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ちょっと早めのクリスマス会 
 

12 月 11 日、応援団恒例の「ちょっと早めのクリスマス会」がパシフィコ横浜５階で開かれました。

８回目となった今回の参加者はこれまでの最多の 60 人でした。クリスマス会の恒例行事となってい

る手作り品や不用品を持ち寄ってのオークションとバザーの売上金、約６万７千円は、グッズの１年

間の売り上げの一部と共に、その場で全額ＷＦＰ協会へ寄贈されました。（上の写真） 
応援団が１年間（昨年 12 月から今年 11 月末まで）に参加したイベントは 22、募金額は 62 万２千円

あまりになりました。（日本事務所、協会のイベントのお手伝いとして参加したものを除きます）

場所を提供してくださった多くの団体、個人、協力してくださった全ての方々に感謝します。



 ちょっと早めのクリスマス 12 月 11 日 於：パシフィコ横浜５Ｆ  
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第１部 演奏会 

今年演奏をお願いしたの

は「アンサンブル・ペソ

ナ」。インドネシアの竹楽

器“アンクルン”の軽快で

優しい音色が会場に響き

ます。会場のみんなも演奏

に参加する一幕も。 

 
 
 
 
 
 

 

第 2 部 歓談 

「横浜エスニック

倶楽部」宮崎さん

の豪華な料理を食

べながらの楽しい

おしゃべり。初め

て参加する人も和

気あいあいのひと

時。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3 部 オークション＆バザー

ブランドﾞ品から家庭菜園で採

れたお芋まで、バザーコーナー

はにぎやかです。 

「素敵なお皿のセットですね。

500 円から行きましょう」と、

軽快な司会でオークションも快

調でした。中には「マッサージ

15 分。指立て伏せ
．．．．．

パフォーマン

スつき」などと言う珍品も。 

 

WFP 国連世界食糧計画は、飢餓撲滅を目的として設立された国連最大の食糧援助機関です。

1961 年に設立が決定し、翌年 9 月に起こったイラン大地震の時から活動を開始しました。2003

年には世界 81 ヶ国のおよそ 1 億 400 万の貧しい人々に食糧を援助しました。主な受益者は、

世界の難民・国内避難民の大多数、そして自ら食糧を確保することが困難な女性や子ども、お

年寄りです。 

☆‘04，10,6  ダルフールの 130 万以上に食糧援助 

…今スーダンでは内戦が続いています。児童の５人に 1 人が栄養不足、５万人の人

が命を亡くし、120 万人の人が家を追われているといいます。ＷＦＰではスーダ

ン・ダルフールへの食糧援助に力を入れています。 
☆‘04，10,21  南部アフリカ 5 カ国でエイズ対策を含む新たな支援に着手 

…南部アフリカのエイズ感染者は全体の７割を占めます。食糧はエイズ防御の最

前線です。ＷＦＰはＨＩＶ／エイズにかかった人たちに必要な食糧を援助して

いいます。 



秋のイベントは雨 雨 ・ ・ ・ でした

声を揃えて｢ありがとうございました!｣

募金する方も思わず｢ありがとう」   

  主な参加イベント  

10/1  学校給食展（国連大学 
～30    UN ギャラリー） 

10/2  カメラータムジカーレ 
（開港記念会館）  

10/2.3 国際協力フェスティバル

（日比谷公園）  
10/10  ハローよこはま 

（根岸森林公園）  
10/16.17 横浜国際協力祭り 

（産貿ホール） 
10/17  鶴見臨海フェスティバル

（入船公園）  
 
 
 
 
 
 
 
 
   子供たちがハンガーマップを真

剣に見てくれました 

10/23 港北ふるさとふれあい祭り

(新横浜駅前） 
10/23 港南区子どもゆめワールド

(港南ふれあい公園） 
10/31 ワンダーランドマーケッ 

(産貿ホール） 
11/6.13 グッズ製作講習会 
    （市民活動支援センター）  
11/7 西区区民祭り（戸部公園） 
11/20 磯子区国際交流フェステ

ィバル(磯子区役所） 
11/27 ライセスフォークローレコン 

サート （ひまわりの郷） 

11/27.28 ＭＪトーナメント 
(パシフィコ展示ホール) 

 

 

10月11日：タイ国マハ・チャクリ・シリンドホ

ーン王女がＷＦＰ学校給食特別大使に任

命されました。 

11 月 30 日：ブラジルのサッカースター、AC

ミランのカカ選手がＷＦＰ飢餓撲滅大使に

任命されました。 

イベント報告 

記録ずくめの暑い夏が終わった後、日本列島は毎週のように台風

に襲われました。雨にたたられたイベントも多く、みなさまご苦労

さまでした。 

 
左の写真は 10 月 10 日ハロ

ー横浜の会場風景です。参加

した会員の報告によると「沼

地状態。掘った溝の中を音を

立てて水が流れるという会場

でした」「泥水との戦い、まる

で援助現場にいる気分」だっ

たそうです。 
 

 
 

国連大学で開催された学校給食

でも９日と 20 日が台風直撃でし

。その中を参加した会員に心から

手。 

展

た

拍

  
 
  

 
11 月６日、13 日にグッズ管理

部によってグッズ製作講習会が

開かれました。大量に作りためた

押し花を使って、カードとポケッ

トティッシュケースを作りまし

た。これらはこれからのイベント、

特にクリスマスシーズンのイベ

ント会場で販売されます。両日で

19 人が参加しました。 

羽鳥中学校「総合学習」でＷＦＰを紹介しました  

 今年も羽鳥中学校の総合学習の一

環として、ＷＦＰに関する授業が行な

われ、応援団から延べ 10 人が協力し

ました。最終日、生徒たちは自分たち

で呼びかけの言葉やポスター・ちらし

を作り、声をからして募金活動を行い

ました。内容には講師の話や資料が生

かされており、生徒たちの理解の深さ

が感じられました。

写真右：給食展オープニングの

テープカット 

港北区と港南区のイベントが終了した 10 月 23 日夕方、新潟県中越

地震が発生しました。一日でも早い復興を願わずにはおられません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアさんにインタビュー     源 関  昌 子 さん 
 

 

 

もっと、もっと 伝えたいですね       

家のすぐ近くに一ツ橋大学があるんです。国立音大

付属高校もあって、あの学生さんたちに伝わったら

若いパワーできっと素晴らしいことをやってくれるだ

ろうなと思っています。私、自然も好きだけれど、雑

踏が好きなんです。世界が平和になって、ペルシャ

市場みたいな雑踏の中で、みんなと抱き合いながら

「生きててよかった！」って言い合えたらいいです 

ね。 
 

国立に住んでいますが   

「遠いのに大変ね」と言われますが、そんなに遠

くありません。横浜のイベント会場まで 1 時間 20

分位かな。看護婦をやっていたので、時々そちらの

お手伝いも頼まれたりしてるんで、なかなか思うよう

に出られませんが、 

できる範囲でお手伝 

いしたいと思っています。 

ＷＦＰと応援団を知ったのは 

ずいぶん前に、どんなに手を伸ばしても、食べ

物に届かない親子の写真と一緒に、ＷＦＰの連

絡先が放映されたのを見て、寄付を始めまし 

た。5 周年チャリティーフォーラムで、お話を聞

いて、「何か具体的にお手伝いしたいな」と思っ

て、応援団に登録しました。みんな同じ気持ち

で集まってきた人たちですから、すぐ打ち解け

て、よくしていただいてます。 
 
わたし、塀にＷＦＰのポスターや写真貼ってるの 

だって、今こうしている間にも、たくさんの子ども

たちが飢えて苦しんでいること、みんなに知っ 

て欲しいじゃないですか。雨に濡れないように

ケースに入れているんだけど、なかなか・・・どう

したらいいんでしょう？主人が以前隊長をして

いたボーイスカウトのスカウトハウスの壁に、ハ

ンガーマップも貼りました。 

＊＊＊＊定例会報告 10 月・11 月＊＊＊＊ 

▨ 「応援団ハンドブック」の見直し：現状に即した内容とするた

めに、追加･訂正を行いたい。 

▨ ＵＮギャラリー写真展：１０/１～３０日までＷＦＰ協会により

開催された写真展に、応援団からも多数のボランティアが

参加した。 

▨ パシフィコ横浜のイベントでのＰＲ活動：パシフィコ横浜で開

催されるイベントの際、ＷＦＰのブースを出せる場合は、応

援団もＰＲ活動をお手伝いすることになった。 

▨ グッズつくり：押し花やイラストを使い、ポストカードなどの手

作りグッズを製作した。 

▨ ボランティア講座：２月に実施する予定。 

＊＊＊＊＊イベント情報＊＊＊＊＊ 
２００４年 

▨ 12 月 23 日 ワンダーランドマーケット 於:横浜産貿ホール

▨ 12 月 23 日～24 日 ダイヤモンド地下街クリスマスイベント

於：横浜駅西口ダイヤモンド地下街 

２００５年  

▨ １月５日（水）～1 月 11 日（火）  

「ＷＦＰの食糧援助活動～世界の子どもたちに給食を！～」

於：横浜高島屋１階 ホワイトモール 

▨ １月２３日（日） 鶴見区国際交流まつり  

於：鶴見会館 

WFP 応援団 会員・賛助会員募集 

～いつでも入会できます～ 

主な活動 

１．区民祭りや開港祭など、いろいろなイベントで、 

多くの方に WFP の紹介をし、募金活動をおこな 

います。 

２．パネル展やチャリティコンサートなどを企画、主 

催します。 

３．学校やグループ、団体などにＷＦＰの説明を 

しに行きます。 

４．毎月第３木曜日、１８：３０から定例会を行ってい 

ます。どなたでも参加できます。 

 

会費 

①会員：年会費    １０００円 

②賛助会員：年会費 ３０００円 

 

ボランティアが初めての方でも、無理なく始められ 

ます。学生から、年配の方まで、和やかな雰囲気 

で活動しています。 

 

☆皆さんもいっしょに 

活動しましょう☆ 

 

 

 

編集者：西尾悦子、村田祈世子、照沼久美子、野辺真紀

新井恵子、庄子未咲、坂寄綾、小市亮、小高悠生 
http://www.jawfporg/oendan/ 
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