
1月 EM05年初セミナー
寒風吹きすさぶ中でセミナーが行われました。毎月のセミナーの様子が参加者や
近所から話題が高まり回を重ねる毎に充実していいる。米糠は参加者が持ち寄
る様になり、参加者の庭は畑に変わりつつあると言う。そして団地住まいの方は
プランタンでの野菜作りが始まった。

9日 05年初作業写真　衣類整理初め　36箱を整理箱詰めしました。
富田さんが自作のストロベリーケーキとチーズケーキを渡辺福子さんが、これは
私の生き甲斐とみんなが美味しい美味しいと言って喜ぶ煮物を、そして、温かい
寄せ鍋、榎本日佐子さんが、お鍋の具を、EM―Xセラミック入りで炊いた新米のよ
うなおむすでびにみんなで美味しい美味しいと舌鼓を打ちました。新春から和気あ
いあい、世界だすけの喜びを分かち合いました。この日は12日からウガンダへ
出発する、山崎城之顧問、山崎純子代表、中里理事の壮行会も兼ねての昼食会
でした。
ボランティア参加者　阪本智恵･いくえ･山崎栄慈･山崎智子･山崎拓人･山崎理人･
山崎和奏･高橋正夫･中里睦子･渡辺福子･冨田笑子･榎本日佐子･牧野松太郎･
山崎毅史･山崎正美　以上15

20日 衣類整理箱詰め作業　田中義憲･渡辺福子･田中久夫･田中みどり･榎本日佐子･
田中ヤス子･吉田照子･舘野桂典･山崎毅史･山崎正美　以上10名　42箱
午後　EMセミナーEMぼかしづくりを実施　田中義憲･渡辺福子･田中久夫･
田中みどり･榎本日佐子･舘野桂典･山崎毅史･山崎正美　以上8名　

26日 ～2月8日　おたすけ隊10人が参加
29日 インド向けコンテナ積み込み　山崎栄慈･山崎智子･山崎拓人･山崎理人･山崎和

奏･柳生泰子･田中久夫･田中みどり･渡辺福子･榎本日佐子･阿部真也･阿部誠
也･阿部時也･田口帰一･比留間清･舘野桂典･下田みどり･木島侃志･石川　真･
長澤秀人･長谷川千紗･市川ゆき子･白井真里奈･村井麻乃･篠原雅貴･山森翔太･
高石 篤･高塚智人･山崎正美･戸嶋紀美子　以上30名

30日 joyousball.netに紹介された写真　第1回サッカーAAAカップ　in　ウガンダ／ナブ
トングァパリッシュ　優勝はチカビアチーム他写真集

2月 6日 衣類整理箱詰め
山崎智子･山崎拓人･山崎理人･山崎和奏･山崎正美･戸嶋紀美子･田中久夫･
田中みどり･渡辺福子･冨田笑子･阿部誠也･田口帰一･ゴトウユキコ
以上13名　168箱

7日 衣類整理箱詰め　
山崎栄慈･山崎智子･山崎拓人･山崎理人･山崎和奏･山崎正美･戸嶋紀美子･
田中みどり　以上8名　23箱

20日 衣類整理箱詰め
山崎栄慈･山崎智子･山崎拓人･山崎理人･山崎和奏･舘野桂典･戸嶋紀美子･
渡辺福子･冨田笑子･阿部誠也･中里睦子･榎本日佐子･谷古宇ありさ･
水島伊彦･関根身知子･大久保かおる　以上16名　23箱

3月 6日 白井真里奈･羽倉史織･今理江子･高石　篤･高塚智人･篠原雅貴･山森翔太･
山田龍太郎･相澤佑太･平山貴之･山田　梓･塚原加絵･高木佑子･山崎栄慈･
山崎智子･山崎拓人･山崎理人･山崎和奏･山崎毅史･山崎正美･阿部誠也･
阿部時也･羽田美夢･山崎城之･山崎純子　以上25名

6日 山崎智子･山崎拓人･山崎理人･山崎和奏･山崎毅史･山崎正美･戸嶋紀美子･
渡辺福子･冨田笑子･阿部誠也･阿部時也･中里睦子･榎本日佐子･佐藤研太･
小川リエ子･仁平浩司･水島伊彦･関根身知子･田中みどり　以上19名　

7日 インドネシア向けコンテナ積み込み
田口帰一･田口敏子･山崎毅史･山崎正美･榎本日佐子･戸嶋紀美子･山崎智子･
山崎拓人･山崎理人･山崎和奏･佐藤健太　以上11名
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20日 タイトル『リング2005』に出店、場所：早稲田大学学生食堂
・スマトラ沖地震復興支援募金
・スリランカ視察報告ビデオ上映
・EM活性液の配布、EMの説明（これも出張セミナーに入りますか？)

31日 スリランカ緊急おたすけ隊出動
31日 ～4月9日　緊急!スリランカ第1回おたすけ隊

4月 1日 無料配布開始※ドメイン名　＠aaag.org 　でAAAオリジナルメールアドレスを作っ
てみませんか？
AAA会員の方は無料!メールまたは葉書にてお申し込み下さい。
メール：global-family@aaag.org　
ハガキ：〒338-0823　埼玉県さいたま市桜区栄和1-12-18　　AAAメール係
会員でない方はインターネット会員申込を!
ウィルスメールチェックサービスをご利用される方は：月額200円

10日 AAAニュースレター第31号発行
17日 第5回アフリカおたすけ隊帰国報告会
20日 衣類整理箱詰め
25日 天理櫟本ＥＭ実験農場開始

5月 3日 埼玉教区定例会にて、第5回アフリカおたすけ隊報告　
5日 埼玉県国際交流協会ー中古資材リサイクル活動　消防車、救急車、

バイク受入れれ、ウガンダ共和国に寄付決定。
6日 横浜コンテナ積みのため搬入(救急車)
7日 浦和支部婦人会第5回アフリカおたすけ隊･第1回スリランカおたすけ隊報告
9日 横浜コンテナ積込みのため搬入(消防車)

埼玉教区寮祭にてウガンダ、スリランカの実状講演
17日 05:00～11:30

コンンテ積込み40フィーとウガンダ向け救急車、消防車、衣類等々お忙しい
ところ積込みボランティアにご参加いただき有難うございました。尚この度は
40フィートコンテナですからAAA本部には入ることができません。
新大宮バイパス沿いのコンボイ・ゾーン浦和店のご協力をいただきました。
お陰様でコンテナ積込み出荷をすることができました。心よりお礼を申し上げます。
参加者　山崎栄慈、山崎毅史、山崎城之、山崎純子、阿部誠也、阿部時哉、
田口帰一、田口敏子、田中久夫、田中ミドリ、榎本日佐子、山崎智子、山崎拓人、
山崎理人、山崎正美、山元奈穂、北村、清水　寧(アヒカ株式会社)
13:00～　　EMぼかしづくりセミナーを開催。

20日 衣類整理箱詰め作業ボランティア
23日 天理教綾瀬分教会　主催｢母親講座｣10:00～11:30ー｢もったいない｣を世界共通

語にしようという動きがありますが、心豊かな子に育てるためにもその心が必要
だと思います。物の無い時代は、心が豊かだったと言われていますが、物の豊か
な時代に、いかに心豊かな子に育てるか…そのヒントを聞きに来てください。
今回は国際ボランティア団体AAAを代表して山崎先生にお越し頂き、お話を聞か
せて頂きます。心のストレスの発散に、悩みの解消にお気軽にご参加下さい。
ー講師派遣

6月 4日 掲載　滋賀リビング新聞社｢タンスの"肥やし"が世界の役に立つ!？｣
5日 ｢ハートフルフェア2005｣」に出展。

於：新都心ケヤキ広場
主催は埼玉県が青年会議所に委託開催
団体PRで山崎城之顧問「慎み革命！」を提言!
※展示は　スリランカ津波被害地現状写真。
               EMスリランカとEMウガンダの経過写真
               グローバルリサイクル活動ウガンダに送られたまごころの物資写真。
※EM製品の販売。
参加者　田中久夫、田中ミドリ、山崎智子、山崎拓人、山崎理人、笠間　学、
山崎純子、山崎城之、榎本日佐子、
午後　　ＥＭセミナー　ぼかしづくり

7日 10:00～衣類整理箱詰め　46箱　チームつめるやん　渡辺福子、立野桂典、
渡部福子、榎本日佐子、山崎純子、山崎正美、山崎毅史、山崎城之、
山崎毅太朗、山崎智子、山崎拓人、山崎理人



13:00～EMセミナー　EMビデオ鑑賞、EMぼかしづくり、
次回はEMドロ団子づくりも
参加者　石川　瞳さん

10日 衣類整理箱詰め    30個　チーム浦和　寺沢久代、肥留間清、田口帰一、田口敏子
11日 衣類整理箱詰め   110個　チーム浦和　寺沢久代、肥留間清、田口帰一、

田口敏子、渡辺薫子、寺沢正志、庄田、喜田詮子、佐藤良子、柿沼実根子
12日 10:00～衣類整理箱詰め　27個　チームつめるやん　富田笑子、山崎正美、

榎本日佐子、山崎純子、山崎毅史、山崎城之、山崎拓人、山崎理人
13:00～EMセミナー

13日 千葉県鴨川市菅間家別荘　EM活性液投入、並びにEM希釈液にて屋内清掃。
16日 インドレシア向けコンテナ積込み

ボランティア　山崎栄慈、高橋正夫、山崎毅史、山崎拓人、山崎理人、
山崎毅太朗、清水　寧(アヒカ株式会社）の方々。
鹿児島市立河頭中学校講師派遣　山崎純子代表、山崎城之顧問　感想文

20日 10:00～衣類整理箱詰め　27個　
チームつめるやん　松本綾子、渡辺福子、山崎正美、榎本日佐子、山崎栄慈、
山崎毅史、山崎純子、山崎城之、拓人、理人、毅太朗
13:00～EMセミナー　EMWの使い方と使用経験者の体験発表

27日 山崎毅史事業部長スリランカ出動　日本青年会議所国境無き奉仕委員会のコー
ディネーターとして視察　現地で待機して、6月の29、30日の2日間で日本青年会議
所、国境なき奉仕支援委員会の5名（秋には有志メンバー約30名が参加予定、そ
の準備役員の人たち）をご案内して、スリランカの津波被災地の一つ『ガーラ町』
を視察して参りました。現地では小学校3校と障害者施設、ガーラ市長を表敬訪
問し、被災と復興状況を確認しました。各学校の校舎などは海外のNGO団体が
既に再建をはじめており、2月に調査で行った時よりも大分復興作業は進んでい
ました。
が、世界各国が『子供の為に』ということから学校への援助が多く一般家庭や貧し
い人達への支援の手がまだまだ足りていない事を感じました。視察の結果、国境
無き奉仕委員会としてどのように取り組むかは帰国後の課題ということでした。

数字が語る世界の飢餓（2005.6.23現在）
飢餓とは？
　食糧を満足に得ることができず、ずっと長い期間にわたって栄養不足になる
状態をいいます。地球全体としては食糧がたくさんあまっているのに、なぜ飢餓が
起こるのでしょう？原因として、慢性的な貧困、紛争等の人間が作り出したものや
、地震、こう水、干ばつ等の自然災害があります。
　そして新たな危機として、特にアフリカで深刻な問題になっているHIV/エイズの
影響があります。
HIV/エイズは働き盛りの人々におそいかかります。一家の働き手が病気になり、
そして命を落とすようなことになると、その人をたよりに暮らしていたお年寄りや
子どもたちも苦しい状況になります。また、長期的には地域の農業の生産性をさ
またげ、病人の介護や孤児たちの養育が困難になります。
■飢えと栄養不足は、世界第1位の死亡原因です。　
　（データ：WHO 世界保健機関)
▼飢えと貧困によって、世界では毎日2万5000人が亡くなっています。　　
　　　　（データ：FAO 国連食糧農業機関）
▼世界には、すべての人々が食べるのに十分な食糧があります。それでも、
8億人以上が常におなかをすかせています。　　　　
（データ：アメリカのNGO、Bread for the World Institute）
▼飢えに苦しむ人のほとんどが開発途上国に住んでいます。サハラ砂漠以南の
アフリカでは、3人に1人が飢えています。　　　　(データ：FAO)
▼飢えに苦しむ人々のうち、3億人以上が南アジアに住んでいます。これは、
アメリカとオーストラリアの人口を足したよりも多い数です。　　　　
(データ：Bread for the World Institute)
▼貧しい家庭では、収入の70パーセント以上が食費に当てられます。
アメリカの平均家庭では、10パーセントほどです。　　　　(データ：世界銀行)
▼貧しい国々における食糧不足の最大の原因は干ばつです。水路の建設など、
かんがい設備を整えることにより、穀物の収穫高を4倍まで上げることができます。
　(データ：FAO)



▼世界では、5秒に1人の子どもが飢えと飢えに関連する病気で命を落として
います。　　（データ：FAO）
▼アフリカでの子どもの死亡率は、ヨーロッパの8倍です。栄養不足が主な
原因です。　　　（データ：医学雑誌、The Lancet)
▼世界では、毎年600万人の5歳(さい)以下の子どもが、栄養不足と飢えに
関連する病が原因で亡くなっています。　　　　(データ：UNICEF　国連児童基金)
▼ビタミンAの不足により、毎年100万人の赤ちゃんが死んでいます。　　
　　(データ：UNICEF)

7月 5日 第4次出動　スリランカ津波被害地支援　日本青年会議所「国境無し奉仕団」委員
会先発隊
コーディネーター山崎毅史　帰国

7日 08:00～12:00　コンテナ積込み(スリランカ向け)
午前中快晴に恵まれ無事出荷しました。　(出荷写真)
渡辺福子、田中ミドリ、榎本日佐子、山崎城之、田口帰一、田口百々代、田口敏子、
山崎栄慈、山崎拓人、山崎理人、山崎純子、山崎毅史、山崎正美、山崎毅太朗。
清水　寧(アヒカ株式会社)、

17日 10:00～12:00　チームつめるやん衣類整理箱詰め　富田笑子、渡辺福子、田口帰一、
山崎栄慈、山崎智子、山崎拓人、山崎理人、山崎和奏、田中ミドリ、山崎城之、
山崎純子、山崎正美、山崎毅太朗。

20日 10:00～12:00　チームつめるやん　定例衣類整理箱詰　松本綾子、渡辺福子、
山崎正美、榎本日佐子、山崎栄慈、山崎毅史、山崎純子、山崎城之、山崎拓人、
山崎理人、山崎毅太朗、山崎智子、山崎和奏。
13:00～15.00　EMセミナー～川をきれいにするEＭ団子製造、EMぼかしづくり～

24日 チーム浦和　衣類整理作業

8月 1日 AAAニュースレター作成
7日 チームつめるやん　衣類整理箱詰め
9日 カンボジア向けコンテナ積込み　園長さんの折り紙で有名な翠が丘幼稚園田中親

男園長、折り紙がキッカケで、カンボジアで活動しているNGO蓮の会木村えみ子代
表、現地では、オリガミスクールで支援活動を行っている。お二人の活動が慈林小
学校に伝わり、有志の方々が集めた使わなくなったランドセルが届けられた。
AAAでは田中親男さんの要請で既に20フィートコンテナ3本を送っており今回が4本
目（積込み写真）。
この夏には関係各所に御礼をと子供たちとともに来日。その一環としてAAA本部を
訪問、AAAのボランティア活動、｢自分の時間を使って、自分の体を使って、自分の
お金を使って人のために尽くす実践｣を体感しようということで作業に参加していた
だいた。木村さんと三人の先生、連れられてやってきたカンボジアの子供たち6名、
と長沢先生の総合学習から始まったチーム浅草小学校OB、OG、9人の皆さん、
大学生田中さん、朝霞高校生2名、チームつめるやんの皆さんの方と一緒に尊い汗
を共に流した、積込み。終了後、おにぎりと唐揚げとスイカとウインナー、そしてかき
氷を楽しみながら交流会を。開催朝霞高校のお二人がお手玉を披露してくれました。
田中親男園長のお話しと折り紙講習、最後にシンバ顧問の慎み革命のお話しがあ
って、感激と感謝の集いは終了した。尚TBSの番組からの取材もあった。

20日 定例衣類整理箱詰日　チームつめるやん「渡部福子、吉田鼎、吉田照子、山崎純子、
山崎城之、山崎栄慈、山崎智子、山崎拓人、山崎理人、山崎毅史、山崎正美、
山崎毅太朗、田中ミドリ」、富士見高校生2人、大学1人、学生にはボランティア参加
認証書を発行する。 

希望者の方以下の要領で募集します。
※ドメイン名　＠aaag.org 　でAAAオリジナルメールアドレスを作ってみませんか？
AAA会員の方は無料!メールまたは葉書にてお申し込み下さい。
メール：global-family@aaag.org　
ハガキ：〒338-0823　埼玉県さいたま市桜区栄和1-12-18
AAAメール係
　　　　　　※会員でない方はインターネット会員申込を!
　　　　　　※ウィルスメールチェックサービスをご利用される方は：月額200円
緊急募金!スリランカ津波被害地支援!



9月 7日(水) は中止!第14号台風は雨をもたらすようです。衣類の湿気を防止するため中止を
決定しました。ご了承下さい。EMセミナーも中止です。

12日(月) コンテナ積込みインドネシア向け　ボランティア参加者　田口帰一、田口敏子、
田口教継、田口百々代、山崎栄慈、山崎智子、山崎拓人、山崎理人、山崎和奏、
吉田貴昭、山崎純子、山崎城之、山崎毅史、山崎正美、山崎毅太朗　以上１５名
午後からTBSラジオ取材

13日(火) ～23日(金)スリランカ津波被害地出動、山崎城之、山崎毅史、尚、19、20日に日本JC
国境無き奉仕委員会現地受入れ。
23:30　キャセイ航空、香港国際空港(無線LANが繋がった!)経由～コロンボ、
バンダラナイケ国際空港到着スガッスさんと運転のスーニーさんが出迎えホッと
する。郊外のスガッス邸へ

14日(水) ｢社団法人日本青年会議所国境なき奉仕支援委員会2005NPOガーラ｣プレゼン
ティーション物資購入準備、スポーツ用品店、楽器店、コンピューター店を品揃
え確認と確約のために歩く。最初の見積もり時点から2か月が経っているので価
格が上がっているところも有った。インターネットカフェにて作業。

16日(金) 00:05空港へお出迎え　社団法人日本青年会議所国境なき奉仕支援委員会　
2005NPOガーラ副委員長　中井健雄氏((社)福岡JC)、原田浩氏(沼津JC会務室
室長)無事安着１

17日(土) 早朝３時到着仮眠して、救援に　キャンディー方面救援　紅茶畑が延々と続く、
キャンディーで一番高い所に宿泊、気温は最高朝は寒いくらいだった。

18日(日) 朝８時出発コロンボ向け、コロンボ郊外のビヤガマビレッジホテルを訪問、ジャイ
アツナさんに再会す。15時頃スガッス邸帰宅。
今晩、社団法人日本青年会議所国境なき奉仕支援委員会2005チームガーラの
方々を11時30分空港に出迎えその足で救援地ガーラに向けて出発。

18日(日) 13時～14時の間　　TBSラジオで放送
伊集院光の日曜の秘密基地打った勝った!草野球で大売り出し　に　声の出演。
AAAのコマーシャルが入りました。関東方面地域版です。
出演者　マヤンジャ毅史　田口百々代　山崎正美　山崎毅太朗　など
収録実況!2005年9月18日TBSラジオ『伊集院光の日曜日の秘密基地｢売った!
買った!草野球で大売り出し!」』に出演。この番組は、伊集院光率いる若手芸人'Ｓ
の草野球チームにバッターとして三打席対戦し、獲得した塁打数に応じて一塁
打につき10秒のCMができるという企画。AAAアジア＆アフリカを宣伝するため、
ホームページで応募していたところ運良く当選し収録にこぎつけた。
2005年7月14日、天王洲アイルにある野球場で収録が行われた。
さて、若手芸人'Sのピッチャーはコウノ28歳。なんと山崎毅史と同じ年。若干曇り
空の中第一打席を迎えました。一球目ファール、二球目、打球はセンターへ･････
ボールはセンターのフェンスを越え特大のホームラン!!あまりにも突然の出来事に
静まり返る球場の中、天理高校軟式野球部元四番山崎毅史はダイヤモンドを一
周、ホームベースで伊集院さんが迎えハイタッチ。第一打席にして40秒のCMタイ
ムをゲット!インタビュアーの伊集院さんは興奮しながらも天理高校軟式野球部の
元四番に納得。次打席からは一塁打獲得につきプロデューサー・構成・伊集院
さんの三名から各千円の募金をAAAにしてくれるという特別ルールを設けて頂き、
第二打席へ。しかし残念ながら第二打席第三打席と続けてフルスイングの空振り
の三振!プロデューサー・構成・伊集院さんからの募金は受け取れなかったが、
なんと若手芸人'Sの皆さんがワンアウトにつき千円の各自のギャラをツーアウト
分控えの選手も合せて二万円を惜しげもなく募金してくれた。それを見た伊集院
さんポケットから手を出すとその手には一万円札。その場の雰囲気で引っ込める
事も千円札に換える事もできずにその一万円を募金してくれました。合計で三万
円の募金を頂きました、伊集院さん・若手芸人'Sの皆さんTBSラジオのスタッフの
皆さんありがとうございました。放送終了後、収録を見ていたグラウンド待ちの高
輪高等学校サッカー部の皆さんから代表の鬼頭洋三郎君を通して一人百円ずつ
集めたと言う計1400円の募金を頂きました。皆さん本当にありがとうございました！

19日(月) 5時頃チームガーラ一行ホテルチェックイン。午前10時結団式
視察班は津波被害地へ、設営班はサリープットラ学校へ　　夕食懇親会　後、各委
員会ミーティング。

20日(火) 8時30分ホテル出発　サリープットラ学校にて
チームガーラ活動アルバム
●メイン行事！　OHNAWATOBI(大縄跳び)大会
｢大勢の人が心を一つに揃えてこそジャンプできます｣
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『OHNAWATOBI』で心一つに世界平和へジャンプ!･････
式典＆交流会
●スリランカ国歌斉唱、日本国歌斉唱で式典が始まる。司会進行には、生徒の
日本語通訳も活躍!
パソコン・楽器･ボールプレゼンティーションセレモニー
生徒たちの美しい上手な踊りをたんのう。
生徒たちの手作りお菓子と紅茶が嬉しかった。
◎JCIスリランカ主催の晩餐会のお招きいただき両国の交流を深めた。
◎23時空港チェックイン　皆様をお見送りさせていただきました。
津波という自然災害を通してスリランカと日本に又新しい真心の橋がかけられま
した。
チームガーラの皆様大役後喜労様でした!
真心の掛橋建設に少しでもお役に立てさせていただきましたことを心から感謝申
し上げます。
チームガーラの皆様有難うございました。

20日(火) 10時～12時　定例衣類整理箱詰日　チームつめるやん　
13時～EMセミナー

10月 6日(木) 13時45分～15時30分　総合学習、国際理解の勉強
春里中学校出張AAAフォーラム　　アルバム
プログラム　代表挨拶　山崎純子、
　　ビデオ上映｢ピアニカの旅｣
　　基調講演｢慎み革命が世界に広がるグローバル活動｣
　　シンポジウム｢現地活動を通して慎み革命を｣
　　　　コーディネーター　山崎栄慈
　　　　パネリスト　山崎正美、渡辺　茂、田口帰一
質疑応答　活発な質問が出ました。足りない分はメールでということで･･･
その夜早速メールを戴きました。
　「こんばんわ。お話を聞かせていただいた春里中学校のS.Yです。今日はありが
とうございました。ケニアやアフリカについてもっと知りたいと思いました!!私にはで
きる事はないと思っていたけれど，今日お話を聞いて今できる事をしてみようと
思えました!!本当にありがとうございました。｣
　｢こんにちわ♪春里中学校のSデス!!講演会の後,お部屋でもう1度質問をしに行
ったSデス!!今回の総合の授業でゎ質問しに行った私たち5人が1グループとして
発展途上国について調べようと思っています!!調べるだけでなく,5人とゆう通常よ
りゎ多いグループとゆう事もあって,何か私たちで積極的な活動をしたいと思って
います!!シンバさんにゎたくさん聞きたい事がいっぱいあります!!これからよろしく
お願いします!!｣
　｢こんばんは!この前、お世話になった春里中学校のH.Yです!あの～5人の中に
居たHです(笑)　これから総合の時間にこの事について調べるのでまた機会が
あったらお話聞きたいですm(__)m　また春里中学校に来てください!｣

7日(金) 10時～12時　定例衣類整理箱詰日　チームつめるやん　
13時～EMセミナー

16日(日) 13:00～16:15(社)日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会アジェンダ2006
埼玉魅力づくり委員会担当分科会、｢ハートフルフェスタ2005反省と今後｣

20日(木) コンテナ積込み　
日本学生支援機構　東京支部　企画主催｢ボランティア体験｣
午前　コンテン積込み、衣類整理箱詰め
午後　AAAフォーラム｢助っているのは私｣ー中里睦子
　　　　　　　　　　　　　「現地体験が鍵」　　ー渡辺　茂
　　　　　　　　　　　　　「慎み革命」　　　　　ー山崎城之
　　　　　　　　　　　　　「スタッフ＆キャスト｣ー山崎栄慈
　　　　　　　　　　　　　質疑応答
13時～EMセミナー

29日(土) AAAホームページ開始以来～10月29日06:19現在280,027アクセス突破!
31日(月) 主催：戸田社会福祉協議会／共催：戸田市

｢第14回ボランティアセミナリー｣　　『国際ボランティア』　　講師　事業部長　
山崎毅史派遣
講演の内容はAAAの今までの経緯、海外での活動状況、国内での活動状況



｢日本の衣料で輝く子供　達の瞳｣の上映、環境問題への取り組みについて、
次世代のための地球環境復元に向けて｢暮らしの中のEM活用｣ビデオ上映、
慎む心を育むために革命的な慎みの実践などのお話をさせて頂きました。

11月 3日（木） ～5日（土）さいたま新都心街びらき5周年記念｢秋祭り＆国際フェア2005｣
AAAアジア＆アフリカは上記フェアに参加しました。
◎AAA海外活動報告写真パネル展示　◎AAA海外活動報告ビデオ上映　
◎資料配布◎スリランカの紅茶販売　◎EM製品販売
◎ご希望の方にEM希釈液特別価格配布
会場:さいたま新都心けやきひろば(JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま
新都心駅」）下車
主催:財団法人埼玉県国際交流協会
参加団体:埼玉県内に所在する国際交流・国際協力団体　約40
沢山の皆様のお出かけ有難うございました!
ボランティア参加ご喜労様でした。渡辺福子、高橋正夫、山崎純子、山崎正美、
山崎智子、山崎毅史、山崎栄慈、山崎城之、山崎拓人、山崎理人、山崎和奏、
山崎毅太朗の皆さん。

7日(月) 10時～12時　定例衣類整理箱詰日　チームつめるやん　
13時～EMセミナー

20日(日) 10時～12時　定例衣類整理箱詰め、チームつめるやん　渡辺福子、富田笑子、
吉田鼎、吉田照子、渡辺茂、榎本和人、山崎拓人、山崎理人、山崎毅史、
山崎毅太朗、山崎正美、山崎純子、山崎城之、山崎栄慈、東浦和の方　15人　
渡辺さんがおいしい大根の煮物を!
笑子さんがケーキを11月お誕生の方々をお祝いしながら楽しい昼食でした。
終了後第3回スリランカ出動打ち合わせ。
13時～EMセミナー

24日(木) 松屋フーズより食糧10屯寄託搬入。
29日(火) ～12月6日(火)第3回スリランカおたすけ隊出動決定　津波被害地心のケアー実働！　

参加者　山崎毅史、山崎城之、渡辺　茂、榎本和人の4人。

希望者の方以下の要領で募集します。
※ドメイン名　＠aaag.org 　でAAAオリジナルメールアドレスを作ってみませんか？
AAA会員の方は無料!メールまたは葉書にてお申し込み下さい。
メール：global-family@aaag.org　
ハガキ：〒338-0823　埼玉県さいたま市桜区栄和1-12-18
AAAメール係
　　　　　　※会員でない方はインターネット会員申込を!
　　　　　　※ウィルスメールチェックサービスをご利用される方は：月額200円
緊急募金!スリランカ津波被害地支援!

12月 6日(火) 第7次スリランカ緊急出動帰国、｢一家に一灯｣運動開始
7日(水) 10時～12時　定例衣類整理箱詰日　新潟の松屋さんから送られたお粥の箱詰め

整理を実施しました。午後からのEMセミナーも中止して作業を行いました。
チームつめるやん　田中久夫、田中ミドリ、山崎拓人、山崎理人、山崎毅史、
山崎毅太朗、山崎正美、山崎純子、山崎城之、山崎栄慈、山崎智子

14日(水) 毎日新聞に掲載される。記事写真はここをクリック
17日(土) 10時～15時30分　衣類整理箱詰め、日本学生支援機構主催。

以下のような呼びかけで････
｢体験ボランティア｣体験ボランティアは日本学生支援機構が参加者を募集し、実
績あるボランティア団体の活動に１日体験参加していただく企画です。「何かボラ
ンティアをしてみたいな」と思っている、初めてボランティアに参加する学生さんに
お勧めです。もちろんベテランの学生さんも大歓迎です。
[独立行政法人　日本学生支援機構　東京支部］

20日(火) バングラディッシュコンテナ積込み「松屋フーズ提供お粥10t」と衣類。
皆様有り難うございました。
参加者（敬称略）山崎毅史、山崎正美、山崎毅太朗、松本佳輔、渡辺福子、
松本綾子、山崎城之、山崎純子、山崎栄慈、清水　寧、田中久夫、田中ミドリ　
12名の方々でした。
午後からのEMセミナーはコンテナ積込みのため中止



21日(水) 出発!　第8次スリランカ「12月26日津波1周年記念セレモニー」執行、「一家一灯」
運動を世界へアピール。で出動9人(内幼児１人)決定!

22日(木) 昼食後大臣表敬訪問、大臣夫人と26日のセレモニー、「一家一灯」運動打ち合わ
せ、ソーラーシステムを大臣室で試点灯、感嘆の声が上がる!
夕方障害者施設慰問。

23日(金) ヒッカドゥにて慰霊祭を執行。村民100世帯に砂糖と紅茶を贈呈。
24日(土) ハンバントータの港（12,000人の御霊）で慰霊祭を執行。タンガンラの仮設住宅民

に砂糖と紅茶を贈呈する。
25日(日) ガーラ（8,000人の御霊)、世界遺産オランダ要塞の突端にて慰霊祭執行。

2005年メサイア奈良公演（メサイア合唱の会）、樫原万葉ホール、入場者数800
人、募金額100,500円をNGOURYUがお預かりしました。
1時30分の開演の合間、1時からURYUとして2005年の活動スライドショーを見て
頂き、診療所の診療棟完成の報告とお礼をのべ、引き続き診療所のスタッフハウ
スの建設支援のお願いを致しました。
続いて、退任した前会長さんにケニアのきりん（木彫り）を贈呈しました。
ホールでは写真展とケニア物品展示即売をしました。　ロビーの様子写真　バザ
ー売り上げ30,000円、当日ボランティアとして憩の家の看護師さん3人、天理看護
学院生2人、天理大学生4人、天理高校生2人、吉野中学生2人、URYUメンバー
8人のスタッフとメサイア合唱の会事務局長野田さんと手伝いの方ご協力有り難う
ございました。

26日(月) モロトワにて慰霊祭を執行。26日に因み大臣夫人提案の充電式一灯を26世帯
対象分とソーラー発電の一灯の電灯を灯す。大臣室にて贈呈。夕暮れ迫る日没
寸前に式典を終わり、砂糖と紅茶を村人たちに贈呈する。

28日(水) 第8次スリランカ隊無事帰国
30日(金) 参加募集開始!

｢国際講演会～国際貢献賞表賞式～｣参加者受付開始！ちらしはこちらを
　　13:00　開場
　　13:30～14:00　彩の国国際貢献賞表彰式
　　14:00～14:30　国際協力活動報告(県内NGO)　AAAアジア＆アフリカが発表
　　します。
　　14:40～16:10　国際協力講演会（UNDP親善大使　紺野美沙子)

日　　時：2006年2月9日(木）13:30～16:10（13時開場）
会　　場：埼玉会館　小ホール
入場無料：申し込み先着順 定員500名
申し込み：（財）埼玉県国際交流協会（SIA）事業課ですが
AAA関係者は取りまとめて申し込みますので、
お名前、〒住所、電話番号、FAX番号、E-mailを記して、AAAまでお申し込みください。
主催：埼玉県・日本国際連合協会埼玉県本部･（財）埼玉県国際交流協会（SIA）
協力：国際連合開発計画（UNDP）
後援：国際協力機構東京国際センター（JICA東京）・
さいたま市・（財）さいたま市国際交流協会

希望者の方以下の要領で募集します。
※ドメイン名　＠aaag.org 　でAAAオリジナルメールアドレスを作ってみませんか？
AAA会員の方は無料!メールまたは葉書にてお申し込み下さい。
メール：global-family@aaag.org　
ハガキ：〒338-0823　埼玉県さいたま市桜区栄和1-12-18
AAAメール係
　　　　　　※会員でない方はインターネット会員申込を!
　　　　　　※ウィルスメールチェックサービスをご利用される方は：月額200円
緊急募金!スリランカ津波被害地支援!


