
 

  

 

 

 

 

 

 

玉 村 美 保 子 代 表 講 演 会 開 催  

 4 月 5 日桜木町フォーラムよこはま交流ラウンジで WFP 日本事務所玉村代表の講

演会「アフリカ/繰り返す飢餓―私たちは何ができるか」が開催されました。昨年 6 月の

就任以来、応援団主催としては、はじめての代表による講演会でした。「国際協力メー

ルマガジン」などで外部の方々にも呼びかけるなどしたためか、32 人の参加者の半数

は、会員以外の方でした。アフガニスタンで WFP の援助食糧を配ったという NGO の

方など多彩な参加者を得、活発な質疑応答を含め

大変充実した 2 時間でした。 
 講演会の日を含む 1 日から 7 日まで同場所で市

民展示として「写真展・アンゴラの子どもたち／WFP

We Support 

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す 

 
     ２００２年９月１８日 発行：ＷＦＰ応援団 
アフリカ ハンガーアラートの地

図を示しながら、アフリカの現状に

ついて説明する玉村代表 

活動紹介パネル展」を同

16,033 円 の募金をいただきました。なお、講演会抄録

ので、あわせてご覧ください。   

         
応 援 団 総 会 開 か れ る

 応援団総会が開

かれ、昨年度の活

動報告、決算、会

計監査報告、今年

度活動案、予算な

どがすべて承認

れました。出席者

は、30 人。国連Ｗ

ＦＰ協会からも来賓

としてお二人の参加をいただきました。 応援団は現在会

員 59 人、賛助会員 16 人となりました。2002 年度の活動

記録を見ると、多岐にわたる活動をしており、ＷＦＰを支援

する市民の輪は着実に広がりを見せています。 
  2003 年度予定されている事業の中で、最も大きいの

は 8 月 20 日に開催される、横浜新都市プラザ(そごう)前
～・～・PRESS RELEASES・～・～・～・～・～・～・～・～

イラク 全国規模の食糧配給始まる（6/1）イラクで公

式配給システムが戦争によって破壊されて以来始めて、

WFP によって食糧が運び込まれ、配給が始まった。 
ケニア北部の洪水でスーダンの援助ルート危機に 
（5/28）ケニアで起きた洪水のため、戦争で荒廃したス

ーダン南部への補給基地だった空港が使用できなくな

った。WFP は対応策を実施しているが、大きな影響は

免れない。 

～・～・・～PRESS RELEASES・～・～・～・～・～・～・～
                            ＮＯ．１６
時開催し、92 人の入場と 

を 3 ページに掲載しました

6 月 7 日、横浜市民活支援センター       

さ

 
 

での写真展と、横浜市民活動支援センター主催の「夏！

市民活動体験塾 2003」への参加です。体験塾は、18 歳

から 30 歳までの市民に、ボランティア活動、市民活動の

スタッフとして参加することで、運営する立場を経験して市

民活動を知ってもらおうというものですが、応援団も受け

入れ団体として参加することになりました。参加者には、

写真展のスタッフとして活動してもらいます。写真展は実

行委員会を立ち上げて運営することが決まり、総会の場で

参加者を募集しました。何人かの参加が決まりましたが、

まだ多くの人の力が必要です。参加できる方は応援団ま

でご連絡ください。 
  また、総会の場で現在のエチオピアにおける飢餓とＷ

ＦＰの活動を伝える、会員手作りの紙芝居が紹介されまし

た。今後の広報活動のための手段のひとつとして、活用

できそうです。  
・～・PRESS RELEASES・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

チオピアの飢餓深刻に（5/24）早い時

期からの警告と、国際社会のすばや

い対応にもかかわらず、エチオピアで

は 1250 万人が飢餓に直面している。

食糧配布センターに連れてこられた

10 歳のこの少女は、極度の栄養失調

で、生命も危ぶまれている。WFP は

9000 万ドルの資金提供を要請した。 

・～・・～・～・～・～・～・～PRESS RELEASES・～・～・～・～・ 



 
  

春は秋についでイベントの多い季節。みんな頑張りま

した。横浜市がイラク支援を表明、初めて「野毛の大道芸」

と、「旅フェア」にブースを用意していただき、4 月 19、20
日は、なんと3 つのイベントが重なっててんやわんやでした。

 
 

4 月 7 日 恐竜の折り紙教室（フォーラムよこはま） 

4 月 19 日～20 日 
野毛大道芸:（野毛地区開催本部前） 
 
               19 日はテントが動くほどの強

風。翌日は雨。天気には恵ま

れなかったけれど、足を止め、

募金をしてくださる方がたに

励まされました。 

「意外と難しいのよねえ」。でも、教える安田さ

んも四苦八苦。イベントのグッズとして通用する

までになるだろうか、と心配顔 

大道芸って、すごいなあ 
5 月 3 日 横浜みなと祭  

第 51 回国際仮装行列（山下公園） 
日清オイリオ 

いそご春まつり 
（日清磯子工場）

風船くださーい 

5 月 19 日～23 日 
写真展「アンゴラの子供たち」と、WFP 活動紹

介パネル展 （逗子市役所ロビー） 
今日も一日がんばるぞ！と朝から張り切ったもの

の、人の流れがこちらに来たのは午後になってから

でした。 

5 月 31 日～6 月 2 日  開港祭（みなとみらい）

ちょっと雨もぱらつきましたが、海風もさわやかなイベント日

和。募金をした子どもがパネルも熱心に見てくれて、感激。  

まずは、子どもから．．．よろしくね！ 

しっかり見ておくんだよ 

逗子での初めてのイベント。会場に置いたノ

ートには、もっとたくさんの人、特に小、中

学生に見せたいとの声が寄せられました。 
 

風船作りの練習？ 



WFP 日本事務所玉村代表の講演会抄録 

現在、ＷＦＰは、アフリカ全土で飢餓に直面している 3800

万人を対象に、緊急支援活動を展開している。通常、2～3

ヶ月の緊急配布後は、将来の開発に向け中期的援助に切

り替えるが、資金不足のために緊急支援が精一杯で、開発

までの継続的支援ができない現状がある。社会基盤が安定

しないまま生活は成り立っていくが、そこに自然災害が発生

すると被害が甚大になる。その繰り返しであるが、それをど

こかで断ち切らなければならない。 

アフリカの飢餓の原因は干ばつ、洪水、紛争・地雷、国内

避難民・難民、政治・経済問題やエイズなど、問題山積では

あるが、全ての問題の根幹に貧困がある。アフリカの多くの

国は、各宗主国からの独立後、まだ 30～40 年しかたってい

ない。  

貧困の撲滅に取り組むリーダーたちをＷＦＰは支援して 

いるのだが、危機的状況が収まると、世界は忘れてしまい、

ＯＤＡなどの資金がどこか他にまわされてしまう。 

今後、日本事務所は、政府との話し合いの場を多く持っ

ていこうと考えている。最近はＯＤＡなどに、一般の人の声

が以前よりは敏感に反映されるようになっているので、一般

の関心が強まってゆけば、メディアの力を借りて政府に影

響してゆくだろう。そのためにも市民との直接ネットワークを

築いて、サイレントイマ－ジェンシーと呼ばれる、アフリカな

どの飢餓の状況などを伝え、我々の仕事に対しての理解と

意識の向上を図っていく努力が必要である。また、説明ボラ

ンティアなどを通し、大人だけでなく子どもにも飢餓問題を

考えてもらいたい。ハンガーマップなどを利用し、市民との

連携により、各地に支援の輪を広げるなど工夫してゆくべき

だと考える。 
 

日本の子ども達の救援米作り 

 4月24日、説明ボランティアの研修で、広報官の寺嶋氏から、日本の子ども達が作ったお米を、カンボジアに届けたときの

様子を聞きました。このお米は「フォーラム平和・人権・環境」および「食と緑・水を守る中央労農市民会議」のプロジェクトで、

体験学習の一環として、休耕田で全国の子ども達が各地で田植えから収穫までを担ったものです。1999 年以来、ＷＦＰを通

じ、通算約 156.5ｔの米が、カンボジアの学校給食に使われています。また、6 月 7 日（土）、『食と緑・水を守る会』神奈川県会

議主催、平塚市の農家の協力で、救援米の田植えが実施され、この様子はＮＨＫで放映されました。寺嶋氏の話をまとめま

した。 

～～救援米を作った子供たちとカンボジアへ～～～ 

 3 月末、全国各地から参加した日本の子ども達の代表 9

人を引率し、41ｔのお米の贈呈式を兼ねて現地を訪れまし

た。贈呈先はプノンペンの、ゴミの山で暮らす人々の住む

地域の学校です。 

 巨大なゴミの山

で暮らし、明け方

から裸足でゴミを

あさらなければな

らない、厳しい現

実のなかにいるカ

ンボジアの子ども

達。日本の子ども

達はかなりのショッ

のを見て、彼らがもっている力に本当に驚かされました。 

現地に行かなければなかなか分からない、歴史と現状を

肌で感じ、カンボジアの子ども達が生まれ育った環境、現

状、そして自立して働いている卒業生を目にして、自分たち

の作ったお米がどのように役立っているか学んだことでしょ

う。食事を一緒にして、自分たちがカンボジアの子ども達の、

明日を生きる力を付ける手助けとなっていることを知り、また

一段と貢献をしていこうと思ったようでした。  

 今の日本の子ども達に、厳しいようでも現実を見せること

は大切なのだと感じました。 

 
 ～～～田植え 平塚市小鍋島にて ～～～ 

穏やかな晴天の一日でした。参加者 80 人のうち半数以

上が、小・中学生です。ＮＨＫと農業新聞が取材に来ており、ご

子

す

みの山を見てぼう然とする 

クを受けたようでし

た。最初はバスか

ら降りられない子も

いました。しかし、

学校を訪れ、しば

らく現地の子ども

達と接するうちに、

子ども達同士、通

訳無しでどんどん

仲良くなっていく

関心が徐々に広がっていることを実感しました。 ども達 
 昼食時、カンボジア訪問の写真をパネルにしたものを見

せながら、カンボジアの話をしました。子ども達の真剣さは

ＮＨＫの人も驚くほどでした。子ども達は、ゴミの大きな山の

映像に驚き、子どもの年齢はどのくらいかなどという質問が

出たり、たいへん有意義な時間でした。自分たちが育てる

お米が、アジア、アフリカへの支援米として送られるとは聞

かされていたようですが、ある中学生の女の子は、話を聞

いた後、『漠然としていたものがはっきりして、顔が見え

た。』と感想を述べました。 っかり打ち解けておしゃべり 



平楽中学校国際理解講座

昨年に引き続き、横浜市立平楽中学校から、国際理

解講座の講師として声をかけていただき、6 月 4 日、4 名

で WFP と飢餓の話をしてきました。このコースを希望し

た 19 人の生徒に、はじめに WFP 協会の市山さんが、

前松村所長の出演しているビデオを使って、活動内容

の説明をし、休憩を挟んで村田さんが自作の紙芝居を

演じました。その後、グループにわかれ、「もし、あなたた

ちが WFP の募金活動をするとしたら、誰に、どこで、ど

んなふうにする？」という問いかけで、話し合いを持ちま

した。 
「渋谷の交差点のオーロラビジョンに流す」「市バスに

広告し走らせる」などユニークな発想が出、「こんなにた

くさんの人が、飢えて死んでいることがすごく分かった。

このコースを選んでよかった」と言う感想や「応援団には、

年齢制限はありますか。中学生でも入れますか」という質

問に感激して授業を終了しました。 

ボランティアさんにインタビュー 
押し花カード作りに活躍 永當 恵美子 さん

  ボランティアを始めたきっかけは？ 
3 年位前｢ちょっと早めのクリスマスパーティー｣に誘わ

れて、親子で参加したのがキッカケでしょうか。 
  活動中、困ったり苦労したことはありますか？ 

自分に出来る事から始めたので、足りないことだらけで

す。回りの方が助けて下さるお陰で続けられてます。 
  押し花のレターセット大人気ですね。 

           もともと、何かを作り上げる過程を楽し 

みたい人なので、押し花カード作りは楽しいで 
すね。下手なりにマイペースでやっています。 
お好きな方は是非ご一緒にやってみませんか？ 
 今後の抱負を教えてください 
これからも、いろいろな活動に参加することで自分 
の世界をもっと広げて行きたいし、又それを何等 
かの形で返していけたらいいなと思って 
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⊿⊿⊿イベント情報⊿⊿⊿ 
◆ 6/21・22（土・日）「世界難民の日」 

～難民のためのチャリティ・アートフェスティバル～

於；横浜赤レンガ倉庫 1 号館 2 階、3 階 
詳細は www.peacetune.org 

◆８/３（日）「横浜おもちゃフェスタ」 

チャリティーオークション 

於：産貿ホール（山下町）） 

◆8/20（水）写真展（タイトル未定） 

於:横浜新都市センター地下 2 階広場（横浜そごう

入り口前）10 時～20 時（予定） 

◆9/28（日）カメラータムジカーレ演奏会 

ヘンデルとバッハ 

於：横浜市開港記念会館 

（入場料の 15％を WFP に寄付） 

 

定例会報告 4/17・5/15 
＊総会に向け作業分担の決定 
＊横浜市市民活動センターより「夏 体験塾」への

参加依頼受諾。5/7 団体説明会に参加 

 

 

 

＊そごう前広場で写真展案。新都市センターへ問

い合わせ。開催決定

＊平楽中から 6/4 国際理解教室でのワークショップ

の依頼。協会と共同で参加

＊5/6、WFP 協会と話し合いを持った。主に相互の

協力について 
＊「おもちゃフェスタ」期間の 8/3 に産貿ホールの催

しに参加

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 

＊各イベントのスタッフを募集してます＊ 

WFP の援助 3 つの柱 

Food for Life  生命のための緊急食糧 難民キャンプや被災地への、命を救うための緊急食糧援助 

 Food for Growth  教育のための食糧 給食や学校に来た子どもの家族への食糧援助。子どもが継続して       

学校に来られるように支援。妊産婦や幼児などへの援助を含む 

 Food for Work    自立のための食糧 被災者の将来への自立に向け、食糧を労働の対価として支給する 

                                         プロジェクトの実施 
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