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は じ め に 

いつもアイユーゴーの活動にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

みなさまにおかれましては、ますますご健勝であることを願っています。 

5月21日に大阪市内で総会を開催しました。会議形式というより懇親を重視した形式となりました。 

あらかじめ総会資料に目を通して参加していただき、質疑とフリートークを重んじ、忌憚のない意見を交換する場

としました。開放感にあふれるなか、自由なコミュニケーションに心の温かみを感じつつ、総会を終えました。 

ここに2021年度の国内外の事業報告と2022年度の活動計画をお伝えします。どうぞ今後ともよろしくお願いいたし

ます。                                         理事長 新田幸夫 

 

マダガスカルで MadaBirds活動が開始した！

MadaBirds(マダバード)の活動は、マダガスカルの鳥を

守る活動です。マダガスカルの鳥の名前には、マダガス

カルアオバズク、マダガスカルオウチュウ、マダガスカ

ルキジバト、マダガスカルカンムリカワセミ、マダガス

カルシキチョウ、マダガスカルルリバトなどのように冠

に「マダガスカル」が添えられています。いかにマダガ

スカルの固有種が多いことか。 

活動の代表であるHaja氏（写真：T-シャツや本を持

っている人）は、子供たちが自分たちの国の鳥のことを

理解して、野生生物に対する意識を高め、自然環境を学

び、愛し、守るようになってもらいたいと願う教育者で

あり、鳥の研究者でもあります。彼は、数年前に、マダ

ガスカルに生息する215種の鳥とその生息地を示した

本を出版しました。 

今年の5月に初めて、彼はそれぞれの図書館に十数冊

を寄贈しました。下の写真は、「ひろしま・祈りの石国

際教育交流財団」様からの助成金で建てた図書館の中で、

ハジャ氏がMadaBirds活動の意義について説明をして

いるところです。T-シャツは、アイユーゴーがMadaBirds

活動の資金を集めるために製造したものです。 

           
アンタナナリボ市アンボヒマンガクリー中高学校     アンボヒダバ村小学校            フィハオナナ村小学校 

 

                                                    

                                                                       

 

 

 

特定非営利活動法人アイユーゴー通信 第３３号 
   〒590－0452 大阪府泉南郡熊取町山の手台1-22-10 

                                      TEL : 072-452-5680  

     メールアドレス：snittaskmj0715@yahoo.co.jp 

ホームページ：http://aiyugo.org/ 
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１ 2021(令和 3)年度海外事業報告 

１）環境保全事業 

＜自然環境の再生を図る事業＞ 

  事 業 地：マダガスカル・マンゴロ県 

  助成団体：国土緑化推進機構 

 助 成 金：1,351,000円 

事業内容：マダガスカルの自然再生（植林活動） 

    
ラバカといわれるがけ崩れ    ラバカはこの地帯のいた 

(手前に白い小学校校舎の屋根)       るところで見られる 

   
1500人近くの小中高の生徒たちが集まり植樹をします 

２）小学校建設事業 

＜途上国における教育水準の向上に必要な事業＞ 

  事 業 地：マダガスカル共和国アナラマンガ地方フ

ィハオナナ村の副村であるアンバザハ村 

助成団体：ひろしま祈りの石国際教育交流財団 

助 成 金：1,175,000円 

事業内容：小学校建設(校舎増設) 

 
完成を前に、新しい建物を見たくて、子供たちが集合した 

３）経済活動の活性化を図る事業（継続事業） 

＜途上国の経済的自立に必要な事業＞ 

  事 業 地：マダガスカル共和国アナラマンガ地方フ

ィハオナナ村     

  助成団体：交渉予定であるＪＩＣＡ関西（草の根技

術協力事業） 

  事業内容：シナモンオイルの生産による住民生活の

向上を図る事業。 

４）人材育成事業（継続事業） 

 ＜途上国の人たちとの相互交流から国際社会に通ず

るリーダーを育成するために必要な事業＞ 

  事 業 地：タイ王国  

  助成団体：三菱UFJ国際財団 

  助成金額：500,000円 

  事業内容：「少数民族とともに国際社会を考えるセ

ミナー」 

５）古着の寄贈事業（継続事業に） 

 ・事 業 地：マダガスカル共和国 

 ・事業内容：アンボヒダバの子供たちへの古着の寄贈   

 ・寄 贈 者：NPO法人ホームビジットとんとん 

６）環境保全事業（継続事業） 

＜自然環境の再生を図る事業＞ 

  事 業 地：日本国内 

  達成金額：210,000円 

 事業内容：マダガスカルのSAKURA NGOのMadaBirds

という子供たちに自然環境の問題を意

識させる教育を「鳥」を通して行うプロ

ジェクトへの協力事業としての T-シャ

ツ製造販売 

２ 2021(令和 3)年度国内事業報告 

１．総会 

 コロナ禍の中、書面での理事会並びに総会を行いまし

た。議案のすべての項目において、全員の承認を受ける

ことができました。 

審議事項は、第1号議案が2021年度事業報告、会計決

算（財産目録、貸借対照表、収支計算書）であり、第2

号議案は、2022年度事業計画、予算案の件でありまし

た。 

２．理事会 

総会と同様の審議事項の審議を行い、すべて両人を受

けました。 

３．会議 

会議はオンラインによる会議と対面による熊取会議

(熊取町に在住する役員を中心に)を行いました。前者は、

AMB（Aiyugo Meeting Bar）とし、後者は、事務局会議

として事務局の運営に関する協議を行いました。特記す

べきは、AMBは、MadaBirdsプロジェクトの推進役を果

たす貴重な会議となり、ハジャ氏が2回参加したことで

す。 

 主な会議のみの日時、会場、参加人数を記します。 

＜熊取会議＞ 

１）日時：2021.9.19（Sun）12:00-15:00 

  会場：久保クリエイト株式会社会議室 

  参加：3名 

２）日時：2021.10.12  17:00- 

  会場：ひげざる 

  参加：3名 

３）日時：2021.11.12（Sat）18:30より 

会場：熊取ワンカルビ レストラン 

参加：5名 

＜AMB アイユーゴーミーティングバー＞ 
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ZOOM会議 

１）日時：2021.4.28 19時:00- 

参加：9名 

 
２）日時：2021.5.12   19:30-21:45 

参加：７名 

３）日時：2021.6.11 19:30-21:10 

参加：8名 マダガスカルからHaja氏の参加 

４）日時：2021.7.21 19:30 

  参加：8名 

５）日時：2021.8.30 19:30-21:00 

参加：6名 

６）日時：2021.9.22(Wed) 19:30-21:00 

参加：8名 マダガスカルからHaja氏の参加 

７）日時：2021.10.25 19:30- 

    参加者：6名 

８）日時：2021.12.8  19:30 – 

    参加者：7名 

９）日時：2022.3.15(Wed) 19:30-21:00 

参加者：6名 

３ 2021(令和 3)年度事業収支決算報告 

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 

令和3年4月1日～令和4年3月31日    

科    目 金  額（単位：円） 

Ⅰ収入の部       

 １会費収入       

  正会員 298,000     

  賛助会員 18,000     

   316,000   

 ２募金・寄付金収入       

  一般寄付 60,000 60,000   

 ３自主事業収入       

  0 0   

 ４助成金収入       

  ひろしま祈りの石     1,175,000     

  国土緑化推進機構    1,351,000     

    2,526,000   

 ５雑収入       

  0 0   

    経常収入合計                              2,902,000 

Ⅱ支出の部       

 １事業費       

   資機材費 2,322,209     

   資材運搬費 93,055     

   現地移動費 121,858     

   専門家費用 37,664     

      スタッフ派遣経費 398,790   

   現地管理費 17,500     

    2,991,076   

 ２管理費       

   旅費交通費   13,860       

   宿泊費 7,800     

      協力費    6,500     

   通信費   31,568     

   事務費 47,585     

   雑費 9,600     

      116,913   

 経常支出合計     3,107,989 

  経常収支差額       -205,989 

Ⅲその他資金収入の部       

  1受取利息       

      普通預金利息        6         6   

  2その他の事業会計か 

    ら繰入 
     

   その他資金収入合計             6 

Ⅳその他資金支出の部       

その他資金支出合計     0 

当期収支差額       -205,983 

前期繰越収支差額     -65,180 

次期繰越収支差額     -271,163 

 
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 

令和4年3月31日現在  

Ⅰ資産の部       

 １流動資産       

    現金 0     

    三井住友銀行           848,367     

    新ゆうちょ銀行 2,469     

    貯金事務センター 314,166     

    未収入金 676,000     

    1,841,002   

 ２固定資産       

   電話加入権 0     

     固定資産合計   0   

          資産合計（Ａ）     1,841,002 

Ⅱ負債の部       

 １流動負債       

    短期借入金 932,776     

    未払金 415,786     

        前受金 500,000   

    預り金 263,603   
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      流動負債合計   2,112,165   

 ２固定負債       

     固定負債合計   0   

     負債合計（Ｂ）     2,112,165 

Ⅲ正味財産の部       

      前期繰越正味財産   -65,180   

      当期正味財産現象額   －205,983   

      正味財産合計（Ｃ）                    -271,163 -217,163 

 負債及び正味財産合計    

   （Ｂ）＋（Ｃ） 
    1,841,002 

４ 2022(令和 4)年度事業計画 

１）環境保全事業 ＜自然環境の再生を図る事業＞ 

  事 業 地：マダガスカル・マンゴロ県 

  助成団体：国土緑化推進機構 

 助 成 金：1,252,000円 

事業内容：マダガスカルの自然再生（植林活動） 

２）図書館建設事業 

＜途上国における教育水準の向上に必要な事業＞ 

  事 業 地：タイ・チェンマイ県 

助成団体：ひろしま祈りの石国際教育交流財団 

助 成 金：1,482,000円 

事業内容：小学校建設 

３）経済活動の活性化を図る事業（継続事業） 

 ＜途上国の経済的自立に必要な事業＞ 

  事 業 地：マダガスカル共和国アナラマンガ地方 

  助成団体：（交渉予定）ＪＩＣＡ関西  

  事業内容：シナモンの葉からシナモンオイルを生産  

      して住民の生活向上を図る事業 

４）人材育成事業 

 ＜途上国の人たちとの相互交流により国際社会に 

  通ずるリーダーを育成するために必要な事業＞ 

  事 業 地：タイ王国チェンマイ近郊  

  助成団体：三菱UFJ国際財団 

  助成金額：500,000円 

  事業内容：少数民族と国際社会を考えるセミナー 

５）古着の寄贈事業 

  事 業 地：マダガスカル共和国 

  事業内容：アンボヒダバの子供たちへの古着の寄贈 

  寄 贈 者：NPO法人ホームビジットとんとん 

６）環境保全事業 ＜自然環境の再生を図る事業＞ 

  事 業 地：日本国内 

  目標金額：430,000円（予定） 

 事業内容：日本においてT-シャツの製造販売を通 

してマダガスカルの鳥を保護する活動 

５ タイでの合同セミナー実施 急募！ 

軍事クーデターから逃れて避難したミャンマー人

たちと、そして彼らを保護し支援している人たちと

ともに、『しあわせ』はどのようにして手に入れる

ことができるのか、一緒に考えるセミナーです。 

海外だからこそ知ることができることがたくさ

んあるはずです。 

彼らと３日間、生活を共にします。 

今こそ！ 手を携えて、ともに考えてみませんか。 

１）期間：２０２２年８月２５日～３１日 

２）会場：チェンマイ県ファング地区レイサム学校 

３）参加条件：２０代・３０代 

４）最小催行人員：１０名 

５）募集締切：定員になり次第 

６）参加費：158,000円（ご相談を、早割りあり） 

参加費に含まれない費用：海外旅行保険代金 

７）問い合わせ先 

  e-mail: snittaskmj0715@yahoo.co.jp 

   Tel: 090-9167-7053（新田） 

６ 後記 

これまでのマダガスカルにおける植林事業は国土緑化

推進機構(緑の募金)様からの助成金によるものです。 

事業名は、「マダガスカルの高原地帯における土砂崩

れの災害を防ぐための植樹による整備事業」でありま

す。 

 

 そして2022年も彼ら(下の写真)と植樹をします。 

 
「植樹する」とは、「自然に命を与える」ことではない

か。このような機会を与えていただき、感謝、感謝です。 

 

＜振込先＞ 

特定非営利活動法人アイユーゴー 理事長 新田幸夫 

・三井住友銀行 阿倍野支店 ： ７，４７９,４７０ 

・ゆうちょ銀行 ：  ００９３０-９-１４４２５２ 

発行者：新田幸夫 印刷：(株）フジカク 

年度 場所(村) 面積(ha) 植樹数

(本) 

2012 フィハオナナ 約8 10,625 

2013 フィハオナナ 約6 5,100 

2014 フィハオナナ 約5 6,200 

2015 フィハオナナ 約3 4,950 

2016 アンボヒダヴァ 約4 12,010 

2017 アンボヒダヴァ 約11 7,600 

2018 アンボヒダヴァ 約10 6,500 

2019 アンボヒダヴァ 約7 17,500 

2020 アンボヒダヴァ 約15 25,500 

2021 アンボヒダヴァ 約20 18,500 
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