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     ２００４年６月１７日 発行：ＷＦＰ応援団 

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 

今年は桜の開花がとても早かったり、5 月にはめずらしい台風がきたり、また、真夏のような暑さを記録したりと、地球

がどんどん暖かくなっているのをいやでも実感してしまいました。 地球規模での天候異変などが起き、それはさらに飢

人口を増やすのではと密かに心配しつつ過ごした 2004 年の春でした。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
出石 桂子さんのジャカルタ報告会 ３月 26 日 

インドネシアの WFP 事務所の

出石桂子さんが、３月下旬休暇で

一時帰国。WFP 事務所のあるジャ

カルタの現状と、現在進行中  

の新しいプロジェクトについてお話を伺うことができました。 

 

インドネシアは、WFP の発足当時からの被援助国でしたが 1996 年い

ったん援助から卒業。しかし 1998 年には経済危機に伴う極度のインフ

レで貧困層の人たちは食べものさえ買えなくなり、暴動も起こり、イン

ドネシア政府の要請で WFP は緊急援助を開始しました。 
現在ジャカルタは、一見これで援助が必要なのかと思われるほど物が

あふれています。しかし激しい貧富の差、わずかな賃金を安価なジャン

クフードに費やしてしまう貧しい人々の栄養問題など、課題が山積して

います。WFP は、撤退後も政府と現地 NGO、そして地域社会が支援を

継続できるようなシステムの構築をしようとしています。 
出石さんはその後選挙戦が始まったジャカルタの様子を「希望を持ち

つつも暴動が起こる不安定さも含んでいる」と知らせてくださいました。

（WFP のホームページ「活動の現場から」に関連記事あり） 手を洗う子どもたち 提供/出石 

ワンダーランドマーケット ４月２５日 横浜産業貿易センター  

「ワンダーランドマーケット」は個人またはお店が、アンティークのミニカーな

どのおもちゃを出店、オークションも行われています。年 4 回開催され、毎回

かなりの入場者があります。応援団は昨年来、主催者の元町サンセット 宇野

規久夫さんのご厚意で WFP の募金活動をさせていただいています。 

4 回目の参加となった 4 月 25 日、バービー人形で有名なアメリカのマテル

社副社長エイミー・ボイランさんが、希少価値の高いミニカーやポスターなど

を「飢えている子どもたちのために」オークションし、売上の全額、226,000 円

を寄付してくださいました。金額もさることながら、WFP を参加者に印象づ 

けるとてもよい機会を提供して下さったことに感謝します。 

この催しでは 150 店ほどの出店者のうち、毎回 10 人ほどの方があらかじめ

寄付をしてくださっています。また、「たくさん売れたから」と、オークションの最

中に走ってきて募金箱の中に入れてくださる方もいて、毎回出店者の方々に

力づけられています。 宇野さんの

「長く続けてください」という言葉を

励みに、これからも頑張りましょう。 

WFP 活動紹介パネル展 ５月 10 日～5 月 14 日 逗子市役所 

           
           
           
           
           
          

逗子市役所のご協力で、今年も市役所ロビーでパネル展を行いました。 

2 階まで吹き抜けのガラス張りでとても明るく広々として、外の新緑がガラス

越しに見えるたいへんきれいな会場です。展示も広さを生かした立体感のあ

るものになりました。期間中、ポスターを見かけた先生が小学 3 年生 38 人を

引率してきたり、去年の写真展もみたという小学校高学年の生徒さんたちもき

てくれました。なお、パネル展の様子は神奈川新聞に掲載されました。 
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ＷＦＰ応援団２００４年度総会開催     ５月２２日 於 横浜市民活動支援センター会議室 

            WFP 日本事務所・WFP 協会との積極的連携に向け確かな手ごたえ 

  WFP 日本事務所、WFP 協会からの参加 3 人を含め、総

会参加者は 33 人でした。2003 年度活動報告、会計報告、

会計監査報告等が承認された後、任期満了にともない新役

員の選出が行わ

れ、全員再任さ

れました。2004

年度事業案、予

算案も全て承認

され、総会は終

了しました。夏

の応援団の大きな活動は｢夏！市民活動体験塾｣への団体

参加と｢新都市プラザ｣（そごう前広場）パネル展です。今後

プロジェクトを立ち上げ、夏塾生を交えて準備に入ります。 
  

 総会終了後 WFP 日本事務所広報官根本かおる氏、及び、

WFP協会シニア・マネージャー新田充成氏からそれぞれ今

後の活動に関してのスピーチをいただきました。「草の根を

ベースにして、いかに現場につなげていくかが、今後の課

題です。島崎上級資金担当官を中心に、援助現場での素

材、データ、新しい方針、ビデオなどの情報を共有し、日本

事務所と応援団、協会との連携を図っていきたいと思いま 
す。」というお二人の話に、今、WFP の日本に於ける活動 
 
    
               企画部：鈴木やよいさん 

 A1  当時の WFP 日本事務所を誘致した、横浜市職員の 

       方から相談を受け「市民協力しましょう」というこ 

      とで集まった、女性の一人です。 

 A2 やはりおすしかな。それともお刺身定食(要は白いご 

    飯、おさしみ、ちょっとした野菜の煮もの、お味噌 

      汁）ですね。うん、お刺身定食のほうがいいですね。 

 A3 ちょっと古いけれど「アラベスク」 

    山岸さんの聖徳太子の漫画、 

     （「日出る処の天子」です） 

    ｢パパトールドミー｣これ 

      も大好きです。 
 

 グッズ管理部：五木田正代さん 

 A1 ＷＦＰ応援団設立当時、事務 

    局に村上さんがいらして、時々お手 

      伝いしている間に、今のような状況になりました。 

 A2 おしょうゆ味のお汁のものでしょうか。  

 A3 あだち允「タッチ」西岸良平「鎌倉ものがたり」 

     ほっと、暖かいところが好きです。若い方は知らな 

      いかもしれませんね。 

に
 

市民力が期待されていることを、強く感じました。 

 なお選出されたWFP応援団役員（任期2年）は次の通り。 

代表：三代裕子､副代表：国井和子､会計：村上文子、監事： 

金崎千恵子、企画部長：鈴木やよい､広報部長：西尾悦子、

会員担当部長：小松ゆかり、研修部長：村田祈世子､グッズ

管理部長：五木田正代。 

       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          横浜市市民活動支援センター主催の｢夏！ 

         市民活動体験塾｣に塾生引き受け団体として 

         参加します。応援団は昨年に引き続き 2 回目

の参加です。新しい若い力が期待されます。昨年塾生とし

て夏塾に参加し応援団会員になった坂寄さんからひとこと。 

   夏！ 
市 民 活 動
体験塾2004

 

 「もっと国際援助・食糧援助について考えていきたいと

WFP 応援団に入会しましたが、幅広い年齢の人が飢餓問

題に対して同じ目標で活動をしていることは、とても素敵な

ことです。応援団主催の講演会で聞いた『人は持っているも

のしか人に分けることができない』という言葉のように、私が

持っているものを、世界のたくさんの人に分けることができ

たら、そして少しでも飢餓という現状がなくなればと願い

WFP 応援団と一緒に活動していきたいと思っています。」 

 

           
          

          広報部：西尾悦子さん 

A１ 暇ならちょっと手伝って！と、声をかけられて、本当 

     に暇だったので軽ーい気持ちで手伝って今日に至っ 

     ています。 

A2 とりあえず白いご飯。それから、上等のステーキをわ 

     さび醤油で。デザートは美味しい桃または洋梨をお願 

          いします。 

              A3 吉田秋生「バナナフィッシュ」 

       

          

                    

                   

     

  特 に 理 由 は な い ん で す が  
    こ ん な 質 問 し て み ま し た   
 

 Q１ WFP 応援団への入会のきっかけをひとこと 

 Q２ 明日、地球が滅ぶと言われたら一番食べた 

    い物は何？ 

 Q３ 好きな漫画は何ですか？ 

      逢坂みゆき「永遠の野原」 

    やまだ紫「性悪猫」 
                             

研修部：村田祈世子さん    

 A１ WFP の活動がシン 

             プルで分かりやすいし、中国 

       洪水支援チャリティコンサート 

          で、てきぱきと働く応援団の人たち 

     の姿がよかったから。 

A2 とにかくおいしいスープと伊勢海老料理を。自分で料 

   理する気にはなれないな。それどころじゃないかも。 

A3 いがらしゆみこ「キャンディキャンディ」大和和紀 

  「横濱物語」あしべゆうほ「クリスタル・ドラゴン」 

＊＊＊会員担当部の小松さんは現在日本にいらっしゃらないので、残念ながらおたずねできませんでした。＊＊＊ 
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5.28  WFP、ハイチ及びドミニカ共和国の洪水被害者

に食糧援助を開始  
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5.19  WFP 事務局長、ブラジル大統領と深刻さを増す

世界の飢餓問題について会談 

5.18  リベリアの紛争終結。しかし人道援助は滞り、平

和への道は険しい。 

5.14  WFP、慢性的な栄養不良に苦しむペルーの子

どもたちの支援を約束 

5.13  北部ウガンダ、暴動と深刻な食糧不足に直面 

 

5.5 日本の子どもた 

ちが休耕田を耕して

作ったコメが WFP を

通じてカンボジアに

送られ、お母さんと子

どもたちに贈呈され

ました。 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ http://www.wfp.or.jp/より ・～・～・ 

 

 

 ＷＦＰ応援団 
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1  
パシフィコ横浜 6 階 国連ＷＦＰ協会気付 
Tel.045-221-2515  Fax.045-221-2511 
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スーダンの国内避難民への緊急食糧援助のお願い 

WFP 国連世界食糧計画は、スーダン西部ダルフー

ル地方での戦闘のため、家を追われたおよそ 120 万人

の国内避難民に対して、緊急食糧援助を行うことを決定

しました。4 月から 12 月にかけて、およそ 10 万トン分の

食糧援助を実施する計画です。そのためにおよそ 1 億

ドル（110 億円）が必要とされています。 

郵便振込による募金 

郵便局 00290-8-37418 加入者名 「国連 WFP 協会」

     「スーダン緊急」とお書き添えください。 

チャリティーダイアルによるご寄付 

ボーダフォンチャリティーダイアルにお電話いただきま

すと WFP に関する情報が流れ、その通話料が募金に

なります。＊5577 にお電話ください。 

詳細情報 http://www.jawfp.org/ スーダン緊急 
＊＊＊イベント情報＊＊＊＊
回 Walk the World 
月 20 日 9:30～14:30 頃 集合:上野公園 

エクスプレス社主催。歩いた距離に応じ WFP
金を募る。この日世界各国で行われ、日本では

公園発 10 キロ 

シーラ・シズル事務局次長来日講演会 

月 29 日 14:40～16:10 （英語：通訳なし） 
田大学西早稲田キャンパス 22 号館 201 教室

P 活動写真展 8 月 22 日（日） 

都市プラザ（横浜そごう前広場） 

界の飢餓を考える」小中学生作文コンクール

応募期間：6 月 20 日～9 月 6 日 

受賞作発表：10 月 16 日（世界食糧デー） 

主催：国連 WFP 協会 
なの力で写真展を成功させましょう 

WFP 活動紹介パネル展スタッフ募集 

に引き続き、横浜そごう前広場でのパネル展開

まりました。昨年にも増してすばらしいものにする

、みんなの力をあわせましょう。実行委員会への

はじめ当日のお手伝いなど、無理なく、楽しく、

ょこっと頑張った協力をお願いします。 

か

け渡

の長

の父

るま

ild’s
単な

由に

ンの

な批
＊＊定例会報告 4/15・5/22・＊＊＊ 
ベントの報告、反省、今後への提言など、詳しくは ML 

ーリングリスト）で報告しています。ML 不参加の方 

ご希望があれば郵送します（会員のみ） 

援センター主催夏塾参加決定。研修部が窓口 

都市プラザ（そごう前）でのパネル展 ８月２２日

日）に決定 
ネル、ビデオなどの管理、広報部で担当 
オは支援センターのロッカー、パネルは事務所の

にある。パネルをイベントなどで使用するときは必

市・小高に連絡し、倉庫の中にある管理表に記入

 
石さんから図書の寄付 

FP 及びＷＦＰ協会より 
コンクール小学 5、6 年生と中学生対象。6/10 
ヤフーキッズに案内が載る 
悦
庄

図書の寄付と貸し出し 

ら蔵書 2 冊の寄付がありました。現在定例

す形で貸し出しをしています。 

女』：秋尾沙戸子 著 新潮社 

スカルノの長女メガワティが副大統領に就

でを描いたノンフィクション。  

 eye』：写真集。10 才から 18 才の子供たち

プラスチックカメラを渡し、子供の視点か

撮影した写真で構成。ジャカルタやカリマ

路上で暮らす子供たちの生命力、社会への

判が感じられる。 
編集者 

子、村田祈世子､照沼久美子、野辺真紀,
子未咲、坂寄綾、小市亮、小高悠生 

http://www.jawfｐ.org/oendan/ 


