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海外活動報告
ウガンダ／ ＡＡＡーＵ
2018年8月15日〜8月26日で第12回
AAAしょくりん隊&子供使節団を派遣
参加者9人：山﨑純子、中里睦子理事、山
﨑毅史本部長、山﨑敬充ダイレクター
（AAA-U）、佐藤清章、深野ふみ子、山
﨑滉人、山﨑敬陽、山﨑毅治朗
今回はカタール航空でドーハ経由にて
ウガンダに向かいました。16日午後エン
テベ空港にてトラベルパーラーのジョ
フリーさんにお迎え頂き、現地で活動す
る石原さんご家族のチルドレンホープ
で１泊しました。17日はカンパラ市内で
サファリのブッキング、両替、買い出し
を済まして昼過ぎにカンパラを出発、途
中の赤道で子供使節団による夏休み自
由研究大作戦「渦巻き実験」で北半球、
赤道上、南半球での水の渦巻きの違いを
自分たちの手で挑戦し見事に失敗に終
わりました。帰りの日程で再挑戦です。
夕方には無事に村に到着できました。18
日は体調調整を兼ねて村生活水汲み体

験行きは15分程度の道のりを帰りは満
タンの水タンクを手で持って、約1時間
かけて拠点まで戻りました。19日は午前
中センピジャ農業大臣の自宅を表敬訪
問、午後からは雨季の始まりを予感させ
る一時的な土砂降りに会いましたが、カ
バレ・ルカヤ小学校にて少し待機して小
雨になってから生徒と一緒に植林を行
いました。20日はカルング県知事表敬訪
問に伺い、県の緑化計画や庁舎移転の協
力要請を頂きました。カルング県では10
万本の植林を計画していて、今回は
2000本の苗を提供させて頂きました。
また、今の知事はAAA-Uで初めて校舎
建設を行ったチャート小学校の建設中
当時の生徒会長だったそうで、嬉しい再
会を果たしました。今後も県としての相
互協力でAAA-Uの活動に協力して下さ
ると約束してくれました。午後からはバ
ブラウラ小学校、チッジュルラ小学校に
て植林。今回はアボカド、ユーカリ、パ
パイヤ、槇、グァバ、ビワ、マンゴー、
グルベリア、チョガム、エビサンサ、オ
レンジ、セイデル、ムスィズィなど合計
3,896本の苗木を用意して植林し、植え

第 13 回 AAA しょくりん隊参加者募集 !!

シンバ基金
【慎みスピリッツ！】環境浄化・砂漠化防止・緑化プロジェクト
費用￥300,000 円(まごころ会員、子供)、￥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：2019 年検討中

13 泊 14 日

〆切：̶̶

交通：カタール航空（羽田発着予定）※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。
１
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きらなかった苗木は後程子供達に植え
て貰う事になりました。21日はイスラム
教のイーディー(割礼)の日で村中お休み
モードだったので活動は中止。午前中ナ
ブトングァ小学校を見学したり、午後か
らは鶏とウサギを絞めて命を頂く体験
をして唐揚げで美味しく頂きました。そ
して、カルング県のご協力で職業訓練学
校建設予定地の整地に燃料代のみで県
所有の大型重機を貸して下さり、整地が
完了しました。いよいよ建設に取りかか
れます。ありがとうございました。
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出展スタッフ募集中です。ご参加お願い
します。終了後、さいたま新都心駅付近
にて懇親会を行います。懇親会もぜひご
参加ください。

北海道胆振東部地震支援

9 月 6 日に発生した北海道胆振東部に
おける厚真町で震度７を記録した激甚
災害において緊急支援募金を開始、９月
10 日に厚真町・安平町・むかわ町・平
取町の災害対策本部と厚真・安平・むか
わ各災害ボランティアセンターを現地
調査し情報整理と情報発信を行なって
います。また、17 日 18 日の 2 日間で
安平町ボラセンの facebook ページのサ
2018 年 8 月 18 日に第 14 回サッカ
ポート、安平町子ども未来義援金ページ
ーAAA カップを開幕しました。山崎純
の立ち上げをお手伝いしました。積雪が
子代表による優勝杯返還、レプリカの贈
始まる前に大方の収束に向かえるよう
呈、今回初参加の佐藤さんの始球式で今
お手伝いしていけたらと思います。
シーズンも無事開幕です。今回は参加
支援金のご協力：天理教柴山分教会森田
11 チーム 55 試合の熱戦が繰り広げら
道明(菖蒲町)池畠彰之(川崎市)復興カラ
れます。翌日の予選に 5 年生の毅治朗君
オケヤッテマレ隊 逢見典道(北海道)金
が後半に出場させてもらい、斜面で凸凹、
子玲子(さいたま市)阪本智恵(吉野町)
牛糞ありのグランドでアフリカンサッ
計￥65,000 円(9/20)
カーを体験しました。開幕戦では、埼玉
熊本地震支援活動南阿蘇村
県国際交流協会から頂いたＴシャツを
平成 28 年熊本地震支援活動を展開し
ユニフォームにして試合に望んでいま
ています。震災３年目となる今年度は、
した。
農業のお手伝いだけでなく復興に向け
た各種ご依頼も増え、何でもやっていま
す。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
今年もさいたまスーパーアリーナにて
村役場総務課にて高速道路減免の災害
埼玉県内 NGO の祭典国際フェア 2018
派遣従事車両の手続きにも引き続きご
に出展します。10 月 14 日(日)10 時〜
対応いただけます（12/31 日まで）。
16 時です。アフリカ・ウガンダ、熊本
まだまだお手伝いすることがたくさん
地震での活動展示、ウガンダ・東日本大
あります。拠点の家に宿泊も可能です。
震災・熊本地震の物産販売を行います。 お時間作って南阿蘇村へお越し下さい。

第14回AAAカップ開幕

国内活動報告
国際フェア 2018

２
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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/

東日本大震災復興支援
宮城県気仙沼市唐桑町では、仮設住宅
の解体作業も終わり、唐桑ひのきしんレ
ディースの小山光子さん、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。防潮堤
や原発の問題など復興に向けて様々な
問題を抱えていますが、1 日も早く解決
できるようお祈りいたします。

埼玉 NGO ネットに加盟
８月９日付けで埼玉県国際協力協議会
の埼玉NGOネットワークに加盟させて
頂きました。当会含み県内15団体での構
成だそうです。外務省やJICA埼玉デスク
との橋渡しなどでお力添え頂けるよう
になりそうです。

まごころ会員さん
有り難うございます
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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 NPO 法人チルドレンホープ

ご寄付戴き有難うございます
曽根直美(倉敷市)佐藤真紀(帯広市)長谷
秋人(市川市)細渕智美(さいたま市)真田
和恵(福山市)岡本(新宿区)以上 6 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・記載漏れ等ありましたら
ご叱正下さい(2018/4〜2018/7 月末)

(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
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

熊本地震活動支援金
（2018/3 月〜8 月末）
北山澄絵(北海道)山内明史(気仙沼市)山
元美幸(熊本県)やきにく元太(鹿児島市)
伊藤芳隆(南阿蘇村)久山英毅(岡山県)匿
名希望,大森 博(南阿蘇村)小林陽子(埼玉
３
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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)
県)甲斐幸雄(南阿蘇村)中村憲広(南阿蘇
村)西川正樹(大阪府)渡辺麻紀(大阪府)
トミタユカ(熊本県)宇都宮農園(南阿蘇
村)川村和子(宮城県)天理教藤広分教会
(呉市)渡邊美和(荒尾市)星下和輝(筑後
市)山岸一博(菊陽町)田川文代(南阿蘇
村)丸野晃・かつこ(南阿蘇村)村上(南阿
蘇村)後藤貞徳(南阿蘇村)秋吉伸彦(北九
州市)田﨑理美(川崎市)山戸直(南阿蘇
村)松岡代二(南阿蘇村)下田正博(南阿蘇
村) 小林智征(南阿蘇村)甲斐靖浩(南阿蘇
村)佐藤政孝(南阿蘇村)笠野(南阿蘇村)
足立照晃(南阿蘇村)佐竹(南阿蘇村)犬塚
賢治(南阿蘇村)松本浩志(南阿蘇村)山内
のぶ子(南阿蘇村)西村恵美(佐賀県)土方
栄子(奈良県)田辺友美(埼玉県)兵庫県保
険医協会(兵庫県)唐島伸幸(南阿蘇村)玉
城美香子(南阿蘇村)小堀敏子(南阿蘇村)
池畠彰之(川崎市)岩本(南阿蘇村)(株)み
なみあそ(南阿蘇村)後藤光栄(南阿蘇村)
甲斐敏一(南阿蘇村)嶋津誠一(南阿蘇村)
荒木省造(南阿蘇村)森本梨絵(三重県)ﾌﾟ
ﾚﾐｱﾑｽｳｨｯﾁ(南阿蘇村)朝日新聞厚生文化
事業団熊本助成

☆ お便りコーナー ☆
◇ここ春日部はアジア・アフリカの居住
する方が多くなってきました。市の日本
語学校も活動しておられます。良いこと
ですね◇最近のテレビで愛犬の墓を百
坪で億のつく金で建設、地球上では上壁

だけの家、又はテント暮し。神様はどう
みてらっしゃるでしょうか？
(2018/3〜2018年8月末)

編集後記

日本国内での災害が頻発、

特に水害は毎年恒例化してきています
ね。アフリカや海外の経験が日本の災害
救援に大きく役立っています。日本では
停電が大きな混乱を招きますが、電気が
復旧するだけで悲惨さが大きく取り除
かれます。電気の便利さに慣れ過ぎて人
間本来の生きる力を失っている気がし
ます。いつ起るかわからない災害に備え
ましょう。備えて下さい。助けが必要な
時は遠慮なくご連絡ください。
日本国内におけるマラリアに関する検
査を実施してる病院(海外渡航者外来等)
☆防衛医科大学校病院（埼玉県所沢市）
☎︎ 04-2995-1511
☆奈良県医科大学付属病院
☎︎ 0744-22-3051(代)海外渡航者外来
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：０４８８５８５５４４
４
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◇ 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/車
輛（4WD、2004 年以降）建設重機、農
機、農機具（トラクター・耕耘機）、等
【現地渡航】こども視察隊 for ウガンダ
期間：2019/8 月 12 日(月)〜24 日(土)を予定
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【募 金】職業訓練学校校舎建設
【募 金】カルング県庁新庁舎
【募 金】植林活動１０万本
※ 送金後の手続き ※
1、送金日 2、名前 3、金額
4、連絡先(〒・住所・電話番号・団体名)
５、送金方法（ゆうちょ間、埼玉りそな、
郵便振替、現金書留）
６、募金内容「北海道地震」
「熊本地震」
「職業訓練」「新庁舎」「植林」など
を明記して、メールまたはファックスに
て必ずお知らせ下さい。
【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

※ 教育支援

【緊急支援募金】
平成 30 年北海道胆振東部地震支援金
１：ゆうちょ銀行
店名:０三八(ぜろさんはち) 店番:038
普通預金 口座: 4619647 名義:AAA
記号:10370 番号:46196471
※ゆうちょ銀行間での送金は手数料無
２：銀行振込 埼玉りそな銀行
支店名：北浦和西口支店（店番：３４９）
口座番号：３８３４７５２ 普通口座
口座名義：ＡＡＡアジアアンドアフリカ
３：郵便振替 口座名義：ＡＡＡ
口座番号：00120−1‒103119
※郵便振替での送金には手数料有り
【支援募金】平成 28 熊本地震支援金
ゆうちょ銀行口座
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番：718
普通預金 口座番号：3703361
記号：17170 番号：37033611
口座名義：ミナミアソヘルプセンター
メール：minamiaso@aaag.org

ウガンダ共和国カルング県内小学校・
中学校への教材、図書、スポーツ用品等
を補助、校舎建設、補修など

※ 農業支援
カルング県各所での植林活動、モデル
農場の整備、EM 普及活動。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
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。
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：０４８８５８５５４４
５

