
 

                  ＮＯ．１５  
 ２００3 年 3 月 17 日 発行：ＷＦＰ応援団 

 
 
 
 We Support 
 

す  
 
ダイヤモン

12 月 23

ンド地下街

されました

募金をして

お散歩パピ

をプレゼン

を繰りかえ

るのも毎年

校の生徒の

ラの子どもた

2 日間で 2

 

き綴って下

◇先日、日

ンゴラにつ

聞いたので

光を当てて

ます。この写

ました。「戦

のために自

◇小学校

から、少々
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
ド地下街クリスマス   照沼久美子 

日（祝）24 日（火）の 2 日間、恒例のダイヤモ

（横浜駅地下）での、クリスマスイベントが実施

。今年も、横浜地下街株式会社のご協力で、

くださった方にくじを引いてもらい、1 等には 

ー（犬、猫の形の風船）2 等にも楽しい景品

トできました。パピー欲しさに何度も募金とくじ

しても、2 等ばかりのお母さん、お父さんがい

恒例です。今年はＷＦＰのパネルや羽鳥中学

作ったポスターなどのほか、小林氏のアンゴ

ちの写真を展示してアフリカの飢餓を訴え、

73,184 円の募金が集まりました。 

鶴見国際交流祭り               松田弥生 

1 月 26 日(日)「鶴見

国際交流祭り」が鶴見

会館で催され、WFP も

1 階入り口にブースを

設け、ビデオ上映、写

真、ハンガーマップな

どを展示し、風船も用

意して募金の呼びかけ

をした。祭りは、外国人も多く、参加グループも見物の人

達も国際色豊かなものだった。募金総額は 28,810 円。

小学生の女の子たちが「100 円で 3 人も助けられるんだ

って」と、財布から大切そうに 100 円 200 円と募金してく

れたりした。私はまだ WFP 応援団の活動経験は少ない

が、今回の経験から、呼びかけることで世界の飢えてい

る人々への関心を呼び覚ますことの大切さを学んだ。

写真展「戦禍の果てに――アンゴラの子どもたち」 開催 

12 月 24 日～1 月 13 日 フォーラムよこはま              西尾悦子 

朝日新聞小林裕幸氏が撮影されたアンゴラの子どもたちの写真が、作年

秋から多くのイベントで展示されました。桜木町フォーラム横浜からも、年末

年始のフォーラム主催展「所蔵ポスターにみる～未来を作る子どもたち」の

一環として展示しないかというお話を頂き、急遽、写真展が実現しました。期

間中 236 名の来場者があり、会場に置いた募金箱には 35,147 円の募金を

頂きました。内戦終結後 4 ヵ月たったその時も増え続ける、飢えて死んでいく

人々、とりわけ戦禍の後に残された、女性と子供の姿を捉えた数々の写真は

大きな感動を呼び、感想ノートには、特に学生の方が、真摯に、びっしりと書

さいました。一部を紹介します。 

本国際連合学生連盟主催のセミナーで、ア

いて研究発表し、この写真展の話を知人から

来ました。研究していると見えなくなる部分に

くれているこの写真展は、とても貴重だと思い

真展を見て、またやるせなくなり、怒りを感じ

争」、「武力」は絶対なくさないといけない、そ

分は学んで行こうと決意しました。 

1 年生の孫娘からのお年玉と、ばあばの年金

で恐縮ですが、カンパさせていただきます。 

◇生まれたときから戦争しか知らない子ども達、彼らの思

いを推測すらできない、戦後生まれの私ですが、彼らが

アンゴラを平和にする人材へ育つようにと祈ります。 

◇こんなにやせ細った子どもを見て、愕然としました。微

力ながら何かお手伝いできたらと思いました。    

◇私はここに来るまで、アンゴラのことはほとんど分かっ

ていませんでした。まだ言葉にならないのですが、この

現状を知り、いったい自分に何ができるかを今後自分に

問いかけていきます。 



小林裕幸氏 講 演 会  「子どもたちはなぜ死んでいかなければならないのだろう」 
2003 年 2 月 22 日（土） 於:国際協力センター6F 会議室 

 
大変好評だった写真展に続き、応援団では、氏自らの言葉で、取材地で感じられたこ

となどをお話しいただきたいとお願いし、この日の講演会が実現しました。メールマガジン

でも呼びかけ、会員 22 名、一般 19 名の参加者がありました。プロジェクターで写真を映

しながら一枚一枚丁寧に、具体的なエピソードを語ってくださったほか、言葉の通じない

ところで、デジカメが人々と仲良くなる手段になったこと、写真を撮ってもらいたさに、子ど

もが集まってきたことなど、取材にまつわる楽しい話も披露してくださいました。また、静止

衛星を経由して、その場で写真が送れる「イーマルサット」という機器を見せていただき、

最新取材事情に少し触れることができました。 
 
●なぜこんなに多くの子どもが死んでゆくのか 

一番問題になっているのは内戦中にいろいろな国や

組織によって埋められ

た地雷です。その数

はあまりにも多く、地雷

マップもないので、除

去には多大の時間と

手間隙がかかります。

飢えている人びとはこ

の地雷のために、農

作業どころか移動もできず、援助団体は物資を届けること

ができません。除去をしてやっと入れるようになって行っ

てみると、そこには、もう手の施しようのないほど悲惨な、

飢えて死んでいく人々―主に子ども―の現実がありま

す。 
  銃弾で穴のあいた小学校の壁には、子どもが描いたと

思われる戦争の絵に「戦争はいやだ。もうたくさんだ」と書

いてあり、胸が詰まる思いでした。 

●被災地と日常は紙一重 
首都のホテルは、

ダイヤモンドや石油

の利権を求めて、世

界中からやって来る

ビジネスマンで一杯。

フアンボではディスコ

が営業していました。

それなのに、車で 2
時間も走れば地雷原が広がり、戦争中に壊された橋や道

路が物資の輸送を阻み、わずか 3～4 キロはなれたところ

に、飢餓状態の人々がいます。被災地と日常、紛争地と

平和なところはほんの紙一重なのです。雨季になれば橋

が流され道路が寸断されて、3 時間で行けたところが一

月かかり、援助全体が遅れ、それがまた飢餓で苦しむ

人々を増やします。 

●なぜ子どもを撮るのですか(会場からの質問) 
いつも子どもを狙って撮っているわけではありません 

 
が、アンゴラに行くことが決ま

った時から、今回は子どもと

母親を中心に撮ろうと思って

いました。戦争の影響を一番

受け、最も厳しい状態に置か

れているのが子どもであり、そ

の子どもを抱く母親だからで

す。また、男性は皆戦場で死

ぬか、けがをするかで、ここに

はほとんどいませんでした。 
●チェチェン難民 

土地を追われて中央アジアのイングーシに住んでいる、

チェチェン難民を、ロシアでの劇場占拠事件のあとに訪ね

ました。牛小屋や豚小屋、壊れた工場に住まわされている

チェチェン難民には、アンゴラとは別の厳しい現実がありま

す。戦争を目の当たりにして育ってきた子ども達は、「大き

くなったら、チェチェンの独立のためにロシアと戦うんだ」と、

ペットボトルなどでロケットランチ

ャーを作って遊んでいます。い

つもロシア軍に監視されて、自

由を奪われ、危険と背中あわせ

で暮らしている人びとですが、

劇場占拠事件の後、さらに締め

付けが厳しくなっている様子で

した。 

●人々、子供たちの希望 
栄養補給所や避難民キャンプにいる人々は、「早く仕

事がしたい、自分の力で生きていきたい」と皆言います。

アンゴラでもチェチェンのキャンプでも、子どもたちは、そ

れぞれ将来の夢をもち、家族のために良く働きます。 
 
 
 参加者のアンケートには、多くの方が、「なかなか報道

されないアンゴラやチェチェンの現状を生に伝える話を、

写真を見ながら聞くことができて、よく理解できた」と書い

てくださいました。会場に置いた募金箱に 3,420 円のご

寄付をいただきました。ありがとうございました。 



  日本人と飢餓   ＷＦＰ日本事務所広報官 寺嶋秀之  

｢ か わ い そ う だ と 思 い ま す ｣  
 
  先日、小学生を対象とした「飢餓」の講習会を見学し

た。身振り手振りで一生懸命に説明する講師。次々と出

てくるビデオや、写真や、パネルを興味深く見ている子

どもたち。真剣な顔で生徒たちの集中を促す先生。講習

会は子どもたちのこんな感想の一言で幕を下ろした。

「かわいそうだと思います」 体育館にいた全員がうなず

いたような気がした。「果

たして、これでいいのだ

ろうか？」 率直な私の

感想である。なぜならそ

の場にいた全員が「遠い

目」をしていたからだ。 

 

●本当に｢飢餓｣を理解するために 
 

子どもたちを含め説明をしていたボランティアや先生

も、日本のバブル期前後の飽食国家で育ち、「空腹」す

ら実感していない世代である。アフリカやアフガニスタン

の現状など、一度も目にしたことがない彼らに、飢餓の

現状を理解しろというほうが難しい。飢餓の状況を理解し、

取り組むには、我々がいかに飽食の社会に甘んじてきた

かを認識し、飢餓と我々の距離を根本的に理解するとこ

ろから始めなくてはならないと思う。裕福な社会に甘んじ

てきた我々の社会のあり方を問い、家庭のしつけを問い、

初期段階から取り組まなければ、本当に｢飢餓」というも

のは理解できないのではないだろうか。 
 
●なぜ我々は他国を支援しなければならないのか 

 
細川元総理の平成 5 年度のアフリカ会議における演

説に次のようなものがあった。 
 
「我が国は、第二次大戦後、長きにわたって、国際社

会から様々な形での支援を得てきました。我が国は、国

際社会から直接間接に受けたこれまでの恩義に報いる

ためにも、国連や国際社会と力を合わせて、アフリカ支

援に向けての適切な役割を果たしていくことを願うもので

あります。」 
 
今の裕福な社会で

生きていられるのは、

国際社会からの支援

があったからであるこ

とを、多くの日本人は

忘れてしまっている。

支援なくしては終戦後の復興も、高度成長の歩みもなか

っただろう。我々は国際社会の一員であり、共に助け合

いながらこの地球上で生きてゆかなければならない。ま

た、先進国として食糧安全保障に取り組む責任があるこ

とを自覚しなくてはならない。 

●食糧事情の天秤 
 
 ひとつの天秤の両

側に同じ天秤をひと

つずつ乗せる。乗

せた天秤の両側に

も、それぞれ天秤を

乗せる。これで合計

７つの天秤に 8 箇所

の受け皿があることになる。その受け皿に同じ大きさのお

にぎりを置く。バランスが取れて天秤はみな平行になる

はずだ。もし、一個のおにぎりをつまみ食いしたり、何か

余計に置いたりしたら、たった一つの受け皿への変化で

あっても、その量が極端なほど、土台の天秤は傾き、や

がて全体が崩れ去ってしまう。 

世 界 の 食 糧 事 情 の 天 秤  

 
 これは、世界がおかれている食糧事情そのものである。

自然災害であれ、人災であれ、一箇所で起こったバラン

スの崩れは、地球全体を影響しかねない。また、土台の

天秤が平行であるからといって、一番上の天秤皿のどれ

にも異常がないとは言えない。もし、両極端にある皿をカ

ラスが、同じくらい漁ったら、両端の天秤は傾くものの、

土台は平行のままである。全体でものごとを判断してしま

うと、蝕まれている個々の問題に気づかず、対応が手遅

れになるということだ。 
 
●いま、アフリカは緊急援助を必要としている 
 
  西アフリカでは 79 万人もの難民が発生し、干ばつな

どの自然災害により、スワジランドでは 27 万人、スーダン

では 290 万人、そしてコンゴ共和国では 34 万人が食糧

援助を必要としている。エチオピアとエリトリアでは、およ

そ 1100 万から 1500 万人が飢えに苦しんでおり、今後も

増加する可能性がみられる。南部アフリカにおいては、

食糧不足が拡大し、1440 万人が緊急食糧援助を必要と

しており、HIV/AIDS 感染者は日々増えている。この１年

でアフリカにおける飢餓人口は 4000 万人に膨れ上がる

予想だ。飢餓の危機は刻々と悪化し、関東周辺県の総

人口に匹敵する人々が飢えているのである。 
 

現在、飢餓に対する国際社会の取り組みは不十分で、

世界的に食糧支援は減少している。食糧支援は過去 3
年間で、1500 トンから 1000 トンに減少している。各国政

府からの拠出も限界はあり、政治的な背景に左右される

場合が多い。今後、民間企業や一般市民の取り組みが

重要になってくるのは必至である。 
 
飢餓に対する簡単な、短期的な解決方法はない。国

際社会の地道な取り組みと、継続的な拠出が不可欠で

ある。我々も、自らの社会を省みつつ、飢餓の現状を理

解し、継続して取り組んでいかなくてはならない。そのた

めの社会作りも大切だと私は信じる。 

写真：ＷＦＰ/M･S・Hering 
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研修部・企画部：2 月に合同で、念願の「朝日新聞社」小

林記者の講演会を開くことができました。４月には同じく

合同で玉村代表の講演会を予定しています。応援団の

ボランティア力、少しずつ外に向けて広がっています。 

会員担当部：現在の会員数は、会員 57 人、賛助会員 16

人です。 
グッズ管理部：１月に在庫の整理をしました。昨年レター 

セットに、手作りで押し花を飾った物が、ザ・ダイヤモンド  

クリスマスイベントで全て買っていただけたのは嬉しいこ

とでした。グッズ管理部のメンバーが、押し花グッズを製

作中ですのでお楽しみに。 

広報部：毎回綱渡りのような編集作業ですが、何とかな

っているのはチームワークがいいからなんです。個々人

のパソコンスキルも少しずつアップしてきています。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・・～・～・～・～・～・～ 

∽∽∽∽∽ イベント情報 ∽∽∽∽∽

◇ 日清いそご春祭り 
4 月 19(土)・20 日(日)10：00～ 

於：日清オイリオ磯子工場 
  毎年県警のカラーガードや○○戦隊ショーな

どもある楽しいお祭りです。 
◇ WFP 日本事務所玉村代表講演会と市民展示

於：フォーラムよこはま交流ラウンジ 
講演会：4 月 5 日(土)14：00～16：00 
  「アフリカ／くり返す飢餓」 

 市民展示：4 月 1 日(火)～7 日(月) 
◇ 写真展「戦禍の果てに 

～アンゴラの子どもたち」 
  5 月 19 日(月)～23 日(金)  

於：逗子市役所ロビー 
◇ WFP 応援団総会 

6 月開催予定

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

定例会報告（12/19.1/16.2/20）

＊グッズ売上からＷＦＰへ 26700 円を寄付 
＊1/6 よりＷＦＰ協会シニアマネジメントとして新田

充成氏就任 
 
 
    折り紙名人 安田義明 さん 
✜折り紙と出会ったのはいつ？ 
３０年以上前、新聞で干支の折り 

紙の作り方を見て、紙一枚で面白い 
なと思って、折ってみたのが始まり。 
✜恐竜はいつ頃登場？ 

一昨年は、あちこちで恐竜が取り上げられていまし

た。恐竜を折ってみたら面白いだろうと、恐竜展に行

ったり、本を見たりしながら、アレンジしてみました。

らえました。 

ます。

✜WFP との出会いは、 
２年前、山手の２３４番館で見つけたボランティア

募集のチラシがきっかけでした。身の丈にあったボラ

ンティアができるのではないかと思い、手続きをしま

した。以来、イベントに参加してきましたが、あるイ

ベントで、マジックバルーンが足りなくなってしまっ

たので、たまたま持っていた折り紙の作品を出しまし

たら、子供たちに喜んでも

✜横浜開港際の折り紙教室は、大人気でしたね 
折り紙教室ということで、恐竜の折り方を子供たち

に教えました。教えるのはあまり得意じゃないんです

が結構喜んでもらえました。なかなかとっつきにくい

国際援助の話を、こうした楽しいつながりで伝えられ

るっていうのは、いいんじゃないかなと思って
             

 

＊2/22 小林氏講演会開催 企画部、研修部合同
事業

＊4/5 玉村代表講演会開催決定。 同時にフォー
ラムよこはまで市民展示。展示の詳細は未定 

＊応援団総会を 6 月開催。今年度中に各部会で 1
年間の活動について話し合いを持ち、次年度の
活動に生かす。昼連絡会でも話し合いを持つ 

＊5/19～23 逗子市役所ロビーで写真展開催。 
＊来年度市民活動支援センターの貸しロッカーと

貸しレターケースの使用応募手続きをする
毎月第3 木曜日18 時30 分より市民活動支援ｾﾝﾀ（ー桜木
町）4Ｆで定例会を行なっています。ご参加ください。

お知らせ 

★「日本ＷＦＰ友好協会」は名称を「国連ＷＦＰ協会」 

（英語略称ＪＷＦＰ）に変更し、専用電話（221）-2515 

が設けられました。連絡はこの番号にお願いします。 

★応援団ホームページがリニューアルされました。小高 

君、小市君の感性と技術力に脱帽。 

★日本事務所入り口右側にあった応援団コーナーは 

事務所が手狭になったため返却し、応援団のものは 

全て倉庫の棚に保管してあります。 

WFP 応援団              編集者： 村田祈世子、村上光、野辺真紀 
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