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Letʼs Help Each Other as a Global Family

地球家族のたすけあい 50 号
Affection Accomodation Action Generation
2012年度は教科書・机イス等の贈呈。
2013年度の校舎建設も無事に完了し、
2014年度は校舎の備品等、不足してい
る教材の補助支援をさせて頂きます。

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７回 AAA しょくりん隊 for
ウガンダ！ 参加者募集中！！

中古救急車輸送費募集！

第７回を迎える植林活動！来年２月に
は、ウガンダ方面で実施致します。活動
と共に現地の空気を是非味わってみて
下さい。聞くだけではわからない色々な
発見が体験出来ます。
TV東京系「世界ナゼそこに日本人」
に出演したNPOチルドレンホープさん
の活動現場も訪問しますよ！
〆切は2015年1月15日です。お早めに
お申し込み下さい。

埼玉県北足立郡伊奈町より埼玉県国際
交流協会を通じて頂いた中古救急車と
併せてコンバインやトラクター、耕耘機
を一緒にウガンダへ送る費用を募集し
ています。約 150 万円必要になります。
ご協力をお願いします。
お蔭様で、コンバインや耕耘機を数台
ご寄付頂きました。ご協力頂きました皆
様ありがとうございます。農機類まだま
だ必要になりますので、引き続きお声掛
けご協力をお願い致します。

※ 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の備
品、教材等の補助支援をさせて頂きます。
また、チャート小学校でも校舎の老朽化
等の問題から支援要望を頂いてます。

ナブトングァ小学校教育支援
彩の国国際交流基金の助成を受けて
2012年から来たナブトングァ小学校の
教育支援も３年目になりました。
シンバ基金

第７回 AAA しょくりん隊 for ｳｶﾞﾝﾀﾞ 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￥300,000 円(まごころ会員)￥350,000 円（非会員）（観光別）
行き先：ウガンダ／マサカ,期間：2015/2 月 16 日〜2 月 25 日

９泊 10 日

〆切：2015/1/15

交通：カタール航空（成田発着予定）※サファリ等観光はオプション(別$300)

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。
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えた木々も約 500 本を超えてきました。
しっかり根付いた木々の地面が砂地か
今年 2014 年 6 月 30 日〜7 月 8 日、 ら土に変わって来ていました。植林によ
第 6 回 AAA しょくりん隊 for ガリッサ
って砂漠化の防止を実感しました。
を実施しました。参加者：山崎毅史、中
『シンバの森』作り、及び植林活動の維
里睦子、以上２名で行ってきました。
持管理に引き続きご協力お願いします。
今回の活動では、以前に植えた木で根
半砂漠地帯のガリッサでは、未だに子供
付かなかった物の植え替え約 50 本、新
達が勉強の時間を削って水汲みをして
たに植林 20 本、植林地の視察、井戸掘
生活用水を確保しています。植林活動で
り、孤児院への食料の贈呈を行いました。 も苗木が根付くまでに水やりが重要に
井戸掘りでは幸運にも５m 掘ったと
なっており、植林と共に井戸を掘って水
ころで水脈に当たり更に２.２m 掘り進
場を増やしていくことが現地の人々の
めて井戸枠をしポンプを設置して完成
為に重要だという事に気づきました。
となりました。この井戸は現地ウーマン
グループさんへの寄贈となり立派な看
板も設置して頂きました。
：ケニア共和国北東州ガリッサ県を流れ
ウムルカヘル女児孤児院では第１回植
るタナ川流域の村々に、生活用井戸を掘
林隊の時に植えた木が大きく育ち、木陰
ることが出来ます。 一基：約 25 万円
で子供達が読書出来る様になりました。 お力添え宜しくお願いします。
そんな素敵な一面を覗かせてもらい、暑
いガリッサでの植林と井戸掘りの重要
性を改めて実感しました。
ママハニーチルドレンホームでは、現
在も 60 人程の子供達を預っていました。
中里さんのご好意で、土方さんのアドバ
11 月 1 日 2 日の二日間、さいたま新都
イスも有り食料や洗剤を寄贈させて頂
心駅けやき広場で開催された国際フェ
きました。ハニーおばさんも大変喜んで
ア 2014 に出展しました。雨の中お手伝
下さいました。今後も継続的に食料等の
い頂きましてありがとうございました。
支援を続けて行きたいと思います。
お蔭様でまごころ会員さん 2 名ご入会
ミコノインターナショナル敷地内に植
頂きました。

ケニア／ シンバの森レポート

※ 井戸掘り支援

国内報告

国際フェア 2014

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
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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

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。
高台移転先や公営住宅の造成も進み、
後は建物が建つのを待つばかりと比較
的落ち着いている唐桑の仮設住宅です
が、もう一息支援が必要です。各仮設手
作り支援グッズ購入にご協力下さい。
◎ 気仙沼市唐桑町
・『よってけ工房』/小原木中学校仮設
ランチョンマット・ふくさ・鞄：￥300
円、テーブルクロス：￥600 円
・『生きてっちゃ』/小原木小学校仮設
腕カバー・ポケットティッシュケース：
￥300 円、匂い袋：￥200 円
・『負けない象』/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
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 阪本智恵 阪
本いくえ 阪本あゆみ 阪本ゆりえ 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 中山
久子 藤野富子 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 福島
洋子 福島すみ 関口 敬 小寺るる子 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 住吉 望
西山華奈恵 中里睦子 高橋正夫 日高貞夫
前納正道 川上美也子 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 安藤夏子 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 小林寿美
子 小山光子 谷和弘満 郡川善嗣 埼玉県
国際交流協会 松本重次郎 嶋村明子 東京
調布国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 大矢邦一 藤井翔
平 天理教日置荘分教会 埼玉ﾕﾆﾌｫ-ﾑ ㈲紙
商興産 ㈲アイティー商事

◇募集情報◇
【物資募集】特殊車両救急車、収集パッ
カー車、建設重機、農機、農機具（トラ
クター・耕耘機）があればご寄付下さい。
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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)
人が増えていったら良いですね。◇短か
った夏ですが、秋の気配の風にあと少し
夏が良いかなと勝手なことを思います。
今が丁度良いのでしょうね。いつも。◇
天変地異なのか、色々な災害が起ります。
その中にあって、改めて生命があること
への当たり前と思うことがそうではな
いことが、只ただ感謝です。
（2014/5〜2014/10 月末）

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)

三枝啓子(国分寺市)松本重次郎(春日部
市)櫻井ｿﾉ(中野区)朝居真実(名古屋市北
区)鈴木潤吉(横浜市都筑紫区)久野高宏
(知多郡)伊澤茂(河内郡)久野高宏(知多
郡)原容子(岸和田市)澤田 洋子(横浜市港
北区)川嶋美代子(戸塚区)吉田順子(早良
区)七尾ひろ子(柏市)山口双葉(松戸市)
以上 19 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。
（2014/5〜2014/10 月末）

編集後記

救急車の輸送費用募金を

早いもので後１ヶ月で今年も終わりで
すね。少し早いですが今年も一年有り難
うございました。来年もどうぞ引き続き
ご支援ご協力をお願い致します。皆様も
お体十分にご自愛下さいませ。世界平和
の歩みも変わらずにコツコツ続けてい
きましょう！！！

☆ お便りコーナー ☆

◇爽やかな気候です。G.W は遠出せず、
映画を見に行きました。「アナと雪の女
王」です。冷たく閉ざされた氷の心が愛
の力で開かれていくストーリーです。◇
日本国内におけるマラリアに関する海
世界は格差があり過ぎる様ですね。富め
外渡航者外来での最新情報は
る人は極僅か、大半は色んな意味で貧し
お問合せ：奈良県医科大学付属病院
いと思います。平等になる事は永遠のテ
0744-22-3051(代)海外渡航者外来担
ーマでしょうね。◇先日「ノア」の箱舟
当です。
を観ました。聖書に出てくる創世記から
製作されたそうです。あらゆる生物（人
発行：ＡＡＡ アジア＆アフリカ
間も含めて）に慈愛が注がれての結果、 〒338-0823 さいたま市桜区栄和 1-12-18
今の現代が延々と続いているのですね。
ホームページ http：//aaag.org/
◇カラー入りの近況報告葉書有り難う
Ｅメール：global-family@aaag.org
ございます。肌の色、文化,etc 違ってい
☎＆FAX：０４８８５８５５４４
ても、人間の心が他を思いやる気持ちの
４

