
 

パネルに足を留めて下さった方、

募金をしてくださった方、グッズを買ってくださった方に感謝いたします。 

第 10 回

 

ップも売れ、ボランティア登

録用紙も渡しました。 

ハローよこはま中区

入して下さり、

ち

れば

また違う広がりが期待できるかもしれません。 

、784,697 円。グッズ売上は、
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襲 う 飢 え か ら 命 を 守 り た い 
W F P 応 援 団  こ の 秋 の 活 動 報 告 

～ ハ ン ガ ー マ ッ プ に 注 目 集 ま る ～ 
2001 年は、ボランティア国際年でした。世界で、また国内でも様々なボランティア活動が展開されたようで

す。応援団は、いつもの様の WFP を知っていただくために、16 のイベントに参加、または主催し、世界に 

8 億人といわれる飢餓に直面している人々のために募金活動に奮闘しました。

ボランティアフェスティバル かながわ  

9 月 22・23 日（パシフィコ横浜展示ホール）

10 回目の全国ボランティアフェスティバルがここ

神奈川で開催

している人

たちにビデ

オ上映、パ

ネル展示、

グッズ販売

募金を通じ

WFP を PR
しました。WFP を全く知らない人たちも多く、じっ

くり説明するために、応援団手作りのパネル「応援団

の活動風景」「カンボジアスタディーツアー」が役に

たちました。ハンガーマ

されました。全国のボランティア活動を

区民まつり 
10 月 7 日（根岸森林公園） 

年々沢山の市民団体が、工夫を凝らしにぎやかに参

加します。応援団も積極的な募金の呼びかけや自分た

ちで作ったアフガニスタンのパネルなどのおかげで

募金もかなり集まり、ハンガーマップも売切れました。

「ボランティア登録用紙」にも数人が記

ょっと手ごたえのある一日でした。 
この地域は外国の方が多く、英語のチラシがあ

イベントの募金金額は

187,900 円でした。 

フォーラムまつり

のせいか、募

金も多く、グッズも良く売れました。 

ひまわりフ

姿も見られました。 

西区区民まつり   

かたも多く関心を持っていた

 
10 月 21 日（戸塚女性フォーラム） 

毎年参加しているフォーラムまつりです。今年は天

気も良く人でもまあまあでした。パネル展示、ビデオ

上映グッズ販売募金箱などを置きました。ハンガーマ

ップを展示したため、若い人、子供づれのお母さん学

校関係の方が関心を持って質問されました。市民活動

をしているグループの参加が多いお祭り

ェスタ 港南区区民まつり 
10 月 28 日（ひまわりフェスタ第 2 会場） 

港南区でははじめ

の募金は他でも 3 ヵ

界の飢餓と言う大

きなテーマで訴え

ました。あいにくの

雨でしたが、おとう

さんが子どもに、ハ

ンガーマップを丁

寧に説明している

てのイベントでしたが、アフガン

所でやっていたので、私たちは世

10 月 28
WFP の P･R とアフガン難民

した。朝から雨が降りました

難民 750 万人」のパネルで募

うな会場では無料で配るもの

中「アフガン」の呼びかけに応
展示の準備をする応援団員 

くださる

だけました。 

日（西区 戸部公園） 

への募金活動を行いま

が、手作りの「アフガン

金を募りました。このよ

を求めてくる人が多い

じ募金をして



5 周年記念チャリティーフォーラム 
 

 
10月12日にパシフィコ横

浜アネックスホールで、フォ

ーラム「もう１枚の世界地図

―ハンガーマップが語るも

の」が開催され、参加者が

700 人を上回る盛況だった。

応援団は準備、設営などに協

力した。援助食糧の試食と展

示は初めての試みだったが、

「まずい」と言う人、「ひな

びた懐かしい味がする」、「意外とおい

しい」と言う人など様々。フォーラムの

ネラーの一人小山内美江子さんが、グッ

バックを「連帯のしるしとして持ちまし

って下さったおかげで、用意したバッグ

う間に完売するという一幕もあった。 

フォーラム終了後、事務所奥の会議室

し、パネラーとの親睦会が行われた。遅

たにも関わらず、ここにも予想を上回る

加。会場で聞き足りなかった質

問をしたり、意見交換をする人

たちの輪ができていた。席上パ

ネラーの皆さんにフォーラムの

感想をお聞きすることができた。 

武者小路公秀氏と辺見庸氏の

お二人は、「事前に打ち合わせた

のではないけれど、パネラーの

息がぴったりと合い、会場の雰

囲気も大変熱心」と驚かれた様

子。武者小路氏は「この思いを
〔

WFP 事務局次長、軽井沢中学で講

フォーラムに先立ち、この日横浜市立軽

で、事務局次長のジャン・ジャック・グレ

界の飢餓の現状と WFP の活動についての

た。これは｢人権と国際理解教育｣の一環と

と地域の人々を対象に行われたものです。

校のご好意によりこれらの学習から生徒

とを学んだか、何人かの感想を掲載します

合上残念ですが一部分割愛しました。 

     ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

◆ 私には飢餓といわれたってピンときま

ビデオを見て足や手が木の枝のようにな

を見て、そうとう辛いものだということは

た。日本が WFP のことを支援しているこ

ほっとしました。（2 年女子） 

 

〔講演会後行われた地域の人との交流会に取材
に来た中学生／グレース氏 左から２人目〕 
最後に、パ

ズの手提げ

ょう」と言

があっとい

に場所を移

い時間だっ

70 数名が参

次につなげることが大切」と、ま

た辺見氏は「こんなにたくさんの若い人が真剣に考

えていることに意を強くしました」とおっしゃって

いた。WFP 事務局次長ジャン・ジャック・グレース

氏からは「大変な成功だったと思う。展示も素晴ら

しく、私の見たことのない写真もあって興味深く見

せて貰った」と言っていただいた。 

試食コーナーで味見をする参加者〕 

当日の募金総額は 112,783 円。グッズ売上は

85,550 円だった。

演 

井沢中学校

ース氏が世

話をしまし

して、生徒

軽井沢中学

がどんなこ

。紙面の都

 

せん。でも、

っている人

分かりまし

とを聞いて

 
◆ 8 億人もの人々のほとんどが子ども、僕たちと同

たつと、まだ食べられ

々たちの気持ちが

のことだけでなく、国が発展していく

には、今より

ジアの貧しい国々がずっと楽な暮らしになってい

るといいなと思いました。（3 年女子） 
 

じ子どもたちが苦しんでいる。僕たちが何かを手伝っ

ていきたいと思った。（2 年男子） 
◆ 私たちは物を大事にしなければいけないと思っ

た。ファーストフードで時間が

るのに捨てるといったことはとても無駄なことをし

ていると思った。（2 年女子） 
◆ このことはただ事じゃないと思った。もし、自分

が同じように飢えていたら、その人

本当によくわかるような気がした。これからも少しず

つ募金しようと思う。（2 年男子） 
◆ 今、アメリカとアフガニスタンとの戦いでたくさ

んの人々が食糧に困っていると思うと、とても心 
苦しいです。アフガニスタンはこれから気温がどんど

ん下がり、体力的にも精神的にもとても厳しくなって

いくと思うので、WFP 等の支援がとても重要になっ

てくると思います。私にできることといったら募金く

らいしかできないけど、応援していきたいと思いまし

た。そして WFP が、木を植えたり、子どもに勉強を

教えたりと食糧

ための支援をしているのがすごいなと感動しました。

（3 年女子） 
◆ 食べ物がなくて困っている人たちのためにでき

ることは、私たちが一生懸命働き、日本を支えていく

ことだそうです。私が社会に出て行く頃

ア
 



～･～･～･～・～・～援 助 の 現 場 から   WFP プレスリリース 9、10、11 月より～・～・～・～・

アフガニスタン  WFP の援助その足跡 
刻一刻と情勢の変化するアフガニスタンで、WFP は

安全と輸送手段の確保に苦慮しながらも、その援助活

動続行に力を尽してきた。 
 
    ウズペキスタン   タジキスタン  

                      1233t 
トルクメニスタン        ◍ファイザバード   
  1600t（18 日）      ◍マザリシャリフ      
  1000t      ・アンドクイ        
              
マシャード                                  
 ２１０t   ◍ヘラート        ◍カブール  ◍1000t 
              ◍       ぺシャワール 
                     イスラマバッド◍        
     アフガニスタン                   
          ◍カンダハール 
               パキスタン 
           ◍クエッタ 475t 
イラン         
                                                     
国境を越えて陸上輸送（１０月１０日 計３９１８ｔ） 
 

◆９月１２日 外国人職員は国外強制退去さ

せられ、アフガニスタン国内へ、国外からの援助食糧

輸送は困難になった。国内では現地スタッフが、備蓄

食糧を懸命に配布し続けた。WFP は、パキスタンに

多くの職員を派遣、国内の避難民に対しての食糧援助

再開に備えた。 
◆２６日 輸送手段と現場での NGO の組織を確保、

最も深刻な状況の北西、北東地域に向け食糧輸送を再

開した。数万人規模の難民流入にそなえ、周辺諸国の

緊急食糧基地に、備蓄用援助食糧の空輸開始の準備に

入った。 
◆１０月４日 国内避難民 600 万人と難民 150 万人の

援助続行のために、今までの７倍以上の支援の必 要

性を国際社会にアピールした。 
◆１０日 この時点の援助状況は上記の図の通り。 
◆１８日 長い間援助食糧も届かず、苦しんできた北

部の 40 万人にむけて救援トラックを出した。 
   
 
 
 
スーダン 9 月、干ばつのスーダンを襲った豪雨が、

援助食糧の輸送路を寸断、空路による緊急援助実施ア

ンゴラ ’98 に再燃した内戦のため、2 年以上も家に

帰れないアンゴラの避難民 100 万人に食糧を援助、食

糧援助の 60％は紛争のため空輸。 
カンボジア  昨年大洪水で壊滅的な被害を受けた地

域で再び洪水により 30 万人が避難生活を行なってい

る。食糧安全保障は深刻な打撃を受けている。 
スリランカ 慢性的な貧困状態にある人々を干ばつ

が襲い、人々には水さえも残っていない。特に状態の

ひどい 30 万人を対象に緊急援助を行なう。 
北朝鮮  大洪水のため水田は数ｍの深さに水没。’95
年以来洪水や干ばつ、台風で圧迫され続けてきた 800
万人を対象に Food for Work を含む援助を行う。 

  
雪が降れば通行不能になる中央高地地域 10 万世帯の

餓死を回避するには空中投下もやむおえないことも

あり、WFP は、後方支援のための費用も含め、2 億

5700 万ドルの拠出を国際社会に向けて要請していた。

18 日の発表によると、アメリカ、イギリス、ドイツ、

日本始め多くの国から民間、政府双方より多額の拠出

があった。 
現在配給量はかなり

増大したが、状況が変

われば保障の限りで

はない。援助食糧を国

内に運び込むための

新たな輸送ルート開

発が急務だ。 
◆１１月７日 北・
東・西部アフガンへの
輸送ルートがあるト
ルクメナバード（トル
クメニスタン）は、Ｗ

ＦＰにとっては重要ポイントだが、備蓄が激減してい
るため、クエッタの倉庫から空輸により補給した。こ
こから北部アフガンへトラックで輸送する。 
◆１９日 トラック運送量をふやし、近隣諸国での食

糧買い付け、借り出し、道路の除雪などにより、目標

としていた量の食糧を国内に運び入れる事ができた。

WFP、NGO の現地職員（内１３０人はアフガン人）

が、献身的に、勇敢にこれらの食糧を配っている。国

際的支援額は必要額の 63％が達成された。 
◆２３日 タジキスタンからファイザバードへ天候の

許す限り１日 4 便、空輸する。ここからトラックで更

に東北部奥地へと運ぶ。イスラマバッドからカブール

へ高エネルギービスケットとユニセフの注射器を空

輸。クエッタからのルートは食糧援助物資の為には使

用できない危機的状況にある。 
 
 
 
 
 
ジンバブエ 食糧余剰国だったジンバブエは、洪水に

よる被害の後、例年なみの雨が無く、収穫は激減、主

食穀物の急騰により日々生き延びること自体が困難

になった。政府は公式に人道的支援を要請、WFP は

最も弱い立場の 50 万人を支援する。 
ザンビア 南部で干ばつ、北西部で洪水が、収穫を前

にした栄養不良状態の数百万人を襲った。 
ガーナ 北部の貧しく飢えた家族が、自ら生計を立て

ることができるよう支援する為に、他の国連機関や非

政府組織（NGO）と連携し、開発プログラムに着手し

た。保健・栄養教育や女子教育、樹木や植物の育苗、

林業農園、土壌作りや給排水施設といったサバンナの

資源管理改善の為、2005 年まで 48 万 2 千人に食糧援

助をする。 



 

ボランティアさんにインタビュー（Nｏ．８）

♪ 細い身体にエネルギーがいっぱい  
 ゴルフも山歩きも大好き ♪   酒井早苗さん
            

§ WFP 応援団との出会いは？ 

 応援団の滝本さんにお聞きして2月のチャリティー

コンサートから参加し、その後 4 月の拡大定例会にも

参加しました。 

§ その他にもボランティア活動を？ 

  知的障害者の方たちにアウトドア始め、スポーツを

楽しんでもらおうと活動している｢スペシャルオリン

ピックス｣という団体で、テニスを指導しながら一緒

に楽しんでいます。障害を持った方たちはなかなか外

に出る機会がないので、こういった活動は大切だと思

います。   

§ 応援団でのはどのような活動をなさいました

か？その活動を通しての感想は？ 

 ハンガーマップの送付の手伝い、イベントでの

WFP の PR などです。活動に参加してから、「お腹が

 

  

すいたら食べるーでも美味しくない物は食べない」と

いうような生活を反省して、外食も少な目にしてもら

うなど、食べ物を捨てることはしないようにしていま

す。応援団では知らなかったことが分かったり、お友

達もたくさんできました。 

 

ＷＦＰ豆知識 

なぜローマに本部が置かれたのですか？ 

WFP が設立される以前 1945 年に、食をテーマに活動

していたローマクラブと言う資産家のグループが FAO
を立ち上げ、ローマに本部を置きすでに活動していまし

た。WFP は FAO とリンクさせるためローマに本部が置

かれました 
 

定例会報告 
・かねてからの計画通り応援団は JWFA(10/1 より

NPO 法人)に団体加入。｢ちょっと遅めの夏祭り｣収

益金の残りは活動資金としてプール。 

・5 周年行事の総括と反省。 

・11/30｢みんなで応援団について考える会｣を開催。

応援団の今後の活動方針を探る。 

＊会議の詳細な記録は応援団コーナーに置いてあります。 

＊定例会は毎月第 3 木曜日 18:30 より。皆様の参加をお 
待ちしています。 

 

 

 

イベント情報 

◇ちょっと早めのクリスマス 
12/8(土)13:00～16:30 

於：パシフィコ横浜 6 階会議室 
ミニコンサートとオークションで楽しい時間

を！皆様に会えるのを楽しみにしています。 
◇ザ・ダイヤモンド・クリスマスイベント 

12/23(土)･24(日) 
於：横浜ダイヤモンド地下街   

毎年恒例パネル展示と募金。サンタさんもやっ

てきます。 

◇WFP ボランティア養成講座 

1/13(日)13:30～16:30 
於：神奈川県民活動サポートセンター7F 

｢世界の飢餓と WFP の活動｣ 
日本事務所長 松村幸裕  

｢もう 1 枚の世界地図｣の活用法 

宇都宮大学助教授 広瀬隆人 

 ※お申し込みお問い合わせは事務所山中まで。 

 

応援団工房誕生？ 
「クラフトしながら国際協力」から新グッズ！ 

11 月 6､13 日、仲尾台コミュニティーハウスで行わ

れた「クラフトしながら国際協力」で、素敵なグッズ

か生まれました。以前、プラスティックのポケットテ

ィッシュケースのご寄付を戴いていたのですが、この

ままでは芸がないと倉庫にしまわれたままになって

いたのです。が、そこにデコパージュをあしらうこと

で、他所にない、かわいいケースに生まれ変わりまし

た。クリスマス向きの絵柄もあり、「ちょっと早めの

クリスマス」の目玉商品になりそうです。ついでに(？)

マグネットにもデコパージュ。これも早くも大変な人

気です。 

ご指導くださった川島瑠美子さん、参加者の皆さん、

本当に有難うございました。 

尚、売り切れも予想されます。｢ちょっと早めのクリス

マス｣には、ちょっと早めにお出かけください。 

 

 

 

 

指導を受けな
ら製作する
加者 

が
参

横浜ＷＦＰ応援団  

横浜市西区みなとみらい 1-1-1 パシフィコ横浜 6 階 

国際連合世界食糧計画(WFP)日本事務所内〒220-0012    

           http://www.wfp.or.jp 
Tel 045-221-2510 Fax 045-221-2511 

編集 ・五木田正代 西尾悦子 村上文子 

    村田祈世子 

編集協力・青木綾子 小高文代 三代裕子 
その他大勢の方の協力を戴きました。 

有難うございました。 


