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海外報告
ウガンダ／ＡＡＡーＵ
3月に入り、またまたマラリアに罹りまし
た。10日の昼前に急に悪寒を感じ始めまし
た。この日葬式に行くのに車を出して欲し
いと頼まれていたので、その運転でチニェ
レレという村まで運転手で行ったのです
が、非常に体がだるく葬式に参拝するのは
勘弁してもらってずっと車で休ませて貰い
ました。帰った頃には少しはましになって
いて、翌11日は一日大丈夫だったので作業
したのですが、夜中からまた悪寒、熱がひ
どくなりました。この間の1月の時と全く同
じ感じに。12日、いよいよ状態はひどくな
り、マラリアの薬はこの間最後に残ってい
た期限切れを飲んでしまったので、うちに
はマラリア薬は何もなし。電話でDr.カヨン
ド氏に最近のマラリア薬の名前を聞いて、
ヘンリー氏にカルングまで買いに行って貰
いました。カヨンド氏は自身がマラリアと
腸チフスを併発して回復してきたところ
だったこともあり、わざわざ来てくれて検
査に連れて行ってくれました。結果はマラ
リアのみでした。

シンバ基金

今回の３月からの雨季では、皆が畑の方
をやってくれて、モンキーバナナ畑、パイ
ナップル畑ができ、豆、ポップコーンなど
現地の作物と、大根など日本の野菜と、畑
の方が少し充実してきました。
ビヤンスィ氏が、最近チタビヤマ小学校
の運営委員になったそうです。これまでは
PTAの役員でした。それで今後チタビヤマ
小学校の支援をして欲しいという要望があ
りました。運営委員会として、保護者の皆
さんから学校の設備などを整えていく為、
お金を集め始めているとのこと。何か少し
の支援でもして貰えたらありがたいそうで
す。今したい事としては、教科書、贈呈し
たピアニカなどの備品を置いておける管理
棟を一棟建てたいそうです。何故かという
と、現在備品をを置いておける場所が無
く、職員か誰かの家に預けていて、使う時
にはそこまで取りに行くという大変不便な
状況であるそうです。「セメント数袋でも
支援してくれたら、レンガや職人等は運営
委員会の方で何とか出来ると思う」とのこ
とでした。今後も大なり小なり支援をして
行けたら良いなと思っています。
※小学校情報：ST. JOSEPH TITABYAMA
PRIMARY SCHOOL

セント ジョゼフ チ

タビヤマ プライマリー スクール

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9月26〜10月8日／12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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サッカーAAAカップ

まだまだ細かいところの作業は残ってい

6月2日の決勝戦ということで、AAAカップ

ますが、住居棟に人が住める状況になりま

開幕しました。今回の参加は5チームとなり

した。つきましては、現地体験者の募集を

ました。チカービヤ、ルワンガ、ブセケ、

再開して頂きたいと思います。今現在で出

ナブトングヮTC、カロケロの5チームで

来る活動としては、

す。スポーツ委員会のズィラバ氏が毎日試

・ピアニカ指導（チタビヤマ小学校）

合結果を報告に来てくれるほど張り切って

・日本語教育、識字教育

下さっています。決勝はチカービヤ対ブセ

・道路補修工事（現在マサカ県でナブトン

ケ、接戦の末１対０でチカービヤが優勝し

グヮーカルング間、ナブトングヮーカリロ

ました。試合開始間もなくLC3チェアマン

間を工事してくれていますが、まだまだ補

が女性の県議と共に応援に駆けつけ、AAA

修したいところはありますので）といった

カップが長く続けられている事に感謝の言

ところです。宜しくお願いします。

葉を述べた。応援にブブゼラも入り、大変

消防車到着

盛り上がりました。

消防車の件、時間がかかってしまってい
ますが、取り合えずナンバー（無税の赤ナ
ンバー）がやっと取れたので、その後の手
続きをしています。4月中には引き上げが完
了できるだろうということでした。
ルカヤタウンに消防車が到着しました。
4月30日連絡があり、ルカヤタウンの会議
の日で町長はじめ町会議員さん皆がいるか
らということでした。ちょうどカンパラに
日帰りで出るところだったので帰りに寄ら
せて貰い、町長さんに鍵を贈呈して写真と
いうことになりました。

AAAーU/山崎敬充

テロにより植林隊延期！
7月11日深夜、カンパラ市内2ヶ所（エチオ
ピアンビレッジレストラン、ルゴゴラグ
ビークラブ、何れもW杯決勝をTVで観戦に
集まっていたところ）で爆弾テロ事件が起
きました。死者は76人と発表されていま
す。治安当局の情報等によりますと、「ア
ル・シャバーブ」（アルカイーダと関連の
あるソマリアのテロ組織だそうです）が犯
行声明を発表し、再度ウガンダ国内をター
ゲットに爆弾テロを実行する旨を表明して
いるそうです。理由はAU（アフリカ連合）
からのソマリアへ平和維持軍が派遣されて
いて、その軍隊派遣に対してソマリアから
出て行けという警告だそうです。ソマリア
に派遣されているAUの平和維持軍がウガン
ダとブルンジから派遣されているとのこ
と。ブルンジにも犯行声明が出ているよう
です。またムバレ（ケニア国境方面）と北
の方の2ヶ所に犯行予告が出たという記事も
あります。この爆弾テロ事件の捜査にはア
メリカからFBIが来て捜査しているようで
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式典開催日時は

度仕掛けてくるとのこと。その確率が1ヶ月

☆ガリッサ会場：10月2日(土)

後くらいからだそうです。ましてや、アル

☆天理会場：10月24日(日)

シャバーブの犯行声明にソマリアへの派兵

☆東京会場：10月31日(日)

を避難しているにもかかわらず、ムセベニ

詳細はお問合せ下さい。

大統領は、あと2,000人も送り込むと非常に

スリランカ／難民キャンプ

強硬な対応をしております。セキュリティ
が厳しかろうがテロをするというのであれ

3月27日〜4月5日の日程で3月初旬に送っ

ば、一番危険なのはAUのサミットが行われ

た衣類の贈呈式に合わせて、北部の難民

る7月19日〜27日だと思われます。セキュ

キャンプ視察に行って来ました。

リティが厳しくて時期をずらすとするなら8

スリランカでは26年間にわたり民族争い

月前半というのが確立が高いようです。

による内戦が続いていましが、昨年2009年

ケニア／シンバの森レポート

5月に終結。避難民は約30万人に上りまし
た。終結後徐々に家に戻りだし、今回の視
察時には約7万人に減少していました。
昨年5月にAAA栃木より在日スリランカ
大使館を通じて贈った55台の車椅子を贈
り、何ヶ所かある難民キャンプに配られま
した。（駐日スリランカ大使館HPに掲載）
http://www.lankaembassy.jp/
今回はバウニア地方にあるManikfarm(マ
ニックファーム)キャンプを視察して来まし
た。キャンプを管理しているDr.P.B.Galsa

2008年の第1回植林隊で植えた木々の内

muwaと面会し様子を伺いました。終結後半

カスタードアップル、グァバはすでに実を

年以上経ち、既に家に戻っている方が多

食しマンゴーがもうすぐ穫れそうとか…。

かったので、残念ながら贈った車椅子に巡

また、蒔きにする為の木も、30cmぐらい り会う事は出来ませんでした。しかし、ス
だった苗が人の背丈を越す程に成長、太さ

リランカではいまだ残っている地雷等によ

も直径10cmぐらいになったとか、土方さん りけがする人が絶えず、車椅子の必要性を
情報です。植林隊へ行くのが楽しみです。

強く訴えていました。スリランカ防衛軍本

2010年はガリッサでのミコノの活動が20 部（Sri Lanka Security Force
周年を迎えます。この節目にミコノの会と

Headquarters）へも訪問し現在の状況をお

して創立20周年記念式典が開催されます。

聞きし、AAAの活動等も紹介してきまし

テロにより延期になった植林隊も式典に

た。また、在スリランカ日本大使館にて、

合わせて日程を9月26日夜出発に再調整し

今後の支援について手順等を確認しまし

て10月2日の式典に参加します。帰国は10

た。今後の支援を考えていきたいと思いま

月8日の予定。奮ってご参加下さい。

す。
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5月8日 衣料整理 参加20名
中里睦子,山崎拓人,西内ひさ子,本村みはる,武田光代,
藤村裕也,榎本貴子,和貴,山崎栄慈,智子,理人,和奏,滉

定例衣類整理箱詰め
作業ボランティア

人,咲楽,純子,毅史,正美,毅太朗,毅治朗,榎本日佐子

○チームつめるやん

貴,山崎純子,毅史,正美

12月8日 衣類整理

参加14名

子,和奏,美江,敬陽,敬太,毅史,正美,毅太朗,毅治朗
一言：朝は今年一番の寒さとの予報が 作業を始める
頃より小春日和で暖かい日でした。暖かくて作業し
参加18名

16箱

6月19日

衣料整理 参加14名

西内ひさ子,大州,

榎本日佐子,石田えりや,藤村裕也,田村雄輝,山崎理人,
西内ひさ子,藤村裕

涼,山崎毅史,正美,毅治朗,和奏,智子,咲楽,純子,林仁
7/19名 衣料整理

一言；朝はかなり寒かった

参加14名

47個

西内ひさ子,中里睦子,榎本日佐子,米山,田村雄輝,林

ので皆、着込んで作業を始めたが太陽が出て途中か

仁,山崎純子,毅史,正美,毅太朗,毅治朗

ら一枚ぬぎ始め、とても良い日になりました。
参加14名

榎本日佐子,山崎毅史,正美,和奏,毅治朗

也,田村雄輝,伊賀川倍美,榎本日佐子,中里睦子,岸井

子,栄慈,智子,和奏,滉人,咲楽,美江,敬陽,敬太,毅史,正

1月19日 衣料整理

稲葉恵美子,西内ひ

さ子,榎本貴子,和貴,藤村裕也,伊賀川倍美,中里睦子,

7月8日 衣料整理 参加15名

50袋

榎本日佐子,中里睦子,丸山源一郎,西内ひさ子,山崎純
美,毅太朗,毅治朗,林仁

中里睦子,西内ひさ子,藤村裕也,榎本日佐子,貴子,和

拓人,智子,純子,毅史,正美,毅太朗,毅治朗

やすい日でした。
衣類整理

衣料整理 参加10名

6月8日 衣料整理 参加12名

箱数70箱

西内ひさ子,榎本日佐子,貴子,和貴,丸山源一郎,山崎純

1月8日

5月19日

一言：36度

の猛暑の中、皆楽しく心勇んで作業しました。

中里睦子,榎本日

佐子,山崎智子,和奏,滉人,咲楽,美江,敬陽,敬太,純子,

○チーム浦和

毅史,正美,毅太朗,毅治朗

1月23日/24日,2月24日,3月17日,4月6日

一言；今日も久々の良いお天気に恵まれました。
2月8日

：田口敏子

シンガポール向けコンテナ積み込み

3月 1日：田口帰一,敏子

中里睦子,榎本日佐子,丸山源一郎,青木久和,西内ひさ

3月10日：田口帰一,敏子,渡辺,庄田

子,石田えりや,林仁,山崎美江,敬陽,敬太,栄慈,智子,和 4月 4日/23日
奏,滉人,咲楽,毅史,正美,毅太朗,毅治朗,純子
：田口帰一,敏子,渡辺,庄田,高橋
一言；雲一つない晴天に恵まれ作業が進みました。 4月11日：田口帰一,敏子,渡辺,庄田,高橋,草野,戸沢
2月19日 衣料整佐

参加20名

中里睦子,榎本日

4月21日/22日：田口帰一,敏子,渡辺

佐子,丸山源一郎,新城仁美,市川浩三郎,榎本貴子,和
貴,西内ひさ子,山崎美江,敬陽,敬太,栄慈,智子,和奏,滉

アルミプランタにゴーヤ

人,咲楽,正美,毅太朗,毅治朗,純子

ＡＡＡ本部内に設置してあるバイオトイレで
お馴染みの武蔵建材工業より、提供頂いている
榎本日佐子,西内ひさ子,丸山源一郎,山崎栄慈,智子,和
「アルミ製プランタ」に田中社長がゴーヤを植
奏,滉人,咲楽,純子,美江,敬陽,敬太,毅史,正美,毅太朗,
えて下さいました。成長したツル用にネットを
毅治朗
増設して日陰作りに役立ちます。暑い夏の日差
3月19日 衣料整理 参加21名
し避けにも有効です。
3月8日

スリランカ向けコンテナ積み込み

16名

青木久和,ナネット,オサム,中里睦子,丸山源一郎,榎本
貴子,和貴,川上真弓,つばさ,ゆうき,まき,山崎栄慈,智

ＥＭ-Ｘ GOLDが1本~送料無料

健康生活でお馴染みの清涼飲料水ＥＭ-Ｘ
GOLDが１本からでも送料無料でお届けできる
4月8日 衣料整理 参加13名
西内ひさ子,中里睦子,榎本日佐子,貴子,和貴,山崎純子 様になりました。是非ご利用下さい。
子,和奏,滉人,咲楽,純子,毅史,正美,毅太朗,毅治朗

智子,和奏,咲楽,毅史,正美,毅太朗,毅治朗

お中元・お歳暮・各種ギフトに
ー4ー

ＡＡＡニュースレター

２０１０年（平成２２年）８月１日

第４４号

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

ＥＭ製品をどうぞ
※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〜

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11月1日〜2010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。

新米予約・年間予約受付開始！

河田由紀子(岩国市)斉藤由利(大分市)大田香苗(札幌市東

☆梅干し・お米のご注文はAAA本部でも受付け 区)鈴木篤(名古屋市名東区)功刀貴子(目黒区)はい島徹(さ
ています。（送料は別です。代引発送できます) いたま市西区)望月千加(渋谷区)澤田洋子(横浜市港北区)

まごころさん
有難うございます

ぐみ(世田谷区)加藤はるみ(目黒区)高階典子(文京区)谷村
雅子(大田区)宮島哲(大田区)奥野妙子(宝塚市)酒井八千代
(流山市)佐藤史子(蓮田市)齋藤佳代子(札幌市西区)松本重
次郎(春日部市)原田博美(河西郡)小椋徹也(横浜市金沢区)

(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

合原菜保子(由布市)野口三奈(文京区)佐原祐三子(新宿区)
林さくら(鎌倉市)渡部あすか(世田谷区)高橋道子(台東区)
佐藤忠司(出雲市)末富景子(大津市)松森研児(豊島区)林み
か(高崎市)石川優子(防府市)奥本節子(新宿区)高橋信代(藤
沢市)一龍三虎堂(新宿区)鮫島祐子(江戸川区)カイシュウ
(世田谷区)松下理恵(堺市北区)内山貴子(川崎市中原区)田
中みどり(新城市)守山朋子(港区)濱井力(中野区)照屋美雪

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

松永岐織(大阪市都島区)大高美津子(札幌市中央区)工藤め

(豊見城市)杉浦千花(半田市)ライトワン(高槻市)茂木美菜
子(板橋区)菊地真理子(中川郡)曾田奈々子(足立区)真境名
真弓(亀岡市)新山由美子(荒川区)大西理佳(甲賀市)宝宮千
加(津山市)山本美世子(北九州市小倉南区)渡辺正子(鹿沼
市)相馬悟子(結城郡)中尾直美(茨木市)吉田佳余(目黒区)山
中長閑(豊中市)原田明子(大田区)ムルドゥーン純子(港区)
市倉諭(色楽郡)塩原沙織(渋谷区)嶋村明子(稲毛区)秋田と
も子(羽島郡)浅井訓民(岡崎市)稲田裕美(練馬区)宮下理恵
(愛西市)坂田エミ(燕市)矢野加奈子(豊中市)森山智子(板野
郡)藤本真紀(大田区)西原榮美(川口市)豊田以知子(豊田区)
中村恵美(津市)岩下静子(練馬区)林恵子(大田区) 澤田洋
子(横浜市港北区)伊藤真澄(世田谷区)石田輝美(色智郡)岡
田亜美(枚方市)岡本泉(横浜市金沢区)大場香織(焼津市)斉
藤千佐(春日井市)鈴木治子(港区)石川真喜子(横浜市鶴見
区)曾我寛子(浜松市浜北区)吉田博花(大田区)高島理絵子
(品川区)菅井誠治(松江市)守屋静子(世田谷区)藤原ひとみ
(神戸市兵庫区)前田美保子(船橋市)稲吉庸子(世田谷区)小
玉いづみ(練馬区)小泉さよ子(名古屋市中区)砂岡典子(下
都賀郡)松田佳野(港区)恩田由美子(児玉郡)町野浩司(厚木
市)箕輪真理(つくば市)天理教印旙支部婦人会(成田市)新
田千春(京都市中京区)田中房子(福岡市博多区)芥川陽子
(練馬区)浜美紀(双葉郡)笠原恭子(さいたま市中央区)立石
明日香(杉並区)田中麻子(甲府市)尾上里佳(品川区)宮口綾
乃(大島郡)服部恭子(中央区)成田葉子(静岡市駿河区)西沢
ゆうこ(目黒区)木村あや子(上尾市)松本重次郎(春日部市)
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ大興 社会貢献班(練馬区)若林典子(横須賀市)博田
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くりすてぃん(宇治市)奥村百合香(世田谷区)木戸信子(福

中妙(大阪市東住吉区)ｼｰｱﾝﾄﾞｼｰﾊﾟｰｿﾅｰｽﾞ(中央区)葛西絢子

岡市西区)金野誠昭(佐倉市)五十嵐淑子(豊島区)宮木洋行

(八王子市)小山啓子(清瀬市)高田恵子(足立区)松本重次郎

(静岡市清水区)富田篤子(西宮市)菊池雄士(いわき市)内田

(春日部市)渋谷美江(上川郡)田村千晶(杉並区)竹林恵美子

由紀子(賀茂郡)辻さゆり(中野区)小田島恭子(函館市)園田

(福岡市西区)中村菫(稲城市)松原由紀子(所沢市)豊橋市立

美和(新宿区)加々美肖子(練馬区)関口愛子(目黒区)高橋真

津田小学校(豊橋市)太田実希(葛飾区)片山郁子(世田谷区)

理子(江東区)弓削田美恵子(さいたま市北区)浅見敬子(大

原暁子(佐賀市)加瀬朋子(中央区)野崎純子(京都市右京区)

府市)ﾒﾀﾙﾜﾝ名古屋支社(名古屋市中村区)ﾄﾖﾀ部品埼玉共販

大竹孝子(川崎市幸区)植田明美(守谷市)真田晶子(武蔵野

(さいたま市北区)金田桂子(伊勢原市)ｱﾙﾌｧ-記憶研究所(青

市)中尾悠子(台東区)嶋村明子(稲毛区)水谷敬子(京都市中

梅市)小賀野尚美(豊中市)相馬真穂(練馬区)恩田由美子(児

京区)笹川美和(豊島区)石田悦子(郡山市)宇田昌代(京都市

玉郡)斉藤ひとみ(裾野市)日本語センター(京都市下京区)

伏見区)河野則子(渋谷区)山内由美(魚沼市)谷村雅子(大田

石塚典子(鹿嶋市)柳雅恵(横浜市中区)佐藤玲門(大田区)唐

区)伊福部極(世田谷区)平川由香(大田区)飯島有紀(横浜市

戸直哉ムルドゥーン純子(港区)高田智子(中央区)角公美子

戸塚区)小久保祥子(豊橋市)香川美穂(荒川区)内藤志麻子

(太田市)長谷川雅美(春日井市)広島芸術専門学校 一年生

(名古屋市瑞穂区)森真弓(船橋市)草野文恵(恵庭市)大丸か

一同(広島市南区)後藤由佳(豊橋市)小泉由貴(京都市中京

まぼこ店(宇和島市)内山由美子(横浜市鶴見区)田口晴香

区)山本勝志(福岡市南区)河野通有(吹田市)須賀麻起子(江

(八王子市)佐藤守正(港区)生嶋幸子(浦安市)石川昭子(杉並

戸川区)塩崎純代(下京区)朝倉由佳(大阪市鶴見区)永井晴

区)今西亜友美(京都市左京区)阿久津貴士(川口市)鳴沢直

子(渋谷区)宮重礼子(船橋市)佐々木美幸(杉並区)豊田以知

樹(渋谷区)JBｻｰﾋﾞｽ門前仲町事業所(江東区)別府美紀子(大

子(墨田区)田村千晶(杉並区)鷲尾奈保子(守口市)北小路友

田区)那須桂子(川口市)山本安子(乙訓郡)JBｻｰﾋﾞｽ株式会社

規子(京都市中京区)さくらんぼ薬局 黒田(静岡市駿河区)

(千代田区)恩田由美子(児玉郡)土屋ひとみ(横浜市戸塚

ｷｮｰｴｲ上久朝之(大阪市北区)海保博子(東金市)久保人(国分

区)JBｻｰﾋﾞｽ松岡秀和(福岡市博多区)木村淑子(大田区)JB

寺市)茂田尚伸(さいたま市浦和区)笠井綾乃(東久留米市)

ｻｰﾋﾞｽ株式会社 担当中野(名古屋市東区)JBｻｰﾋﾞｽ新宿事業

斉藤まり子(浜松市中区)熊谷典子(港区)松野志保(杉並区)

所(新宿区)小林牧(京都市左京区)日本語センター栗田(京

前田豊(名古屋市守山区)佐野恵子(速見郡)松本輝雄(江戸

都市下京区)岩佐理恵(横浜市西区)中川麻子(青森市)前多

川区)ダブルコレクション(新宿区)喬紀江(足立区)大木弓

奈津子(世田谷区)穀藏良康(世田谷区)引間久美子(台東区)

子(杉並区)ｲﾄｳﾓﾘﾐﾁ(天理市)海田恭彦エステー人事・総務

二宮基子(野洲市)浦和イブニングロータリークラブ(さい

グループ(新宿区)吉田美紀子(浦安市)平野美香子(熊本市)

たま市浦和区)田口帰一(さいたま市浦和区)土居敦美(八千

原田佳美(北九州市小倉南区)大塚伸子(文京区)広瀬美子

代市)鈴木洋子(旭川市)神毛なおみ(佐伯市)成田美智子(紋

(墨田区)高周波熱錬株式会社(品川区)安達幹彦(長崎市)石

別市)岩田彩子(入間市)JBｻｰﾋﾞｽ株式会社(大阪市中央区)近

田美帆(所沢市)芹澤弥寿子(さいたま市西区)川野正博(名

藤静雄(二戸市)佐藤芳枝(豊島区)小島佳子(川崎市宮前区)

古屋市西区)関あかね(大洲市)村上貴美子(京都市中京区)

野田幸子(米子市)岸嘉宣(足立区)松本重次郎(春日部市)小

黒川聡子(枚方市)市岡真由美(土岐市)岡田亜美(枚方市)西

林哲也(横浜市磯子区)釜島理恵(武蔵野市)馬渡美佐子(佐

尾美香(大阪市福島区)寒河江麻紀(札幌市豊平区)池田純子

賀市)多田美紀子(武蔵野市)杉山千晃(浜松市中区)山崎陽

(大田区)大星圭一(大田区１)北村美妃(豊島区)清水雪子

子(徳島市)市川清子(横浜市保土ヶ谷区)大濱聖子(石垣市)

(大宮区)瀬木洋美(高山市)川渕香代子(小金井市)小出香

粟根尚子(相模原市)小澤八重子(木更津市)山口直子(福岡

(葛飾区)高槁和子(船橋市)横田香菜子(川崎市中原区)櫻庭

市早良区)江藤真由美(臼井市)守山朋子(港区)奥村百合香

信人(鹿嶋市)北川裕士(堺市南区)吉岡康史(世田谷区)清野

(世田谷区)浜脇幸美(神戸市北区)湯藤正美(練馬区)中村土

直子(つくば市)平山果歩(大竹市)藤田聡子(金沢市)前田桃

木建設(東海市)斉藤詔子(前橋市)北山友里枝(名古屋市北

花(横浜市中区)阿部美穂(さいたま市大宮区)森下寛子(高

区)額賀直子(行方市)カイシュウ(世田谷区)小野寺志真(仙

槻市)田代恭子(横浜市西区)笹川美和(豊島区)後藤健介(大

台市太白区)深谷華織(武蔵野市)遠藤明奈(横浜市旭区)上

田区)勝村美佐江(江東区)澤田香奈子(掛川市)米川朝子(大

田知代(奈良市)水野正博(府中市)宗像千代子(芦屋市)戸越

田区)今井智宗(横浜市緑区)内田涼子(高崎市)北村仁美(大

正路(君津市)舩津真希(杉並区)菅野佐知子(さいたま市中

田区)加美智子(奄美市)袴田 朗子(横浜市青葉区)井口正文

央区)鶴見とう子(船橋市)小島真知(目黒区)ｼﾞｪｲ・ｴｽ・ﾋﾞｰ

(横浜市青葉区)森下和樹(京都市下京区)加藤優紀(小金井

(京都市下京区)川元沙衣子(千代田区)小林裕紀子(守山市)

市)佐藤信子(泉大津市)村岡幸子(練馬区)梅田和宏(小倉北

立石智子(大田区)有馬智子(鹿児島市)酒井綾(川越市)ムラ

区)伊藤有紀(横浜市青葉区)藤本久佳(渋谷区)伊藤利江(旭

タマドカ内田慶子(目黒区)ﾘｻｲｸﾙﾌﾞﾃｨｯｸれみ(葵区)市原真

川市)柳沢知子(豊島区)内山貴子(川崎市中原区)瀬堀紗里

紀(山武市)榊原史子(神戸市灘区)有限会社カワノ(名古屋

(狛江市)横尾千鶴子(江東区)山本貢輔(新潟市)坂野功和

市西区)シュタール麻千子(奈良市)大矢啓子(品川区)川向

(金沢市)椿美和(三島市)古田千枝子(川崎市幸区)堀江政彦

英明(朝露市)鈴丘ゆう実(中央区)浦野緑(浦和区)ショーベ

(愛西市)鎌田ユスティナ(目黒区)大川みゆき(町田市)高倉

リー直子(港区)清水美千代(南ｱﾙﾌﾟｽ市)佐藤恵美子(村山

芽美(札幌市中央区)牧由依(幡豆郡)関根紀子(世田谷区)田

市)参鍋泰介(港区)佐藤則子(世田谷区)大塚早苗(江戸川区)
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埼玉県立幸手商業高校JRC部顧問廣澤元彦(幸手市)植田展

鶴見区)羽田野恵司(船橋市)小田島さおり(足立区)岩下弥

大(札幌市北区)砂岡典子(下都賀郡)田中みさお(茨木市)松

生(品川区)川口市立慈林小学校平成21年度卒業生一同(川

本重次郎(春日部市)鳴沢直樹(荒川区)小林友美(世田谷区)

口市)鈴木実菜子(名古屋市昭和区)吉田美紀子(浦安市)水

小澤早苗(瀬戸市)丸山照子(富士見市)高橋朋広(花巻市)川

野初音(土岐市)ｵｵﾀｶｺｳｿ(名古屋市中村区)後藤陽子(明石

崎市立南菅中学校交流委員会(川崎市多摩区)栃木翔南高

市)宝官千加(津山市)高橋実穂(北葛飾郡)小黒隆樹(三条市)

校(下都賀郡)新田絵梨(練馬区)宇田昌代(京都市伏見区)菅

西村牧子(稲敷郡)栗原尚子(茎谷)(港区)吉田聡美(可児市)

間幸司(文京区)古宮静朗(大阪市住之江区)山田みき(世田

博田知之・ｸﾘｽﾃｨﾝ(宇治市)杉浦千花(半田市)安田賀恵子

谷区)薮脇恭子(小豆郡)菊池千春(朝露市)鹿野谷伊芙(さい

(北区)小川哲朗(厚岸郡)渡部進(港区)久篠奈恵(久留米市)

たま市緑区)ささきあき(世田谷区)中村順子(新潟市中央

大橋藍子(ふじみ野市)大日方早苗(上田市)杉山佐和子(台

区)松木優(杉並区)鈴木啓美(横浜市旭区)医療法人回生会

東区)原田あき子(北九州市小倉北区)袴谷益士子(北区)坂

(京都市下京区)金子理紗(品川区)濱田奈美(目黒区)袴谷益

本のり子(札幌市清田区)高橋由貴恵(世田谷区)中根絵美

士子(大阪市北区)東城由貴子(都島区)深津真理子(世田谷

(大津市)小森璃乃(新宿区)立見裕子(世田谷区)前原佐智子

区)坂本のり子(札幌市清田区)平野容子(杉並区)佐々木千

(杉並区)岡崎尚子(南区)山本美世子(北九州市小倉南区)福

穂(目黒区)赤木和美(西宮市)ツツミ産業株式会社(相模原

田真子(松江市)キタガワ(墨田区)西内大州(朝霞市)山元な

市)池田美早代(長崎市)兼平慈夫(札幌市中央区)三井住友

ほ(川口市)伊佐潤子(京都市伏見区)宮河直子(大阪市北区)

海上ｼｽﾃﾑｽﾞ社会貢献室 沢井美幸(印西市)東幸恵(京都市中

井上喜代美(福岡市東区)平野容子(品川区)福田美穂子(荒

京区)福島千恵子(吹田市)澤田洋子(横浜市港北区)野村小

川区)恩田由美子(児玉郡)永松秀子(練馬区)斉藤詔子(前橋

学校(高岡市)岡部美里(川崎市多摩区)川元沙衣子(岐阜市)

市)世利左斗子(太宰府市)田中ひでこ(中野区)林田菜央(足

寳金郁子(横浜市金沢区)仲手川知江子(相模原市中央区)村

立区)浦壁美佐穂(芳賀郡)北村明美(羽曳野市)酒井美奈子

松郁美(品川区)丸田美奈子(長野市)斉ﾉ内みずほ(長岡京

(渋谷区)岸嘉宣(江戸川区)浜脇幸美(神戸市北区)片山直子

市)御前崎市立第一小学校4年1組ｸﾞﾙｰﾌﾟ(御前崎市)森真奈

(世田谷区)川上ミカエラ(つくば市)竹本真樹(西宮市)武田

(市川市)韮原尚子(札幌市中央区)高橋満里子(鎌倉市)嶋村

恵里子(目黒区)渡辺登志子(西東京市)村崎由佳里(川崎市

明子(稲毛区)石合計一朗(上田市)ｺﾏﾂｻｰﾋﾞｽｴｰｽ(福井市)須

多摩区)竹中美和(大阪市都島区)田中由美(名古屋市千種

藤利昭(札幌市中央区)諸星千春(小田原市)畑野恵(昭島市)

区)西條歩(中央区)宮田恵子(足立区)金子麻理子(旭市)谷村

藤井美奈子(西東京市)長道英倫(広島市中区)六月中学校生

雅子(大田区)大森裕子(岡山市北区)田村美智子(函館市)斉

徒会 長山中空(足立区)塩野愛(ふじみ野市)ｲｼｶﾜﾋﾃﾞﾋｺ日高

藤みお(杉並区)飯田純久(横浜市青葉区)前田桃花(横浜市

かおり(熊毛郡)松倉良子(市川市)右田俊(金沢市)毛山薫

中区)ホサカヤエ熊野聖子(千葉市中央区)西川たまみ(龍ヶ

(高知市)高木謙(横浜市戸塚区)東海興行株式会社 人事部

崎市)抽冬喜美代(板橋区)増田裕子(市川市)土田順子(品川

田中耕太郎(大府市)長田佐知子(越谷市)加々美幸子(渋谷

区)森葉子(新宿区)政久富美(市川市大洲)梅田和宏(北九州

区)森本登志子(国立市)中川由紀子(市川市)児玉啓子(防府

市小倉北区)川上由起子(足立区)松本重次郎(春日部市)池

市)竹谷郁衣(松戸市)別府美紀子(大田区)平山幸永(新宿

田美早代(長崎市)赤塩康幸(朝霞市)坂元千晶(相模原市緑

区)さとやクリーング ｻﾄｳｹﾝｲﾁ(弘前市)川越昌子(一宮市)

区)田辺敬子(市原市)佐藤ちひろ(目黒区)奥村百合香(世田

熊澤理佳子(川崎市麻生区)三加一郎(朝霞市)永松千秋(川

谷区)加藤淳子(武蔵野市)近藤静雄(二戸市)栗原尚子(茎

崎市幸区)ｲｯﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(横浜市青葉区)ｲｯﾂｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ

谷)(港区)土永幹子(西宮市)三浦幸(札幌市南区)高野大佑

ｽﾞ(渋谷区)大崎美苗(足立区)香西奈津(川口市)蓮沼彩子

(横浜市神奈川区)松田久美子(粕屋郡)服部幸男(浜松市中

(杉並区)佐々木美香(京都市北区)小沼恵子(町田市)松澤純

区)山本幸子(川口市)三階弘子(港区)藤井裕子(立川市)八尾

子(港区)近藤静雄(二戸市)八尾由子(岡山市中区)笹川美和

由子(岡山市中区)平井文(台東区)三木美穂(世田谷区)須賀

(豊島区)三井千鶴佳(茅野市)田中智子(大阪市東淀川区)米

麻紀子(江戸川区)湯藤正美(練馬区)大石基憲(京都市下京

島一恵(甲府市)岩本由貴(高槻市)岡島伸行(柏崎市)田中麻

区)二村治美(松本市)米山奈緒(練馬区)菊田信彦(中野市)ト

子(甲府市)片桐亜紀(千代田区)浜岡綜研(御前崎市)柳川由

ヨタ紡織東北(北土市)相澤元子(取手市)高岩恵子(東臼杵

紀子(奈良市)村田さおり(川崎市中原区)小川章法(阿南市)

郡)大畑春美(札幌市西区)野々村晋也(府中市)田中智子(大

⑭ﾏｻﾞｰｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ(江東区)酒井美奈子(横浜市青葉区)石田輝

阪市東淀川区)岡本真奈美(大田区)桐原いづみ(調布市)辻

美(色智郡)真面由美子(大田区)宮江かほり(左京区)瀬古ま

井千鶴子(神戸市北区)ﾎﾜｲﾄﾎｰﾝ玲子(直方市)大塚彩(春日部

ち子(京都市西京区)高橋美由紀(和泉市)鈴木美千子(草加

市)東海興業株式会社 人事部田中耕太郎(大府市)斉藤ひろ

市)松村美保子(新宿区)中野文由花(相生市)菅谷孝子・栗

み(裾野市)安藤純子(横浜市鶴見区)小川緑(高松市)岩本真

原尚子(港区)松村重次郎(春日部市)榎本日佐子鈴木裕子

理(西区)嶋村明子(稲毛区)澤田文子(練馬区)リッター彩子

(横浜市戸塚区)大澤由理(国分寺市)高橋有希子(葛飾区)大

(渋谷区)福田菜美子(千代田区)松森智恵(川崎市中原区)津

高美津子(札幌市中央区)福多美奈子(熊本市)梶川雅子(京

野千枝(浦安市)太田実希(葛飾区)吉野健次(犬山市)吉田理

都市西京区)小野寺志真(仙台市太白区)田中恵美子(小金井

佳(市川市)田川信代(目黒区)稲田優花(京都市中京区)宮島

市)味元雄介(高知市)松本なの花(和光市)金川修身(横浜市

茂樹(大田区)廣出聖子(伊賀市)岡山ひろみ(田原市)東急不
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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！
動産労働組合(渋谷区)成田葉子(駿河区)小澤由美子(稲沢
市)尾崎朋子(旭川市)日本語ｾﾝﾀｰ(京都市下京区)さくらん
ぼ薬局(駿河区)加々美肖子(練馬区)竹内晶恵(松山市)稲見
雅晴(文京区)エンジンフィルム(渋谷区)北川明美(横浜市
磯子区)村田さおり(川崎市中原区)堀内芙美子(江戸川区)
松野志保(杉並区)大野えり(松戸市)沖田知子(さいたま市
浦和区)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ大興社会貢献班(練馬区)塚田敦子(大田区)
おがわ小川緑(高松市)三浦幸(札幌市南区)松本重次郎(春
日部市)カワシマミキライトワン(高槻市)岩本真理(大阪市
西区)西村由佳(姶良市)関谷日出子(いすみ市)小泉祐貴子
(横浜市中区)長岡ユリ子矢後恵美(射水市)小賀野尚美(豊
中市)浜脇幸美(神戸市北区)ﾌｪﾝﾅｰ広美(渋谷区)竹内晶恵
(松山市)ﾄﾖﾀ部品埼玉共販株式会社(さいたま市北区)大坪
かおり(筑紫野市)守野祐子(大田区)工藤広子(文京区)中野
康恵(神戸市中央区)チンチティーフォン(大田区)坂本のり
子(北広島市)吉田智子(板橋区)村田由香(大阪市北区)丸田
淳(長野市)妹尾三都子(尼崎市)中村直美(藤井寺市)落合マ
ユミ(市川市)許斐慶子(箕面市)谷畑桃子(世田谷区)ｲｰｽﾄｹｰ
ﾌﾟ大矢晴美(川崎市幸区)菊池亜紀子(新宿区)高階典子(文
京区)丹野真紀代(川崎市幸区)小林伸子(奈良市)坂田優子
(和光市)大和ﾊｳｽ工業竜ヶ崎工場(竜ヶ崎市)腰越恵(品川
区)河合祥子(大津市)林野志麻(二戸郡)水野栄利子(春日井
市)本間せつ子(高崎市)井上貴子(市原市)李貞和(千代田
区)真堺名真弓(亀岡市)岡田留美(札幌市北区)中村土木建
設(東海市)澤田洋子(横浜市港北区)UNITY(千代田区)田邉
直美(川口市)守山朋子(港区)古川容子(藤沢市)遠藤美穂
(いすみ市)山崎芳子(福岡市早良区)渡部志津香(大田区)難
波伸敏(北区)山垣恵子(神戸市中央区)小川章法(阿南市)川
野正博(名古屋市西区)小西一美(甲府市)清家生更(港区)池
谷加代子(江東区)長谷川真由美(杉並区)石田幸江(山口市)
砂岡典子(栃木市)磯部由紀子(横浜市港北区)中田聖子(釧
路市)徳永里奈(松山市)平井博子(札幌市白石区)千代延瞳
(横浜市泉区)市川広一(飯能市)落合理恵(新座市)太田千亜
紀(江東区)竹之下貴久子(港区)海野栄理子(清水区)角 公美
子(大田市)喜佐方婦人会 水谷佳代子(宇和島市)以上755
名、匿名45名、他大勢の皆様にご寄付頂きました。有難

すが、やはり自立できるような技術の援助、思
いやりの援助が最も必要でしょうね▼ハイチの
大地震、貧しい国程、国の体勢がぜい弱でいつ
も庶民が犠牲になりますね。豊かさの格差がひ
どいです。しかし幸せの感じ方は、各々の思い
で豊かになりますね▼宜しくお願い致します。
少しでもお役に立てれば…‥と▼メガネ2個で
すがお送りさせていただきます。宜しくお願い
致します▼国の乱れは人心の乱れ、一人一人の
気持ちが国を作り、人の心が平和を作ります
ね。心したいもので、世界のことにも関心をも
ちたいですね▼スタッフの皆様お疲れ様です。
どうぞ宜しくお願い致します▼いつもお世話に
なっております。社会貢献の一環として、弊社
で集めました中古衣料をお送り致します。世界
各地で再び役に立てて頂ければ、幸いでござい
ます。どうぞ宜しくお願い致します▼以前から
このような活動の噂を耳にしており、保管して
おいたものです。お役に立てれば幸いです

編集後記
▼時の経つのは早いもので会報発行に半年以上
経ってしまいました。申し訳ありません。一日
があっという間に過ぎて、何をしたのか何が進
んだのかわからない日々に感じます。一つの物
事をその日のうちに収めていくことの大切さが
身にしみます。その日の仕事はその日のうちに!
実りある一日の積み重ねが、実りある生涯を過
ごす秘訣かもしれません。一日生涯、一日一日
を大切に、過ごしたいと思います。

うございました。

発行：ＡＡＡアジア＆アフリカ

☆お便りコーナー☆

〒338-0823 さいたま市桜区栄和1-12-18
ホームページ：http://aaag.org/

▼世界各地で地震が起こってますね。貧しい国
程被害が大きい。悲しむべきことですね。貧し
さの連鎖をたち切るには、大国の援助も必要で

Eメール：global-family@aaag.org
電話＆FAX：048-858-5544
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▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
これは、まずしい子どもにおわたしください。
これは、おまえざきしだいいちしょうがっこう
の4年のみんなにきょうりょくをたのみつかえ
るものをわたしたち「きふｸﾞﾙｰﾌﾟ」がつかえる
ものとつかえないものをぶんべつしました。こ
のはこの中には、なつようの「はんそで」と
「ぶんぼうぐ」と「ノート」「えんぴつ」「け
しごむ」「クレヨン」などがはいっています。
どうかフィリピンにいる子どもたちにおわたし
ください。よろしくおねがいします。
おまえざきしだいいちしょうがっこう
4年「川上希奈」「まつしたなぎさ」「アンニ
コル」「いわせともは」より
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