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ミコノインターナショナルガリッサ片付けスタッフ 緊急募集 !! 
ケニア・ガリッサの土地を年内に市へ引き渡す為、片付けを手伝いに行きます 
費用￥250,000 円(まごころ会員)￥300,000 円（非会員）（観光別） 

行き先：ケニア／ガリッサ,期間：2015/11 月 11 日～11月 27 日 15 泊 16 日（機内泊含む） 
交通：エティハド航空予定（成田発着予定）※サファリ等観光はオプション(別$500) 

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。 

海 外 報 告 

ウガンダ／ＡＡＡーＵ 
 8月12日～21日で第８回AAA植林隊
を実施しました。今回の参加者は理事の
中里睦子さん、金子義治さん、照美さん、
さわちゃん家族３人と私の５名とケニ
アからミコノインターナショナルの土
方さん、藤ノ木さん、ジュマさんの計８
名、ルカヤにあるセンピジャ氏の苗木農
場撒水施設設置工事の活動でした。 
12日：夜成田空港出発、カタール王国の
ドーハ空港を経由して13日の昼過ぎに
ウガンダのエンテベ空港に到着。 
14日：カンパラでセンピジャ氏にと打ち
合わせ、ルカヤの現場でまた会う事に。 
15日：必要資材等の買い出し。 
16日：ルカヤにてセンピジャ氏と打ち合
わせ。水源からの距離等を測量し下準備。 
17日：配管工事が完了、しかしルカヤに
あるポンプがまともに働かず、水が出る
姿は見れませんでした。急遽ポンプを購
入することにし、撒水の様子を見る事は
私の宿題になりました。 

愛車ハイラックスとお別れ 
まごころ会員の寺田様よりご寄付頂い
たトヨタ４WDピックアップのハイラッ
クスをミコノインターナショナルで使
って頂く事となり、18日カンパラへ戻り
土方さん御一行、ハイラックスとお別れ。
長年(15年)ウガンダで活躍したハイラ
ックスを土方さん達がケニアに乗って
帰りました。ウガンダで連れ添った愛車
ハイラックスともこれでお別れ、この後
はケニアで最後の一働き。私としてはち
ょっと寂しくもあります。 
土方さん御一行を見送った後18日、19
日の1泊2日でマーチソンフォールズ国
立公園へサファリ。タイトな日程となっ
てしまい、あまりゆっくりできませんで
したが、楽しめました。この滝はナイル
川の源流から数百キロのところです。 
20日：第8回植林隊inウガンダ、サファ
リからカンパラに戻り、お土産を買って
現地日程終了。撒水施設設置工事、ポン
プの都合で水が出るのは私の宿題とな
り、大変良い勉強になりました。 

  Let’s Help Each Other as a Global Family 

  地球家族のたすけあい 52 号 
Affection Accomodation Action Generation   
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ヤギの赤ちゃんが産まれました 
21日：山羊の子供が２頭産まれました！
植林隊の皆さんが滞在中に夜な夜な鳴
いていて、もう産まれるんじゃないかと
言っていましたが、植林隊を見送り村に
帰ったら産まれていました。妊婦ヤギを
預かる時、産まれた子の半分はセンペー
ブヮが貰える約束で、前回は流産してし
まっていましたが、今回は無事２頭出産
でヤギ１頭獲得！ 
22日：カンパラのポンプ屋さんでポンプ
購入、ポンプ部分のスペアまでくれまし
た。良い所を見つけました。散水は良い
具合でミストの様に水が出ました。しか
し、今回買ったポンプの吐き出しの圧力
が弱い様で、散水ホース(50m)の半分ま
で、それより先は勢いが出ませんでした。
とりあえず今回のミッションは終了。水
タンクを設置したり、もっと大きなポン
プを買うとの事なので、それらの工事が
終わったら今回の配管に繋いで使って
行く事になります。もっと強いポンプで
先まで出るようにするか、ホースを半分
に切って配管を増やす事になるかです。 

救急車・コンバインなど贈呈 
 6月に着いた救急車などが入ったコン
テナのクリアランス（税金等の手続き）
がほぼ終わり、救急車はカルング県のブ
クルラヘルスセンターに贈呈されまし
た。コンバインはルカヤの稲作をしてい
る田んぼで使われる事になり、働き出し
ていました。 

第12回AAAカップ開幕 
 第12回を迎えるサッカーAAAカップ
が9月5日に開幕しました。2月1日の決

勝戦に向けて順次熱戦が繰り広げられ
ています。これまでの開催の中で、色々
なトラブルを経験し、色々と支援のプロ
ジェクトを試行錯誤、四苦八苦してやっ
てきていますが、出場選手の登録など運
営での取り決めをしっかりとしていこ
うと言った、大会運営に携わる人々の責
任感などに成長がみられています。 
プロジェクトそのものの結果も大事で
すが、そこに関わる現地の人の苦労と経
験、そして成長していく姿を見ると、活
動を続けて行く事の大切さを感じます。 
以上、ご報告致します。ありがとうござ
いました。   ＡＡＡ̶Ｕ／山崎敬充 

※ 教育支援 
 ウガンダ共和国カルング県ナヴトング
ァ小学校・ルワベンゲ郡バリクデンベ中
学校の教材、図書、スポーツ用品等の補
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。 

※ 農業支援 
 カルング県各所での植林活動、ルカヤ
町でのモデル農場の整備などで EM 普
及活動を行なっています。また、トラク
ターや農業機具を必要としています。 

※ スポーツ振興支援 
 ウガンダ共和国カルング県で行なって
いるサッカーAAA カップの運営・サッ
カー場整備などの充実を図っています。 

ケニア／ガリッサ緊急レポート 
 前回お知らせした４月２日に発生した
ガリッサ大学でイスラム過激派組織ア
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シンバ基金 第 9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、センピジャ農場整備  

費用￥350,000 円(まごころ会員)￥400,000 円（非会員）（観光別） 
行き先：ウガンダ／マサカ,期間：2015/8 月 16日～8月 28日 12泊 13日 〆切：2015/6/30 
交通：カタール航空予定（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。 

ル・シャバーブによる 147 人が死亡す
る襲撃事件に伴い、現地で活動している
ミコノインターナショナル代表の土方
氏が一時帰国され関係団体との協議の
結果、ガリッサで生活しながらの活動は
中止する事になりました。現在、土方氏
と藤ノ木さんが再渡航し活動を収束す
る手はずで動いております。ガリッサと
ナイロビの中間地点に当たるムィンギ
という町近郊のングニで生活拠点が決
まり事務機能等を移して支援を行なっ
ていきます。８月からママハニ孤児院支
援も再開になり、ご報告頂いております。 

ケニア／ママハニ孤児院レポート 
 ９月１日、ママハニさんへの贈呈を行
ってきました。今回はAAAの５月分と、
先日ウガンダで中里さんからお預かり
した６００ドルのうち１００ドル分で
贈呈しました。最近になって日本円のレ
ートが少し良くなったのと、ドルはかな
り良い事から、前回よりも多目に渡す事
ができました。今回は、お米・ウガリ粉・
小麦粉（チャパティ用）・砂糖・油・牛
乳・洗濯洗剤・紙おむつでした。宜しく
お願いします。  ミコノInt／藤ノ木明子 

ケニア／ミコノレポート 
 こちらはナイロビ（首都）、ングニ（新
拠点）、ガリッサを行き来しております。

移動が多いのと、ングニとガリッサはネ
ットワークが悪いため、報告に間があい
てしまう事をお許しください。さて、先
日ングニで泊まってきました。片付けは
ほぼ終わったのですが、今度の家は部屋
の中に水道が付いてないため苦労して
おります。流し台はガリッサで使ってた
ものを運んだので、問題は水道の方です。
タンクというか大きめのバケツに蛇口
を取り付けたのを置く構想はあるので、
後はそれを実行するだけです。水道がな
いと料理ができないので（しようと思え
ばできますが、したくない(笑））、この
前は缶詰をあけて凌ぎました。 
 前回のガリッサ入りの時、ガバナーに
会ってきました。ガバナーは日本での市
長くらいでしょうか(県知事ではない)。
ミコノの土地を政府に返すという事を
伝えてきました。最初、ミコノはガリッ
サを撤退すると伝えた時に、アスカリ
(警備)100人つけるから出ていかなくて
良いだろ？って言われました（笑）。有
り難い申し出でしたが、丁重にお断りし、
合意をもって会見を終えました。その時
の記事がGarissa County Government 
Press Unitのフェイスブックに掲載さ
れました。ページのアドレスは↓
https://www.facebook.com/aaag.or
g/posts/910477778999320?notif_t
=like 
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 9 月いっぱいで土地は返還しますが、
今年いっぱいは使わせて貰える事にな
っています。果して今年中に片付くの
か・・・。はっきり言って物があり過ぎ
るのです。３０年分ですから仕様がない
ですが、途方に暮れます。正直、片付け
ボランティア募集中です。一緒にミコノ
の最後を見届けませんか？ご応募、お待
ちしています！本気です（笑）。宜しく
お願いします。 ミコノ Int／藤ノ木明子 

※ ママハニ孤児院支援 
：ケニア共和国北東州ガリッサにあるマ
マハニーチルドレンホームの生活費を
毎月１万円分支援しています。約 50～
60 人の子供達の食料や生活消耗品を購
入してお届けしています。お力添え宜し
くお願いします。 

国 内 報 告 

国際フェア2015出展決定 
 毎年さいたま新都心けやき広場にて開
催されている国際フェアが、本年は 11
月3日(火)にさいたまスーパーアリーナ
内にて開催される事が決まりました。今
年も出展致しますのでお誘い合わせの
上、是非ご来場下さい。当日はウガンダ
での活動の様子を展示したり、アフリカ
のコーヒー、紅茶を振る舞ったり致しま
す。お手伝い頂ける方はご一報下さい。  
 昨年はこの会場で１名まごころ会員さ

んにご入会頂きました。ありがとうござ
います。 

アプレ・ジュエラーズ(株)  
6 月 12 日(金)埼玉県草加市にあるアプ
レ・ジュエラーズ株式会社さんで開催し
ているビジネススクールの最後に、AAA
の国際救援活動を 20分間プレゼンテー
ションさせて頂きました。社内の皆さん
はじめスクールの生徒さん合わせて約
３０名程の方々に聞いて頂くことが出
来ました。入口に紹介ポスターと募金箱
を設置して下さり募金がなんと
￥5,520 円も集まりました。また、AAA
オリジナル Tシャツを８枚もお買い上
げ頂きました。（この Tシャツはウガン
ダ共和国で作られています。）ありがと
うございます。アプレ・ジュエラーズ株
式会社さんのホームページはこちら 
http://www.aprejewellers.com/ 
貴重なお時間を頂きましてありがとう
ございました。 

JICA世界の笑顔のために 
昨年 11 月に JICA の「世界の笑顔のた
めに」プロジェクトでお届けした鍵盤ハ
ーモニカ 100 台がタンザニアの小・中
学校に無事配布されました。JICA より
現地からの写真と御礼の手紙が届きま
した。また、今年５月の募集で 40 台寄
贈させて頂きました。今回の 40 台はケ

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：００１１０-０-５２４３８ 
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ニア、タンザニア、ボツワナ、ザンビア、
ヨルダン、サモアへ分けて送られるそう
です。お送り頂きました皆様ありがとう
ございました。※ピアニカの送料寄付が
￥500 円から￥700 円に変更されまし
たのでご注意下さい。 

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。 
 公営住宅も出来始め、仮設から引っ越
して行く方が徐々に出てきました。今年
度で半数近くが仮設から出れる様です。
しかし、支援の手も減少傾向にあり、仮
設に残された方への支援はまだまだ必
要です。残っている多くが高齢の方なの
で医療支援に来て下さるお医者さんが
いましたら是非お力を貸して下さい。ま
た、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 
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) 
お蔭様で 4月に 2名ご入会頂きました。 
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 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 香川純子 計良 梢 天
理教渕和分教会 埼玉県国際交流協会 松
本重次郎 東京調布国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 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 アプレ・
ジュエラーズ㈱ 

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) 
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松本重次郎(春日部市)千田兼宏(小田原
市)嶋田久仁子(新宿区)山本美弥子(芦屋
市)櫻井ソノ(中野区)渡辺美夏(甲府市)
伊藤研三(枚方市)加賀美肖子(練馬区)ア
プレ・ジュエラーズ(株)(草加市)匿名(朝
霞市)以上 13 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。（2015/5～2015/8 月末） 

☆ お便りコーナー ☆ 
◇ジャージャーと水を使う日本人、一滴
の水も粗末にしない水に不自由な外国
の人達を思うと、大事にに水を感謝して
使いたいですね。◇エボラ出血熱、鎮解
代したのでしょうか？まだまだ苦しん
でいる方がいらっしゃるのではないで
しょうか。もう少しだけ、目を注いでい
かないとと思います。 
     （2015/5～2015/8月末） 

◇ 募 集 情 報 ◇ 
【物資募集】メガネ：1個￥500 円の送
料寄付が必要です。「Convex glasses」
(老眼用),「Nearsightedly」(近視用), 
「Hypermetropia」(遠視用) のいずれ
かと度数をわかる範囲でメモに書き添
えて眼鏡ケースにメモを入れて下さい。 
【物資募集】ピアニカ：1台￥700 円の
送料寄付が必要です。綺麗に拭いて掃除

してから送って下さい。 
【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）、車輛（トヨタランド
クルーザー、ハイエース）があればご寄
付下さい。 
※緊急！【現地渡航】ケニア・ガリッサ 
期間：2015/11/11～11/27（期間延長・短縮
可、要相談）、費用：￥250,000 円～、内容：
ガリッサの片付けお手伝い、〆切：10/20 
【現地渡航】しょくりん隊 forウガンダ 
期間：2016/8 月を予定しています。 

編集後記 いつも当会活動にご理解
ご支援ご協力頂きありがとうございま
す。ガリッサでの緊急募集にご参加頂け
る方いましたらご連絡下さい。申込みは
早めだと、飛行機のチケットを安く購入
できるのでお早めにご連絡下さい。 
 日本国内におけるマラリアに関する海
外渡航者外来での最新情報は 
お問合せ：奈良県医科大学付属病院
0744-22-3051(代)海外渡航者外来担
当です。 

発行：ＡＡＡ アジア＆アフリカ 
〒338-0823 さいたま市桜区栄和 1-12-18 
ホームページ http：//aaag.org/ 
Ｅメール：global-family@aaag.org 
☎＆FAX：０４８-８５８-５５４４ 

【あなたも地球家族の一員に】まごごろさん(AAA会員)募集中 ! 
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) 


