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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 

秋のイベント特集 
今年の秋も多くのイベントに参加し、私たちの本来の目的である、市民レベルのＰＲを果たしたと思います。区民祭り

やフォーラム祭り、国際協力フェスティバルなど、横浜市や区が主催する催しに声をかけていただくことも多くなり、ＷＦ

Ｐと応援団の存在が徐々に認知されている事を強く感じます。またコンサートなどの時に、募金活動とＰＲのスペースを

貸していただけたり、学校祭にパネル貸し出しの依頼を受けたりということも多くなってきています。6 年間地道に活動し

てきたことがこういう形で返ってきている事を、私たち自身、誇りにしていいのではないでしょうか。 

また、今年は日本事務所、ＷＦＰ協会双方の大きなイベントがあり、そのお手伝いにも、多くの応援団会員が協力し

ました。（三代 裕子） 

中区民まつり 

（ハロー横浜）10/12 

           毎年恒例、地域密着型イベント、区民祭りです！ 
「パパ、この子何食

べてるの？」 
「ＷＦＰがあげたビス

ケットだね。」 

 鶴見臨海フェスティバル 10/19 

食い入るように写真を見つめて読んでいく親子連れ。 

西区民まつり 11/２

老若男女善男善女

のお祭りです。 

港南区民まつり(ひまわりフ

ェスタ)10/26 

この日はイベントが集中。でも

お天気に恵まれ、たくさんの

人に来ていただきました。 

幅広く PR 活動 

カメラータムジカーレ演奏会 9/28 

 荘厳なるヘンデルとバッハで 
  ＷＦＰの秋の幕開けです。 

ライセスフォルクローレコンサート10/26

 まもなく開演、でも見てってね！ 

おもちゃフェスタ 10/26

ﾁｬﾁｬﾁｬおもちゃの WFP！ 

今回で 2 度目 

押し花カード作り講習会 

 
16 人の参加者の皆さんが 3 時

間も時間延長して、とてもきれい

なカードをたくさんたくさん作っ

てくださいました。アフリカの子

どもたちにも見せたいですね。

 



イベント参加（事務所、協会）で、 

NGO,NPO を知ろう 

 

Hello…Chao…Hola..

国際協力フェスティバル 
（日比谷）10/4-5 

いろんなブースが目白押し。 
国際交流の場としてもお勧め。

国際協力まつり（産貿ホール）10/16 

初ボランティア参加の庄子さんから。 

「私はナンのような物にカレーを挟んだ物

を食べたり、チャイを飲んだりしました。 

初めてのボランティアでしたが、WFP の

方々もボランティアの方々も親切だったの

で、気持ち良く活動できました。」 
新人さん大歓迎！ 

こども国際ゆめワールド
(港南区)11/24 

クイズに答えて風船を Get。

こどもたちが押すな押すな

の大盛況 

磯子区国際協力 
フェスティバル 10/18 

アフリカのパネルを見つめる子供達

は、何を感じたのでしょう。 
 

イベント参加（応援団）で盛り上がろう！ 
 

フォーラムまつり 10/18-19

♥ステキな出会い♥ 
横浜ブラスアンサンブルの演奏

に聞きほれ、ずうずうしくもクリス

マス会で演奏してくださいとお

願いしたところ快く OK を頂きま

した。 

イベントに出かけると思いがけ

ない出会いがあるかも。 

軽井沢中ふれあいまつり 10/4 

ポストイットにたくさんの感想を書

いてもらいました。 

 

12 月と言えば．．．ちょっと早めのクリスマス

12/6 パシフィコ横浜５F 

今年のライブは、横浜ブラスアンサンブル。 
料理は、宮崎さんの豪華エスニック料理の数々。 
「まだ食べてなーい」という方、次回はぜひ参加して

みてください。楽しいですよ～！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
恒例のオークション 

の売り上げと 1 年間 

のグッズの売り上げ 

の一部を WFP に贈 

呈して今年のしめくく 

りとしました。 

パネル貸し出し 致します！ 
多種類のパネルを作りました。子供向けのパネル

（3 枚組み）もあります。貸し出し受付中。 



世界の学校給食写真展 11 月 6 日～29 日 国連大学 UN ギャラリー  村田祈世子

 WFP 日 本

事 務 所 主 催

のこの写真展

は、多くのテ

レビ、新聞で

報道され、来

場者数は１日

平均 60～70

人、多い時は

170 人を越え、

期間中の合計は約 1,800 人でした。来場者は学生、給

食関係者、学校の先生、親子連れ、NGO 関係者など、

給食や国際協力に関心のある人が多く、小学校の団体

見学もありました。 

6 日の初日には UN ハウス 3 階ウ・タント会議場でオー

プニングセミナー、その後レセプションと学校給食の試

食会がありました。 

セミナーでは WFP 事務局次長シーラ・シズル氏の給

食プログラムの報告に続き、外務省国際社会協力部長

石川薫氏から「子どもたちが学校で給食をはさんで

１時間でも２時間でも勉強ができれば、世界の教育

事情、国造り、社会のありようが確実に一変するこ

とになります。日本政府はこの WFP の具体的な活動

を持続的に支援していきたいと考えています。」と力

強い話がありました。その後 NGO、専門家などによる

パネルディスカッションがあり、1994 年の内戦で、5 ヶ月 

を難民キャンプで過

ごしたルワンダのマ

リー・ルイズ・カンベ

ンガさんは、「食べ

物は生きていくため

の基本です。食べ

物があって、人はは

じめて未来を見るこ

とができます。内戦

終結後も 1 日に 1 食

さえ食べられない子

どもにとって、給食

は本当に嬉しいもの

でした。また、たとえ

小さくとも、家族のた

めにＷＦＰの援助食糧をもって帰るということで、人間とし

ての尊厳と自信をもつことができるのです」と話されまし

た。体験にもとづいた話に聴衆は深く心を動かされまし

た。 

 セミナー終了後、参加者は WFP の援助食糧と各国大

使館などの協力で用意された学校給食を試食しました。

報道関係者からは「今までの国連のイベントと一味違う

面白い試みだった」と好意的に受け止められ、各メディ

アで報道されました。 

また、カンベンガさんには応援団での講演をお願いし

ました。2 月ごろを予定しています。お楽しみに

  

Seminar & Music for Food ～世界の飢餓問題を考える～ 

11 月 12 日(水)横浜美術館レクチャーホール   西尾悦子

第１部では WFP

を紹介する短いビ

デオの上映のあと、

国連 WFP 事務局

次長・ジャン・ジャッ

ク ・ グ レ ー ス 氏 が    

「世界の飢餓問題」

として、ＷＦＰの全

体の話と特にアフリカの飢餓問題に焦点を当て、アジア

局次長・忍足謙朗氏が「アジアの食糧援助活動」につい

て講演しました。今まで比較的アジアの話を聞く機会が

なかったので、ＷＦＰの援助のおよそ半分はアジアで使

われているという事実を改めて認識し直しました。アジア

では、アフリカとは違い食糧が無いというよりは、あっても

それを手に出来ない人たちが多くいるということ、根深い

貧困問題を解決するためにＷＦＰの給食や Food for 

Work が有効なことなどの話の後、夜のアジア地域を撮

影した衛星写真で、「北朝鮮には全くと言っていいほど

明かりがついていません。電気が無いということは、暖房

などのエネルギーも無いということです」と説明がありまし

た。この写真は強い印象を与え、会場に来ていた一人

は「ほかのどの地域よりも、ぎらぎらと明るい日本列島を

見て、食糧もエネルギーも無駄に、贅沢に使いすぎてい

る自分の姿を見ているようで、複雑な思いがした」と話し

ていました。 

第２部は板橋矢

波、藤田雅両氏に

よるフルートとピア

ノの演奏会。板橋

氏の軽妙なトーク

と素晴らしい音楽

を楽しみました。 

会場の質問に答える両氏 

写真展会場 

セミナー会場 

給食試食会 



～・～・PRESS RELEASES～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
2003 年「世界食糧デー」－飢えに苦しむ 8 億人について考える－（10/16） 

「世界食糧デー」の今日も、依然として何百万もの

人々が空腹で迎える。国連世界食糧計画（WFP）の食糧

援助は、設立 40 年間で最大級の規模となり、およそ 1 億

1000 万人に食糧を援助するのに、43 億米ドルを超える

資金を必要としている。しかし必要額のほぼ 15％に相当

する 6 億米ドルが不足している。 

WFP は今年、企業のみならず著名人や国際的に活

躍するスポーツ選手とのパートナーシップを拡大した。

オランダの宅配・配送サービス大手 TPG、ラグビー・ワー

ルド・カップ 2003 と提携し、ミュージシャンの松居慶子氏

（日本）やセザリア・エヴォラ氏（カーボヴェルデ）は、

楽 曲 と 売 上 の 印 税 を

WFPを通じて飢餓に苦し

む人々に寄付している。  
NGO や国連機関、各国

政府等との従来からある

パートナーシップも強化さ

れ G8(先進 8 カ国)各国の

政府や NEPAD(アフリカ

開発のための新パートナーシップ)と協力して、学校に通

うことのできない3000万人のアフリカの子どもたちを通学

させることを計画している。  

モリスWFP事務局長とともにWFP

とのパートナーシップの発表を

する松居慶子さん （9/30 東京）

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

グッズ管理部に所属、イベントでも活躍されている 沼井三千代 さん

 

☆  応援団の活動に参加するようになっ

たきっかけは。 
2001 年 10 月のチャリティーフォーラムへ辺

見庸氏の講演を聞きに行き、その場で入会しました。 
☆ 応援団の活動に参加してみての感想は。 

初対面の方たちでも同じ目標を抱いているせいか、気

軽に打ちとける所が良いと思います。私の世代は、色々

な社会問題と向き合っていますが、戦争の無い、自由で

食べるものも豊かな時代にたまたま生きています。同じ

地球上に、飢えで命を落としていく人々のために、小さ 

 

なことでも出来ることからやって見ようと思います。 
☆ 大学で勉強されているそうですが。 

 国際交流学部に所属しています。各国の歴史、文

化、法律、社会問題、開発援助など様々な授業をとって

います。 

☆ 他に何かボランティアをされていますか。 
地域の外国人に日本語を教える講習を現在受けてい

ます。大学でも日本語教師養成の授業を受けています

が、地域の日本語教師はとてもむずかしいです。自分に

は今、何ができるのかと自問しているこの頃です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

定例会報告 9/10/11 
＊各イベントの反省、報告、予定。 
＊昼連絡会のあり方について。総会の議案として検

討をする 
＊9/27 生涯学習コーディネーター養成講座シン

ポジストとして三代出席 

任。 

る 

＊事務所及び協会にシニアコンサルタントとして中

村鋭二、尾崎和義、巣山節生の各氏、協会庶務

岡本朋子氏が赴

＊塾生の卒塾式 10/10 村田、三代出席  
＊応援団若手メンバーによる「飢餓」や「食糧問

題」を説明したホームページ作りを協会の１つ

のプロジェクトとして立ち上げ

＊PR アシスタントとして安部桂花氏赴任 
＊クリスマス会役割分担打ち合わせ 

⊿⊿⊿ イベント情報 ⊿⊿⊿ 

◇12 月 23（火･祝）・24（水）  

ザ・ダイヤモンド クリスマスチャリティーイベント  

横浜駅ダイヤモンド地下街 10：00～19：00 

例年と趣向を変えた楽しいイベントを予定していま

す。お楽しみに(ＷＦＰ協会・石川) 

◇1 月 25 日（日）  

鶴見国際交流まつり  鶴見会館 11：00～16：30 

（応援団・三代） 

◇3 月 13 日（土）･14 日（日） 

神奈川区友・遊・まちづくりフォーラム 神奈川大学 

（応援団・吉見） 

 
 
 パ
 

  

＊会費未納者へメールなどで再度お知らせをする 
 

＊各イベントのスタッフを募集してます＊ 

WFP 応援団                                     編集者     
〒220-0012   横浜市西区みなとみらい 1-1-1           村田祈世子、野辺真紀、西尾悦子、照沼久美子
シフィコ横浜 6 階 JAWFP 気付                        庄子未咲、五木田正代 
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