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Let's Help Each other as a Global Family

地球家族のたすけあい ４３
Affection Accomodation Action Generation

海外報告

きく畑を作る予定でおります。その周囲に
は、木を植えたいと思っておりますのでＡ
ＡＡの来訪を心待ちにしています。

ウガンダ／ＡＡＡーＵ

ミコノ・インターナショナル/土方栄子
※2010年はガリッサでのミコノの活動が20

9月6日よりAAA-Uダイレクターの山崎
敬充さんが一時帰国しました。11月30日に

周年を迎えます。この節目にミコノの会と

はウガンダへ戻ります。コンテナの進行状

して創立20周年記念式典が開催されます。

況の連絡がありました。

式典開催日時は
ガリッサ会場：10月2日(土)か3日(日)

11月20日 今夏ウガンダ向けに送ったコ
ンテナの進行状況をお知らせします。11月

天理会場：10月24日(日)

現在コンテナは無事にカンパラに到着、税

関東会場：10月31日(日)

関での各種クリアランス手続きの最中です

ガリッサ会場への参加希望の方はAAA本部

一部の手続きは既に終了し、消防車の書類

まで詳細をお問合せ下さい。

手続きが残っているので、それが済めば手
続きが終了します。AAAーU/山崎敬充

ケニア／シンバの森レポート
9月18日 皆様お元気でしょうか？
こちらは、アーバン利根さんから受けた仕
事（井戸ポンプ管理棟建設）が順調に進み
次の段階（パイプライン）に移りつつあり
ます。日本からの来訪者も相次いであり、
忙しくしておりました。話は変わりますが

台湾／第1回AAA台湾視察団

アーバンさんのご好意でミコノの敷地内に
井戸を掘っていただきました。残念ながら
飲み水には適しなかったため、道沿いに大

シンバ基金

5月に出荷した台湾向け衣類到着現場の視
察へ、第1回AAA台湾視察団の有志6名が7
月16日〜18日の日程で行ってきました。台

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8月15〜8月29日／14日間（関空発着）交通：エミレーツ航空（予定）費用：￥350,000円
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国内報告

湾に到着した衣類は、台湾南部の高雄縣の
山間部にある私立基督教山地育幼院の子供
達へ贈られました。育幼院には、幼児から
18歳前後までの色々な事情で親を亡くした

まごころのピアニカ100台

子供達約80名が、共に助け合いながら自立

東京都調布市にある東京調布国際ボラン
ティアの会から、調布市内の小学生達から

に向けて生活をしていました。

集められたピアニカを100台頂きました。

7月17日 昼食を済ませた後、ワゴン車
で約2時間移動し育幼院へ。到着すると事務

12月1日 調布市にある国領小学校の一教室

所で紹介ビデオを見せて頂いてから、敷地

をお借りして、集められたピアニカを一つ

内にある礼拝堂で、手作りの衣装に着替え

づつ、代表の栗林さんはじめボランティア

た子供達が素晴らしいゴスペルの歌声と演

の皆さんの手で清掃し、壊れている所は直

奏を何曲も披露して歓迎してくれました。

して下さいました。その数100台。アフリカ

市内への帰り道では、今回案内してくれた

等の子供達の手に届くのを楽しみにしなが

王さんと劉さんが、果物屋さんに寄ってド

ら真心込めてご寄付下さいました。

ラゴンアイやライチ等、南国フルーツをお
土産に下さいました。

定例衣類整理箱詰め
作業ボランティア

チュニジア／コンテナ到着

○チームつめるやん
7月8日

6月に出荷したチュニジア向けコンテナ
が、8月下旬に無事到着し、チュニジア北東

衣類整理

参加22名

箱数70箱

中里睦子,西内ひさ子,榎本日佐子,貴子,和貴,丸山源一
郎,青木久和,増田一樹,石田えりや,山崎純子,栄慈,智

部の山間部にあるメンゼル・ボゥ・ゼル

子,和奏,滉人,咲楽,美江,敬陽,敬太,毅史,正美,毅太朗,

ファという約2500世帯、人口約8,000人の

毅治朗

町のショバト・アムリン コミュニティに届

日様がジリジリ照り大変暑うございました。でも雨が降

けられました。現地税関での手続きに手間
取りましたが、8月30日無事に現地の人達
に贈呈され、手渡されました。

一言：曇りで丁度良い日でしたが最後の方でお

らず良かったです。

7月19日

衣類整理

参加9名

16箱

50袋

榎本日佐子,未来,西内ひさ子,丸山源一郎,石田えりや,
山崎純子,毅史,正美,,毅治朗

8月19日

衣類整理

参加19名

中里睦子,石田えりや,榎本日佐子,太郎,太一,貴子,和
貴,山崎純子,栄慈,智子,拓人,理人,和奏,滉人,咲楽,毅
史,正美,毅太朗,毅治朗

9月8日

衣類整理

参加14名

西内ひさ子,榎本日佐子,貴子,和貴,丸山源一郎,山崎純
子,敬充,美江,敬陽,敬太,毅史,正美,毅太朗,毅治朗

一

言：雨曇りの予報がお天気のご守護をいただき、途中、
にわか雨が降りましたがたいした事なく、又、続行良
かったです。

9月19日

衣類整理

参加15名

桂千明,遠間菜津子,紘子,中里睦子,西内ひさ子,榎本貴
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子,和貴,丸山源一郎,山崎純子,美江,,敬太,毅史,正美,
毅太朗,毅治朗 一言：今日は無連絡で参加したのに笑
顔で受け入れて下さってありがとうございました。おい
しいご飯もありがとうございます！(桂)。今日はありが
とうございました。皆さんといろんな話が出来て楽し

本年度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
わせられるようです。ソーラー導入をお考えの
方は、AAA本部までご相談下さい。

バイオトイレが活きる！

かったです。また機会がありましたら宜しくお願いしま
す。モザンビークとつながりができるといいナｧ。

10月19日 衣料整理

参加12名

榎本日佐子,岩河房子,丸山源一郎,西内ひさ子,山崎純
子,智子,和奏,滉人,毅史,正美,毅太朗,毅治朗

一言；

秋晴れの素晴らしいお天気に恵まれ本当に有り難い日で
した。背中が暑くなる様でしたがカラリとした日でし
た。良いお天気のもとで皆さんと楽しくボランティアさ
せて頂きました。ほんとに有り難うございました。

11月8日 衣料整理

参加21名

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。

各種ギフトにＥＭ製品をどうぞ

中里睦子,西内ひさ子,大州,中川トミ子,吉村理恵,榎
本日佐子,貴子,和貴,山崎純子,智子,拓人,理人,和奏,咲
楽,美江,敬陽,敬太,毅史,正美,毅太朗,毅治朗
11月19日 衣料整理
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参加20名

中里睦子,土橋美枝,西内ひさ子,榎本日佐子,貴子,和
貴,丸山源一郎,石田えりや,山崎純子,栄慈,智子,和奏,
滉人,咲楽,敬充,美江,敬陽,敬太,正美,毅太朗,毅治朗
一言：寒い日でした。作業が終わりの寸前で雨が少し
降って来て急いで終了する。

○チーム浦和
7月 6日/13日/25日/26日
：田口帰一,敏子,渡辺,庄田,
8月 3日/6日/10日/11日/13日/15日/22日/24日
：田口帰一,敏子,高橋正夫,渡辺,佐藤,庄田,

ＥＭで地球にいいこと、体にいい事始めませ
んか？健康生活宣言。お歳暮や御年賀、お中元
等各種ギフトとしてＥＭの製品は如何ですか？
ＥＭ・Ｘ GOLD、日用品、洗剤、化粧品、衣類
/繊維製品、ガーデニングなど、ＥＭ製品は環境
を汚染しないだけでなく、浄化力を持つ地球に
優しい製品です。カタログの商品を自由に選ん
で、オリジナルのギフトセットができます。
※詰め合わせの一例
1.ＥＭハンドソープ250mlｘ1個
2.ＥＭハンドソープ詰替え用200mlｘ1個
3.ＥＭ浴用石けん100gｘ3個
以上、三点の組合わせで￥1500円〜

ＥＭ栽培法を導入

9月13日/27日/29日/30日
：田口帰一,敏子,渡辺,

援農でお馴染みの岡田農園さんが、ＥＭ活性
液を梅林に散布して、梅のＥＭ栽培を始めまし
た。前年秋から散布が始まりましたので、本年
の収穫が楽しみです。これにより収穫された梅
は、梅干しや梅味噌、梅ジュース等に活用され
る予定です。

10月 4日/22日/23日
：田口帰一,敏子,
11月 5日/6日/17日/25日
：田口帰一,敏子,
12月 4日/10日/12日/17日
：田口帰一,敏子,佐藤,渡辺,庄田

エコ環境 /ＥＭ情報
和南太陽光発電所（3.75kwシステム）
ソーラー設置後の積算発電量は16425kwh、二
酸化炭素削減量は2956kg-cになりました。
(09年12月18日現在)

ＥＭショップ情報
ＥＭ米づくりでお馴染みの高崎さんが、お米
の小売販売を開始しました。場所は埼玉県さい
たま市桜区道場2丁目の自動精米所付近です。
ＥＭ栽培コシヒカリが1kg￥600円〜。これま
での30kg玄米、10kg販売にも増して少人数家
庭の方でもお求めやすくなりました。これに合
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わせてＥＭ製品と岡田農園のカオルの梅干しも
同時に販売しています。毎週土曜日の日中に営
業しています。

☆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/
FAX：027-374-0313 300g￥1,365円〜
【高崎農家】ＥＭ米づくり
埼玉県さいたま市西部を流れる荒川の河川敷で
ＥＭの米ぬかペレットを活用して、お米の栽培
をしております。毎年食味値も高く美味しいお
米が穫れています。
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）
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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7月1日〜2009年10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。
赤木和美(西宮市)五十嵐加代子(さいたま市北区)石坂由加
里(諫早市)今田淑子(新庄市)大塚由美子(渋谷区)岡本容子
(足立区)小栗華子(川崎市多摩区)尾崎昌子(足立区)海保博
子(東金市)葛西駒子(八王子市)勝淳子(牛久市)葛目昌子(高

まごころさん
有難うございます

知市)加藤真弓(四日市)喜多晃一/百合子(さいたま市北区)
木村正枝(明石市)降幡めぶき(長野市)越川美紀(大阪市東
成区)小西一美(甲府市)(株)コメック(大阪市大正区)埼玉ユ

(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 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

ニホーム(さいたま市南区)斉藤多恵子(周南市)坂入起巳子
(小平市)佐藤直子(目黒区)澤田文子(練馬区)嶋村明子(千葉
市稲毛区)白取温子(目黒区)鈴木邦明(武蔵野市)鈴木晴世
(八千代市)砂岡典子(下都賀郡)大日本住友製薬労働組合
(新居浜市)大日本住友製薬労働組合東京支部(中央区)大日
本住友製薬労働組合(大阪市此花区)大日本住友製薬労働組
合(大阪市福島区)大日本住友製薬労働組合(鈴鹿市)大日本
住友製薬労働組合(大阪市中央区)大日本住友製薬労働組合
(吹田市)大日本住友製薬労働組合(茨木市)高島理絵子(品
川区)高橋親子(板橋区)高橋実穂(北葛飾郡)田口帰一(さい
たま市浦和区)竹谷郁衣(松戸市)多田美紀子(武蔵野市)田
中綾乃(鎌倉市)田渕聡子(江東区)田村恵(さいたま市西区)
田原万喜(新宿区)土田逸人(越前市)椿美和(三島市)出井あ
りか(名古屋市千種区)照屋和枝(南城市)天理教印旙支部婦
人会(成田市)冨田(世田谷区)富田篤子(西宮市)中北あさ子
(大田区)中嶋(春日井市)永山弓子(入間市)野村敬幸(那須塩
原市)蓮田市立平野中学校(蓮田市)畑沢睦子(久喜市)原武
たみ子(福岡市南区)比留間清子(川口市)稗田龍太(新冠郡)
平川由香(大田区)広金喜久美(名古屋市守山区)福田真子
(松江市)藤田ユキ(千代田区)古川裕(世田谷区)古澤真紀(大
田区)別府美紀子(大田区)北海道遠軽高等学校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部
(紋別郡)堀内英美子(江戸川区)益羊子(八王子市)松本重次
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郎(春日部市)マリク英恵(名東区)丸山照子(富士見市)宮田

美(板橋区)小島季子(姫路市)小西一美(甲府市)小林正代(新

百合子(さいたま市桜区)村上そのみ(刈谷市)森喬久(相模

潟市東区)米真由美(江東区)齋藤美智子(仙台市青葉区)酒

原市)森田蓉子(大田区)山崎京子(新宿区)山下貴子(杉並

井駒子(葛飾区)坂口秀之(上田市)笹岡明子(上田市)笹川美

区)山中かずみ(越谷市)山辺いずみ(渋谷区)横山美和(吹田

和(豊島区)佐藤江梨子(湯沢市)佐藤百合江(福岡市早良区)

市)吉岡幸子(八尾市)渡辺文子(豊島区)渡辺由佳(横浜市戸

真田晶子(武蔵野市)澤田洋子(横須賀市港北区)嶋村明子

塚区)waUace(文京区)FOLINUSZ IVETT(大垣市)安谷

(千葉市稲毛区)城佳代(芦屋市)杉山明義(港区)杉山佐和子

屋治子(那覇市)有元真奈美(杉並区)池田美早代(長崎市)一

(台東区)鈴木恵子(目黒区)鈴木博之(上尾市)角公美子(太田

ノ坪知子(大崎市)上田佳子(広島市安佐南区)鵜飼澄子(宇

市)関口愛理(練馬区)関朋子(長野市)世利左斗子(太宰府市)

治市)枝元信親(文京区)緒方貴子(目黒区)岡山ひろみ(田原

高石智恵子(横浜市西区)田頭昌子(神戸市東灘区)高橋信代

市)荻野百代(向日市)奥村百合香(世田谷区)奥山富雪(南

(藤沢市)高宮有紀(板橋区)竹田浩樹(富山市)田地野亜紀子

区)加賀美肖子(練馬区)加賀美博(練馬区)傘木哲之(文京

(新潟市西蒲区)玉川淳也(足柄下郡)田村友香(横浜市泉区)

区)加納はるみ(千葉市中央区)神野雅子(千葉市稲毛区)川

千代延瞳(横浜市泉区)天理教東布教所(室蘭市)土橋洋美

上由起子(足立区)川波佳子(港区)北森吉朗(雨竜郡)黒崎英

(相模原市)長島結花(柏市)中山祐介/良子(横浜市保土ヶ谷

子(長崎市)光澤彰二郎(世田谷区)小玉いづみ(練馬区)木庭

区)成田葉子(静岡市駿河区)南部典子(葛飾区)(有)ﾆｭｰﾄﾗﾙ

みやび(名古屋市中津区)古米洋子(国分寺市)佐長久仁子

(渋谷区)浜脇幸美(神戸市北区)東正寺(南牟婁郡)日高美加

(港区)坂本瑠美(横浜市保土ヶ谷区)ささきあき(世田谷区)

子(宮崎市)平下美代(早良区)福田菜美子(千代田区)藤井悦

佐々木朋子(市川市)颯田浩重(宇都宮市)柴崎明子(世田谷

子(横浜市青葉区)藤浪しのぶ(駿河区)藤本孝夫(宇部市厚

区)柴田あゆみ(世田谷区)白井富子(江戸川区)白戸啓介(中

南区)二ﾂ森恵美子(さいたま市緑区)牧野寿美子(瀬戸市)政

央区)杉浦千花(半田市)鈴木睦美(つくばみらい市)ﾀｲﾑ技研

久富美(市川市)益冨恵子(八王子市)松栄増実(都城市)松尾

社会貢献委員会(丹羽郡大口町)高桑豊(三島市)高槁和子

佳子(下関市)松原尚子(江戸川区)松本重次郎(春日部市)松

(船橋市)高野英次(港区)立田朋子(江戸川区)谷口典子(江

森智恵(川崎市中原区)丸山照子(富士見市)宮野佳奈子(府

東区)田野入公仁子(中野区)千代延瞳(横浜市栄区)辻若奈

中市)村田さおり(川崎市中原区)村田美樹(八重山郡)村松

(江戸川区)椿嘉子(名古屋市中区)寺岡和美(横浜市泉区)冨

多美子(江戸川区)森さやか(新宿区)守山朋子(港区)八尾由

田俊一(目黒区)長尾伊利子(五所川原市)中川美佳(福岡市

子(岡崎市中区)山口雪子(世田谷区)山崎裕美(上閉伊郡)山

中央区)中根秀夫(川崎市麻生区)中村優里(横浜市港北区)

中孝子(新宿区)横山由紀子(日野市)青木靖彦(世田谷区)青

永山弓子(入間市)那須野範子(駒ヶ根市)西内大州(朝霞市)

山美香(岡崎市)芥川陽子(練馬区)ｱｸﾃｨｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)(世田

萩原里枝(横浜市南区)花崎喜久野(舞鶴市)平川優子(吹田

谷区)ｱﾙﾌｧｰ記憶研究所 中村(青梅市)粟根尚子(相模原市)安

市)福田晴代(世田谷区)藤井美奈子(西東京市)藤田廣子(調

西陸昭(川崎市川崎区)磯部由紀子(横浜市港北区)伊藤美穂

布市)藤目幸代(丸亀市)星野満知子(前橋市)前多奈津美(世

(名古屋市南区)稲田優花(京都市中京区)井上花恵(大和郡

田谷区)松本美紀(横浜市南区)三枝雅子(三郷市)溝口啓子

山市)岩崎千洋(墨田区)植松美佳(江東区)鵜飼澄子(宇治市)

(南砺市)三澤千賀子(桜区)三原チカヨ(福岡市南区)三間裕

宇佐美尚子(港区)浦野恵(文京区)大塚恭子(岐阜市)大場真

子(松本市)宮本悦子(豊中市)森玲子(品川区)諸星千春(小

希(松本市)大矢晴美(川崎市幸区)岡良子(富里市)沖田知子

田原市)八尾由子(岡山市)安田理恵(名古屋市千種区)柳誠

(さいたま市浦和区)鬼柳美奈(中央区)柿内亜紀(大分市)鎌

一郎(目黒区)矢野千春(中野区)山田直孝(今治市)山本智子

田のどか(台東区)河内ふじ(高砂市)川勝真帆(川崎市宮前

(大津市)山本美世子(北九州市小倉南区)湯浅京子(新宿区)

区)川原麻衣(中央区)木内孝子(横浜市戸塚区)菊地真由美

湯木朋子(津市)吉田聡美(可児市)吉波尚美(京都市中京区)

(取手市)木戸信子(福岡市西区)久家千鶴佳(西東京市)小泉

米山奈緒(練馬区)渡辺ひとし(八千代市)青木愛(杉並区)浅

愛弓(千葉市中央区)小口良一(川口市)小屋美紀(港区)斉藤

井江美(板橋区)朝倉由佳(大阪市鶴見区)浅見敬子(大阪市)

みお(杉並区)斉藤由利(大分市)坂井奈津子(荒川区)塩川由

阿部佳之(那須塩原市)有馬智子(鹿児島市)伊井川知江子

紀子(京都市西京区)嶋村瑞記(吾妻郡)(株)松竹ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽｼ

(相模原市)池田貴子(大田区)池田奈実子(島田市)今泉尚子

ｱﾀｰｽﾞ(中央区)菅原幸哉(那須塩原市)杉山真弓(浜松市中

(板橋区)宇田昌代(京都市伏見区)内田かな子(川口市)内田

区)鈴木えりこ(下田市)鈴木良利子(喜多方市)角田容子(渋

しのぶ(宗像市)内田美永(台東区)枝元信親(文京区)ｴﾑｽｸｴｱ

川市)高岩恵子(小林市)高江桜子(川崎市麻生区)高橋剛士

(株)(福岡市南区)遠藤たね(世田谷区)及川眞理子(大里郡)

(品川区)田川順也(小田原市)田島英樹(桜区)田中元(和光

大高美津子(札幌市中央区)太田陽子(葛飾区)大平満恵(柏

市)谷早苗(枚方市)田村友香(横浜市泉区)タンスの肥やし

原市)大森裕子(岡山市北区)奥野次朗(江東区)小野寺志真

企画代表:西島久美子(中野区)丹野ゆか梨(新宿区)土屋ひ

(仙台市太白区)貝石季実子(世田谷区)金原民子(浜松市浜

とみ(横浜市戸塚区)ﾂﾁﾔﾖｳｺ坪島晶子(福岡市城南区)寺岡寿

北区)(株)ｲﾉﾌﾚｯｸｽ(目黒区)神戸英二(相模原市)河奥普子

美江(豊田市)東急不動産労働組合(渋谷区)徳永里奈(松山

(堺市北区)川崎朋子(薩摩川内市)川端美佳(新宿区)菊池絵

市)戸國あずさ(三鷹市)長尾伊利子(五所川原市)中川春香

里(大田区)木本美紀(目黒区)ｸﾎﾞﾀ松下電工外装(株)足利支

(豊岡市)中川はるみ(練馬区)成瀬美幸(豊田市)西村譲(貝塚

店小松(足利市)(株)原人社剣持奈々絵(高崎市)小久保麻奈

市)二宮典子(渋谷区)二村治美(松本市)根岸資郎(紀の川市)
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２００９年（平成２２年）１月１日

第４３号

まごころさん（ＡＡＡ会員）募 集 中！
【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！
まごころさんにより
服部幸男(浜松市中区)林田菜央(足立区)広重三奈子(広島
市安佐南区)藤田明子(比企郡)堀明子(昭島市)桝田澄子(新
宿区)松本浩二(町田市)松本重次郎(春日部市)松本英敬(和

なった農機、農機具があったらください。
送り先：ウガンダ／ゴミ収集車や消防車等

編集後記

光市)松山倫子(調布市)三吉野美代(福岡市東区)村元真沙
美(吹田市)銘苅智明(福岡市中央区)明桜高等学校生徒会
(秋田市)本山弥生(札幌市白石区)森育代(荒川区)山口ゆう
き(北区)山崎あつ子(川越市)山本弘子(狭山市)山本玲子
(立川市)横田昌夫(さいたま市西区)吉田慶子(寿都郡)吉田
聡美(可児市)米山奈緒(練馬区)渡邊ひろみ(名古屋市中川
区)渡部進(港区)以上376名、匿名23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。

☆お便りコーナー☆
▼始めてケータイを購入しました。機械にふり
まわされることが嫌いで、かたくなに拒否して
いましたが、孫の成長を見たくなりました。▼
いつもありがとうございます。暑い中大変かと
は思いますが宜しくお願いします。▼息子が野
球を引退しました。気持ちの整理の為、洋服も
整理しました。少しですがお役に立てればうれ
しいです。▼ごくろうさまです。よろしくお願
い致します。▼政権交代のマニフェスト、机上
の空論に終わらずに実現してほしいと思います
ね。まずはトップに立つ人の理念が「愛と慈
悲」がベースにあったら、日本は世界はもっと
（少しだけでも）よくなっていくと思います。
▼孫の保育園の運動会、大島の自然に囲まれた
環境は決してこちらでは味わえない貴重な時
間、感謝です。▼母の衣類を整理して、着てい
ただけそうなものを選んだつもりです。ただ捨
ててしまうのではなくどなたかのお役にたてる
のであれば、母も喜ぶと思います。ただ、サイ
ズが心配ですが‥なにとぞよろしくお願いいた
します。

▼自然の木々達が衣替えで綺麗に色づいており
ます。寒い冬がやってまいりました。現代は野
菜、果物等もビニールハウス栽培でどの季節の
ものも食せるようになりました。人も室内では
暖房機を利用することで寒く感じることがあま
りありません。折角の四季、体に十分体感させ
それぞれの季節を満喫したいと感じます。もち
ろん寒い冬は防寒、厚着でLet's Go!です。
▼近年十代の若いスポーツ選手が世界で活躍す
るようになってきた。インタビューでは、一様
に身近な人や応援してくれた人々に「感謝」し
ていると答える姿に、若いながらにしっかりし
ているなと感心する。「感謝」の漢字の意味を
一文字づつ見ると「かんじる」と「あやまる」
一般的に御礼の気持ち表す語句だが、深い意味
には相手に対して申し訳ないという慎ましさが
含まれている事に気づいた。太古から自然の働
きは変わる事が無い。日々周りの人や当たり前
の自然の働きに「感謝」していくことが、地球
環境問題解決に必要な慎みの心を育む。感謝→
慎み→たすけあい、平和な世界中につながる
キーワードとして伝え実践していきたい。
発行：ＡＡＡアジア＆アフリカ
〒338-0823 さいたま市桜区栄和1-12-18
ホームページ：http://aaag.org/
Eメール：global-family@aaag.org
電話＆FAX：048-858-5544

◇募集情報◇
【物資募集】特殊車両募集中！その他いらなく
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