
  Let's Help Each other as a Global Family

   地球家族のたすけあい
Affection Accomodation Action Generation　

  海 外 報 告  
ウガンダ／ＡＡＡーＵ
  2010年10月２日～６日、第２回AAA植林隊
（ウガンダは１回目）の受け入れをさせて頂き
ました。
10月2日  エンテベ着  カンパラホテル泊
10月3日  移動：カンパラ→カルング(旧マサカ)
10月4日  植林２ヶ所　　  
　　  　　チタビヤマ講 /チタビヤマ小学校
10月5日  植林：真誠ウガンダ布教所
10月6日  エンテベ空港出発
参加者：山崎純子、中里睦子、岡本孝雄、山崎
毅史、ウガンダ側受入：山崎敬充、山崎美江、
山崎敬陽、山崎敬太　
　通常ならば8月から雨が降り出し、9月には大
雨季が始まり、10月は雨季真っ最中であるはず
のウガンダの気候ですが、今年は8月末に雨が
降り、いよいよ雨季が始まるかと思ったら雨は
続かず、晴れと曇りの日々が続きました。雨を
待ちながら皆さんが木を植える畑の準備をして
いましたが、9月末になり今度こそ雨季が来る
かと思わせる雨が1度降りましたが、またその
後は雨が続かず、10月に入っても曇るまでで、
もう一つ雨が降るまでに至らない日々が過ぎて
いました。
　今回はチタビヤマ小学校、チタビヤマ講（ビ
ヤンスィ氏宅）、真誠ウガンダ布教所の３箇所

に植林をさせて頂きました。
　10月4日、チタビヤマ小学校での植林を調整
してくれたビヤンスィ氏の家にマンゴーと松を
植樹。その後チタビヤマ小学校へ移動しちょっ
とした歓迎のセレモニーが行われた後、植林。
しかし現在雨季の雨が始まらないことから、チ
タビヤマ小学校では植林隊の皆様一本ずつ６本
のみの植樹。水は生徒がポリタンクを持って歩
きか自転車で水場まで汲みに行かねばならず大
仕事となってしまいますので、木を植えてしま
うと相当量の水が必要になります。後の苗木は
一つにまとめて水やりをして管理し、雨が始
まったら小学校の方で植樹することになりまし
た。10月5日は真誠ウガンダ布教所の敷地内に
シンバの森の植林。予定としては終日植林作業
と思っていたのですが、木を植える穴掘りまで
しておいたら、随分早く終ってしまいました。
苗木の植樹とフェンス用にムトゥバという木を
挿し木で植林しました。今回の植林結果です。
チタビヤマ講：
マンゴー…2本
     松    …3本
           計５本
ﾁﾀﾋﾞﾔﾏ小学校
マンゴー…8本
     松  …44本
みかん系 10本
アボカド 11本
ｱﾝﾌﾞﾚﾗﾂﾘ-10本
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シンバ基金 第三回ＡＡＡしょくりん隊募集！
【慎みスピリッツ！】温暖化・砂漠化防止活動　行き先：ケニア/ガリッサ、ウガンダ/マサカ
2011年8月15～8月30日／14日間（関空発着）交通：エミレーツ航空（予定）費用：￥350,000円



Bruveria(ﾌﾞﾙﾍﾞﾘｧ)15本、Jack fruit(ｼﾞｬｯｸﾌﾙ-
ﾂ)5本、計100本
真誠ウガンダ布教所：松…6本、槙…8本、檜…
7本、アボカド…2本、コーヒー…1本、くぬぎ
…6本（日本からのどんぐり）、ジャックフ
ルーツ…2本、ムトゥバ（挿木でフェンス用）
…21本、計53本、3箇所合計158本
　植林隊帰国直後の6日には多くはないけれど
少なくもない、まずまずの雨が降りました。水
やりが大変だと思っていましたが、お蔭で殆ど
が根付いてくれたようですが、3本の槙が根付
かずに枯れてしまいました。苗木の寄付金を頂
きましたので、月桂樹…2本、アラビカ種コー
ヒー…2本、槙…3本の苗木を追加で買わせて頂
きました。
　昨日12日にまずまずの雨が降りましたので、
雨の様子を見ながら植樹いたします。ありがと
うございました。それぞれの木に寄付など頂い
た方の名前を板か何かを挿しておきたいと思い
ますので、改めて名前などメール下さい。 シン
バの木（カバリラ・大きい木）からにほんの方
を向いて、最初に目印にした元々あるマンゴー

の木の先の、土地の境目にアボカド（アメリカ
の人が送って下さった種）を植えました。１本
追加です。このアボカドは天理教海外部国際た
すけあいネットの岡本氏に植えて頂きました。
もう一つは大失敗。シンバの遺骨を埋めるのを
忘れてしまいました。シンバの木（カバリラ・
大きい木）の根元と艮（北東）の角に植えたシ
ンバのアボカドの根元。次回お願い致します。
11月4日　近況報告
◎衣料コンテナ：コンテナ書類のEMSが
10月11日に届きました。14日に担当のRev. 
Nsambaに渡しました。9月26日出航とBLに記
載だったので、10月26日にまず一度チェック
してみるとのことでした。その後30日に連絡あ
り、まだモンバサには到着していないが、そろ
そろ着くだろうとの事でした。
◎植林：チタビヤマ小学校は植林隊帰国（7
日）の翌週に植林しました。しかしその後もな
かなか雨が降らずにいます。ナブトングヮ村の
方は降ったけれど、チタビヤマには降っていな
いという日もありました。何とか枯れずに根付
いてくれることを祈ります。10月後半まで、ナ
ブトングヮは少々雨が降りましたが、チタビヤ
マは殆ど降らずでした。24日に十分なまとまっ
た雨が降りました。この日はチタビヤマにも降
りました。その後は少々降ってカラカラに乾く
というまでにはなっていません。11月4日にま
た十分な雨が降りました。ナブトングヮの方は
しっかりと根付いてくれているようです。ジョ
フリー氏が軽く提案してくれたのですが、ブ
ドゥダ（ケニア国境付近で以前地滑りでニュー
スになったところ）に植林はどうか？というこ
とでした。予算のことなどありますが、出来た
ら良いかなぁと思ってます。ただ、カンパラか
らは車で5～6時間かかる所です。ジョフリー氏
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アフリカに行ってみたい 現地体験ボランティア！アフリカで暮らしてみたい

　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など、動機は色々！是非一度挑戦してみませんか？
 ◎活動内容：生活体験、家事・水汲み、ピアニカ指導、井戸掘り、植林、自動車整備など  ◎費用：￥300,000円～
 ◎受入先：ケニア共和国/ガリッサ（ミコノインターナショナル）、ウガンダ共和国/マサカ（ＡＡＡーＵ）　
 ◎期間：2週間程度～/1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月など◎交通：エミレーツ航空/カタール航空/オランダ航空など ※要相談



の実家が結構近いのと、調査か何かで彼がブ
ドゥダには時々行っていますので、もし植林す
るとしたら、調整は彼が出来るとのこと。　
　　　　　　　　　　　　AAAーU/山崎敬充

ケニア／第２回植林隊帰国報告
　9月26日夜、関西国際空港を出発し、途中乗
換を入れて約20時間のフライトの後ナイロビで
一泊、28日ガリッサ往きバスに7時間揺られて
約2年ぶりのガリッサへ無事に到着した。今年
でここガリッサの活動も20周年を迎え現地式典
準備の慌ただしい中、3名の精鋭（平均年齢60
歳）が無事に到着した。1回目に植えた「シン
バの森」の木々は順調に成長し、大きいものは
4m程の高さまで伸び、日差しの強いガリッサ
の大地に心地良い木陰を提供していた。マン
ゴー・グァバ・カスタードアップルといった果
樹達も、枝にたくさんの実をつけ、細い枝は必
死にそれを支えていた。今回で収穫も3度目に
なると言う。植えた当初の家畜除けの柵も、成
長した森の木達には必要なくなり取り払われ

て、木達の間には日々草が繁殖しピンクの花を
つけていた。
　今回はミコノインターナショナル敷地内の道
路側フェンス沿いとミシン教室脇のフェンス沿
いに約80本植林しました。フェンス側には背が
高く木陰をつくってくれる名前不明の木を植
え、その内側に柑橘系の木を植え二段構えにす
るというデイレクターの土方氏の構想にそって
進められました。また、今回20周年の現地式典
に駆けつけたミコノの会、国境なき奉仕団
「チームガリッサ」、カリブーニケニアの会
等、ガリッサにつながる各支援団体の記念植樹
を宿泊棟付近に十数本植え、今回はガリッサに
約100本植えることが出来ました。また、10月
2日には20周年の記念式典が行われ、数百人に
上るミコノインターナショナル関係（歴代奨学
金生など）の現地人と数十名の日本人で盛大に
執り行われました。関係現地人の中には国会議
員をはじめ現ガリッサ市長もミコノの奨学金を
受けた関係者だそうで、祝辞に駆けつけていた
　　 　　　　　　　　　　AAA本部/山崎毅史

  国 内 報 告  
モンゴル向けコンテナ到着

　神戸にあるモンゴル国を支援するアジアアフ
リカ環境協力センター、通称ACEC(アセック)
の瓜谷幸孝氏と昨年より打ち合わせを重ね、駐
日モンゴル国大使館を通じて現地NPOのACEC
 MONGOLIAN COOPERATION CENTER宛に
送りました。9月17日コンテナに物資を積み込
み、24日無事に横浜港出発しました。
　モンゴル国は、本来遊牧民の国民性と、一年
の半分以上を真冬（寒い時にはマイナス40度)
で過ごす厳しい自然環境の為、農耕等の安定的
定住生活が難しい現実で、首都ウランバートル
だけでも2000人以上孤児がいるそうです。
また、厳しいモンゴルの寒さを凌ぐ為、孤児達
は都市型暖房の地下ボイラー用マンホールに潜
み、マンホールチルドレンと呼ばれています。
その地下では低年齢での出産も絶えず、一層そ
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の状況を悪化させています。今回の物資は、厳
しい寒さを少しでも凌げる様に冬物中心に送ら
せて頂きました。AAA本部/山崎毅史

横浜市立大学にて講演
　11月15日、横浜にある横浜市立大学金沢八
景キャンパスに於いて、学生生協Warpの皆さ
んにお招き頂き代表の山崎純子・ウガンダ帰り
の山崎美江・本部長の山崎毅史の3名が講演に
行ってきました。Warpでは国際平和の取り組
みとしてウガンダ共和国に衣類を送るキャンペ
ーンを企画、学生への理解を深める為に講演会
を実施した。話の内容は、アフリカの現状につ
いてウガンダ共和国の様子や植林隊の事を中心
にお話しさせて頂きました。キャンペーンは12
月22日まで大学構内で衣類を募集、来年1月以
降にウガンダへ送る予定。 AAA本部/山崎毅史
定例衣類整理箱詰め

作業ボランティア
○チームつめるやん
8月 8日　衣料整理　参加12名　52箱
西内大州,ひさ子,中里睦子,藤村裕也,林仁,山崎純
子,理人,和奏,滉人,正美,毅太朗,毅治朗
9月8日　衣料整理　参加 8名
中里睦子,西内ひさ子、榎本日佐子,貴子,和貴,山崎純
子,正美,毅治朗
9月17日　モンゴル向けｺﾝﾃﾅ積み込み　参加6名
山崎純子,智子,咲楽,毅史,正美,毅治朗
9月18日　ウガンダ向けｺﾝﾃﾅ積み込み　参加12名　
榎本日佐子,貴子,和貴,山崎純子,智子,拓人,理人,咲楽,

毅史,毅太朗,毅治朗,正美
9月19日　衣料整理参加17名　榎本日佐子,貴子,和
貴,未来,中里睦子,畑公依子,西内ひさ子,山崎智子,拓
人,理人,和奏,咲楽,純子,正美
,毅太朗,毅治朗,田村雄輝
10月19日　衣料整理　参加 8名　榎本日佐子,貴子,
和貴,中里睦子,山崎純子,毅史,正美,毅治朗
11月 8日　衣料整理　参加15名　
中里睦子,榎本日佐子,伊賀川倍美,山崎美江,敬陽,
敬太,智子,拓人,理人,和奏,滉人,咲楽,純子,毅史,正美,
毅治朗

○チーム浦和
　　7月1日：4人、7月18日：5人、8月15日：5人
　 9月13日：4人、9月27日：3人、10月3日：4人
10月11日：5人、10月24日：1人, 10月31日：4人

ＥＭ-Ｘ GOLD送料無料
　健康生活でお馴染みの清涼飲料水ＥＭ-Ｘ 
GOLDが１本からでも送料無料でお届けできる
様になりました。お気軽にご注文下さい。

お歳暮にＥＭギフト
お歳暮の季節が近づいて参りました。地球環境
改善に向けて、どうぞEM製品をご利用下さ
い。※詰め合わせの一例
　1.ＥＭハンドソープ250mlｘ1個
　2.ＥＭハンドソープ詰替え用200mlｘ1個
　3.ＥＭ浴用石けん100gｘ3個
　　　　以上、三点の組合わせで￥1500円～

お米・ゴーヤ収穫！
  本年は厳しい暑さの中、夏の草取りが間に合
わず、例年よりもだいぶ収穫量が減ってしまい
ましたが、地下150mから汲み上げる綺麗な井
戸水と、長い歳月かけて蓄積された荒川河川敷
の土に手植えして、稲刈り後は天日干ししまし
た。昔ながらの手作業で美味しいお米が穫れま
した。今年は幻の33kg収穫でした。また、「ア
ルミ製プランタ」に植えたゴーヤが20本以上収
穫できました。AAA本部前の沖縄料理居酒屋
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「美崎」さんに調理してもらい、美味しいゴー
ヤチャンプルになりました。苦みを抑えるコツ
は、中の種と内側の薄皮をスプーン等でしっか
り取る事だそうです。試してみて下さい。

新米予約・年間予約受付開始！
全国的に厳しい暑さで高温障害に悩まされた今
年のお米ですが、高崎さんのEM自然栽培コシ
ヒカリは、暑さにも負けず、元気に美味しいお
米を実らせました。他のお米は高温障害で焼け
米（茶色く焼けてる粒）が多く混じったり、精
米時に粒が欠けたりする中、例年と変わらない
食味値と粒の大きさでした。
☆梅干し・お米のご注文はAAA本部でも受付け
ています。（送料は別です。代引発送できます)

まごころさん
　　有難うございます

(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 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 福島洋子  中山久子 藤野富子 久留隆光 久
留田鶴子 上田康子 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 関口 敬 小寺るる子 芦沢満欣子 
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 許斐律子 仁平浩
司 小林靖雄 住吉 望 西山華奈恵 中里睦子 高橋
正夫 中川宣和 大野正雄 日高貞夫  前納正道 高
松登子 川上美也子 矢嶋武弘 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 
渡辺夏子 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 埼玉県国際交流協
会 天理教埼玉教区浦和支部 松本重次郎 嶋村明
子 天理教国際たすけあいネット 大西孝規 東京
調布国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 大矢邦一 天理教日置荘分
教会  埼玉ﾕﾆﾌｫ-ﾑ

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)　
2010年7月1日～2010年10月末までにご寄付頂いた方
を掲載させて頂いております。
誤記・記載漏れ等ありましたらご叱正下さい。
田原知子(福岡市東区)直井あかね(新宿区)富田悦子(川口
市)佐柳美智子(三郷市)松本重次郎(春日部市)山越紀子(北
区)栗林英里(大阪市北区)柴田久恵(札幌市北区)熊谷恵(藤
沢市)望月千加(渋谷区)小出香(葛飾区)栗原尚子(渋谷区)大
日本住友製薬労働組合鈴鹿支部(鈴鹿市)西加奈子(札幌市)
芥川陽子(練馬区)茂野景子(魚沼市)大日本住友製薬労働組
合茨木支部(茨木市)田中祐子(京都市北区)本常利恵(新宿
区)大高美津子(札幌市中央区)牧瀬(世田谷区)風田浩重(宇
都宮市)宮田陽子(渋谷区)大西亜以子(さいたま市大宮区)
南順子(三田市)西方顕夫(横浜市南区)澤田香奈子(掛川市)
松栄増実(都城市)水谷絵里子(仙北郡)ﾊﾞｰﾃﾘﾝｸ孝子(安佐北
区)加藤嘉子(大阪市城東区)嶋村明子(千葉市稲毛区)冨田
しのぶ,北小路友規子(中京区)矢作淳子(さいたま市浦和
区)田口和代(御殿場市)奥村百合香(世田谷区)朝倉由佳(大
阪市鶴見区)田中直実(京都市中京区)新山裕子(柳井市)田
村寧健(北区)池谷健(相模原市緑区)中村恵美子(座間市)岡
崎千代子(朝霞市)佐藤洋子(横浜市磯子区)大日本住友製薬
労働組合東京支部(中央区)宮田千夏(目黒区)富永玲子(世
田谷区)片山邦子(世田谷区)田村博史(宇部市)赤松冨士子
(世田谷区)野上幸嗣(福岡市東区)水垣直子(さいたま市西
区)志水まり(文京区)山内美佐(名古屋市千種区)上田智子
(大阪市北区)井上久誠(北九州市門司区)塩原沙織(渋谷区)
山本尚美(神栖市)土田逸人(長岡京町)安藤栄美子(船橋市)
長江潤子(杉並区)川上由起子(足立区)川田修司(北足立郡)
川西公子(小金井市)田口晴香(八王子市)石山節子(仙台市
青葉区)遠藤あおい(柴田郡)横井佐和子(春日井市)小野彩
(福岡市西区)武谷智子(広島市安芸区)坂本淳子(高崎市)藤
島れい子(福岡市東区)平下みよ(福岡市早良区)半澤三里
(中央区)天野直江(さいたま市北区)伊津江里子(長岡市)岡
真理子(鳥取市)(株)ｸﾚｯｼﾞ(渋谷区)杉林佐和子(江戸川区)深
森友里(神戸市東灘区)加藤学園暁秀中学校高等学校伊東地
区会 鈴木恵美子(伊東市)(有)ふじた(観音寺市)高橋祥子
(尾道市)吉田祐子(横浜市港南区)高階典子(文京区)鶴和千
寿(大阪市城東区)白石恵津子(大田区)成田美智子(紋別市)
医療法人社団矯栄会ﾗﾌﾞｽﾏｲﾙ基金(港区)手嶋伸二(石巻市)
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林昭(葛飾区)粕谷光子(大田区)光澤彰二郎(世田谷区)秋山
智広(大田原市)矢後恵美(射水市)村松郁美(品川区)松本重
次郎(春日部市)角田容子(渋川市)安井香織(清瀬市)高橋実
穂(北葛飾郡)坂本綾子(神戸市長田区)水島淳子(海老名市)
立田朋子(江戸川区)片岡智彦(湖南市)高橋俊光(天王寺区)
野崎ミチ子(小平市)毛山薫(高知市)米岡直美(安中市)飯島
理江(かすみがうら市)寺本真由美(高槻市)渡辺和美(西東
京市)内山慶子(川崎市川崎区)中園あや(平塚市)二宮公明
(球磨郡)原田祐美子(東大坂市)矢部真知子(さいたま市見
沼区)岡田亜美(枚方市)牧野美和子(大田区)つばさ保育園
(横浜市港南区)石田輝美(色智郡)城佳世(飯塚市)岩本由貴
(高槻市)須賀麻起子(江戸川区)土屋順子(宝塚市)川俣広美
(中央区)後藤あずみ(羽生市)中尾悠子(台東区)安藤文恵
(北杜市)木島英信(ふじみ野市)神宮里香(三鷹市)森本彩子
(伊丹市)肥塚栄(和歌山市)水谷泰子(横浜市旭区)杉田辰弘
(東諸県郡)上杉節子(東広島市)東村佳子(南島原市)丹羽治
久(板橋区)佐藤江梨子(湯沢市)大谷麻子(大和市)上田智子
(大阪市北区)成田沙織(紋別市)高橋和子(船橋市)⑰朝日商
事(南佐久郡)青山貴子(世田谷区)成田恭子(横須賀市)荒山
美千枝(芳賀郡)植木章江(長崎市)石崎直子(江東区)上里み
ほ(石垣市)名執雅子(杉並区)小玉いづみ(練馬区)田村良子
(松戸市)ﾎｿﾀﾆﾏﾘｺ,中山ともえ(諏訪市)蓮沼彩子(杉並
区)(有)大丸かまぼこ店(宇和島市)ﾌﾟﾘｼﾎﾝｵﾗﾜﾝ(大阪市住吉
区)溝口啓子(南砺市)ｵﾑﾛﾝ労働組合(小牧市)塩崎純代(京都
市下京区)ｶﾝﾍﾞﾄﾓｺ,草場信子(福岡市早良区)鈴木圭子(児玉
郡)ﾁﾝﾁﾃｨ-ﾌｫﾝ(大田区)真境名真弓(亀岡市)嶋崎有香子(江
東区)渡邉知佳子(足立区)熊谷典子(港区)田中美和子(京都
市山科区)歳桃すみえ(上川郡)小西雅美(桜井市)服部優子
(吹田市)深森友里(神戸市灘区)土肥けいこ(国立市)勝淳子
(牛久市)西村理恵(東広島市)中宮美奈子(つくば市)神野雅
子(稲毛区)平野容子(品川区)山本美世子(北九州市小倉南
区)宮崎亘子(中央区)山下寛(京都市右京区)松本重次郎(春
日部市)岡本順子(大垣市)武藤まゆみ(小山市)塩崎牧子(豊
田市)(株)ｴﾝｼﾞﾝﾌｨﾙﾑ(渋谷区)石井里佳(山形市)村山華織(新
宿区)栗原尚子(港区)ｱﾙﾊﾟｼｴ(大田区)小林和子(中京区)尾
関友見(中央区)米布由子(江東区)澤田洋子(横浜市港北
区)(株)さつきメガネ(浜松市浜北区)工藤静佳(荒川区)ｵﾑﾛ
ﾝ労働組合(小牧市)古賀映子(神戸市東灘区)清水真奈美(静
岡市)嶋村明子(稲毛区)堀明子(立川市)塩川由紀子(京都市
西京区)浜脇幸美(神戸市北区)木村秀輝(大館市)寺岡和美
(横浜市泉区)鈴木良幸(川崎市中原区)本間みずき(高崎市)
裕介(小松市)植松美佳(江東区)影山靖子(京都市左京区)上
福元明美(杉並区)若林亜希(市川市)積田安行(千葉市美浜
区)畑澤睦子(久喜市)内片素子(西東京市)高橋めぐみ(標津

郡)服部映美(川崎市多摩区)多田美紀子(武蔵野市)笠原麻
由子(仙台市青葉区)仁木ゆきえ(河西郡)小島朋果(土浦
市)(株)杉山(岡谷市)川崎澄子(入間市)佐藤あすか(杉並区)
竹内奈子(四街道市)中野康代(江戸川区)松岡由美子(高槻
市)樋口淳子(豊島区)川島美恵(四日市市)鈴木方子(我孫子
市)花房磨紀(上越市)鶴さおり(佐世保市)堀田悦子(海部郡)
森山智子(板野郡)田村美智子(函館市)川岸直子(尼崎市)森
玲子(品川区)手嶋伸二(石巻市)渡辺香澄(桑名市)壬生真紀
子(新宿区)岸嘉則(江戸川区)松本重次郎(春日部市)軍司正
典(横浜市南区)浜田佳隆(江戸川区)大野えり(松戸市)田辺
敬子(市原市)水谷牧子(春日部市)鶴和千寿(城東区)武内加
奈子(吹田市)山本玲子(立川市)小田時子(広島市中区)武田
幸一郎(岐阜市)佐藤恵美子(東村山市)川端美佳(新宿区)杉
田暁子(諏訪市)大川夏子(世田谷区)岩本佳苗(横浜市都筑
区)岩本佳奈枝(札幌市清田区)福岡乃里子(目黒区)丸田美
奈子(長野市)中山真理子(さいたま市大宮区)新谷芳人(札
幌市豊平区)飯田さおり(宍粟市)小川泉(熊谷市)萬谷啓子
(板橋区)櫻井澄江(練馬区)細谷真希子(目黒区)宇田昌代(京
都市伏見区)浦壁美佐穂(益子町)植木章江(長崎市)伊藤美
枝子(高松市)渡邉知佳(東村山市)(株)ｼﾞｪｲ・ｴｽ・ﾋﾞｰ(京都
市下京区)青柳昌子(加茂市)杉原早紀(東大阪市)坂本詢子
(神戸市長田区)三浦一恵(一関市)中山暁子(牛久市)竹之内
弘美(富山市)(有)ｶﾜﾉ(名古屋市西区)廣瀬照美(船橋市)加藤
亜由(板橋区)森田美枝(柏市)田中美和(札幌市中央区)鷲尾
奈保子(守口市)松田久美子(粕屋郡)近睦子(虻田郡)大田実
希(葛飾区)小森璃乃(新宿区)榎本日佐子(さいたま市)山本
晶子(高知市)阿部美佐江(渋谷区)市原真紀(山武市)小山笑
美(戸田市)澤田洋子(横浜市港北区)梁藍(松戸市)(株)松本ｺ
ﾛﾀｲﾌﾟ光芸社(熊本市)芥川篤子(熱海市)中島純子(練馬
区)(有)ﾗｲﾄﾜﾝ(高槻市)田中芳尚(大田区)田中明美(西東京
市)浜脇幸美(神戸市北区)浅見敬子(大阪市)伊藤万喜(茅ヶ
崎市)木村敦子(川越市)東急不動産労働組合(渋谷区)小林
達子(青森市)清水美千代(南ｱﾙﾌﾟｽ市)藤田ユキ(千代田区)
須賀麻起子(江戸川区)酒巻美和子(小平市)伊藤満寿江(船
橋市)劉亜矢子(足立区)松山竜一(熊本市)中田恵子(広島市
佐伯市)山口まどか(直方市)玉置勝久(福山市)中宮美奈子
(つくば市)以上322名、匿名32名、その他大勢の皆様に
ご寄付頂きました。有難うございました。

☆お便りコーナー☆
2010年7月1日～2010年10月末までに頂いたお便り
▽比較的きれいな衣類ばかりです。中には新品もあ
ります。お役に立つとありがたいです。▽南アフリ
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まごころさん（ＡＡＡ会員）募 集 中！
【あなたも地球家族の一員に！】ご家族、友人、知人にお声がけ下さい！

「地球家族のたすけあい」人類もれなく明るく楽しく平和な暮らしをする為に、互いにたすけあいましょう！



カのサッカー、日本男子、大和魂、死語になりつつ
ある言葉、反面草食系男子等々、男は強く女は優し
く、みな心の奥にはあると思っています。▽いつも
お世話になり、ありがとうございます。二人娘の洋
服を整理し、お送りします。どうぞ宜しくお願いし
ます。皆様不順の折、ご自愛下さいませ。▽いつも
お世話になっております。▽いつもお世話様です。
7,8月のまごころさんです。宜しくお願いいたしま
す。▽皆様に宜しくお伝えください。▽暑中御見舞
い申し上げます。いつも御世話になっています。我
が家の二人娘が結婚して、もう着ない洋服をご利用
して頂きたいとの事、宜しくお願いします。暑さき
びしい折、皆様ご自愛下さい。▽この前、テレビで
アフリカの水事情を放映していました。30キロの道
のりを何時間もかかって水を酌みにくる人々、その
水は泥水でした。強烈でした。水への認識、恵まれ
てる日本、アフリカの植林、井戸望まれます。▽捨
てるにはためらわれ、何かに使ってもらえるならと
思い送りました。大変な仕分けになるかと申し訳な
い思いですが、宜しくお願いします。▽こんにち
は。長年私を助けてくれためがねです。又、誰かを
助けてくれると嬉しいです。2本とも近視用です。
(乱視が強いです。) 宜しくお願いします。PS.寄付
は別途送金します。▽暑い中ご自愛ください。▽世
界情勢が目まぐるしく変わるなか、相変わらず日本
では、己が得するのはどちらかと動き回る政治家、
まじめに働くことが報われる人々の良からんことを
願いつつ。▽前略、ようやく秋めいてきましたが、
今年は暑さの中、いろいろな活動が大変だったと思
いますが体調を整えて、これからも頑張って下さ
い。9,10月のまごころさんです。宜しくお願いいた
します。▽いつもおハガキご丁寧に頂いてますが、
webのみで結構です。宜しくお願いいたします。▽
これからも頑張って下さい。

編 集 後 記 
▼第１回AAAしょくりん隊で植えたシンバの森
の木々が、二年足らずで思いもよらず成長し、
訪問した私達を喜ばせてくれました。AAAも、
大勢の皆様のご協力を頂き、成長させて頂いて
いる様に思います。本年も多くの皆様に厚いご
支援を賜り、活動させて頂けた事に心から御礼
申し上げます。良いお年をお迎え下さい。そし

て来年も、より一層大勢の皆様にご協力頂き、
世界の平和実現に向けて歩みたいと思います。
植林隊へのご参加をお待ちしております。
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