
世界難民デー：6 月 21,22 日 

みなとみらい

地区の赤レンガ

倉 庫 で 行 わ れ

た、「世界難民

デー」に WFP も

参加しました。

国際問題に関

心 を 持 つ 若 い

人々が集まり、

各 NGO のブー

スで熱心に質問をする姿が見受けられました。 

資料を求める人が多く、「ハンガーマップ」や「もう 1 枚

の世界地図」など 39,300 円の売り上げと 21,000 円の寄

付がありました。 

おもちゃフェスタ：8 月 3 日  金崎 千恵子 

産貿ホールで

開催された横浜

市主催の「横浜

おもちゃフェス

タ」でブースをい

ただき、広報・募

金活動をしまし

た 。 こ れ は、 20

年以上アンティークトイショーを開催してきた方のご好意

によるもので、ショーへの参加 15 店もＷＦＰへ寄付してく

ださいました。募金額は、25,822 円、グッズ売り上げ

5450 円でした。年 4 回開催されるトイショーへの継続参

加をお申し出いただきました。次回は 10 月 26 日。 

松村さん一時帰国／お話を聞く会：8 月 11 日 

                        野辺 真紀 

アンゴラから一時帰国された松

村前所長に貴重な時間を空けて

頂き、お話を聞くことができました。

松村さんは、相変わらずお元気

そうでしたが、現地の生活は厳し

く、家には電気がなくて自家発電

とのことでした。 

アンゴラは、クウェイトに次ぐく

らいの石油の埋蔵量に加え、ダイヤの産出量も高いの

ですが、資源が豊富なゆえにまた、紛争が絶えません。

停戦になったとはいえ、アンゴラの状況は依然深刻な状

態です。私たちも日本でがんばっていきましょう。 

「夏！市民活動体験塾 2003」に参加 

横浜市市民活動

支援センター主催

「夏！市民活動体験

塾 2003」参加者で、

応援団を希望してく

れたのは4人の女子

大学生でした。 

早速 7 月 1７日と

28 日に日本事務所

でオリエンテーションをし、協会職員からＷＦＰの説明を

受け、ＷＦＰ活動紹介のビデオを見たりしました。定例会

への出席、パネル展手伝いなど、戸惑いながら市民活

動を体験しています。活動期間は 9 月 30 日まで。 

パネル展＆写真展：8 月 20 日 

横浜駅東口そごう地下 2 階正面入り口前、新都市プラ

ザで写真展＆パネル展「アフリカの飢餓とＷＦＰ食糧援

助」が開催されました。朝 10 時から夜 8 時までの 10 時

間の長丁場でしたが、学生や「夏、体験塾」に参加した

塾生など若い人も力を発揮しました。1 日だけのイベント

でしたが 4000 人ほどの方が足を止め、パネルや写真を

熱心に見てくださいました。会場側との約束で、積極的

に声をかけることはできなかったのですが、募金箱に

90,350 円の寄付を頂きました（2、3 面に特集） 

アフリカ飢餓問題タウンミーティング 

-日本におけるパートナーシップ-：9 月 2 日 

東京ウィメンズ

プラザで WFP と

ジャパンプラット

フォーム共催の

タウンミーティン

グが行われ、アフ

リカの現状及び

支援状況が報告

されました。翌3日には横浜で各界協力者を招いて親睦

会が行われ、応援団からも 3 人参加しました。 

 

 
☆ 応援団紹介リーフレット ☆ 

私たち応援団の活動を紹介するリーフレットを作り

ました。お友達などに活動を紹介する時、活用してく

ださい。市民活動支援センター5 階のメールボックス

に入れてあります。 

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 

              NO.１７ 
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８月２０日パネル展＆写真展 新都市プラザ   村田 祈世子 

 「どこか大きな会場で、写真展をしたい。｣これは、朝日新聞社の小林記者からアンゴラの子どもたちの様子を伝える写真をご

提供頂いた時以来、みなで言い合ってきたことでした。「そごう前広場での写真展」構想が浮かんできた同じ頃、横浜市市民活動

支援センター主催の「夏 市民活動体験塾」への参加が決まり、この二つの企画をジョイントした形の企画が 6 月 7 日の応援団総

会で、承認されました。8 月 20 日開催に向けて「新都市プラザ（そごう前広場）写真展実行委員会」が発足し、体験塾の塾生には

準備段階から参加してもらう事にしました。 
 
さまざまなアイディア  
 
  1 日に 10 万人の往来のあるそごう前広場「新都市プラザ」は、たくさんの 

方々に展示を見ていただくには格好の場所です。「募金を積極的に呼びか 

けてはいけない。」「大きな音を出してはいけない。」など、いくつかの制約 

はありますが、工夫次第で、大きな成果が得られそうです。第1 回実行委員  

会では「アフリカ音楽演奏、ＷＦＰクイズ、ＷＦＰ活動ビデオ、紙芝居、関係図 

書や援助食糧の展示」などのアイディアが出され、展示の構想は、小林記者 

の写真だけではなく、ＷＦＰ広報官の写真も使ってＷＦＰの援助活動現場、 

特にアフリカでの様子を、しっかり伝えようという方向になっていきました。 
 
前日深夜まで続いた準備作業  
 横浜市への後援依頼、メディア等への広報、必要機材のリストアップ、見積 

                  もり依頼、会場の下調べ、チラシの作成、会計担 

      横浜アーチストさんに感謝 

機材のレンタルをお願いした横浜アーチストさん、さ

まざまに便宜を図っていただいた上、「ボリショイサ

ーカス」のチケットを20 枚寄付してくださった。お

気持ちを生かすためにチケット希望者にカンパを呼

びかけ、それを写真展予算に入れることに。チケット

は特別招待席で、「トラのよだれも見えて、すごい迫

力だった」とは、8 歳の男の子の報告。 

                  当など分担して作業をすすめ、以後、パネル展 

                  前日まで数回の委員会と担当ごとの集まりを持 

                  ち、準備をすすめていきました。活動紹介パネ 

                  ル担当者は、写真を選び、説明をつけ、ため息 

                  をついてはやり直す日々が続き、体験塾塾生は、会議に出席し、写真や説明文のボードへの貼り 

                  付け作業、ＷＦＰクイズ作成などを手伝いました。8 月14 日、定例会後の最後のパネル展打ち合わ 

                  せでは、新しい会場のレイアウト案が出され、メインの看板や各コーナーの案内の制作を今関さん 

                  に依頼。パネルの制作、運搬するものの準備、当日の段取りの確認、連絡、印刷など、それぞれの 

                  作業は前日深夜まで続いたのです。 

「国連ＷＦＰ懇親会」９月３日  

     於：パシフィコ横浜2F 

 
 
 
 
 
 
 
  懇親会に参加したメンバーが、パ 
ネル展の様子をまとめたアルバムを、

ＷＦＰ事務局次長のジャン・ジャック・

グレースおよびＷＦＰ中東部アフリカ

地域局長ホールドブルック・アーサー

両氏にお見せしました。「大変すばら

しい内容です。ＷＦＰ広報のための皆

さんの活動に感謝と敬意を表しま
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  来 場 者 の 感 想 か ら    感想をお書きくださいまして、ありがとうご 
                     ざいました。一部を掲載させていただきます 
 
◇ 7 秒に 1 人が死んでいるなんて・ ・ １日だけでなくもっと展示してほしい。  

◇ 飢餓の子どもたちの悲惨な写真に絶句。食物を粗末にしている日本で育って

いる子どもたちに、このことを知らせたいです。 

◇ 飲食店のアルバイトで残飯を捨てることに慣れてしまうのを怖いと思っていま

   した。展示を見て改めてそう感じました。 

◇ マスコミでもっと取り上げてくれればいいのに。地道な努力ですが、展示会 

   はとても大切な活動だと思います。 

◇ 子どもたちの目がすごく印象的で悲しくなりました。こういう事実をもっと多くの

人に知ってもらい状況がよくなってほしい。 

◇ 横浜の繁華街でのアピールは良かったと思います。わかりやすい掲示、クイ

ズでの確認など良い企画だったと思います。私たちが何をすべきか、何をした

ら良いのかこれが問題かと思います。まずは寄付からはじめてみましょう。 
 

 す。」と、感想を頂きました。  



  
   

 

そして、当日 
 
  主催者調べで、約 4000 人の方が足を止め、熱心にパネルを読み、丁寧に感想をしたため、多くの方が、そっと募金を置い

ていってくださいました。会員も大いに得るものがあり、自画自賛ながら、大成功であったと確信したのでした。  

 

開場準備 

パネル展示  「アフリカの現状と 
               ＷＦＰ食糧援助」

 

氏 

で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝８時 打ち合わせの後、会場の設置作業を開始。

した。23枚のパーティション(衝立)の組み立て、ビ

デオの設置、受付の飾りつけ、そして 120 枚以上の写真

やキャプションの貼り付け作業だ。会場が具体的に見え

てくると、あれこれ足りないものが出てくる。せっせとサイ

ンペンを走らせ、新らしいサインボードを作る。暗い会場

のパネルを照らす電球を買いに走る。会場の雑音が意

外と大きいために、紙芝居上演のためのマイクを借りに

走る。何回も椅子や机の並び替えをする。 
 

10 時 開場の瞬間は緊張が走る。たくさんの方に観て、

読んでいただくためにみなで話し合って準備したいろい

ろな試みが、どのくらい受け入れていただけるだろうか。 
 

受付の青い衝立に貼られたにぎやかな色の、わかりや

すいキャッチフレーズが通行人の足を止めさせる。 
 

会場の前面に展示された朝日新聞社の小林裕幸氏の

写真はやはり人を惹きつける。Ａ4 サイズだったものを今

回はＡ3 に引き伸ばし展示したが、写真の子どもの表情

がより深く、観るものを捉え、しばし立ち尽くす方が多か

った。 
 

ＷＦＰの活動についての 5 枚のパネルは、歯切れのい

クイズに挑戦

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

い言葉で、全てを述べている。これを読めばＷＦＰにつ

いて大体のことが分かる。小学生などにはスタッフが説

明したが、スタッフにとっても大いに勉強になった。 
 

ＷＦＰ広報官の写真を使って10枚のパーティションに構

成した、｢アフリカの飢餓とＷＦＰ食糧援助｣は、55 枚の大

小取り混ぜた写真が現場の状況をかなり細かく伝え、圧

巻だった。 

紙芝居

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

エチオピアの飢餓を描いた会員制作の紙芝

 

 

 

 

 

 

居

「生きつづけるために」を6回上演した。いちいちう

なずきながら見てくださる方や、見終ってから、募

金箱にそっと寄付してくださる方があった。 
 

体験塾生を含めた青年たちが中心になって制作

したＷＦＰクイズは、好評だった。正解は、パネル

を読めばわかる。「なんとなく展示を見るだけでは

印象に残らない数字・・・こうやってクイズになるとし

っかりインプットされよかったです。」とは、クイズ参

加者の感想。 
 

地下街には「ＷＦＰの写真展･パネル展をしてい

ます」というアナウンスが何回か流された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真展  「戦禍の果てに」」 
        朝日新聞社 小林裕幸
アンゴラの子どもの写真の前
 
受付周辺
スタッフの説明を聞く小学生
 
     市 民 活 動 体 験 塾 生 の感 想 から  
  今回の写真展、パネル展ではクイズ作りやパネル作りからお手伝い

させていただいたので、一つの企画に関わったという達成感がありまし

た。 写真やパネル だけでなくビデオや紙芝居、クイズも用意したので

とても充実した企画だったと思います。来場者からＷＦＰについて質問を

されて答えられないことがありましたが、スタッフの方に代わりに答えて

いただき、その説明を聞くことで自分 
自身の勉強にもなりました。 
  
 クイズに答えながら熱心に写真を見 
たり説明を読んでいる方、お子さんに 
一生懸命説明しているお母さんを見 
て、このような企画の意義を再確認し 
ました。 クイズの答え合わせをしている塾生 



～・～・～・プレスリリース～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
ラグビーW杯2003、WFPとスクラム(8/4) 

ラグビーワールドカップ2003は飢餓撲滅のため活動し

ているWFPへの協力を表明した。これはラグビーW杯史

上初めての非営利的な提携であり最高責任者のマイク・

ミラー氏は「ラグビーでの成功も飢餓の撲滅もチームワ

ークでしか達成できない。我々はこの機会にWFPが広く

知られ、寄付が増える事を期待している」と語った。 

ジンバブエへの 2500 万ユーロの援助を歓迎（8/13） 
ジンバブエの広い地域に広がった飢餓を助けるため

ＥＣから 2500 万ユーロの援助があった。「この援助のお

かげで最悪の事態が避けられた。これがなければ月末

まで持ちこたえられなかっただろう」。と、ジンバブエ担当

者が語った。これはＥＣがＷＦＰに提供する 1 億ユーロの

資金の一部。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・プレスリリース～・～・～・

 
 
 
気持ちが形になるのが楽しい！

◆ 応援団に参加したきっかけ

99 年でしたか、陳臻さんの胡弓

に誘われて、そこではじめてＷＦＰ

ました。活動の姿勢に共鳴してすぐ

◆ パネル作りから始まり、最

まで作っておられますが、苦労

作ることは少しも苦になりません

生まれたため、食べ物がないことで

がいる。その事を忘れたくない。」そ

ンティアを始めたはずなのに、作る

忘れてやしませんかと自分に問い

◆ 今後の抱負を教えてくださ

教材作りによる子どもの世代への

じています。 
ＷＦＰ本部のホームページに情報

の国の子どもを主人公にした作品

います。「飢える」ことの矛盾を問い

分も何とかしたい、ＷＦＰに協力した

ものができたら本望です。  

 
 
 
 
 

 

 

定例会報告 7/1
＊新都市プラザ写真展実行委員会

＊「夏 体験塾」塾生 4 人受け入れ

オリエンテーションを実施（研修

＊グッズ管理部 6/27 在庫整理。秋

セット制作講習会を計画 
＊写真展予算 10 万円から 12 万円

＊9/3 県立平安高校でワークショ

各 1 名で対応。 
＊写真展チラシを会員、マスコミ、

（８/4 会員担当部） 
＊「ちょっと早めのクリスマス」12/6

＊秋のイベント開催に向け準備。 

定例会：第3木曜日18時30分於市民

木町)4F で定例会を行なっています。

 

 

 
 
 

⊿⊿⊿イベント情報⊿⊿⊿ 
 9/28(日)カメラータムジカーレ演奏会 
村田 祈世子さん
紙芝居第 2 弾を計画中です 

は？ 

のチャリティーコンサート 
の事と応援団の存在を知り 
参加しました。 

近は紙芝居や小さな絵本 
話はないですか？ 

。「たまたま貧しい地域で 
苦しまなければならない人 
んな気持ちから、このボラ 
楽しさやうれしさに、初心を 
詰めているくらいです。  

い 

訴えかけの必要性を感 

がたっぷりあるので、ほか 
を作ってみたいなと考えて 
掛けるような、見た人が自 
いと思ってくれるような 

   

7・8/14 
発足 
。7/17,28 の両日

部） 
に押し花のレター

に補正。了承。 
ップ。協会と応援団

各施設に郵送 

に決定（企画部）

活動支援センター(桜

ご参加ください 

ヘンデルとバッハ 

於：横浜市開港記念会館 開演 15 時 
前売り 1,200 円 当日 1,500 円 

（入場料の 15％を WFP に寄付） 

 10/4(土)軽井沢中ふれあい祭り 10 時～4 時

併設のコミュニティーハウスで WFP 写真展

 10/4(土)、5(日)国際協力フェスティバル 
 於：日比谷公園 

 10/11(土)、12(日)横浜国際協力まつり 
 於：産業貿易センター 

 10/12(日) ハロー横浜 於：根岸森林公園 

 10/18(土) 磯子区国際交流フェスティバル 
 於：磯子区民ホール 10 時～3 時 

 10/19(日) フォーラム祭り  

於：横浜女性フォーラム(戸塚) 

 10/19(日) 鶴見臨海フェスティバル  

於：入船公園（ＪＲ鶴見線） 

 10/26(日) おもちゃフェスタ 於；産貿ホール

 10/26(日) 港南区民まつり・ひまわりフェスタ

   於：港南区庁舎周辺 

 10/26(日)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 in yokohama 

於：地球市民かながわプラザ 開演 2 時 

3,500 円(前売り 2,800 円)収益の一部を寄付
 11/1(土)「押し花カード作り講習会 

於：市民活動支援センター研修室 10 時～3 時

 11/2(日) 西区民祭り 於：戸部公園 

 12/6(土) ちょっと早めのクリスマス 

於：パシフィコ横浜 5F 会議室（詳細は後日連絡）

す 

日本事務所に新

WFP 日本事務所広報

国連ＷＦＰ協会庶務

インターン 相澤慎太

尚、石川顕氏が WFP か

WFP 応援団  〒220-0
パシフィ
Tel.045

h
編 集 者  村田祈世
お知らせ 
スタッフが赴任されました。 
官 高山美和氏（寺嶋氏後任） 

    中田幸子氏（下越氏後任） 

郎氏（協会広報業務 9/25 まで） 
各イベントの参加者を募集していま
ら WFP 協会に転属されました。 

012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
コ横浜 6 階 JAWFP 気付 
-221-2515 Fax.045-221-2511 
ttp://jawfp.org/oendan/  
子、野辺真紀、西尾悦子、小市亮 


