉祐貴子(横浜市
中区)小川由紀(大阪市東成区)小西景子(大田区)
小林和子(京都市中京区)小山俊治(世田谷区)斉賀
房子(川口市)斉藤美好(袖ケ浦市)佐藤真美(静岡
市駿河区)三本木祐子(川口市)嶋村明子(千葉市稲
毛区)ｼﾝﾀｰﾙ麻千子(奈良市)須藤康子(会津若松市)
須永優子(立川市)青りゅう耐佐(由利本荘市)高岩
恵子(小林市)高澤敦子(千葉市緑区)高瀬由美子
(さいたま市大宮区)高田恵子(足立区)瀧正己(日
進市)竹村祐香(船橋市)田中久美子(昭島市)田中
妙(大阪市東住吉区)田中智子(大阪市東淀川区)田
中美保(太田区)田山勝哉(鎌倉市)柘植あかね(世
田谷区)土屋ひとみ(横浜市戸塚区)手嶋伸二(石巻
市)東急不動産労働組合(渋谷区)戸川翔太(品川
区)戸沢村立戸沢中学校H20年3年A組一同代表
瀧田雅美(最上郡)歳桃すみえ(上川郡)富田篤子
(西宮市)豊田昌子(市川市)ﾄﾞﾘｰﾑ21高橋幸子(比企
郡)直井あかね(新宿区)中北あさ子(大田区)中里
睦子(新宿区)中沢芳江(松本市)長島涼子(桐生市)
長根美根(南区)中村美帆(港区)中森暁子(牛久市)
成田沙織(紋別市)西内ひさ子(朝霞市)二宮典子
(渋谷区)野々山祐介(名古屋市中区)(株)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ大
興 社会貢献班(練馬区)橋本照彦(小金井市)浜脇
幸美(神戸市北区)東村佳子(南島原市)平井美和

ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)四国支店(徳島市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ
(株)仙台支店(仙台市青葉区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ総合
(株)総合研究所東日本(鎌ヶ谷市)阿部真理(新宿
区)有馬智子(鹿児島市)池田浩彰(厚木市)池田美
早代(長崎市)石井裕子(世田谷区)石川優子(防府
市)石田史絵(渋谷区)石山紗弓(横須賀市)伊藤薫
(名古屋市守山区)伊藤満寿江(船橋市)岩木真理
(大阪市西区)岩重美緒(蕨市)上久朝之(大阪市北
区)梅田和宏(小倉北区)浦辺靖子(野田市)浦和ｲﾌﾞ
ﾆﾝｸﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ(さいたま市浦和区)太田貴美恵
(須賀川市)大矢啓子(品川区)小澤望(板橋区)垣原
稔(久喜市)片木貞子(大津市)片山郁子(世田谷区)
加藤はるみ(目黒区)椛島良介(港区)株式会社遊都

(横浜市青葉区)平岡誠二(西宮市)深森友里(神戸
市東灘区)藤井美奈子(西東京市)藤原加代(仲多度
郡)藤光さおり(西宮市)星野準一(小平市)堀口敏
恵(豊中市)前川ゆき(世田谷区)松本重次郎(春日
部市)松本淳子(渋谷区)宮崎純子(成田市)宮澤靖
(高知市)宮重礼子(船橋市)村山志帆(戸田市)森川
千春(杉並区)森久美子(玖珠郡)守野祐子(大田区)
森葉子(新宿区)矢崎大史(横浜市港北区)山内由美
(魚沼市)山田直子(藤枝市)山田葉子(小牧市)山辺
いずみ(渋谷区)山本安子(乙訓郡)(有)ｴｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝｲﾝ
ｸﾞ代表中村時光(大田区)(有)上(港区)(有)大丸か
まぼこ店(宇和島市)有限会社ライトワン(高槻市)
湯藤正美(練馬区)吉野仁美(犬山市)李貞和(千代
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田区)渡辺(吹田市)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)静岡支店(静
岡市駿河区)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)名古屋第二営業部
(海部郡)ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)広島支店(広島市安佐
南区)ｱｵﾊﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ(杉並区)赤塚ひ
さこ(北杜市)浅井琢磨(福岡市西区)飯塚十美子
(調布市)石崎和子(静岡市葵区)泉本博美(杉並区)
泉屋玲志(千葉市若葉区)市川弥由規(横須賀市)知
宅一ノ坪智子(大崎市)稲葉勝美(横浜市緑区)内田
しのぶ(宗像市)内山慶子(川崎市川崎区)大下美都
緒(千代田区)岡部(世田谷区)小川隆也(浜松市西
区)沖田知子(さいたま市浦和区)小澤由美子(稲沢
市)落合理恵(新座市)影山瞳(渋谷区)(株)ｴﾝｼﾞﾝﾌｨﾙ
ﾑ(渋谷区)神谷康世(大津市)川上由起子(足立区)
川崎和恵(うるま市)河西由紀(甲府市)菊池雄士
(いわき市)岸嘉宣(足立区)木村和香枝(札幌市厚
別区)久家千鶴佳(西東京市)鯨井裕嗣(佐倉市)黒
石久美(渋谷区)小泉由貴(京都市中京区)小瀬村和
子(厚木市)小林仁(川口市)駒形有紀(新潟市西区)
米川朝子(大田区)古山聡子(横浜市港北区)斉藤ひ
とみ(裾野市)笹川美和(豊島区)佐藤由美(鶴岡市)
茂木順子(さいたま市浦和区)清水真奈美(静岡市)
新谷芳人(札幌市豊平区)鈴木悦子(富山市)祖父江
恵子(浦安市)高砂郁子(塩尻市)高野歩(広島市安
佐北区)竹下須麻子(古賀市)竹ﾉ谷純(川越市)田村
美智子(函館市)丹治美祐紀(柏市)千代延瞳(横浜
市栄区)土屋まつみ(小諸市)富田智子(宝塚市)ﾄﾖﾀ
部品埼玉共販(株)(さいたま市北区)長島涼子(桐
生市)中野いずみ(八王子市)成田恭子(横須賀市)
西内大州(朝霞市)西尾美香(福島区)西崎静江(松
山市)日本機材(株)(大阪市中央区)日本信号株式
会社(千代田区)稗田龍太(新冠郡)比留間清子(川
口市)二見喜友(松戸市)宝宮千加(津山市)ﾎﾜｲﾄﾎｰﾝ
玲子(直方市)本生護郎(川崎市高津区)桝屋智子
(大阪市天王寺区)松井由理子(港区)松野志保(杉
並区)松本重次郎(春日部市)松本智恵(川崎市中原
区)松本英敬(和光市)松本好美(さいたま市大宮
区)丸山照子(富士見市)宮根百合子(釧路市)村山
華織(新宿区)森本彩子(伊丹市)矢部真知子(さい
たま市見沼区)山口洋子(仙台市青葉区)山田メグ
ミ(えびの市)湯藤正美(練馬区)横田さや香(杉並
区)吉田徹(札幌市南区)吉野雅貴(福岡市城南区)
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若林秀美(大田区)若山朱美(横浜市港北区)以上
467名,匿名27名 ,他大勢の皆様にご寄付頂きました
有難うございました。

☆ 店頭募金箱
設置店紹介 ☆
埼玉ユニフォーム様（埼玉県さいたま市）
7月2日 ￥１,９４６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、ご紹介下さい。AAA本部 048-858-5544

新規入会まごころさん
5月入会：(株)ホリデイプラン様ありがとうござ
います。末永く宜しくお願い致します。

http://www.hpi.jp/

☆ お便りコーナー ☆
▼蒔かぬ種は生えぬとありますが、いつも幸
せの種を蒔いて下さってありがとうございます
いつしか大輪の花が開きますことを祈っていま
す▼学校の販売実習の在庫です。色褪せていま
すが新品です。ボランティアの生徒が荷造りし
ました。宜しくお願いいたします。▼こんにち
は、インターネットでこちらの活動をしり、荷
物を送らせて頂きました。一人でも多くの笑顔
に出会えるよう願っています。宜しくお願いい
たします。これからも益々発展されますように
▼中学校三年生の卒業に向けてのボランティア
学習で行いました。▼春たけなわです。日本の
美しい四季に恵まれて私達は良い思いをさせて
頂いていますが酷暑のアフリカの方々は大変だ
ろうなあと思います▼お手数ですが宜しくお願
い致します。感謝！！ありがとうございます▼
AAAの活動に感謝します▼先日テレビでアマゾ
ンに住む原住民のドキュメンタリーを観て
ショックを受けました。人間の最初の姿、生と
死の姿、ありのまま過ぎて現代人の方が人間性
に関して劣っているのではなかろうか。自然に
対してです▼拝啓 ホームページを拝見して、
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少しでもお役に立てればと思い使用済の物では
ありますがお送りさせて頂きました。今後とも
AAAアジア＆アフリカの活動を見守り、ご活躍
をお祈りしております。敬具▼砂漠の遊牧民の
食事風景をテレビで観ました。一日二回の砂の
上で焼いた堅いパン、山羊の乳、千年以上続い
ている生活、でも充実してると云っていまし
た。幸せの有様は人それぞれですね。▼今回、
仁方中学校3年1組の私達は、総合的な学習の時
間で、アフリカや中南米の人達に少しでも役に
立ちたいと思い、衣服を集め、送る事にしまし
た。この衣類は、私たちがポスターで呼びか
け、生徒や先生や地域の方々が集めて下さった
ものですそして私達が心を込めてたたみ、箱に
つめました。私達が衣服を送ろうと思ったきっ
かけは、授業でボランティアの人達の話しを聞
き、その中で私達ができると思った事をしまし
た。アフリカや中南米の人達は、服を買うお金
もなく同じ服を着たりしていると先生から聞き
ました。ぜひ、アフリカや中南米の人達に送っ
て下さいそして、アフリカや中南米の人達に、
この服を着て貰えたら嬉しく思います。宜しく
お願いします。広島県呉市仁方中学校3年1組

◇募 集 情 報 ◇
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無農薬EM栽培ｺｼﾋｶﾘ :￥15,000円 /￥6,000円
減減米ミルキ-クィ-ン￥11,000円 /￥5,500円
も ち 米￥11,000円 /￥5,500円
減減米コシヒカリ￥10,000円 /￥5,000円
減減米：彩のかがやき￥ 8,000円 /￥4,000円
あきたこまち￥ 8,000円 /￥4,000円
ひとめぼれ￥ 8,000円 /￥4,000円
はえぬき￥ 8,000円 /￥4,000円
先着順につき新米のご予約はお早めに！

編集後記
▼今年もまた、汗ばむ季節の到来です。最近、いつ
見かけただろうと感じるほど見かけなかった、大き
なカタツムリを庭で見つけました。当たり前です
が、昔見たカタツムリと少しも変わらず、ホッと安
心して穏やか気持ちになりました。カタツムリが過
ごしやすい梅雨が明けると本格的な夏がやってまい
ります。春から夏、夏から秋、そして秋から冬。毎
年変わらずに繰り返されるこの季節。この当たり前
に繰り返されることがどんなに大切なことなのかを
考えます。繰り返す、継続させていくことの大切さ
を実感しながら活動させて頂きたいと思います。
（正美）▼日本で年間に出る中古の衣類は100万ト
ンにものぼるそうです。そのうち30万トンはリサイ
クル・リユース等されていますが、残り70万トンは
消却されています。もったいない話です。AAAのグ

【物資募集】特殊車両募集中！その他いらなく
なった農機、農機具があったらください。
送り先：ウガンダ・マサカ県／ゴミ収集車や消

ローバルリサイクル活動での衣類は年間30〜40ト

防車等 スリランカ・フィリピン・チュニジア
※【人材募集】カンボジア/音楽指導ボラン
ティア募集は終了しました。また次回募集ご期
待下さい。お蔭様で良い人が見つかりました。
【 分価販売 】
・EM製品／AAA（まごころさん1割引）
・新開発プランタ／武蔵建材工業
大：￥12,000円（税込み土無し）
小：￥ 7,000円（税込み土無し）
大好評！人気商品に付、早めに御予約下さい
・生産者直売玄米／高崎農家
本年も美味しいお米を栽培中です。30kg玄
米、10kg白米でもお分けできます。無農薬

ある慎ましやかな生活の実践が今世界で必要性とさ

ン。微力ながらこの活動もリサイクル活動だけでな
く温室効果ガス削減に貢献しています。日本の伝統
れています。エコから慎みスピリッツへ！（毅史）
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AAA携帯メルマガ
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