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Let's Help Each other as a Global Family

地球家族のたすけあい ４6
Affection Accomodation Action Generation

海外報告
ウガンダ／ＡＡＡーＵ
ウガンダ最新情報！ブログが始まりました。

http://blog.livedoor.jp/musoke/
◎ 井戸： 6月26日にカルングでゴーディが
LC1チェアマン（村長）として出馬する会議の
折、昨年12月にルワンガ村で井戸の運営管理を
するという申請書を提出した件の事を聞きまし
た。申請は却下だったそうです。井戸でこれま
で使った資機材はAAA-Uで引き取らせて貰う事
となりました。今後、井戸か農業で活用できる
ように考え中です。
※発電機：前回の報告でうちの発電機が調子悪
いことを書き、井戸の発電機を借りていること
を書きました。うちの小さい発電機は一応直っ
たのですが、電圧が以上に高くなっており、変
圧器など他の物が壊れてしまいました。結局こ
の小さい発電機は洗濯機のみにしか危なくて使
えないことになりました。
◎ ビザ ：家族のビザ取得が無事終わりまし
た。今回はウガンダ入国時に2ヶ月観光ビザをく
れました。後でちゃんとしたビザの手続きを忘
れないように確認されて。美江、敬太、美月の
ビザはディペンダントパス（扶養家族）ですん
なり終わったのですが、敬陽はもう学校が始ま
る年齢だから、学生ビザを取らなければならな

シンバ基金

いと。学校は来年からの予定だからと言ったので
すが、写真を見て、ディペンダントの許可は出な
いだろうから、学生ビザの申請をしなさいとの事
でした。学生ビザの申請には学校の在校証明書が
必要で急遽ナブトングヮ小学校に行って、入学予
定ということで在校証明書を出してもらい、最初
に貰った観光ビザが切れる前に学生ビザの取得が
完了しました。学生ビザは毎年取らなければなり
ません。そんな折、どうも美江が妊娠している模
様で、5月に日本から持って来た妊娠検査薬で検
査したところ、妊娠という結果でした。
◎ 国際交流基金申請 ：彩の国国際交流基金
に、ナブトングヮ小学校の教科書、机の贈呈で申
請をしました。 助成の可否結果は8月です。
◎ 植林地 ：最初2010年に植えた松は、ウガ
ンダで最近よく植林されているだけあって良く
育っています。前回アメリカから送られてきた枇
杷の苗が出来たことを報告しました。苗にした後
も伸びているので、植えても順調に育ってくれそ
うな予感を漂わせています。枇杷なのか、枇杷に
似た物なのか、ウガンダにもこんな木はあります
ので。先日、近所の埋葬に参列した時に見かけま
した。その埋葬の帰りにザクロの木を見ました。
ここも当然近所なのですが、初めて見ました。実
がなっていました。ザクロも良いかも知れませ
ん。アメリカから送られてきたみかんの種が芽を
出しました。まだ小さいですが、こちらも今度の
植林隊で植えられればと思っています。
◎ コーヒー ：村でコーヒーを製品して売るプ

第四回 ＡＡＡしょくりん隊 参加者募集！

【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
2012年10月27〜11月8日／12日間（関空発着）交通：エミレーツ航空（予定）費用：￥400,000円
〆切：2012年9月30日

申込＆問合せ：048-858-5544
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ロジェクトをやっていきたいと思っていますと
りあえず、手作りコーヒーが作れる様になって
いますので、それなりの袋詰めをして、10月に
サンプルを日本に持って行ければと思っていま
す。コーヒーの事を調べていますが、ウガンダ
のこの辺で栽培しているのはロブスタ種といっ
て、栽培に手間がかからないで病気にも強い！
けれど主に缶コーヒーやインスタントコーヒー
の原料になるもので味は大したことないそうで
す。実際自分で作っていてもそれほどでないの
ですが、ミルクコーヒーとしては結構いいかな
と思います。今後栽培する木の種類をアラビカ
に変えて等々、考えています。JICAで一村一産
物みたいなプロジェクトをやっているのを聞い
たことがあるので、そんなようなものになれば
と。3月に津気屋さんのコーヒーの木に花が咲
き、只今実がついています。このコーヒーはア
ラビカ種だと聞いて買ったものなので、他の
コーヒーとは別に精製、焙煎して味を見てみよ
うと思っています。
◎ ハートクリーン ：毎月第二日曜日に周辺
のゴミ拾いをさせて頂いております。
4月8日、29日、5月6日、6月10日にゴミ拾い
させて貰いました。次回は7月8日の予定です。
◎ 道路補修 ：毎月第三日曜日に道路補修工

アフリカに行ってみたい
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事させて頂いております。こういった事を続ける
ことで、何かプロジェクトになるだろうとは思っ
ていたのですが、土嚢を使った道路補修などプロ
ジェクトにならないかなと考えています
4月29日、5月20日に壊れたレンガを運んで道路
の穴を埋める作業させて貰いました。6月17日は
雨の為中止。次回は7月15日の予定です。
◎ 農業シンバファーム
１、茄子：5月末頃からなすが収穫できていま
す。場所によって豊作だったり、イマイチだった
り。豊作な方の畝からは大きな茄子を美味しく頂
いています。6月も雨が降ったので、気を抜いた
らえらいデカくなり、大きいのでは30ｃｍ近く
になりました。
２、オクラ：アフリカ原産だけあって、さすがに
良く育ちます。前々回シーズンから自家採種なの
で、無農薬、安全の方は確実にOK。取りきれず
に堅くなって収穫を逃す実が多いほどです。
3、レタス：育て方として合っているか分かりま
せんが、前回シーズンから自家採種した種で生え
た所、生えない所のばらつきはあるものの、結構
よく育ってくれました。お陰で具の種類は少ない
ですがサラダがたくさん食べられます。
『EM栽培実験 ジャンジャーロ（豆）』
この実験では、同じ作物（ジャンジャーロという
豆）を1区画５ｍ×５ｍの畑を4区画作り、続け
て栽培その結果を見ます。EMを使用すること
で、連作がどれくらい実現可能なのか？確認する
意味があります。
2012年Ａシーズン（3月〜6月）1回目
A区画・・・EM使用、日本スタイル（畝立てを
し、収穫後の後処理をして栽培）
B区画・・・EM使用、ウガンダスタイル（畝を
立てずに、収穫後の後処理しないで栽培）
C区画・・・EM不使用、日本スタイル（畝立て

現地体験ボランティア！アフリカで暮らしてみたい

現地の生活体験や、自分の技術を生かして国際協力してみたいなど、動機は色々！是非一度挑戦してみませんか？
◎活動内容：生活体験、家事・水汲み、ピアニカ指導、井戸掘り、植林、自動車整備など ◎費用：￥300,000円〜
◎受入先：ケニア共和国/ガリッサ（ミコノインターナショナル）、ウガンダ共和国/マサカ（ＡＡＡーＵ）
◎期間：2週間程度〜/1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月など◎交通：エミレーツ航空/カタール航空/オランダ航空など ※要相談
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まごころさん（ＡＡＡ会員）募 集 ！

【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！個人￥500円／団体￥5,000円（月々）
「地球家族のたすけあい」人類もれなく明るく楽しく平和な暮らしをする為に、互いにたすけあいましょう！

をし、収穫後の後処理をして栽培）
D区画・・・EM不使用、ウガンダスタイル（畝
を立てずに、収穫後の後処理しないで栽培）
※1：1区画に播種した種の量は約２００ｇ
※2：EM使用は、EMボカシを使用
※3：収穫後の処理は、雑草、落葉を鋤き込む
※4：私の好みというか、これまでのウガンダの
農業を見てきた疑問から、畝の有る無しを作り
ました。 ※5：EM使用の比較をする為、Aと
C、BとDを比較することになります。
※ウガンダでは作物のシーズンが年2回（A：3
月〜6月とB：9月〜12月）あります。
EM実験栽培ジャンジャーロ（豆）編の結果はブ
ログにて写真も載せましたのでご覧下さい。
（http://blog.livedoor.jp/musoke/）
5月の途中経過で、育ち具合に差が出ました。
EM無し、畝なしのDが早くに生育が終わり、枯
れ始めました。枯れるといっても枯れてダメに
なるのではなく、育つのが早く終わってしまっ
たということです。
収穫の結果：A区画=5.1ｋｇ、B区画=4.9ｋｇ
C区画=4.1ｋｇ、D区画=2.3ｋｇでした。
EM効果の結果：
畝を立てた日本スタイルのAとCでは、EM使用
の方が１ｋｇ多く収穫出来ました。
畝を立てないウガンダスタイルのBとDではEM
使用の方が２．６ｋｇ多く収穫出来ました。
※ 畑のスタイルの違い：EMを使用したAとBで
は、畝を立てた方が０．２ｋｇ多く収穫。EMを
使用しないCとDでは、畝を立てた方が１．８ｋ
ｇ多く収穫出来ました。いきなりこんな明確な
差が出るとは思わず、実際どうなるのかドキド
キの3ヵ月でしたが、分かりやすい結果が出て良
かったです。このジャンジャーロ栽培実験の区
画は、年2回シーズンで常に連作し今後数年続け
てみます。

AAAーU/山崎敬充

国内 報 告
東日本大震災復興支援活動
昨年2011年3月11日に発生した、宮城県沖地
震M９.０により東北関東沿岸に甚大な津波被害
をもたらした東日本大震災において、当会でも海
外での活動経験を活かし、天理教埼玉教区青年会
との連帯のもと、翌12日に水1ｔ・食料等を電気
水道が寸断されている気仙沼市唐桑町のある唐桑
半島に直接救援に入り独自ルートにて迅速な震災
緊急救援活動を展開し始めました
ライフラインの寸断されていた緊急救援活動時
には、埼玉県川越市にある（有）紙商興産さんの
車両提供や、さいたま市を中心にラーメン店を展
開する津気屋ラーメンさんと佐藤興産さんの炊き
出し物品、資金提供を始め大勢の皆様のまごころ
のお蔭で人口7,500人（被災前統計2011/2月）
の唐桑町に対し、避難所13カ所への水タンクの
設置、各集落への水道復旧までの給水活動、炊き
出し活動に従事し被災地域の二次災害、治安悪化
防止の一助になることが出来ました。現在、ライ
フラインが仮復旧し緊急時から一応の平穏な生活
に戻りつつある被災地ですが、景色は家屋の基礎
だけが残る壊滅状態の様子はいまだ変わらず、仮
設住宅での不自由な生活を強いられている方々へ
のEMセミナーや生活消耗品のフリーマーケット
等の生活支援と未だ海から流れ着く瓦礫の撤去等
の活動を、現地に「唐桑ひのきしんセンター」と
いう活動拠点を構え、被災地・被災者に寄り添っ
た活動を継続しています。今回の未曾有の世界規
模の災害に対し、当会に置きましても今まで通り
の海外への救援活動と共に、一日も早い震災復興
に向けて、仮設住宅が終わるまでを目標に、復興
支援活動を継続する予定です。
唐桑ひのきしんセンターは、昨年度中、陸中海
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岸国立公園「半造」の園地グラウンドにてテン
トで宿営地としていましたが、本年4月より唐桑
町の皆様の善意により、一般家屋を借り受け現
地での宿泊拠点として皆様にお使い頂けます。
電気水道ガス風呂付き、約20名程が宿泊可能で
す。同じ地球家族として、是非現地に赴き一緒
に活動に参加して下さい。お越し頂ければ必ず
誰にでも出来ることがあります。何も出来ない
と自分で決めつけないで下さい。作業できなく
ても傾聴やフリーマーケットの手伝い、個人商
店等での買い物だけでも復興に役立てます。
お申し込みは、唐桑ひのきしんセンター公式サ
イトからメールで申し込むか、山崎毅史まで
（０８０−３０１８−６０５０）連絡下さい。

http://karakuwanow.com

衣類の受付終了しました。
長年続けて参りました衣類のグローバルリサ
イクル活動は、東日本大震災での過剰な中古衣
類の余り問題や、昨今のリサイクルショップの
衣類買い取り等を鑑み、物の時代から心の時代
へと移り行く次世代に向けて、終了させて頂き
ました。東日本大震災にて、被災者に寄り添う
活動として震災当初より現地に入り活動してい
く中で、現場で見て感じた事は日本国内からの
余りある物資でした。その多くが中古品であっ
たり賞味期限間近の物を被災地にまわすいわば
余り物が回ってくる現状でした。本当の心の通
じた支援とは、自分たちが余り物を使い、困り
苦しんでいる人々に良い物を提供していく心遣
いではないかという疑問から、中古品の取り扱
いではなく慎みのある生活で、良い物を同じ地
球家族として送っていく心の通った活動にして
いく必要があると強く感じました。長年ご協力
頂いた皆様には大変申し訳ありませんが、この
震災を通して、今一歩次世代へと踏みだし心豊
かな慎みのある世界観を世界の平和に向けて推
進させて頂きたいと思います。
眼鏡とピアニカに付きましては、今まで通り継
続して募集します。この度の活動変更に付きま
してご理解ご協力を、宜しくお願い致します。
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まごころさん
有難うございます
(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 明 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 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 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 天野直江 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 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)
秋山サオリ(福岡市西区)浅井琢磨(福岡市西区)朝長綾(諫早
市)アピ株式会社(岐阜市)安部美佳(江戸川区)石田三重子(船
橋市)稲田優花(京都市中京区)稲葉智子(武蔵野市)稲本京子
(横浜市戸塚区)井上直子(草津市)植田章江(長崎市)(株)エン
ジンフィルム(渋谷区)遠藤啓(清瀬市)大久保富士美(八王子
市)大城千絵(草加市)岡田秀実(あま市)笠原裕光(三郷市)加
藤正治(江東区)角川幸代(練馬区)株式会社ｲﾉﾌﾚｯｸｽ(目黒区)
(株)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ大興社会貢献班(練馬区)河合果林(港区)川上ミ
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カエラ(つくば市)川西佳代子(江東区)川野正博(名古屋市西

いたま市南区)川波佳子(港区)神田晴香(川崎市宮前区)北野

区)岸嘉宣(江戸川区)北村明美(羽曳野市)木村あや子(上尾

朋子(堺市北区)久保聖子(宇都宮市)公文啓子(函館市)小圷如

市)久保加奈子(板橋区)玄道朋子(吹田市)小池有香(品川区)

子(文京区)小嶋佑果(奈良市)小菅ちよ(大東市)酒井美奈子

(有)ゴーチ・ブラザーズ(渋谷区)後藤恭生(横浜市旭区)小

(横浜市青葉区)坂本詢子(神戸市長田区)JBサービス(株)(横

林恵美子(名古屋市千種区)斉藤葵(越谷市)齋藤いづみ(石岡

浜市神奈川区)清水正彦(徳島市)洲雅明(下郡)杉林佐和子(江

市)酒井八千代(流山市)坂本詢子(神戸市長田区)佐藤光(伊

戸川区)田井中康明(横浜市港南区)高岡知子(宗像市)高橋早

勢崎市)JBサービス株式会社(千代田区)重清智子(帯広市)島

苗(奥洲市江刺区)高見奈絵(丹羽市)竹ノ谷理広(川越市)田中

崎富美子(さいたま市桜区)白崎茂一郎(大田区)鈴木麻子(目

みどり土橋禮介(比企郡)電通健康監理センター(港区)中藤

黒区)生野渉子(大野城市)関口トシ子(豊島区)仙石英里(大

聖子(新潟市北区)中村昌稔(江戸川区)西内(朝霞市)平川(さ

田区)高岩恵子(東臼杵郡)高田智子(中央区)高橋剛士(品川

いたま市中央区)平田充伸(天理市)平山幸永(新宿区)広島市

区)田口帰一(さいたま市浦和区)立川和子(足立区)伊達信子

立亀崎中学校生徒会(広島市安佐北区)福本(吉野郡吉野町)

(西宮市)田村美智子(函館市)近重男(虻田郡)辻若奈(江戸川

藤原えみ子(尼崎市)古田千枝子(川崎市幸区)堀越泉(熊谷市)

区)手嶋伸二(石巻市)寺西美穂(千代田区)寺本真由美(高槻

本間圭子(南埼玉郡)桝屋智子(大阪市天王寺区)松浦佳奈子

市)長坂祥子(明石市)中野充子(横浜市都筑区)西村牧子(稲

(四街道市)丸田美奈子(長野市)森口千鶴(春日市市)山内美佐

敷郡)浜田牧子(柏市)原田博美(河西郡)平井美和(横浜市青

(名古屋市千種区)山田榮一(さいたま市桜区)山田君子(八千

葉区)平野容子(杉並区)藤原佐和子(江東区)堀川志保(沖縄

代市)山本幸子(川口市)吉田照子(さいたま市見沼区)若林希

市)前島潤子(岡谷市)三田真知子(江東区)宮重礼子(船橋市)

(市川市)ほっとはうす 渡辺 誠(石狩郡)渡辺まり子(八王子

宮島哲(大田区)宗廣妙子(文京区)村田さおり(川崎市中原

市)渡辺由佳(横浜市戸塚区)朝倉由佳(大阪市鶴見区)阿部真

区)(株)メタルワン名古屋支社人事部粂みゆき(名古屋市中

紀子(鶴ヶ島市)天野直江(さいたま市北区)安藤久美子(世田

村区)森山智子(台東区)山崎雅樹(目黒区)横浜市立大学生活

谷区)安藤文恵(北杜市)安藤正男(佐倉市)今橋幸夫(上尾市)

協同組合(横浜市金沢区)(株)ﾛｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｽｶｲ・ｵｰｶﾞﾆｾﾞｲｼｮﾝ(渋

入江結子(京都郡)榎本岳幸(さいたま市)大田美智子(大阪市

谷区)渡辺(吹田市)渡部進(港区)高橋実穂(北葛飾郡松伏町)

都島区)柏村悦子(宇部市)葛原路子(世田谷区)加藤義道(茨木

上野悦子(嘉麻市)川崎和恵(うるま市)川崎朋子(薩摩川内

市)門出すずね(西満原郡)川口市立慈林小学校PTA(川口市)

市)守山朋子(港区)塩崎牧子(市原市)松永英則(野田市)今井

木村宮子(大館市)熊谷典子(港区)栗原尚子(港区)小泉さよ子

友子(大田区)川田みな子(狭山市)杉山三紀(世田谷区)蔦谷

(名古屋市中区)降幡めぶき(長野市)郷良みゆき(松原市)小菅

由美子(乙訓郡)岡山ひろみ(田原市)JBｻ-ﾋﾞｽ小島伸康(中央

ちよ・庄治郎剛志(大東市)後藤陽子(明石市)小西一美(甲府

区)西野綾華(札幌市中央区)猪飼ひとみ(名古屋市港区)柴田

市)小山元一(戸田市)斉藤有子(横浜市神奈川区)佐藤興産(さ

あゆみ(世田谷区)栗田和子(目黒区)別府美紀子(大田区)真

いたま市大宮区)塩崎純代(京都市下京区)塩沢範之(宇都宮

境名真弓(亀岡市)榊原裕也(千葉市緑区)JBｻｰﾋﾞｽ(株)(江東

市)壬生真紀子(新宿区)菅間公子(さいたま市南区)菅間成勝

区)清水智恵美(さいたま市見沼区)香川県立三木高等学校

(さいたま市南区)鈴木圭子(児玉郡)須藤由美子(小平市)(有)

(木田郡)渡辺由佳(横浜市戸塚区)塩野愛(ふじみ野市)砂岡

大丸かまぼこ店(宇和島市)高桑泰子(三島市)高橋聖子(蕨市)

典子(栃木市)竹内秀之(金沢区)香西宏宣(松戸市)足立真助

高橋まさこ(野田市)高橋美知(横浜市青葉区)高見奈絵(丹波

(さいたま市浦和区)遠藤恵美(天坂市)銀座テーラー(中央

市)瀧口洋之(市川市)田中智子(大阪市東淀川区)谷本佳子(津

区)安田真理(横浜市都筑区)原田博美(河西郡)香川美穂(荒

山市)チンチティーフォン(大田区)土屋ひとみ(横浜市戸塚

川区)成宮晶子(荒川区)片桐恵美子(小笠原村)須藤正美(練

区)(有)東京マーケティング地価サミット事務局(所沢市)戸

馬区)直井あかね(新宿区)三郷高校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾞ(三郷市)杉山

田章世(墨田区)冨田(さいたま市桜区)冨田健太郎(北葛城郡)

英夫(さいたま市見沼区)JBｻｰﾋﾞｽ(株)松岡秀和(博多区)坪川

中嶋環(松戸市)中西ツヤ子(奈良市)(株)中村土木建設(東海

郁代(大田区)田中幸子(品川区)大濱聖子(石垣市)長谷川裕

市)中森晋(新宿区)西尾美香(大阪市福島区)西加奈子(旭川

美(藤沢市)深森友里(神戸市東灘区)JBｻｰﾋﾞｽ(株)中部ｻｰﾋﾞｽ

市)二宮基子(野洲市)日本語ｾﾝﾀｰ(京都市下京区)橋田礼子(横

布秀匡(名古屋市東区)玉井侑子(さいたま市南区)森内荘太

浜市港北区)服部憲和(つくば市)半澤立里(中央区)藤井静香

(北葛城郡)石腸利津子(府中市)ｱﾝｼﾞｪﾗ・ﾀﾞｳ゛ｪﾝﾎﾟｰﾄ(武蔵

(三養基郡)藤井初音(大阪市城東区)前多奈津美(世田谷区)松

野市)天谷信之(東大和市)赤松冨士子(世田谷区)(株)大黒屋

崎淑子(北区)三宅静郎(伊東市)深野ふみこ(名古屋市熱田区)

代表取締役齋藤武(船橋市)上田智子(北区)本間佑貴(札幌市

宗実修(船橋市)森玲子(品川区)矢部真知子(さいたま市見沼

北区)益子町立益子西小学校6年生(芳賀郡)大倉祐佳(秋田

区)山下誠美(狛江市)山本幸子(川口市)山本美世子(北九州市

市)青木代(品川区)新井利朗(秩父郡)ｱﾝｼﾞｪﾗ・ﾀﾞｳ゛ｨﾝﾎﾟｰﾄ

小倉南区)渡辺真実子(川崎市宮前区)渡辺まり子(八王子市)

(吉祥寺)石井静(川崎市川崎区)(有)一龍三虎堂神楽坂石か

西内大洲(朝霞市)五十嵐淑子(豊島区)井口春美(北杜市)池田

わ(新宿区)稲田優花(京都市中京区)上田恵美(吉野郡)浦和

朝子(川西市)石川達郎(さいたま市桜区)イシカワヒデヒコ

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾗﾌﾞ広田(さいたま市)榎本日佐子(さいたま市桜区)

井手猛(新宿区)稲田優花(京都市中京区)井上貴子(市原市)岩

大田志代(宮古島市)大谷雅楽天神会(川口市)大萩名荷村(滋

崎大介(大阪市東淀川区)植木章江(長崎市)上田知代(京都市

賀県)岡田農園(群馬県)筬島稔(横浜市港北区)片山敏子(さ

中京区)内山貴子(川崎市中区)大杉佳奈(神戸市東灘区)大塚
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怜美(世田谷区)大西京子(藤井寺市)大森裕子(岡山市北区)

治市)樋口陽子(大阪市豊中市)久篠奈苗(久留米市)福島英子

岡田朋子(横浜市青葉区)尾崎朋子(旭川市)小澤由美子(稲沢

(一宮市)(株)堀場ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾃｸﾉ(京都市南区)真境名真弓(京

市)加々美幸子(渋谷区)笠原真智子(藤枝市)金原聖子(川崎

都市中京区)宗廣妙子(文京区)吉田慶子(寿都郡)柳下愛子(四

市宮前区)川野正博(名古屋市西区)北山友里枝(名古屋市北

日市市)若林亜希(市川市)浅野恵子(一宮市)芦界芳江(新座

区)栗山俊明(中央区)小泉祐貴子(目黒区)斉藤悦子(川崎市

市)飯島佐季子(東久留米市)イーストケープ(川崎市幸区)磯

幸区)齋藤博道(川崎市麻生区)坂井田実(一宮市)坂本靖子

部由紀子(横浜市港北区)市倉諭(大田市)上杉節子(東広島市)

(朝霞市)佐藤恵美子(東村山市)澤ゆずり(福岡市中央区)柴

上野深雪(板橋区)大谷麻子(泰野市)柏倉百合子(久喜市)加納

野高之(堺市北区)嶋田裕美(福井市)嶋村明子(千葉市稲毛

貴美枝(平塚市)木村浩二(札幌市厚別区)工藤明子(港区)軍司

区)杉林佐和子(江戸川区)鈴木邦明(武蔵野市)関口絵里子

正典(横浜市南区)酒井尚子(練馬区)佐々木朋子(市川市)佐藤

(目黒区)関口千春(大田区)高橋和子(船橋市)高田智子(中央

江梨子(湯沢市)佐藤弘子(調布市)鈴木千春(横浜市緑区)高岩

区)武田恵里子(目黒区)武久優子(北九州市小倉北区)田中綾

恵子(東臼杵郡)高周波熱錬株式会社(品川区)高橋有希子(葛

乃(鎌倉市)田渕聡子(江東区)中沢芳江(松本市)長野美根(南

飾区)田口イツ子(佐倉市)田辺勤(川口市)田渕昭人(碧南市)

区)根本学(江東区)野上幸嗣(福岡市東区)服部恭子(中央区)

辻若奈(江戸川区)長江潤子(杉並区)成田美智子(紋別市)難波

浜脇幸美(神戸市北区)清水建設(株)原哲夫(宮城市)平川優

ヨリ子(新発田市)西由実(宇治市)宮島茂樹(大田区)村崎由佳

子(吹田市)博田クリスティン(宇治市)藤井悦子(横浜市青葉

里(川崎市多摩区)森本彩子(伊丹市)安岡一夫(福岡市東区)山

区)宝宮千加(津山市)増田寿代(板橋区)松崎みき(水戸市)松

田一枝(豊島区)山田智子(武蔵野市)山邉泉(渋谷区)浴田里美

田久美子(粕屋郡)松村梨絵子(上尾市)松本英敬(和光市)右

(熊毛郡)朝倉由佳(大阪市鶴見区)阿部弘美(広島市南区)市倉

田俊(金沢市)三井千鶴佳(茅野市)宮田依生子(渋谷区)向井

諭(大田市)伊藤好美(世田谷区)岩田絵津奈(神栖市)上仮屋晃

直子(渋谷区)ムラセコウイチ村瀬剛一(座間市)村田さおり

(大島郡)内田慶子(川崎市川崎区)蝦名朗太(稚内市)(株)エム

(川崎市中原区)森山智子(台東区)森玲子(品川区)矢後恵美

スクェア(福岡市南区)大久保浩幸(竜ヶ崎市)岡田朋子(横浜

(射水市)山内美佐(新宿区)山内美代子(福岡市城南区)山内

市青葉区)小倉さやか(川口市)川端美佳(新宿区)木村淑子(大

由美(魚沼市)山崎雅樹(港区)山本美世子(北九州市南区)吉

田区)倉本久実(港区)栗原尚子(菅谷)(港区)小嶋緑(茨木市)

田アサエ(豊島区)渡部進(港区)(株)ｱﾙﾌｧｰ記憶研究所中村(青

小玉いづみ(練馬区)後藤郁子(福岡市博多区)小松千澄(呉市)

梅市)石井裕子(世田谷区)伊藤啓子(江戸川区)稲田優花(京

近藤静雄(二戸市)坂本詢子(神戸市長田区)佐藤忠司(出雲市)

都市中央区)今西亜友美(京都市左京区)岩田悦子(北足立郡)

澤田洋子(横浜市港北区)砂岡典子(栃木市)(有)大丸かまぼこ

上野深雪(板橋区)(株)エンジンフィルム(渋谷区)大西京子

店(宇和島市)高柳晶子(北区)武井綾子(安雲野市)付海(葛飾

(藤井寺市)岡田真理子(新居浜市)岡田留美(札幌市北区)加

区)出井ありか(名古屋市千種区)冨田しのぶ(三鷹市)中瀬竜

納はるみ(千葉市中央区)(株)中村土木建設(東海市)上福元

太郎(千葉市美浜区)長野美根(さいたま市南区)中村和代(渋

明美(杉並区)北原美穂(長野市)北村正枝(明石市)小森璃乃

谷区)西村佳道(府中市)野崎純子(京都市右京区)野田久子(郡

(新宿区)小山笑美(戸田市)酒井駒子(葛飾区)坂本一枝(奈良

上市)橋田礼子(横浜市北区)長谷川李里子(世田谷区)平松友

市)佐々木美幸(杉並区)澤田みち子(武蔵野市)菅間公子(さ

典(札幌市東区)古川容子(藤沢市)本常利恵(新宿区)妹尾郁子

いたま市南区)菅間友江(さいたま市南区)砂岡典子(栃木市)

(虻田郡)松田佳良子(南魚沼市)箕輪真理(つくば市)村田さお

チンチティーフォン(大田区)塚原ふくみ(相模原市中央区)

り(川崎市中原区)森真奈(市川市)米布由子(江東区)赤松冨士

JANBO International Centerﾃﾞｲｳ゛ｨｯﾄﾊｳｪﾝｽﾀｲﾝ(江東区)

子(世田谷区)浅見敬子(大阪市)一柳裕美(堺市)伊藤好美(世

富永史(品川区)ﾄﾖﾀ部品埼玉共販株式会社(さいたま市北区)

田谷区)大久保雅江(大田区)柏村悦子(宇部市)加瀬久美子(葛

長尾伊利子(五所川原市)中西智英(三島市)中村典子(墨田

飾区)坂本純子(高崎市)清水美千代(南ｱﾙﾌﾟｽ市)角公美子(大

区)中森暁子(牛久市)長谷川久美(那覇市)半澤三里(中央区)

田市)高田智子(中央区)武谷とよこ(板橋区)中森佳絵(北九州

平野容子(品川区)福田菜美子(千代田区)別府美紀子(大田

市小倉北区)西村知栄子(大田区)根岸友子(千葉市緑区)平井

区)水島淳子(海老名市)ﾐﾂｲﾌﾄﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾀｸｻｰﾋﾞｽ(ｶ)CMS宮崎

博子(札幌市白石区)山田純一(いすみ市)山本勝志(福岡市中

亘子(中央区)村瀬剛一(座間市)山田真理子(川口市)(有)ライ

央区)赤塩康幸(朝霞市)阿部恵(秋田市)天野優子(茅ヶ崎市)

トワン(高槻市)天野優子(藤沢市)浦壁美佐穂(芳賀郡)大田

石田幸江(山口市小郡)いわせ国際交流友の会(桜川市)岡田

保大(葛飾区)加藤智子(横浜市栄区)(株)中村土木建設(東海

留美(札幌市北区)乙井実香(芦屋市)恩田豊(台東区)学石ルデ

市)上江千穂(横浜市泉区)川池由里子(新宿区)川嶋美代子

ヤ(島田市)(株)メタルワン名古屋支社(名古屋市中村区)(株)

(横浜市戸塚区)川田修司(北足立郡)栗原尚子(菅谷)(港区)黒

ｷｮｰｴｲ上久朝之(大阪市北区)川野正博(名古屋市西区)北澤五

川晶乃(館山市)小賀野尚美(豊中市)古賀素子(横浜市保土ヶ

月(飯田市)木村あや子(上尾市)工藤静佳(荒川区)後藤敦子

谷区)小玉いづみ(練馬区)坂本詢子(神戸市長田区)嶋村明子

(港区)佐藤江梨子(湯沢市)白朋鳥女子高等学校(横浜市鶴見

(千葉市稲毛区)鈴木千晴(目黒区)角公美子(大田市)関口喜

区)鈴木郁重(浜松市東区)高槁和子(船橋市)高橋実穂(北葛飾

美代(大田区)世利左斗子(太宰府市)高桑泰子(三島市)辰巳

郡)坪島晶子(福岡市城南区)天理教東町布教所(室蘭市)戸子

智和子(横浜市南区)塚田珠美(さいたま市西区)徳永里奈(松

台亜矢(横浜市栄区)(株)トヨタ部品埼玉共販(さいたま市北

山市)長江潤子(杉並区)長尾伊利子(五所川原市)西由実(宇

区)南部典子(葛飾区)登藤綾子(碧南市)野呂政幸(大田区)萩
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原直子(市川市)服部幸男(浜松市中区)ﾊﾅｲﾋｻﾉﾘ濱田響子(北
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うございます。

九州市小倉北区)花房磨紀(上越市)博田クリスティン(宇治

☆お便りコーナー☆

市)深沢三子(文京区)別府美紀子(大田区)桝田澄子(新宿区)
丸山智也(所沢市)水谷絵里子(仙北郡)箕輪真理(つくば市)

2010年11月1日〜2012年7月末までに頂いたお便り

森田達也(大阪市都島区)守屋優子(八王子市)森玲子(品川

▽初めまして、衣類の処分に困っておりましたところ

区)(株)安田(宇都宮市)横山将大(富山市)吉田徹(札幌市南

アフリカの方に送ってらっしゃるお話を伺いました。

区)吉野和佳子(上益城郡)脇野定則(つくば市)朝倉由佳(大
阪市鶴見区)飯塚佳代(市川市)生田ひとみ(豊中市)磯部由紀

比較的状態の良いものばかりなので、お手数ですが宜

子(横浜市港北区)一ﾉ坪知子(大崎市)ﾀｲﾑ技研社会貢献委員

敷くお取り計らい下さい。少しばかりですが輸送費の

会加藤正男(丹羽郡)大森敦子(西宮市)大矢啓子(品川区)尾

一部同封させて頂きました。▽貧富の格差に驚く他あ

崎朋子(旭川市)長内承子(青森市)及部保男(杉並区)釜田ﾕｽ

りませんが、果たして心の豊かさ安らかさからみると

ﾃｨﾅ・永人・ｺﾝﾗｯﾄﾞ(目黒区)神谷奈穂子(川越市)亀田裕子

むしろ、程々のところ、あるあると思って暮らす方が

(吹田市)川野正博(名古屋市西区)郷古美佳(塩釜市)小林友

余程幸せではないかと。私の幸福感ですが。▽今、最

美(世田谷区)近藤静雄(二戸市)齋藤恵美子(所沢市)佐藤江

も寒い時期ですね。時折、樹木をみると、梅が蕾みを

梨子(湯沢市)嶋村明子(千葉市稲毛区)庄原裕美(米子市)菅

膨らませています。寒さに耐えられたからこそ、花を

間公美子(さいたま市南区)菅間成勝(さいたま市南区)高田
愛弓(札幌市中央区)手塚善子(松戸市)(株)中村土木建設(東

ひらかせます。▽爆買する人々今あることに感謝して

海市)野上幸嗣(福岡市東区)林秀宣(名古屋市千種区)福田菜

生きる人、物事はとりよう、思いよう、いくらでも幸

美子(千代田区)別府美紀子(大田区)三木寿子(神戸市垂水

せの種はすぐ隣にあること、忘れがちですね。▽先日

区)水谷絵里子(仙北郡)壬生真紀子(新宿区)矢後恵美(射水

の大地震の影響はそちらは如何でしょうか？今までい

市)山本麻緒(横浜市都筑区)山本美世子(北九州市小倉南区)

かに便利で恵まれた環境の中で生活していたのかを考

渡部進(港区)内山由美子(横浜市鶴見区)大谷晋一(武蔵野
市)竹田久美子(大阪市北区)橋本俊恵(札幌市厚別区)星野満
知子(前橋市)水谷収子(春日部市)横尾千鶴子(江東区)亀井

えさせられています。▽唐桑には勉強会で行ったこと
があり、皆さんどうしていらっしゃるかと気になって

輝代(高松市)木下律子(堺市北区)小玉いづみ(練馬区)佐々

おりました。私は何もできません。申し訳ございませ

木美幸(杉並区)澤田洋子(横浜市港北区)塩谷嘉奈子(生駒

ん。▽健康に気を付けて頑張って下さい。本当におつ

市)武田智美(富良野市)太日方早苗(上田市)照屋美雪(宮古

かれ様です。▽現地での救援活動ご苦労様ですこの度

島市)冨塚典子(荒川区)虎澤菜保子(土岐市)野口三奈(文京

AAAの活動支援の為に有志で、野崎まつり期間中総

区)山本晶子(高知市)(株)遊楽(浦和区)イーストケープ(川崎

勢38人でこんにゃく（板）と、串こん販売、又募金

市幸区)ｲｰｽﾄｹｰﾌﾟ大矢(川崎市幸区)内田秀子(さいたま市)岡

箱設置わずかですが、収益金と共にきふ致します。▽

山千佳子(茂原市)小野寺友恵(八王子市)五島洋子(北葛城

本当にご苦労様です。私達は、何も手伝えず申し訳な

郡)佐藤裕恵子(砂川市)佐藤玲門(大田区)柴野高之(堺市北
区)からだはうす高橋実(武蔵野市)本田美佐子(佐渡市)松村

いです。お体大切に、健勝を祈ります。▽この度の大

麻衣(杉並区)丸川京子(加茂市)阿部裕子(札幌市中央区)上

震災、今一度、物の豊かさに慣れきった人間にもう一

田智子(大阪市北区)植松美佳(江東区)大庭延子(取手市)尾

度見直してみる良い機会だと思います。ピンチはチャ

鷲千恵子(葛飾区)加賀美肖子(練馬区)菊地美紀(芳賀郡)後

ンス（心と体を再生する）の心得もある通り、謙虚に

藤陽子(明石市)武本和江(横浜市中区)永澤明子(蕨市)古川

受け取って、復興にむかって前進ですね。▽震災は一

容子(藤沢市)松本祐希子(千歳市)溝上友美(守口市)山口弘

人一人が我が事として思い人間、動物、自然に目を向

子(多賀城市)天野優子(藤沢市)大谷玲美(愛甲郡)川口美砂

けていくことが大事でしょうね。▽ハガキありがとう

代(春日井市)桑田奈帆子(加古川市)小出容子(春日部市)小

ございます。宛名書きの手間もあると思いますお忙し

西雅美(櫻井市)小林伸子(奈良市)齋藤真理子(世田谷区)阪
口俊博(高山市)咲川哲輝(三好市)佐藤進(小田原市)照屋和

い場合はご報告ハガキは大丈夫です。ネットからまた

枝(南城市)長江潤子(杉並区)ﾊﾟﾄﾙ・ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ(川崎市多摩

活動内容を見せていただけたらと思っております。活

区)末定睦子(大田区)松本玲子(春日部市)水上知恵(都留市)

動心から感謝しています。▽国民の現状を把握しきれ

石田めぐみ(板橋区)伊藤麻奈美(文京区)内山洋子(鈴鹿市)

ていない政治家の権力争いに怒りを通りこしあきれは

楠富し(豊橋市)小堀真弓(真岡市)鈴木郁重(浜松市東区)徳

てます。日本の行く末は果たして光りがあるのでしょ

力雅子(町田市)藤枝フサ子(足立区)ボイヴｨン舞(那覇市)三

うかね。▽震災から早三ヶ月たちました。人間の心に

間里花(三浦郡)飯島友美(伊那市)小堀真弓(真岡市)高橋和

はものすごいパワーを天からいただいている気がしま

子(船橋市)永瀬伸枝(小山市)以上650名の他82名の匿名の
皆様、その他大勢の皆様にご寄付いただきました。有り難

す。復興にむけて力強いものを感じます。▽中国の高
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東日本大震災復興支援活動支援金募集！
郵便振替

口座名義：ＡＡＡきふ

口座：００１１０−０−５２４３８

「地球家族のたすけあい」ＡＡＡアジア＆アフリカは東日本大震災の復興支援活動に全力で取り組んでいます。

速鉄道事故の2日目に女の子が救出されたとか。命は
一つ、自分の命も大切ですね。▽世の中は地震、水と
混乱に次ぐ混乱です。今が大事後で後でといってい
るうちに時は流れていきます。今を全力投球しない
と明るい朝は望めません。明るい未来のために今を
生き抜く。▽今年は日本の大震災、タイの水害等々、

ＥＭ-Ｘ GOLD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様
になりました。お気軽にご注文下さい。

感謝の気持ちを込めた贈り物
ＥＭギフトをどうぞ！

地球規模の大災害で、地球にいる一個の人間として
考える時、将来子孫に良き遺産を残せるでしょう
か。▽寒中見舞い申し上げます。今年も皆様方の御活
躍をお祈りしています。本年もよろしくお願い致し

地球環境改善に向けて、どうぞEM製品をご利用

ます。▽可愛い孫をみていると、他国の子供さんの暮 下さい。※詰め合わせの一例
らしぶりを頭で想像します。幸せでありますよう
1.ＥＭハンドソープ250mlｘ1個
に。▽ようやく春らしくなってきましたが、時々おこ

2.ＥＭハンドソープ詰替え用200mlｘ1個
3.ＥＭ浴用石けん100gｘ3個
どうか気を付けて活動して下さい。▽庭の梅の木に蕾
以上、三点の組合わせで￥1500円〜
が芽を出しました。特別手入れするわけでもないの
※カタログからお好きな商品を組み合わせて、ギ
に白い可憐な花を咲かせます。じっと耐えていると
フトとしてお使い頂けます。
る地震に気を抜けない日々を送っています。皆様も

必ず明るい陽光が加勢してくれますね。▽政治が悪

お米すくすく育ってます

い、他が悪いという前に、自分に何ができるか、些
細な事でもまずやってみる、自分の為から他の人の

地下150mから汲み上げる綺麗な井戸水と、長
年のｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸは、子供、孫が学校、仕事への復
い歳月かけて蓄積された荒川河川敷の土に、今年
活でこちらへは来れませんでした。ちょっと寂し
も子供たちと一緒に稲を手植えしました。子供た
かったですがゆっくりさせてあげたくて、夏休みま
ちの参加も増えています。９月下旬には稲刈りも
でおあづけです。▽先日、お電話で現在送料きふの口 あります。作業申し込み受付中！
為にまで目を向けれる様になれたら良いですね。▽今

座が閉鎖されている旨伺いましたので、今回は送料

新米予約・年間予約受付開始！

きふは送金せず、衣類のみお送りしています。（バ
ザー等、活動資金となると伺いましたのでご利用下
さい）▽震災復興もまだまだの感あって、次にどこへ
進もうとしているのか。民間の働きが情味もあり迅
速でしたね。愛や慈しみが人の心を動かしますね。▽
暑中お見舞い申し上げます。暑さに負けず、皆々様
頑張って下さい！！▽度が合わないかもしれない眼鏡

☆梅干し・お米のご注文はAAA本部でも受付け
ています。(送料別です。代引発送できます)

編集後記

▼会報の発行が一年半ぶりに

なってしまいました。申し訳ありません。現在も
震災の復興支援活動は継続中です。

をかけている方々、どういう国のいくつぐらいの人
発行：ＡＡＡアジア＆アフリカ

かなあと思っています

〒338-0823 さいたま市桜区栄和1-12-18
答え：ケニアやウガンダ等アフリカの国とスリラン

ホームページ：http://aaag.org/

カ等、AAAで支援活動している国々です。

Eメール：global-family@aaag.org
電話＆FAX：048-858-5544
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