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ＷＦＰ応援団はＷＦＰ国連世界食糧計画の食糧援助活動を支援するボランティア団体です 
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Food for Future 未来のための食糧援助

暑が続いた今年の夏。パ

日曜日、加えて前日から

多く、やはりとても暑い

人を越えるスタッフに支え

さめました。 

想を書いてくださった方は

た募金箱には 90,415 円

回目となった今回のパネ

準備段階でも若い人たち
８月２２日（日）新都市プラザ（横浜駅東口そごう B2F 正面入口前） 
ネル展の日は、夏休み終

の「横浜カーニバル」で人

一日でした。そんな中、総

られ、パネル展は大成功

175 人にのぼり、会場に

の募金がありました。 

ル展は、当日の運営はもち

の活躍が目立ちました。 

世界の飢餓の現状と自分たちの今の暮らしを振り返り、

飢餓に苦しむ人たちの明日を信じる気持を伝える充実し

た展示に、「一日だけではもったいないね」の声も聞こえ

ました。ここで展示されたパネル等は秋に開催される多く

のイベントにも活用されます。また、新しく名古屋で発足

したＷＦＰ支援グループはじめ、他の団体から数件、借り

たいという申し込みが来ています。 

次ページに当日の様子を写真で紹介します。 

 

 



＊＊＊写真で見るＷＦＰ活動紹介パネル展（８月２２日：新都市プラザ）＊＊＊ 

会場設営は朝８時から 準備途中からたくさんの人が見

てくださいました 
ＷＦＰクイズに取り組む親子連れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市立宮谷小学校の６年生 12 人は、初めて

の体験に戸惑いながらも、呼びかけをしたり、

クイズの用紙を渡したり、大活躍 

「テルガト選手、頑張れウ

オーク」をただ1人で敢行し

ている岩田さんが会場に。

日本橋から横浜戸塚までの

42.195キロを完歩したあと

も「時間の許す限り歩いて

います」と、さわやかな笑

顔。手にしたのぼりには『オ

リンピックマラソン  ケニ

ア代表 国連ＷＦＰ飢餓撲

滅大使  テルガト選手頑張

れ！』の文字が。 

 
 
 
 

左右：会場風景

 
 

たくさんの方が感想を書いてくださいました。その中から一部を掲載させていただきます 

＊ あたりまえの生活ができることが、実はすばらしいことだったのだ、ということ 
   に気づきました。 
＊ 頭の中が真っ白になり、言葉につまってしまいました。ただ単にかわいそうだ 
   と思うのではなく、私にも出来ることを探してみようと思います。 
＊ 食糧不足の国があることは知っていましたが、これほど具体的に教えていた 

だける展示はなかったのでよくわかりました。 
＊ WFP の存在を始めて知りました。まずはたくさんの人たちが“知る”ことから活  
   動が広がっていけばいいなと思います。 

感想を貼っていただいた世界地

図は、地図が見えなくなってしま

いました。本当にありがとうござ

いました。 

＊ 全世界の子供達が幸せにくらせる事と、世界中から飢餓が少しでも無 
くなるような社会になってほしいです。 

＊ 彼等で自立して生きがいを持って人生を歩めるよう祈ります。私も応援し 
ます。 



夏塾生インタビュー 質問は、① WFP 応援団に参加した動機 ② 活動した感想 です。 

 

 

 

私の目で見たケニアの学校給食援助とスーダンでの緊急食糧援助 

8 月 7 日 横浜市市民活動支援センター 

 WFP 日本事務所の島崎亮平氏による上記講演会には、43 人が参加、氏の撮影による写真を見ながら、現場の話をうか

がいました。 

 「現在給食を必要としている子ども全てに給食が行き渡っているわけではありません。しかし、たとえ少数でも、給食を食

べられる子どもたちは、次の世代の平和を担っていく力をつけていくと思う、いえ、そうであって欲しいと思います。歓迎の

時、別れの時に歌ってくれる心を揺り動かすケニアの子どもたちの歌に、力強い将来への希望を感じます。」という言葉に、

給食という形の援助が次世代の平和構築のために、どんな意味をもっているのかを実感しました。 

 上空で口を開いた飛行機から、援助食糧を投下する時の空気の衝撃。はるか地上の落下点。地雷に阻止され、交通の

手段から切り離された地域に生きるスーダンの人たち。命の危険があるために、落下点で援助食糧を集め、数え、渡して、

すぐ引き上げなければならないという仕事。この食糧が無かったら、明日の命は無いかもしれないという場面での緊急援

助がどんなものか、感じさせられる写真とお話でした。 

 たくさんの人が感銘を受け、感想文を寄せてくださいました。 

 

 

 

応援団と説明ボランティア・協働の場面が増えています 

応援団は、様々な研修を行っています。7月９日の基礎研修では WFP協会の説明ボランティア（以下説ボラ）

の濱さんが講師を引き受けてくださいました。島崎亮平氏の講演会には、説ボラからも多くの参加があり、熱

心な聴講と活発な意見交換が行われましたし、そごうのパネル展でも、説ボラの協力がありました。ＷＦＰの

現場から職員が一時帰国した際の、説ボラ研修を兼ねた報告会には応援団も参加しました。応援団と説ボラの

両方に登録している人も多く、これからも同じ目的のために共に学び活動していく機会が増えていくでしょう。

★ 星さん ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
① 何か国際協力に関わることがしたいと前から思って

いて、ほとんど何もわかりませんでしたが、WFP では

講演もあったので惹かれました。  

② やることは意外に多くてびっくりしたけど、塾生にも

責任を与えて仕事を下さったので、一員として楽しく

活動ができた気がします。 

★ 劉さん ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
① 国際ボランティア活動に参加して、自分に出来るこ

とを探してみたかったから。（WFP という団体も最初

は知りませんでした。ごめんなさい。） 

② 普段はなかなか出会えないような様々な方々が、積

極的に活動している姿を見て、一市民として自分に

できることの可能性を感じました。 

 
皆さん、 
お疲れさまでした。 

★ 平良さん ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

① 何か国際関係で勉強する場が欲しくて探していました。

② 選んだ写真や訳した文章がどんな風になるのか、当日

は一気にそれが分かってとても楽しかったです。見る側

にも様々な人がいることがわかり、勉強になりました。 

★ 東さん ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

① 食糧を援助している国連機関があることを知り、具体的

にどんな活動をしているのか、体験を通じて何かを感じ

ることができたらと思い参加しました。 

② パネル展の準備段階では、一人でも多くの人に世界の

今の食糧事情を伝えようと、真剣に作業に取り組みまし

た。とても貴重な体験でした。 

★ 柳さん ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

① 夏塾で WFP応援団を知り、自分なりに何かをできたら、

また学びたいと思って応募しました。 

② 今回、パネル展に準備の段階から参加でき、いろいろ

なことをさせていただいたおかげで、多くのことを学べ

ました。これからも自分のペースで皆さんと共に活動し

ていきたいです。 

 

「私の目で見たケニアの学校給食援助とスーダンでの緊急食糧援助」 

                        8 月 7 日 横浜市市民活動支援センター 
援助食料の積み込み  島崎氏撮影  ＷＦＰ日本事務所の島崎亮平氏による上記講演会には、43 人が参加、氏の撮

影による写真を見ながら、現場の話をうかがいました。 

「現在給食を必要としている子ども全てに給食が行き渡っているわけではあ

りません。しかし、たとえ少数でも、給食を食べられる子どもたちは、次の世

代の平和を担っていく力をつけていくと思います。歓迎の時、別れの時に歌っ 

てくれる心を揺り動かすケニアの子どもたちの歌に、力強い将来への希望を感じました」という言葉に、給食と

いう形の援助が次世代の平和構築のために、どんな意味をもってい

るのかを実感しました。 

上空で、機体後部の投下口から、援助食糧を投下する時の空気の

衝撃。はるか下に見える落下点。地雷に阻止され、交通の手段から

切り離された地域に生きるスーダンの人たち。命の危険があるため

に、落下点で援助食糧を集め、数え、渡して、すぐ引き上げなけれ

ばならないという仕事。この食糧が無かったら、明日の命は無いか

もしれないという場での緊急援助がどんなものか感じさせられる講

演でした。終了後多くの感想が寄せられました。 
援助食料の空中
We support

WFP 
投下 島崎氏撮影
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09.09 WFP、欧州委員会の西アフリカ向け700万ユーロ

拠出に感謝 

09.09 WFP の食糧輸送隊、サハラ砂漠を横断しチャド

の難民支援のため到着  

09.07 WFP、スーダン・ダルフールで 8 月に 100 万人を 

食糧援助。しかし目標の 120 万人には達せず  

09.06 WFP、バングラデシュの洪水被害者への長期に

わたる援助を要請 

09.03 日本政府、WFP を通じてスワジランドの食糧援

助を強化 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

10 月 1 日

    子

於：

   10:0
10/2(土) 

於：

    

10/2. 3 (土
10/10(日)

10/16.17(

10/17(日)

10/23(土)

10/23(土)

於：

10/31(日)

11/7(日) 

11/20(土)

11/6,13(土
於：横

11/27(土)
於：

12/11(土)

於：

12 月下旬

 

 新しい応援団Ｔシャツができました！ 

サイズは S,M,L 

以前のものと同じ 

く応援団の今関喜 

代子さんのデザイ 

ンです。 

背中にもＷＦＰの 

文字イラストがあ 

しらわれています。 

 

 

 

 

 

各サイズ1,500 円！  
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＊＊＊＊イベント情報＊＊＊＊
(金)～10 月 30 日(土)  

どもたちの未来をつくる世界の学校給食展  

～学びたい・・・でも、その前に食べたい～ 

 国連大学 1・2 階 UN ギャラリー（渋谷区神宮前） 

0～17:30 *土曜開催、日・祝閉館 入場料： 無料 
カメラータムジカーレ「ヘンデルとテレマン」 

横浜市開港記念開館 15：00 開演 

  予約・前売り 1,200 円 当日 1,500 円 

.日)国際協力フェスティバル 於:日比谷公園 

 ハローよこはま（予備日 11 日）於：根岸森林公園 

土.日) 横浜国際協力祭り 於：産貿ホール 

 鶴見臨海フェスティバル 於：入船公園 

 港北ふるさとふれあい祭り 新横浜駅前 

 港南区子どもゆめワールド  

港南ふれあい公園（横浜市営地下鉄港南中央駅下車） 

 (ワンダーランドマーケット 於：産貿ホール 10：00
西区民祭り 於：戸部公園 

 磯子国際フェスティバル  於：磯子会館 

) グッズ管理部講習会｢手作りグッズを作ろう｣  
浜市市民活動支援センター4F「研修室 1」 9:30～12:30

 ライセス秋のコンサート「アンデスの大地と風 2004」

ひまわりの郷ホール(上大岡) 19：00 開演 
前売り 2800 円 当日 3500 円 

 ちょっとはやめのクリスマス  

パシフィコ横浜５F 開催午後 詳細後日 
 ダイヤモンドクリスマス 詳細後日 

協力した本！ 
地球では 1 秒間にサッカー場 

1 面分の緑が消えている』 
田中章義 編著 山内マスミ 絵  
マガジンハウス刊（定価９５２円 税別） 

        いま世界で起きている放ってはおけ

ないことを数字とやさしい絵で解

説。編著のご厚意で、この本のお買

い上げ 1 冊につき、途上国の子ども

の1食分の学校給食費（２０円）がＷＦ

Ｐに寄付されます。ぜひご家族、お

友達にご紹介ください。 

ＷＦＰ応援団 
0-0012 横浜市西区 
とみらい 1-1-1 
フィコ横浜 6F 
 国連ＷＦＰ協会気付 
Tel.045-221-2515  
Fax.045-221-2511 

編集者 

西尾悦子、村田祈世子 
照沼久美子、野辺真紀, 
庄子未咲、坂寄綾、小市
亮、小高悠生 

http://www.jawf.org/oendan/ 
＊＊＊定例会報告 7 月・8 月＊＊＊ 

月よりＡＣ公共広告機構によるＰＲを開始（1 年間） 
備会発足 6/24,7/8 会議 
ーランドマーケット参加 
会の団体会費５万円を振り込み 
支援センター主催「夏！市民活動体験塾」 

を受け入れ。7/9、15 塾生及び希望者にに基礎研修

ティネット事業課長ベルナディアさんのお話を聞く会

人）8/7 島崎亮平氏講演会 
：7/12 講演会とパネル展チラシ発送 

員 62 人、賛助会員 22 人 
部；新デザインのＴシャツ発注・保管は事務所倉庫 

＊＊＊パネル展準備会報告＊＊＊ 
展テーマ決定。横浜市、横浜市教育委員会、横浜

協会に後援依頼。各自の役割分担を確認（会計、渉

作・クイズ、感想コーナー、ビデオ編集、書籍展示、

紹介、会場レイアウト、休息コーナーetc） 7/8 展示

て報告、検討。予算20 万円。機材手配は(株)横浜ア

頼横浜アーチストよりボリショイサーカス招待券 31
に購入してもらい予算の一部に。市立宮谷小学校

ボランティアとして参加希望。了承 7/12 チラシ印

。教育委員会学校ポストにチラシ配布。 8/1 会場

定。 8/12 各担当者報告。未決定事項の FIX。 宮

はクイズ、感想コーナーなどの呼びかけを担当して

9 会場へ持っていくものの準備。参加者名簿と役割

日のタイムテーブル確認 8/22 当日 
 


