ＡＡＡニュースレター

２０１3 年（平成２5 年）3 月１日

第４7 号

Letʼs Help Each Other as a Global Family

地球家族のたすけあい 47 号
Affection Accomodation Action Generation
したが、３１日エンテベでチェックイン
後に、フライトがキャンセルとなり、他
の飛行機を手配すると言いながらも、結
局手配できずエンテベにて 1 泊・・。翌
ＡＡＡーＵ
日のフライトでタンザニアへ行き、その
ウガンダ最新情報！ブログ更新中！
翌日のフライトでまたウガンダに帰っ
http://blog.livedoor.jp/musoke/
てくるということになりました。
2012 年 11 月 2 日〜7 日、ウガンダ
タンザニアでは、AAA 理事の中里さん
にて第４回 AAA 植林隊の受け入れをさ
の姪御さんが、３０年くらい前に、当時
せて貰いました。今回は参加者３名。植
青年海外協力隊任期中の休暇でキリマ
林隊の方はケニアのガリッサ、タンザニ
ンジャロ登山の帰りに事故で亡くなっ
アのアルーシャ、モシ訪問の後、AAA-U
た場所を訪ね、事故現場の道路脇に建て
拠点のあるウガンダ、カルング、ナブト
られている慰霊碑を参拝させて頂きま
ングヮにて、ナブトングヮ小学校に机５
した。
『EM 栽培実験 ジャンジャーロ（豆）』
０、教科書３５５冊の贈呈、チャムサン
2012 年 B(9 月〜11 月)シーズン報告
サラ聖心女子小学校にて植林、AAA-U
目的：AAA-U と EM ウガンダ社による
の拠点にて植林、大根などの収穫をさせ
管理監修の下、カルング県ナブトングヮ
て貰いました。
のシンバファームにおいて、EM 技術の
ナブトングヮ小学校への机、教科書贈
効果及び耕作方法の違いを見ます。
呈は、埼玉県国際交流協会の彩の国さい
この実験では、同じ作物（ジャンジャー
たま国際協力基金助成金の助成を受け
ての事業でした。ありがとうござました。 ロという豆）を続けて栽培してみます。
EM を使用することで連作がどれぐらい
10 月 31 日早朝にウガンダ、エンテ
実現可能なのかを確認する意味があり
ベ空港に到着。昼の便でタンザニア、キ
ます。
リマンジャロ空港へのフライト予定で

海外報告

ウガンダ／

シンバ基金

第五回記念 AAA しょくりん隊 参加者募集 !!

【慎みスピリッツ！】温暖化・砂漠化防止プロジェクト 費用￥400,000 円（観光別）
行き先：ケニア／ガリッサ、ウガンダ／カルング 期間：2013/8 月 17 日〜8 月 30 日（成田発着）
交通：カタール航空（予定）

※サファリ等観光はオプションです。 〆切：2013/6/30

注：出発までにパスポートの取得と黄熱病の予防接種を受ける必要があります。
１
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※ 実際ウガンダの農家の皆さんは、A、B シ
前回結果：A 区画=5.1kg、B 区画=4.9kg
ーズン同じ作物を栽培するということはあま

C 区画=4.1kg、D 区画=2.3kg

◎ EM 効果の結果：
土の肥え具合、痩せ具合を見る為に、雑
EM 技術及び耕作方法から収穫量増加を
草・落ち葉又は堆肥を鋤き込むことの違
意味する反応が見えました。
いも見ることにします。
畝立て、収穫後の後処理をした日本スタ
※これまでウガンダの畝立てをせず、畑
イル A と C では、EM 使用の A の方が
を耕したらそのまま種を蒔き、収穫して
2.3kg 多く収穫出来ました。
そのままという耕作方法への疑問から、 畝を立てないで、収穫後の後処理もしな
耕作方法を変えることによってどれだ
いウガンダスタイルの B と D では EM
けの増収効果が得られるかをみる。また、 使用の方が 2.8kg 多く収穫出来ました。
日本ではどこでもしているように、畝立
畑のスタイルの違い：
てをし、線を作る蒔き方をした。
EM を使用した A と B では、畝を立て、
◎ 方法、使用材料
収穫後の後処理をした A の方が 1.5kg
1 区画５ｍ ５ｍの畑を 4 区画作り、そ
多く収穫。
の結果を見ます。
EM を使用しない C と D では、畝を立
A 区画：EM 使用、日本スタイル（畝立
て収穫後の後処理をした C の方が 2kg
てをし、収穫後の後処理をして栽培）
多く収穫出来ました。
※1 区画から播種した種の量は約 200g でした。
B 区画：EM 使用、ウガンダスタイル（畝
を立てず、収穫後の後処理しないで栽培） ※EM 投入時期は、種まきの約 1 か月前と収穫
後に EM ボカシを鋤き込む。EM ボカシを使用。
C 区画：EM 不使用、日本スタイル（畝
立てをし、収穫後の後処理をして栽培） 1 区画に 7kg を鋤き込む。
※収穫後、雑草、落ち葉（又は堆肥にしたもの）
D 区画：EM 不使用、ウガンダスタイル
と EM ボカシを鋤き込み畑を寝かせる。
（畝を立てず、収穫後の後処理しないで
栽培）
◎ 前回シーズンとの比較：
◎ 収穫の結果
A はー０．３ｋｇ（６％）減。収穫量は
A 区画：4.8kg(EM 使用、畝/後処理有)
ほぼ同じと言える範囲。
B 区画：3.3kg(EM 使用、畝/後処理無)
B はー１．６ｋｇ（３３％）減。３割減。
C 区画：2.5kg（EM なし、畝/後処理有）
C はー１．６ｋｇ（３９％）減。４割減。
D 区画：0.5ｋｇ(EM なし、畝/後処理無） D はー１．８ｋｇ（７８％）減。８割減。
りしません。

アフリカに行ってみたい/暮してみたい

現地体験ボランティア！

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、動機は色々！
◎ 活動内容：生活体験（家事・水汲み・井戸掘り・ピアニカ指導・植林・自動車整備・風車修理等）
◎ 受入先：ケニア共和国/ガリッサ（ミコノ international）、ウガンダ共和国/カルング（AAA-U）
◎ 期間：2 週間程度〜/1 ヶ月/3 ヶ月/6 ヶ月等 是非一度挑戦してみませんか？ ※要面接/相談

２
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る EM1 を使ったら、効果はもっとあるのでは
管理農法日本スタイルでも、耕すだけウ

ガンダスタイルでも、EM 使用による増
収効果が確認できました。
管理（手間をかけ）した方が EM の効果
も大きくなることが見受けられました。
１、２回目の結果からは、
A 区画の結果から、EM と有機物（今回
は堆肥）を併用することで、連作をして
も前回とほぼ同じ収穫を得ることが出
来たと言えると思います。また、やはり
連作（ウガンダの場合は年２回）をする
ことで A と C、B と D の結果から、EM
を使うことで、連作での収穫量の減少を
抑えることが出来たと言えます。
EM を使用することで、畝立てや後処理
をしないでも、畝立てと後処理をしただ
けの B よりも多く収穫できました。
◎ 畑スタイルの違いの結果
畑に畝を立て、収穫後の後処理をするこ
とで、収穫量を増やすことが出来ると言
えるでしょう。
※EM 使用の効果を見るには A と C、B と D
の収穫量を比較する。
※耕作方法での違いを見るには A と B、C と D
の収穫量を比較する。
◎１、お詫び：実はこの EM 栽培実験で使って
いる EM１はかなり古いもので、２００３年末
に EM1 のサンプルをウガンダで作って頂いた
時のものの残りです。まだ数百リットル残って
いて勿体ないので、１０年近く前の EM1 で EM

ないかと思うところです。かなり古いのにも関
わらず、これだけの結果が出ているのは凄いな
と思っています。
◎２、うんちく：栽培している豆の名前、日本
語の名前が分からないのでジャンジャーロと
ルガンダ語で呼ばれる名前を使っていますが、
実は、ジャンジャーロという名前、ウガンダ語
的にはおかしい表現なのです。
単数表現ならばチジャンジャーロ、複数ならビ
ジャンジャーロという方が正確な表現で、この
豆が一粒であることは殆どない訳ですが、やや
こしくなるので、ジャンジャーロにしています。

※１、教育支援
：ウガンダ共和国カルング県ナヴトング
ァ村のナヴトングァ小学校の校舎建設
補助支援を行っています。約 50 万円

ケニア／ シンバの森レポート
昨年 2012 年 10 月 26 日から 11 月 8
日、第四回しょくりん隊を実施。無事帰
国しました。参加者：山崎純子、中里睦
子、山崎毅史、以上３名でした。
今回はカタール航空で、ドーハ経由に
てナイロビに向かいガリッサ入り、ミコ
ノインターナショナルの、土方明ダイレ
クター、土方栄子さん、森明子さんが受
入れて下さいました。
今回のガリッサは既に雨季が始まって

ボカシを作っています。製品として売られてい

まごごろさん(AAA 会員)募集中 !

【あなたも地球家族の一員に】

人類もれなく明るく楽しい平和な暮らしができる為に「地球家族のたすけあい」
現地で活動するスタッフの生活を継続的に支える活動資金が必要です。月に一度の食事を節約して

ご家族、友人、知人にお声掛け下さい。個人￥500 円／団体￥5,000 円(月々)
３
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東日本大震災復興支援活動支援金 継続募集中
「地球家族のたすけあい」ＡＡＡ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。

郵便振替

口座名義：ＡＡＡきふ

口座：００１１００５２４３８

おり、何回か雨が降ったお蔭で緑の絨毯
らしき草が生え始めていました。 第 1
回に植えたウムルカヘル女子孤児院施
設内の木々はマンゴーやグァバ等の果
樹が実をつけ順調に生育し、木の丈も大
きくなり、たくさん木陰を作っていまし
た。東京調布国際ボランティアの会か
らお預りしたピアニカを施設の子供達
に 22 台贈呈。ピアニカを手にした子供
達は、隊員と楽しそうにピアニカを弾い
て喜んでくれました。
植林作業は、インドセンダン、モリンガ、
柑橘系の木々約 150 本をミコノ敷地内
の境界、宿泊棟の裏、敷地内通路の境界
等に追加で植林、また過去三回に植えた
うち根付きが悪く枯れてしまった所に
再度植え替えしました。また、根付きの
良い木は剪定が必要になる程伸び茂っ
てきたので、今回ミコノの依頼で持込ん
だ剪定鋏や鋸で枝を刈り込みました。
木を植えると根付くまで水やりが必要
になりますが、水圧が低く一苦労しまし
た。水やり用に水源が必要になり、現在
1 本引いている水道管を、別の管から追
加工事が必要になるそうです。過酷な自
然環境の中は、なかなか一筋縄にもいか
ず、植えるだけでなく管理していく事も
大切な植林活動であると学べます。
コラコラ村訪問でも野良キリン達と出
逢うことが出来ました。残念ながら風車
は故障の為停まっていました。これも修
４

理が必要になります。
※ 今回植えたモリンガの木は、別名
Miracle Tree（奇跡の木）/ Trees
For Life（生命の木）と呼ばれ、ワ
サビノキ科モリンガ属、北インド原産、
地球上で現在までに発見された可食
植物の中で、最もバランスよく豊富な
栄養素を含んでいます。葉は食用、種
子はオイル・食品・肥料・水浄化、花
は精力剤に使えます。 捨てる部位が
ないマルチパーパスツリーです。

※２、風車修理費支援
：ケニア共和国北東州ガリッサ県コラコ
ラ村のコラコラ小学校に設置してある
井戸水の汲み上げ用風車が、先日の第四
回植林隊で訪問した際、故障の為稼動し
ていませんでした。修理費の支援をお願
いします。約 20 万円

※３、井戸掘り支援
：ケニア共和国北東州ガリッサ県を流れ
るタナ川流域の村々に、生活用井戸を掘
ることが出来ます。一基：約 35 万円

国内報告
東日本大震災復興支援
被災地気仙沼市唐桑町では高台移転先
や公営住宅建設予定地が決まりだし、仮
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設住宅での生活にも目処がついてきま
した。とはいえ新しい家を建てる為の資
金作りとして、各仮設住宅では支援グッ
ズを手作りし販売を試みる所が増えて
います。支援活動として各仮設住宅での
支援グッズ購入にご協力下さい。
◎気仙沼市唐桑町/小原木中学校仮設
毛糸で作ったタコちゃん人形を販売し
ています。大：￥1,000 円、中：￥500
円、小：￥300 円
◎気仙沼市唐桑町/小原木小学校仮設
ポケットティッシュケース：￥300 円
◎ 気仙沼市唐桑町/福祉の里仮設住宅
タオルで作った負けない象：￥400 円
携帯ストラップ：￥300 円
◎ 石巻市/小畑仮設追波川多目的団地
小物入れキーホルダー：￥500 円
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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 小山光子 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

まごころさん
有難うございます

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)
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

（2012/9〜2013/2 月末）
松本重次郎(春日部市)藤本和歌子(八千
代市)横山美和(吹田市)浴田里美(熊毛
郡)鈴木博之(上尾市)すぎた(足立区)森
本彩子(伊丹市)㈱CDM ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(中央
区)篠田やよい(小千谷市)小沼栄利子(上
尾市)嶋村 明子(千葉市稲毛区)真田 晶
子(武蔵野市)小出 香(葛飾区)能村理陽
子(板橋区)原 容子(岸和田市)㈲めぐみ
代表 高野範一(下野市)原田 志保 (宝塚
市)江村あさ代(杉並区)大森裕子(岡山市
北区)宇野 純(呉市)小出 香(葛飾区)中
川雅市・順子(川口市)酒井信介(生駒市)
桝田澄子(新宿区)柏 若奈(瀬戸
市)JANBO International Center ﾃﾞｨ
ｳ゛ｨｯﾄ ﾊｳｨﾝｽﾀｲﾝ(江東区) 佐藤由夏(今治
５
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市)津気屋らーめん(さいたま市)㈱遊楽
(さいたま市浦和区) 埼玉ﾕﾆﾌｫ-ﾑ(さいた
ま市南区)悴田智子(高崎市)白戸(世田谷
区)星崎智恵子(熱海市)長田 展子(藤沢
市)佐藤江梨子(湯沢市)宮根百合子(帯広
市)川上あけみ(町田市)東京調布国際教
育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 会長 栗林節子(調布市)大
渕小夜子(さいたま市南区)以上 44 名の
皆様、他匿名 2 名の皆様にご寄付頂きま
した。有り難うございました。
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)
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し上げます。今年も皆々様にとって良い
年でありますように。本年もよろしくお
願い致します。

◇支援情報◇
※４、植林支援
：ケニア共和国北東州ガリッサ県、ウガ
ンダ共和国カルング県にて行っている
植林活動に、貴方の木を植えませんか？
植えた木の根元に貴方様のお名前木札
を目印立てて育てます。
植える木の種類：マンゴー、バナナ、柑
橘系の木、アップルマンゴー、インドセ
ンダン、松、檜、等
収穫はご自身でお願いします。現地まで
の旅程はお手伝いします。1 本/1 万円

☆お便りコーナー☆

（2012/9〜2013/2 月末）
◇先日、上野公園の入口で黒人の若い男
女の方が困っているｱﾌﾘｶの子供を救っ
て下さいと募金をしておられました。日
本人も他国の困っている人々に目を向
【物資募集】特殊車両救急車、収集パッ
けていただいたらいいなあとつくづく
カー車募集中！その他いらなくなった、
思いました。◇前略 知人より貴社を紹
農機、農機具（トラクター・耕耘機）が
介されました。大事に‥ 宜しくお願い
あったらご寄付ください。
致します。◇そろそろ選挙があるそうで
送り先：ウガンダ共和国カルング県
すが、候補者の演説が国民より党利党に
編集後記
向いている気がします。私だけの思いで
しょうか。◇いつもお世話様です。気候
遅ればせながら、明けましておめでとう
が不順のこの頃皆様、体調に気を付けて
ございます。2013 年もあっという間に
活躍して下さい！！◇年末となりまし
二ヶ月が経ってしまいました。今年の植
た。いつも世のため、人のため御苦労様
林隊は８月になりました。奮ってご参加
です。その善意が波及されますように願
下さい。復興支援も継続中です！
っています。◇昨年は政権が変わった年、
発行：ＡＡＡアジア＆アフリカ
選んだのは国民一人一人、国民にとって
の政治家の意識がかわらないかぎり、自 〒338-0823 さいたま市桜区栄和 1-12-18
ホームページ http：//aaag.org
分にとっての利益がというところの意
Ｅメール：global-family@aaag.org
識が優先されるといつまでたっても変
☎＆FAX：０４８８５８５５４４
わらないでしょうね。◇寒中御見舞い申

◇募集情報◇

６

