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Letʼs Help Each Other as a Global Family

地球家族のたすけあい 48 号
Affection Accomodation Action Generation
といったことを意識して始めました。
ウガンダでもブロイラーでの養鶏も多
くされており、大規模にやっている所も
ありますが、薬を使い健康とは言えない
養鶏での卵なので美味しくなく、安心で
きるものではありません。村の農家では
地鶏を放し飼いにしているところも多
く、こちらは肉こそ固いけれど鶏肉の味
がしっかりしており、卵も美味しいけれ
ど、管理ができていないので、大規模に
できるものではない事。 そんなことか
ら、今は小規模の鶏小屋でスタートしま
したが、オーガニックで安心安全の鶏肉、
鶏卵を自然に近い形で管理し、ゆくゆく
は大規模にできる地盤を作りたいと考
えています。 また、AAAーU 現地拠点
の収入源にもなればと考えています。
この鶏小屋は土嚢技術を使って手作り
で建てました。 しかし、鶏に土嚢袋を
掻き毟られて破けてしまう為、内側の壁
はレンガ積みを改めてしなければなり
ませんでした。このプロジェクトは 泉
東分教会様,益村様,津気屋様,埼玉ユニ
ホーム様からの支援金で挑戦させて頂
いております。

海外報告
ウガンダ／ ＡＡＡーＵ
ウガンダ最新情報！ブログ更新中！
http://blog.livedoor.jp/musoke/

第 9 回サッカーAAA カップ
4月から開幕した第9回サッカーAAA杯
が6月2日の決勝戦にて閉幕。
今回は近隣の村から8チームが参加。
決勝戦はナブトングヮTC 対 ブセケ。
30 でナブトングヮ TC が 9 代目チャン
ピオンとなりました。
来年は、いよいよ AAA 杯 10 周年。
記念すべき時を迎えるにあたって
１、記念大会として優勝賞金の増額
２、木の棒でできたゴールを、ネット
付きのしっかりしたゴールに！
３、平らなグランドに整備！
全部は無理でも、少しでもやれたら良い
なぁと思っています。ご協力宜しくお願
いします。

養鶏プロジェクトスタート！
オーガニックの養鶏プロジェクトを始
めました。このプロジェクトは
○EM を使ったオーガニックでの養鶏
○自然環境への配慮
○安全な肉と卵の生産

『EM栽培実験 ジャンジャーロ（豆）』
2013年Ａ(3月〜5月)シーズン実験中!!
実験では EM ボカシの施用が遅れまし
た。これまでの実験では畑の準備の段階
１
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で EM ボカシを投入していましたが、留
守中に投入を忘れてしまったので、追肥
というかたちで EM ボカシを投入しま
した。EM ボカシの投入が遅れたことで、
EM の効果がしっかり出る前に収穫とな
ってしまうので、EM の効果が少なくな
るということは考えられますが、それ以
外は変わらないので、今回はしょうがな
いかと思います。
『パパイヤの実が付き始めました』
2011 年 12 月に安井幹直さんが記念
植樹して下さったパパイヤ（ウガンダで
はパーパーリとかポーポーという音で
言います）に実が付き始めました。
流石に地の物。実が付くのも早いです。
実が少し赤めのタイプのパパイヤです。
少々小振りでしたが、木で熟れ始めたの
で、鳥に食べられてしまう前に美味しく
いただきました。
4 月 23 日にウガンダに戻りました。
約５か月間の長い帰国。２か月以上日本
に滞在したのは多分 10 年 ぶり。ウガン
ダに戻って来て早々にマラリアに罹り、
熱はいつもより低めだったのですが、今
回はいつも以上にボーっとしておりま
した。
諸事情により今年から当分の間は、ウ
ガンダに常駐というこれまでの様な形
ではなく、私は留守がちになりますが、
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留守中は Ssempebwa Rogers (センペ
ーブヮ)が活動を継続してくれます。な
かなか思うように活動する（これまでも
そうですが・・・）のが難しくなってく
ると思いますが、現地と連絡を取り合い
ながら活動を続けていきたいと思って
おります。今後共宜しくお願い致します。
リンゴの木の根元のすぐ近くに新しい
リンゴ（脇芽？）が生えてきました。出
来れば移植して木を増やせたらと思い
ます。
AAA-U/山崎敬充

※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。

※２、農業自立支援
AAA̶U のコーヒープロジェクトです。
村の小農家がコーヒーの販売で収入を
得れる事を目的とした自立支援活動で
す。将来的に安定したオーガニックコー
ヒーの製品化を目指し農業指導、設備協
力をしていきます。

ケニア／ シンバの森レポート
今年 2013 年 8 月 17 日〜8 月 30 日、
第５回 AAA しょくりん隊を実施します。
今回は参加者：山崎純子、中里睦子、金
子佑三、渡辺 茂、山崎毅史、以上 5 名

AAA アジア＆アフリカ創立 20 周年記念パーティー
AAA の「地球家族のたすけあい」が今年で 20 周年を迎えました。
この機会に懐かしの皆さんと顔を会わせて今後のたすけあいについてご相談したいと思います。

日時：11 月 2 日 (土)〜３日 (日・祝) の国際フェアに合わせて予定しています。
２
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で行ってきます。

※３、井戸掘り支援

コラコラ風車修理開始
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修理が始まり
ました。この風車は 20 年以上自然の風
力で稼働していた環境に優しく現地の
皆さんにも役立つ風車です。
ご寄付頂きました皆様ありがとうござ
います。今後も継続的な管理を実施して
命の水を現地の皆さん、小学校の生徒達
にお届けしたいと思いますので、風車の
維持管理として継続的なご協力をお願
いします。また、ガリッサでは、砂漠化
が進む中、まだまだ水汲みの為に子供達
が一日かけて川まで歩いて行く生活が
続いています。一つでも多くの井戸を各
村に掘り当て、水を供給できる様にした
いと思いますので、井戸掘り支援も宜し
くお願いします。
また、植林隊でミコノインターナショ
ナル敷地内に植えた木々も約 500 本を
超えてきました。
毎日、現地ワーカーさん達が水やりをし
てくれていますが、水やり用タンク、水
道設備の増設が必要になっています。
『シンバの森』作り、及び植林活動の維
持管理に引き続きご協力お願いします。

アフリカに行ってみたい/暮してみたい
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：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

※４、植林支援
１、ケニア共和国北東州ガリッサ県
２、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
植えてみませんか？植えた木の根元に
貴方様のお名前木札を目印として立て
て育てます。
植える木の種類
１：モリンガ（実から木の幹まで食べれ
る薬膳の木）、２：マンゴー、３：バナ
ナ、４：柑橘系の木、５：アップルマン
ゴー、６：インドセンダン、７：松、８：
檜、等
1 本/1 万円
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。（費用別途）

ケニア／ NGO URYU レポート
東京調布国際教育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会から頂い
たピアニカを奈良県吉野町にあるNGO
URYUの皆さんが届けてケニアの小学
校に届けてくれました。
6月4日(火)：ケニア共和国西アセンボ
地区ボンド県ランブグ村にある生徒数
250名のGANGU(ガング)小学校へ、

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

３
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AAAからお預かりした鍵盤ハーモニカ
10台を、リコーダー8本、長縄跳び、文
具等と共に贈呈させて頂きました。
贈呈式では、自己紹介、日本人５人で
『幸せなら手を叩こう』を鍵盤ハーモニ
カとリコーダーを使って演奏しました。
生徒も、先生も一緒に手を叩いたり、足
を踏んだりして楽しみました。又、長縄
跳びの使い方実演では、日本人もつっか
えるし、先生も出てきてつっかえるしと、
皆でとても楽しい時間を過ごしました。
続けて、校長先生から来訪のお礼、贈呈
品のお礼、寄付金のお礼の言葉があり、
名残惜しいなかお別れしました。
全員元気に帰国後、1週間で2名がマラ
リア感染の為入院しました。日本でマラ
リアに対応している病院を知らなかっ
たのですが、天理よろづ相談所病院と奈
良県医科大学付属病院の迅速な連携で
一命を助けて頂きました。又奈良医大に
は海外渡航者外来が最近開設された事
を教えて頂きました。
帰国後、マラリアにかかることは希で
すが、帰国して10日間ぐらいは急な体力
低下を避け、気をつけてゆっくりとした
生活を心がけなければいけない事を痛
感しました。(入院患者談)
これから行かれる方は、海外渡航者外来
で最新情報を入手して出掛けるのもお
奨めです。
NGO URYU / 阪本智恵
お問合せ：奈良県医科大学付属病院
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0744-22-3051(代)海外渡航者外来担
当です。
NGO URYU（COSMODRAGON）
http://uryu.tripod.com/trimain-2

国内報告
東日本大震災復興支援
AAA では震災直後より世界規模の災害
として、国際救援支援活動の位置づけで
復興支援活動を継続しています。
東北では毎日ニュースの話題に上がる
震災の様子ですが、関東から西日本では
めっきり被災地の情報が減ってきてい
ます。AAA では毎月スタッフを派遣し
て、現地の状況を逐次把握しながら、被
災者に寄り添った活動を目指して支援
を行っています。
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
設住宅での生活にも目処がついてきま
したが、高齢化、若者離れの進む現地で
は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
エプロンやアクセサリーを販売。
エプロン：￥500 円、小物：￥300 円

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
４
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◎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
支援グッズを買って、支援しましょう！
是非、大勢の皆さんにお声掛け下さい。

まごころ会員さん
有り難うございます
(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
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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

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)

Dance Scool Fellow 長岡富二男(さい
たま市南区)平野美香子(熊本市中央区)
松本重次郎(春日部市)奥門三千男(目黒
区)田中恵子(神戸市中央区)嶋村 明子(稲
毛区)田中由美(鎌倉市)沖田しのぶ(北名
古屋市)池田 吟子(和光市)鵜飼澄子(宇治
市)(和光市)佐藤 恭子(京都市左京区)田
中由美(鎌倉市)吉田 茂(加茂市)吉田光子
(加茂市)岩切淑子(日置市)松本重次郎

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)
５
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(春日部市)嶋村明子(千葉市稲毛区)松本
重次郎(春日部市)斉藤 真希(伊那市)弓野
真祐美(釧路市)澤田洋子(横浜市北区)中
里睦子(新宿区)櫻井ソノ(中野区)渡辺 茂
(足立区)松本重次郎(春日部市)桝田 澄子
(新宿区)以上 28 名、他匿名 3 名の皆様
にご寄付いただきました。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。
（2013/3〜2013/7 月末）

です。宜しくお願い致します。◇前略 遅
くなりました。5,6 月のまごころさんで
す。そろそろ梅雨になりますね。皆様、
お体に気を付けて、ご活躍下さい。◇選
挙も近づいてきました。ポスターみても
興味がわきません。かといって投票しな
いと政治の事は云えません。国民の意識
も変わらないと思います。

◇募集情報◇

しを終えた帰路、復旧不可能な線路にア
スファルトを敷いて代替えバスが運行
する BRT に乗って帰ってきました。被
災地の変わっていない様子が BRT の車
内から間近に見る事が出来ました。東日
本大震災、全然復旧してません。災害大
国日本において、災害の復旧復興は長引
かせてはいけない。次の災害迄に、全力
で東日本をまず終らせましょう！政治
や行政やお金の問題ではありません。問
題は一人一人の意識です。皆で掛かれば
すぐに復興出来ます。一日も早い復興に
向けて、ご協力を宜しくお願いします。
そして、アフリカもお忘れなく。

編集後記

【物資募集】特殊車両救急車、収集パッ
カー車募集中！また、農機、農機具（ト
ラクター・耕耘機）があればご寄付下さ
い。送り先：ウガンダ共和国カルング県

☆お便りコーナー☆

先日、被災地での炊き出

（2013/3〜2013/7 月末）
◇昨年は政権が変わった年、選んだのは
国民一人一人、国民にとっての政治家の
意識が変わらないかぎり、自分にとって
の利益が！という意識が優先されると
いつまでたっても変わらないでしょう
ね。◇ようやく春らしくなった今日この
発行：ＡＡＡ アジア＆アフリカ
頃、黄砂なども飛んできて、布団や洗濯
物もなかなか干せなくて困りものです 〒338-0823 さいたま市桜区栄和 1-12-18
ホームページ http：//aaag.org/
が、やはり暖かくなると気分も明るくな
ってきます。皆様はどうでしょうか？遅
Ｅメール：global-family@aaag.org
くなりましたが、3,4 月のまごころさん
☎＆FAX：０４８８５８５５４４
シンバ基金

第六回 AAA しょくりん隊 参加者募集 !!

【慎みスピリッツ！】温暖化・砂漠化防止プロジェクト 費用￥250,000 円（観光別）
行き先：ケニア／ガリッサ,期間：2014/６月 17 日〜６月 27 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(追加$300 ﾄﾞﾙ) 〆切：2014/5/15

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。
６

