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シンバ基金 第 11回 AAAしょくりん隊参加者募集 !! 
【慎みスピリッツ！】環境浄化・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）最小遂行人員 5人 

行き先：ウガンダ／マサカ,期間：2018/1月 26日～2月 7日 12泊 13日 〆切：2017/12/10 
交通：トルコ航空（成田発着予定）※サファリ等観光はオプション(別途$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。 

海 外 活 動 報 告 
  ウガンダ／ＡＡＡーＵ 
 2017年8月24日～9月6日で第10回
AAAしょくりん隊を派遣しました。参加
者５人：山﨑純子代表、中里睦子理事、
山﨑毅史、久保山博文（アルプス工務店）、
山﨑敬充ダイレクター（AAA-U） 
 ウガンダ到着後、現地で活動するチル
ドレンホープの石原さんご夫妻を訪問。
翌日、村に入るための買い出しをして夕
方村へ移動。途中、赤道見学をしてから
村へ入りました。今回はカルング県内の
２箇所の小学校とルカヤ地区の小学校
で子供達と一緒に植林活動を行いまし
た。活動の後にはみんなで学校周りやグ
ランドのゴミ拾いも実施して環境整備
も行いました。子供達には代表からの挨
拶で地球環境を綺麗に保つ事の大切さ
を伝えて頂きました。この時期は乾季か
ら雨季への変わり目で、雨が降り始めて
道が泥濘始めて村への地道移動が危う
い事もありましたが、無事に活動でき３
校小学校と１地区村に合計2,525本の

苗木を配りました。 
植林と併せて中里理事が新宿区暮らし
の保健室利用者の皆様よりお預かりし
た文具も贈呈しました。 
 また、今回は熊本地震の家屋解体で出
てきたソーラーパネル２枚と名古屋市
のサンエー技研 松沢様よりご寄付頂い
たソーラーパネル２枚の計４枚をAAA
ーU拠点の屋根に追加設置できました。
次回、バッテリーも追加設置できるよう
に準備したいと思います。 

第13回AAAカップ開幕 
 2017 年９月に第 13回サッカーAAA
カップ開幕。第 10 回しょくりん隊も開
幕式に参加。代表の山﨑純子へ優勝杯返
還及びレプリカの贈呈。開幕戦では久保
山さんも体験出場させてもらいました。
予選リーグにて熱戦が繰り広げられて
おり、来年 2月に決勝戦が行われる予定
です。 
 第 12 回サッカーAAA カップで優勝
したブセケ村は、優勝賞金でヤギを購入
して繁殖プロジェクトが始動しました。 
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国 内 活 動 報 告 
国際フェア2017出展 

 11 月 5 日(日)にさいたまスーパーア
リーナ内にて、コープ未来と埼玉県国際
交流協会の共同開催された国際フェア
2017に今年も出展しました。会場では
活動写真の展示の他、ウガンダの物産は
じめ、東日本大震災で被災した気仙沼市
唐桑町の仮設住宅で製作された人形や、
熊本地震で被災している南阿蘇村の農
産物を支援販売しました。大勢の皆様に
ご来場頂き、お手伝い頂きました皆様大
変ご喜労様でした。ありがとうございま
した。参加者：山﨑純子,中里睦子,岩田
悦子,榎本日佐子,山﨑栄慈,智子,和奏,滉
人,咲楽,勇人,大竹サエ,山﨑敬充,美江,敬
陽,敬太,美月,敬満,美惺,鈴木桜花,川越久
督,山﨑毅史,正美,毅治朗,合計 23人 

東日本大震災復興支援 
 宮城県気仙沼市唐桑町では、ほとんど
の仮設居住者が公営住宅に移り数軒の
み仮設生活の方が残っているそうです。
福祉の里で１箇所を残して仮設住宅の
解体作業も進んでいます。東北もまだま
だ復興途中ですが、唐桑ひのきしんレデ
ィースの小山ミツコさん、佐藤暢子、鈴
木邦子さんが集会場を利用して公営住
宅に移られた方の継続支援を行なって
います。ありがとうございます。 

熊本地震支援活動南阿蘇村 
 2016 年４月 14日、４月 16日立て
続けに震度７という大きな地震災害に 
対し、幹線道路の崩落で孤立している南
阿蘇村の支援活動を展開しています。 

昨年 12月には俵山トンネル、本年 8月
長陽大橋、10月には南登山道が復旧開
通し南阿蘇村へのアクセスがだいぶ良
くなりました。昨年開設した南阿蘇ヘル
プセンターにて農業支援を中心に活動
していますが、解体の仕分け、荷物の片
付け、引越しの手伝いなど、まだまだお
手伝いすることがあり、スタッフ募集中
です。 2017 年 10 月末で述べ約 1,650
人の皆様にご参加頂き約 400 世帯ある
農家さんのうち55軒の農家さんの300
件以上の案件をお手伝いしました。 
道路の復旧も進み、観光でも足を運び易
くなりました。活動参加の為だけでなく、
南阿蘇村に行くことが支援に繋がりま
す。南阿蘇村役場総務課にて高速道路減
免の災害派遣従事車両の手続きにもご
対応いただけます。まだまだお手伝いす
ることがたくさんあります。拠点の家に
宿泊も可能です。お時間ある方はお気軽
に南阿蘇村へ是非お越しください。 
南阿蘇村での活動の様子は南阿蘇ヘル
プセンターの FB ページをご覧下さい。 
https://www.facebook.com/minamia
so.hc/ 
2017年10月末現在￥10,773,768円の
活動支援金のご協力を頂いてます。 
(内 赤い羽根中央共同募金会ボラサポ九
州助成金第3期￥1,890,381円, 
第4期￥2,710,161円助成頂きました。) 

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 山崎敬充 山崎毅史 



  ＡＡＡニュースレター      ２０１７年（平成２９年）１1月 20日 第５５号 

 ３ 

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 植
田良治 天理教渕和分教会 埼玉県国際交
流協会 松本重次郎 福本雅彦 福本道子 
藤井翔平 天理教日置荘分教会 天理教大
ヶ塚分教会 佐々木省三 アルプス工務店
久保山博文 
ご寄付戴き有難うございます 
松本重次郎(春日部市)小野寺雄毅(北上
市)中里睦子(新宿区)小野寺志真(仙台市
太白区)佐藤洋子(横浜市磯子区)保育園
vivi(厚木市)外林妙子(福山市)長慶寺千
穂(横浜市泉区)櫻井ソノ(中野区)以上 9

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。（2017/1
～2017/10月末） 
熊本地震活動支援金 

田實由紀子(鹿児島県),大阪AAA応援隊 
堀内誠秀(大阪府),南阿蘇ふるさと復興
ネットワーク(南阿蘇村),まねき馬倶楽
部(東京都),FMCC福岡おはようカーク
ラブ(福岡県),天理教大鳳大教会(大阪府)
天理教柳島分教会(埼玉県),天理教泉東
分教会(大阪府),アルプス工務店久保山
博文(佐賀県),天理教南愛青年会(愛知県),
天理教愛昭分教会(愛知県),中村憲広(南
阿蘇村),鳴海日出夫(大阪府),天理教神之
倉分教会(宮城県),栃原辰郎(南阿蘇村),
伊藤芳隆(南阿蘇村),天理教藤広分教会
(広島県),松本浩志(南阿蘇村),天理教東
濃大教会(岐阜県),小堀(南阿蘇村),太田
博子(鹿児島県),天理教東大分分教会松
井(大分県),久山英毅(岡山県),門川美幸
(奈良県),やきにく元太(鹿児島県),天理
教泉中婦人会(大阪府),川上英悟(栃木県),
暮らしの保健室(東京都新宿区),天理教
本芝福分教会 小松崎義博(大阪府),天理
教島富分教会辻井(大阪府),今村力男(南
阿蘇村),小林陽子(埼玉県),天理教渕和分
教会山崎栄慈(埼玉県),北山澄絵(南阿蘇
村),吉野理恵,榎本日佐子(埼玉県),柳生
泰子(埼玉県),さくらファーム嶋津誠一
(南阿蘇村),南阿蘇ふれあい農園(南阿蘇
村),下田正博(南阿蘇村),後藤公郎(南阿
蘇村),甲斐敏一(南阿蘇村),清水 功(神奈
川県)伊藤隆幸(南阿蘇村)匿名(熊本県) 
赤い羽根中央共同募金会 
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☆ お便りコーナー ☆  

◇内乱が沈静化します様に子供の笑顔
が曇らない日が一日でも早く訪れます
様に◇トランプさんの発言はテロリス
トも大多数の善良な市民も一色多いく
ら武力を使っても鎮圧することはでき
ない自分さえ自国さえと言ったエゴで
しょうね◇どんな苦境にあっても立ち
上がっていく勇気,側で支え合うことが
乗り越えていく力になっていくのです
ね。人の力は悪い方にも傾くし.良い方に
も傾く。後者の気持ちを大切に持ち続け
て下さい。◇やっと桜が満開、世界の国
のどこよりも四季の美しい日本、常春の
国、日本に生まれた事に感謝です。◇緑
の清々しさに心洗われます。四季のある
日本、四季折々の感じ方を豊かにとあり
たいものです。◇緑の濃艶が気持ちを和
やかにしてくれてますね。四季のある日
本に生まれたことに感謝です。◇日本の
政界、瓶の中の出来事、優秀な人がおら
れるはず、世界の目を向けてもらいたい
ですね。◇ホームページ、フェイスブッ
クを拝見致しました。少しでもお役に立
てれば嬉しいです。宜しくお願いいたし
ます。◇猛暑が続いております。暑くて
もクーラーに涼を求められること、有難
い事だと思います。◇内戦、テロ等々何
の益にもならないところに膨大な費用、
愚かで悲しいことですが、人間の知恵で

良き方にいくよういつも思います。◇テ
レビを見ていますと、世界の経済的格差
が酷い様に思います。強い者はあくまで
も強く、弱い者はあくまで弱い現実です
が、その中にも心優しい人達が光となっ
て照らしています。(2017/1～10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】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（4WD、ハイエース） 
【現地渡航】しょくりん隊 forウガンダ 
期間：2018/1月、8月を予定しています。 
【スタッフ募集】AAA の活動を支える
事務スタッフを募集。HP 製作、会報作
成、助成金申請などの事務作業得意な方 

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/ 
https：//www.facebook.com/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) 


