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 2015 年 1 月 19 日 

２０１５年度事業計画書 
2015 年度（平成 27 年度） 

月次  予定日  実      施      項      目 

1 月  1 日 

14 日 

19 日 

下旬 

ＡＡＡ活動報告（年賀状発送） 

農業支援プログラム「野焼きの手伝い」実施（さいたま市桜区） 

年頭理事会（AAA 本部） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

2 月  9 日 

中旬 

15 日~25 日 

下旬 

定例理事会（AAA 本部） 

ウガンダ向け救急車コンテナ発送 

第７回植林隊派遣（ウガンダ共和国カルング県） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

3 月  1 日 

9 日 

下旬 

随時 

ＡＡＡ会報第 50 号発行 

定例理事会（AAA 本部） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 11 回サッカーＡＡＡカップ予選開催（ウガンダ共和国カルング県） 

4 月  上旬 

9 日 

下旬 

随時 

農業支援プログラム「水路掃除」実施 

定例理事会（AAA 本部） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 11 回サッカーＡＡＡカップ予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県） 

5 月  9 日 

中旬 

下旬 

随時 

定例理事会（AAA 本部） 

JICA 世界の笑顔のためにプログラムへ鍵盤ハーモニカ寄贈 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 11 回サッカーＡＡＡカップ予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県） 

6 月  1 日 

2 日 

上旬 

9 日 

下旬 

ＡＡＡ会報第 51 号発行 

第 11 回サッカーＡＡＡカップ決勝戦開催（ウガンダ共和国カルング県） 

農業支援プログラム「田植え体験」実施（さいたま市桜区） 

定例理事会（AAA 本部） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

7 月         9 日 

  初旬~下旬 

  下旬 

定例理事会（AAA 本部） 

農業支援プログラム「田の草取り体験」（さいたま市桜区） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

8 月  ９日 

12~21 日 

下旬 

定例理事会（AAA 本部） 

第８回植林隊派遣（ウガンダ共和国カルング県） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

9 月  1 日  

初旬 

9 日 

下旬 

随時 

ＡＡＡ会報第 52 号発行 

第 12 回サッカーＡＡＡカップ開幕 

定例理事会（AAA 本部） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 12 回サッカーＡＡＡカップ予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県） 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10 月         初旬 

9 日 

 中旬 

下旬 

下旬 

随時 

農業支援プログラム「稲刈り体験」（さいたま市桜区） 

定例理事会（AAA 本部） 

農業支援プログラム「脱穀体験」（さいたま市桜区） 

農業支援プログラム「籾摺体験」（さいたま市桜区） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 12 回サッカーＡＡＡカップ予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県） 

11 月        ３日 

      ９日 

９日 

中旬 

下旬 

随時 

埼玉県国際フェア２０１５出展予定（さいたま新都心ス—パーアリーナ） 

農業支援プログラム「手作りお米試食会」（AAA 本部） 

定例理事会（AAA 本部） 

JICA 世界の笑顔のためにプログラムへ鍵盤ハーモニカ寄贈 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 12 回サッカーＡＡＡカップ予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県） 

12 月        1 日 

9 日 

下旬 

随時 

ＡＡＡ会報第 53 号発行 

年度末理事会（AAA 本部） 

ママハニ孤児院生活支援（ケニア共和国北東州ガリッサ） 

第 12 回サッカーＡＡＡカップ予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県） 

 

事  業  名 事  業  内  容 予  算 

植林活動 植林地の調査、管理、試験栽培など 

実施日程：通年、従業者(予定)：５人     

実施場所：ウガンダ共和国カルング県 

受益対象者(予定)：地域住民（数百人~千人程） 

￥120千円 

養豚・養鶏 

プロジェクト 

豚、鶏の飼育、管理、など 

実施日程：通年、従業者(予定)：2人     

実施場所：ウガンダ共和国カルング県 

受益対象者(予定)：地域住民 

￥120千円 

井戸掘り活動 井戸掘り地の調査、作業 

実施日程：年１回以上、従業者(予定)：10人   

実施場所：ケニア共和国内、又はウガンダ共和国内   

受益対象者(予定)：地域住民（数百人~千人程） 

￥250千円 

植林隊派遣 植林隊の企画、募集、派遣など 

実施日程：年１回以上、従業者(予定)：毎回５人以上     

実施場所：ケニア共和国内、又はウガンダ共和国内 

受益対象者(予定)：地域住民（数百人~千人程） 

￥1,250千円 

サッカーAAAカップ サッカー大会の企画、開催、運営 

実施日程：年１回、従業者(予定)：５人   

実施場所：ウガンダ共和国カルング県カルング郡   

受益対象者(予定)：参加者、観戦者約 500人 

￥100千円 

孤児院支援 ママハニチルドレンホーム孤児院への食料、生活消耗品の寄贈 

実施日程：毎月１回、従業者(予定)：２人   

実施場所：ケニア共和国北東州ガリッサ   

受益対象者(予定)：施設利用者約 60人 

￥120千円 
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グローバルリサイクル 

鍵盤ハーモニカ 

鍵盤ハーモニカの収集、管理、発送 

実施日程：通年、従業者(予定)：５人   

実施場所：埼玉県さいたま市  送り先：各国 

受益対象者(予定)：送り先の学校（数百人） 

￥140千円 

グローバルリサイクル 

眼鏡 

鍵盤ハーモニカの収集、管理、発送 

実施日程：通年、従業者(予定)：５人   

実施場所：埼玉県さいたま市  送り先：各国 

受益対象者(予定)：送り先の学校（百人程） 

￥100千円 

日本国内農業支援 水田の管理、参加者の募集、イベントの実施 

実施日程：通年、従業者(予定)：5人   

実施場所：埼玉県さいたま市   

受益対象者(予定)：参加者約 50人 

￥30千円 

 


