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 ある日、応援団研修部に寄せられた大学

1 年生の会員からのこの１通のメールか 

ら、全てのことは始まりました。 

 

  
 会の趣旨説明の後、98 年のスーダンで飢餓に苦

む人々と、飢えた人々を救うＷＦＰの食糧援助活

の様子をビデオで見ました。飢餓の状況を映像か

見て、みなさん様々な衝撃を

たようです。 け 
 「飢え」という言葉から何

思い浮かべるでしょうか？普

私たちは「飢え」というもの

直面するということはないで

ょう。ビデオに引き続いて行

れた、ＷＦＰ事務所の石川顕

んのはなしによると、地球上

全人口が食べられる分の食糧がないのかというと

そうではないそうです。「飢え」は実は分配の不平

によって引き起こされているのかもしれません。
  
 どうして飢餓が起こるのか、飢餓によりどのよ

なことが引き起こされるのかなど、石川さんは参

者みんなの考えを引き出しながら話されました。

らに話は、世界の飢餓と戦っている、ＷＦＰの援

の理念や具体的な活動、また、様々な社会的問題

ついての説明へと続いていきました。 に 
 世界の中で、戦争、紛争、南北格差や干ばつな

の自然災害などから「飢え」によって苦しんでい

人がいるということは知っていても、そこから先
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 W F P ・ W F P 応 援 団 説 明 会  F o r  

 を得

 

「夏休み中に WFP と WFP 応援団に興

味のある学生を相手に応援団を説明す

る会みたいなものをぜひともやってみ

たいと考えたのですが、こういうことは

可能でしょうか？  

 自分の大学以外の大学生や高校生に

声をかけて、会を開くことで、WFP や

応援団に興味を持ってくれる人が増え、

学生ボランティアとして独立したもの

ではなく、応援団の中でユースとして活

動できたらと思っています。」小高悠生 
                  ＮＯ．１３
     ２００２年９月１８日 発行：ＷＦＰ応援団
す 
WFP 応援団は、国連世界食糧計画(WFP)の食糧援助活動を支援するボランティア団体で
っ て い く Ｗ Ｆ Ｐ 応 援 団 の 若 い 力

S t u d e n t s  8 月 15 日開催 
 

 
 
 
 
   
        
 
 
 
 

 
 
 

    ☆応援団研修部員は考えました。 
      少し急な話だけれど、 
      とても素晴らしいこと!！ 
      ぜひ実現させましょう。 
      メールのやり取りや、ミー 
      ティングを重ね、会の段取 
 りや内容、会場などを決めました。 
 若い力で、見事にできたチラシ。 
 提案者の小高君を中心に、たくさんの 
 人が集まりそうです。 
   
  そして8月15日(木)、「ＷＦＰ、ＷＦＰ応援団説明会」は、 
 ＷＦＰ日本事務所で、応援団学生を含め、11 人の学生の参加 
 て、開催されました。 
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とはそんなに多くな

いと思います。また、

このことについて考

えている人もあまりいないと思います。しかし、

このような説明会に参加して、実際の話を聞き、映

像を見ることで「飢餓」について知り、考え、身近

な食糧の大切さや食糧援助について興味を持ったり

理解することができるようになるのだと思いました。 
  
 参加者からは「今日世界の飢餓について聞いたの

が第一歩、世界を見ていくうえで、いいきっかけだ

った。」「みんなに知ってもらうことが大切だと思う

が、伝えるためには自分がもっと勉強しないとだめ」

「何が自分にできるのか、感じたことを大切にして

周囲の人にもわかってもらいたい」「常に世界に目を

向けて、気づいたことを周りの人に発信していけた

らと思う」というような感想が述べられました。 
  
 最後にＷＦＰ応援団の説明を三代さんにして頂き

ました。みなさんＷＦＰ応援団の活動について理解

したり、興味を持つことができたと思います。これ

からも機会を作りこのような説明会を実施すること

により学生の方々に、ＷＦＰについて知ってもらい、

ＷＦＰ応援団で共に活動できればと思いました。  



食糧援助の終着点 
    コソボ・オペレーションの例 
        ～夏祭り講演より～ 
     

 
  講演をしてくださった津村康博氏は、日本

事務所勤務となるまでコソボでモニタリング

業務に携わり、自立のための援助をしつつ、

混乱なく援助を終了させるという地味な、し

かし大変得がたい経験をされた。講演では、

資料を示しながら、コソボ問題の背景、援助

の推移、現在の状況などを話してくださった。 
  WFPは当初140万人に26万トン余の緊急

食糧援助をしたが、紛争の沈静化に伴ない、

ターゲットを絞り、より効果的な援助に切り

替えていった。この過程で支援リストからは

ずれる事に大きな不満を持つなど、援助馴れ

に伴なう弊害も見られた。しかし、もともと

教育程度も高く、インフラも整備されていた

国だけに、いちはやく国際 NGO、現地 NGO
が活動を始めた。WFP はこれらの NGO や他

の国際機関と協力し、対立する民族に取り囲

まれた「囲い地」のようなところに住み、実

質的に移動の自由を制限された人達への援助

などをしてきた。コソボ紛争の根は民族問題

にあり、互いの殺戮を見てきた若い人達の間

でも民族間の対立が見られる。又この感情は、

誰かが政治的目的などであおれば容易に煽動

される。WFP は民族毎に別れていた現地

NGOを後押しして一つにまとめ、「民族共同

開発コンソーシアム（CID）」を作った。CID
は深刻な問題となっている麻薬中毒問題解決

のためのプログラムをつくり、「囲い地」内の

人達へ医者を派遣するなどの活動をしている。

このような、民族の隔たりなく一緒に活動し

ている姿をみんなに見せることが、民族和解

の大きな力になるのではないかと期待してい

る。WFP はまた国連コソボ暫定統治機構と

社会的弱者のための生活扶助システムを作る

など援助終了後の道筋を作り、2002 年 6 月、

コソボから完全撤退をした。  

     アンゴラは今 ～ 30 年の内戦終結 ～  

下記は松村裕幸氏（元 WFP 日本事務所・所長）に編集部から

お願いしたところ快く電子メール（英文）で下さったメッセ

ージの訳です。 電話回線がない為、メールは無線を使用する

とのことす。  また  写真は WFP 広報官の Marcelo 
Spina-Hering 氏が多数送ってくれた中からの2 枚です。HP に

は多数掲載してますので、ぜひご覧ください。 

         2002 年 7 月 30 日 
  私はアンゴラ第二の都市、ウア

ンボに移って3 週間ほどになりま

す。 人口 45 万人ですが、30 年続

いた内戦の為、90％に及ぶ住民が

かなりの破壊的な打撃を受けてい

ます。水道はなく、井戸水です。 料
理用のガスも電気もないので炭火

やたき火で料理しています。 大多

数の家庭が同じような状況です。

私はアフリカに 18 年おりました

がこれほど 破壊された町は見たことがありません。まるで ロ
ーマの遺跡のようです。 電話がないので、無線がコミュニケー

ションの手段です。 郵便も機能してないので、WFP は他の国

連機関や NGO 等と互いに郵便局の役目もします。 
  私は 6 月 27 日に首都ルアンダ に到着、 7 月 5 日にウアン

ボ に移動しました。生活環境は苛酷で、内政面での矛盾がある

ものの仕事はチャレンジいっぱいで、満足しております。人々

は長期にわたる内戦

により被害を被って

おり、多くの場合、

住居を移動していま

す。 WFP の活動は 
地雷等の為滞ってい

ます。 食糧援助した

くても、人道的援助

に取り掛かれません。 
安全面だけでなく、橋が破壊されている為、必要な食糧運搬が

不可能なのです。このような状況ですが、我々は業務遂行の為、

難民キャンプを集中的に旅しました。 先日は外国記者と共に、

もと反乱軍兵家族の受入地域に行ってきました。  
 ウアンボ 県は、1,750 メートルの高地で、最高峰 2,620 メー

トルのモロ・デ・モコ 等の山に囲まれ、川と湖が美しいです。

現在は冬（乾季）なので、15、6 度と涼しい気候です。景色は

魅惑的で、私はこの地を大変気に入っております。 
   
～・～・～・～・   プレスリリース  ・～・～・～・～・～・～     
 7月29日 ＷＦＰ、バングラデシュにて学校給食を開始：およそ 

    100万人の子供たちを支援 

 8月 2日 新たな干害によってエチオピアでは更なる200万人が 

    深刻な食糧不足に悩まされている。 
   8月28日 日本政府による南部アフリカへの支援を歓迎 



出石桂子さんを送る会 

 

1998 年以来、WFP 日本事務所リエゾンオ

フィサーとして日本政府との折衝、広報活動

などに活躍された出石桂子さんのジャカルタ

転勤が決まり、7 月 26 日に WFP 応援団によ

る「送る会」が行なわれました。会には応援

団会員だけではなく、ご家族、1 人息子馨一

くんの保育園の先生、友人、国際機関職員な

ど 45 人が出席しました。 
会の進行を担当した河井英子さんは、「どん

な構成にしたら彼女にふさわしいものになる

かを第一に考えました。昨年カンボジアにご

一緒した時に感じた彼女の有能さ、通訳する

時の日本語の美しさ、本来の真面目さとお茶

目で可愛い一面を精一杯お伝えするとともに、

彼女が出席者と楽しく、懐かしい話をしなが

らひと時を過ごす会にしたいと思いました。

出石さんの思い

出に残る会にな

ったのなら嬉し

いです」と語り

ました。 
出石さんは8 月

6 日ジャカルタ

に出発しました。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
「ＷＦＰ応援団ハンドブック」を読む会 

7 月 9 日（18 時～）と 11 日（10 時～）、

横浜市市民活動支援センターで、「WFP 応援

団ハンドブック」を読む会を開催し 18 人の

参加者がありました。参加した人からは、「解

っているようでわからなかった事柄の再確認

が出来た」などの声が寄せられました。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

応援団顧問に広瀬隆人氏 
この度 WFP 応援団の要請に応え、宇都宮

大学助教授、廣瀬隆人氏が顧問を引きうけて

くださいました。氏が以前 WFP ボランティ

ア養成講座で行なったワークショップ、「ハ

ンガーマップともう一枚の世界地図の活用

法」は、応援団が出前授業を行なう時の大き

な力となっています。 
 
WFP 日本事務所に赴任された方のご紹介 
（赴任順） 
石川 顕さん：日本 WFP 友好協会事務局 
津村康博さん：リエゾン・オフィサー 
寺嶋秀之さん：広報官 
 

ちょっと遅めの夏祭り 
新生企画部による“ちょっ

と遅めの夏祭り“が、8 月 24
日（土）に開催され、35 名ほ

ど（講演会のみの方が 10 名）

の方が参加されました。今回

の目玉は、講演会「食糧援助

の終着点・コソボ・キャンプ

の撤収」と懇親会「エスニッ

ク料理の数々」です。講演会では、WFP 日本事務所リエゾンオ

フィサーの津村康弘氏が、前任地コソボでの貴重な体験談をお話

してくださり、とても充実した内容でした。一言一言思い出すよ

うに大切に話される津村氏が印象的でした。また、懇親会では、 横
浜エスニック倶楽部による日本ではなかなか味わえないエスニッ

ク料理が並び、華やかな party になりました。 

・・・夏祭りこぼれ話・・・手打ちうどん「山科」・・・ 
打ち合わせの帰りに立ち寄った、関内のうどん屋さん。会員募集のチ

ラシをご覧になった奥様が、その場で賛助会員に。チラシもペガサス

通信もお店に置かせてくださいました。津村さんの講演会の毎日新聞

取材も奥様のおかげ。陰で支えてくださる方々のご好意、本当に嬉し

いです。うす味のおうどん、おいしかったです。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
ライセスフォークローレコンサート「アンデスの大地と風」 

9 月 14 日、上大岡の「ひまわりの郷」でフォルクローレグルー

プ「ライセス」のコンサートがありました。これぞアンデスとい

う音楽からボサノバ調の曲まで幅広い演奏で、とても楽しいコン

サートでした。ロビーでは、WFP のパネル展示とグッズの販売

を行ないました。用意した南部アフリカの飢餓などを訴える写真

が場違いなのではないかとの危惧もありましたが、たくさんの方

が展示に足を止めてくださり、19,703 円の募金が集まりました。 
なお、このコンサートの収益の一部は WFP に寄付されます。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 
自称ディズニーマニア・ 

小高悠生さん 
インタビューアー by 小市 

★応援団との出会いは？ 
中学 3 年のとき西区民祭りで。はじめは PC ボランティアを

探していたが、妙な魅力に引き寄せられてしまった。 
★参加してみてどう？ 

様々な出会いがあり、応援団を通じ国際問題に興味を持つよ

うになった。とても満足している。 
★将来の夢 

NGO などの国際機関での仕事、またはディズニーランドで

仕事をすること。海外で活躍したい。 
★応援団として今後やってみたいこと 

WFP の海外視察に行きたい。 
・好きな有名人 

ブリトニー・スピアーズ＆キャリスタ・フロックハート 
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ア先生の実演を見た後、15 名の生徒

製の肉団子スープ、タピオカやドリ

 た。家庭料理だそうですが、シン

「食・健康に関する仕事をして

れない人たちのためにお返

思っているからで

もなってく

 
 

∽∽∽∽∽ イベント情報 ∽

◇WFP 応援団ボランティア養成講座

  ｢WFP 応援団が変わる、ボランテ

  9/21(土)14:00～ 講師：長澤勲 
  於:市民活動支援センター(桜木町

◇国際協力フェスティバル 2002 
  10/5(土)・6(日) 10:00～17：00
  於：日比谷公園(東京) 
◇横浜国際協力祭り 
  10/12(土)･13(日)  於:産貿ホー

◇中区民祭り ハローよこはま 
  10/13(日) 10:00～ 於:根岸森林

◇鶴見臨海フェスティバル 
  10/20(日) 10 時～15 時  於:入
◇港南区民祭り 
  10/27(日) 10:00～ 於:港南区役

◇西区民祭り 
  11/3(日)  10:00～ 於:戸部公

◇カメラータ･ムジカーレ第 42 回演奏

        「イタリアへのあこ

  11/24(日) 15:00～ 横浜市開港

    予約 1,200 円（当日 1,500 円

◇ちょっとはやめのクリスマス 
12/7(土) 14:00～ パシフィコ

   詳細は後日お知らせします 
 

・WFP は南部アフリカおよびアン

ペーンを行っている。 
・切り絵葉書の WFP ロゴに「We 

るため版を作り直す。（再発注毎

・各種の印刷物で WFP 応援団と表

 
 
・ 

WFP 応援団   
〒220-0012   横浜市西区みな

   パシフィコ横浜 6 階 WFP 日
     Tel.045-221-2510   Fax
つながる・ひろがる ボランティアの輪 

ヨコハマエスニック倶楽部 

ヨコハマエスニック倶楽部は、南米ペルー産ハーブのイン 

ーネット販売や、エスニック料理教室、南米音楽のフォルク 

ーレの普及のための塾の他、年１回のコンサートなど、エスニック 

化・物品を扱うお店です。お店は宮崎さんご夫妻で経営しています。 

今回はエスニック料理教室におじゃましました。インドネシア人のシルビ

が 3 つの班に分かれて調理しました。試食タイムには、シルビア先生特

アンアイスクリームのサービスもあり、エスニックな気分を満喫できまし 

プルな中にもスパイスがふんだんに使われた、不思議な味でした。 

いますが、皆様から頂いた一部を世界の、その日の食事さえ満足に取 

ししています。それが、同じ時代に生まれた私たちの努めだと 

す。」とおっしゃるご夫妻は、WFP 応援団の賛助会員に 

ださっています。  

（http://www.100maca.com） 

部会だより 
企画部＊ 夏祭りが実質的な初仕事。今後、広くボ

ランティア以外にも、WFP の活動を具体的に知っ

てもらう機会をつくる企画を練っていきたい。 
グッズ管理部＊ 在庫切れになっていた「きり絵葉

書」を発注し、ロゴの修正と WFP 応援団の説明文

を入れました。メンバーからは、新しいグッズの企

画などができれば楽しいね、との声も聞かれます。

広報部 ＊ 9 名の部員の内 4 名が大学１年生とい

う、平均年齢の若い部です。先号の「ペガサス通信」

から新体制で製作しています。会議は主に土曜日

の午後、必要に応じて開いています。 
研修部＊ メンバーは 10 人。ほとんどの人は仕事

を持ち、連絡はメールで。すでに勉強会、説明会を

開催。来月は「ボランティア養成講座」を開催しま

す。手探り状態ながら、着々と活動しています。

会員担当部＊ 皆で集まるのは年数回の発送の時

だけと言う、縁の下の力持ちと言った地味な部で

す。どこの部会に所属しようかと迷ってる方、まず

は会員担当部に入って、あちこちの部の企画に、飛

び入り参加すると言うのはどうですか？ 気軽に

出入りして下さい。 

∽∽∽∽ 
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記念会館 
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6F 会議室 

定例会報告（7/18・8/15）

ゴラのキャン 

Support」を付け 
に） 
記する時、会の 

説明をする文章を必ず入れる。 
・ローマからグッズ取り寄せ。今回分は応援団扱い 
・メーリングリスト(ML)の運営本格化。各種連絡、

定例会議事録なども ML で配布。投稿自由。 
・グッズの一部を支援センターのロッカーに保管。 
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