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	 2018 年 12 月 31 日	

２０１８年度事業報告	
月	 開催日	 実	 	 	 施	 	 	 内	 	 	 容	

1 月	 9 日	

11 日	

10〜31 日	

26〜2/7 日	

年頭理事会＆新年会（AAA 本部）	

熊本地震支援活動新年活動再開	

熊本地震支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 27 人受け入れ	

第 11 回 AAA しょくりん隊（５名派遣）	

2 月	 ２日	

9 日	

1 日〜28 日	

第 13 回サッカーＡＡＡカップ決勝戦開催	

定例理事会（AAA 本部）	

熊本地震支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 16 人受け入れ	

3 月	 9 日	

20 日	

1 日〜31 日	

定例理事会（AAA 本部）	

ＡＡＡ会報第 56 号発行	

熊本地震支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 56 人受け入れ	

4 月	 9 日	

12 日〜15 日	

24 日	

1 日〜30 日	

定例理事会（AAA 本部）	

台湾・花蓮地震視察（１名）	

アースデイ琉球 2018 視察（１名）	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 56 人受け入れ	

5 月	 9 日	

１日〜31 日	

定例理事会（AAA 本部）	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 91 人受け入れ	

6 月	 2 日	

１日〜3 日	

定例理事会（AAA 本部）	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 89 人受け入れ	

7 月	 9 日	

１日〜31 日	

定例理事会（AAA 本部）	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 73 人受け入れ	

8 月	 9 日	

10 日	

13〜26 日	

22 日	

１日〜31 日	

定例理事会（AAA 本部）	

埼玉 NGO ネットワーク加盟	

第 12 回 AAA しょくりん隊（8 名派遣）（ｳｶﾞﾝﾀﾞ共和国ｶﾙﾝｸﾞ県）植林：3,896 本	

第 14 回ｻｯｶｰＡＡＡ杯開幕式・予選随時開催（ウガンダ共和国カルング県）	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 91 人受け入れ	

9 月	 ９日	

10 日	

20 日	

１日〜30 日	

随時	

定例理事会（AAA 本部）	

北海道胆振東部地震視察（１名派遣）	

ＡＡＡ会報第 57 号発行	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 93 人受け入れ	

第 14 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）	

10 月	 4 日	 	 	 	

９日	

14 日	

１日〜31 日	

随時	

西日本豪雨災害広島視察（１名派遣）	

定例理事会（AAA 本部）	

埼玉県国際フェア 2016 出展（さいたま新都心ス—パーアリーナ）参加者：28 人	
熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 76 人受け入れ	

第 14 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	 13 日	

16〜18 日	

18 日	

1 日〜30 日	

第 2 回 JICA-NGO 会議出席	

被災地を繋ぐ支援活動〜熊本with沖縄〜沖縄ｶﾞｽ 60周年ﾕﾏﾁﾏｰｹｯﾄ出店(2名派遣)	

EM 農場見学（２名参加）、EM 研究機構と打合せ	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 82 人受け入れ	



 

1-12-18 Sakawa Sakura-ku Saitama-City Saitama-ken Japan  Zip 338-0823   
TEL&FAX： 048ー858ー5544	  URL< http://aaag.org/>	 E-mail<	 global-family@aaag.org	 > 

 

随時	 第 14 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	 	 	 9 日	

15 日	

16〜17 日	

1 日〜20 日	

21 日〜24 日	

23 日	

25〜31 日	

随時	

年度末理事会（AAA 本部）	

北海道胆振東部地震後方支援、安平町（１名派遣）	

西日本豪雨災害後方支援愛媛・広島支援（1 名派遣）	

熊本地震緊急支援活動（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）延 63 人受け入れ	

被災地を繋ぐ支援〜熊本・沖縄〜	ﾊｯﾋﾟｰﾓｱ市場出店	沖縄販路拡大視察(8 人派遣)	

EM 農場見学（８名参加）	

ドイツ・ｶﾙｶｰ,ﾍﾞﾙﾘﾝ視察（１名派遣）	

第 14 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）	

 
海	 外	 事	 業 事	 業	 内	 容 

植林活動 植林地の調査、管理、試験栽培など 
実施日程：通年、従事者：４人	 植林本数：３,８９６本	  
実施場所：ウガンダ共和国カルング県 
受益対象者：３小学校・地域住民（２〜３千人程）とカルング県各所 

植林隊・おたすけ隊派遣 実施日程：1/26〜2/7、6/25〜7/6、8/15〜8/26 
参加者：１月５人、６月２人、８月９人	 計１６人 
実施場所：ウガンダ共和国３回 

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、従事者：７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：優勝ﾁｰﾑの村約 1,000人、 
出場者：13人×12チーム＝約 150人、観戦者約 200人×60試合 

国	 内	 事	 業 事	 業	 内	 容	

グローバルリサイクル 
鍵盤ハーモニカ・眼鏡 

実施日程：１回、従事者：３人（運搬、梱包など） 
送り先：ウガンダ 10台 
受益対象者：約 930人 

国際フェア 2018 
 

実施日程：１回 10/14日、従事者：28人（出展準備、支援物産販売など） 
出展内容：ウガンダ植林活動、熊本地震支援活動 
支援物産販売：ウガンダ物産、東日本大震災物産、熊本地震物産 
来場者：約数千人 

熊本地震支援 実施日程：1/10〜12/24実施内容：農業支援、土砂の片付け、日常生活支援等 
従事者：２人、参加者：延約 811人	 支援先農家：延 78軒、他 27軒 
実施場所：熊本県阿蘇郡南阿蘇村、高森町、大都町、益城町 

西日本豪雨後方支援 実施日程：10/4, 10/20,12/17	 実施内容：視察調査、助成金申請支援１軒 
従事者：１人、支援先市民団体：２件 
実施場所：広島県呉市、愛媛県 

北海道胆振東部地震支援 実施日程：9/10、10/22〜24、12/15 
実施内容：視察調査、IT支援２件、助成金申請支援３件 
従事者：１人、支援先市民団体：３軒 
実施場所：北海道安平町、札幌市 

2018 年度（平成 30 年度） 


