
スマトラ沖大地震・津波被害緊急募金に協力 

１２月２６日午前８時頃、インドネシアのスマトラ島沖で発生したマグニチュード 9.0 の地震は各国での被災者

百万人以上と推定される史上まれにみる大災害でした。ＷＦＰはすぐに救援活動に着手、食糧の配布をしまし

た。日本事務所も総力を挙げて緊急募金に取り組み、応援団も全面的に協力しました。 
 

街頭募金に参加 １月１０日 成人式街頭募金 

１月１０日、横浜

市、横浜国際交流

協会主催で、成人

式会場の横浜ア

リーナと新横浜

駅での街頭募金

が行われ、応援団

も参加しました。 
振袖やはかま

姿の新成人初め

多くの方の協力

で３７９，９７８円の

募金が集まりました。この募金は WFP と被災地で活動を行っているシ

ティネットの２団体に寄付されました。 
 
写真展「WFP の食糧援助活動・ 

世界の子どもたちに給食を！」 

横浜高島屋１月５日～１１日 

当初予定されていた学校給食プログラム

への募金呼びかけを急遽「スマトラ沖大地震

津波緊急募金」に変更しました。毎日募金箱

が千円札でいっぱいになり、横浜市民の心意

気を感じた７日間でした。募金総額は６５万１,

０５６ 円。募金をしてから展示を見、また募

金をしてくださった方もありました。 
 

つるみ国際フェスティバル 1 月 23 日 

今年で４回目の参加になります。毎回募

金を持って駆けつけてくださる方もあり、

まさに｢継続は力」。今回会場受付にも募金

箱を置かせていただけることになり、受付

の方が交代で募金箱を持って、募金のよび

かけをしてくださいました。５万７，１８８ 円

の募金が集まりました。ありがとうございま

した。 

おもな参加イベント 

１２月２２～２３日：横浜駅地下街 

ザ・ダイヤモンドハッピークリスマス 

 

 

 

 

ショータイム

にはマジック

ショーがあり、

私たちも楽し

みました。 

１２月 ２３日：産貿ホール 

ワンダーランドマーケット 

１月１０日  成人式街頭募金  

    横浜市長の中田氏や、横浜ベ  

イスターズの三浦選手も協力 

１月５日～１１日：横浜高島屋 

写真展「WFP の食糧援助活動 

・ 世界の子どもたちに給食を！  

１月２３日：鶴見会館 

つるみ国際フェスティバル 

１月３０日：国立競技場 
全国陸上競技大会 

２月３～４日：パシフィコ横浜展示場 
震災対策技術展  

２月６日：武道館 社交ダンス大会 
２月２７日：みなとみらい大ホール 

    西区合唱祭 

We Support                   ＮＯ．２3  
     ２００５年３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 



 
 
スマトラ沖地震・津波の報道のかげで、世界に知られることなく、アフリカ、特にサハラ以

南の諸国では、津波被害と同じ数の死者が毎週のように出ています。慢性的な飢餓や貧困、

エイズ、マラリアなどがその原因です。こうした「見えない津波」～サイレント津波～に今

こそ目を向けようと、応援団は、3月 12日（土）横浜市社会教育コーナーで、アフリカに焦

点を当てたボランティア講座を 3 部構成で開催しました。参加者は 33 人でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 部 ビデオ「体験リポート・飢餓との闘い」 鑑賞 

自らを「飢え」の実験台に 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

バオバブの木 

枝は燃料、実はお菓

子やジュース、となる

日本の援助で作られた干物を作る設備 

地下水が限られているので、農業水も足りな

い。灌漑用池とつながっているパイプへ井戸か

ら汲んだ水を少しずつ流し入れている。 

1 部 セネガル体験学習報告 小高悠生さん 

       きめこまかだと評判の良い日本の援助 

援助によって贈られたスモークの設備。現状に合

わず人々は従来のやり方で燻製を作っている。 

セネガル・ゴレ島にある奴隷を積み出してい

た家。１階の奴隷房には奴隷がぎゅうぎゅう

に詰め込まれていた。 

2 部 写真集「ケニア・ 

  スラムの子どもたち」紹介

      北村幸美さん 

2004 年の NHK 主催教育番組国際コ

ンクール、「日本賞」の一般教養番組

の部で「文部科学大臣賞」又、「グラン

プリ日本賞」を受賞した作品。1 人の記

者がエチオピアの農村で 5 週間慢性

的な飢餓を自ら体験しながら取材をし

ています。ビデオを見終わったあと、

会場は無言。重いやりきれない空気が

流れました。そんな中で感想を書いて

くださった方、ありがとうございました。

感想―２   
「サイレント津波」の問題性を改めて

意識することができたと同時に、応援

団として一層外へ発信すべきだと感

じました。ビデオ中「多くの人々が死

ぬことで始めて援助に目が向く」と言

う言葉が印象深かったです。 

感想―1    

初めて WFP 関連の活動に参加しました

が、刺激的なものでした。知らないことを

勉強できる良い場だと思います。この企

画のように「考える」と言うことを続けて

いくことがやがて大きな枠組みを動かす

ことにつながるのではないでしょうか？

2 日間食べ物をほとんど口にしなかっただ

けで、フラフラのリポーターに女の子が食

べられる花を摘んで持ってきてくれた。 

問題は抱えていても、人々は明るく

前向きに生きています 
 
ケニアで手に入れた、本の内容を説

明しながら、アフリカの現状、WFP の援

助の内容など話してくださいました。 

この写真集は子どもたちにカメラを渡

し、自分たちの日常を自由に撮っても

らった写真で構成されています。スラム

といわれる地域は、行政上、人が住ん

でいるとことになっていませんから、町

のゴミが大量に廃棄されても違法では

ありません。ゴミと共に暮らす、そうした

地域の数々の問題が、写真を通して自

然に浮かび上がってきます。 

 一番の問題は水。小さな雨水の溜ま

り水で全てをする。トイレが完備して

いないため、

雨が降れば汚

水が混じり、

ゴミ か ら 染 み

出る水は危険

で裸の足から

病原菌が入る

ともあり、マラリ

ア蚊の温床とも

なっています。

小高さんは大学のゼミの体験学習

で、アフリカ西部突端に位置するセネ

ガルを訪問し、援助と開発という観点

から様々な現実を見てきました。 
滞在中一番つらかったのは水がな

いこと。開発援助で掘った井戸も数ヶ

月で水が涸れてしまい、灌漑用池へ

直接つなげない状態です。色々な国

の援助が入っていますが、使われて

いないものもあり、援助の難しさを感じ

ました。そんな中で日本の援助はきめ

細かだと喜ばれています。 
セネガルでは奴隷売買が盛んに行

われていました。アフリカの各地から

膨大な数の人々が、奴隷として売られ

ていったことは、現在の様々な困難と

無関係ではないはずです。売られて

いく人たちが、奴隷船まで歩いて行っ

た暗く長い廊下を歩きました。人間と

して扱われなかった人たち。背中がぞ

くぞくしました。 

ボランティア講座 「サイレント津波～アフリカの忘れられた飢餓」 



 

 

 

 
横浜港南台 Petit Vert（プチヴェール） 

Tel&Fax 045-832-5960 

長く有名ホテルのパテシエを勤めたご主人が２年

前に開店し、家族みんなでで経営している、名前の

通り小さなかわいいケーキ屋さんです。味は絶品！

土、日は遠くから買いに来る人が絶えません。ケー

キの他に軽食もあって、イートインになっています。

募金箱は開店当時から通いつめているお客さんに頼

まれて１１月から置き始め、２月にあけてみたら、 

３，７０３円と１３セントありました。おつりの小銭を寄

付してくださる方が多いとか。環状３号線沿い、港

南環境センター前バス停近く。 

 

恵比寿 将将（しょう） Tel＆Fax 03-3446-5606 

 東京の恵比寿東口、ガーデンプレイスの近くにあ

りながら、一本裏道に入った静かな住宅街の入り口

にある、こじんまりとした和風の居酒屋です。横浜

でいえば、みなとみらい地区というよりは元町の裏

通りといった場所にあります。オーナーの田中将一

さんが自ら包丁を握り、新鮮なお刺身や、季節の野

菜を使った美味しい和食を食べさせてくれます。 

応援団の１人がここ５年ほど、日本酒好きの仲間と

仕事帰りに寄っています。昨年、一昨年と、渋谷で

開催された給食展のあとにも行き、ＷＦＰの話をしま

したら、「１００円で５人の給食なるなんて泣けてく

る」と募金箱設置を快諾してくださいました。 

 

あ な た の 街 の Ｗ Ｆ Ｐ  

横浜駅西口高島屋や、一時期、ランドマークのベネトンにもＷＦＰの募金箱が置いてあったのは皆さん

ご存知だと思いますが、その他にも応援団のボランティアさんの＂つながり＂で意外なところに募金箱

を置いていただいています。今回はそのご紹介です。機会があったらぜひお立ち寄りください。 

専 科

緊急援助 ： 干ばつ・洪水・地震などの自然災害、戦争や紛争による食糧危機で、死の危険にさらされ

た人達を援助するのが緊急食糧援助です。スタッフが直ちに現場に向かって活動を開始します。多くの場

合、食糧や水はもちろん、医薬品・トイレ・テント・シェルターなどが緊急に必要になりますが、WFP には輸

送の専門家集団があり、各機関と連携して、的確、迅速な輸送をします。 

WFP では貧困や飢餓の危険が大きいと判断される国や地域を常に把握し、多くの情報を科学的に分析

し、地図化しています（脆弱度分析と地図化 －VAM)。そしてその原因についても調査・分析し、緊急事態

発生に備え何通りものシナリオを想定し、対応策を事前に準備しています。このような周到な準備によっ

て、緊急事態発生時の迅速な出動と効果的な現場での援助活動が可能になります。 

 事態が少し落ち着いてくると、人々の生活の立て直しと自立を促すための援助に移行します。 

2005.3.3   ＷＦＰ、西アフリカの戦後復興に支援呼びかけ 

2005.3.3  津波支援、救済から復興・再建に移行 

2005.2.25 資金不足でルワンダ難民への配給食糧カットも 



 

 

☆ いつＷＦＰと応援団を  

知りましたか？ 

WFP を知ったのは二年くらい前になります

団を知ったのは一年前関内の市庁舎で行わ

食展を見に行った時です。受付をされていた

の村田さんからお話を伺いました。 
☆ 応援団に参加するようになったきっかけは

以前からボランティア活動をしたいと思っ

のですが、何から始めたらよいか分からずに

た。入会前に説明を受け WFP は国連の食糧援

で、応援団はそれをサポートするという目的

きりしていて活動をはじめやすかった気がし

☆     参加しての感想 

幅広い年齢層の方々がひとつの目的に向か

動できる応援団はすばらしいと思います。去

パネル展ではそれを実感しました。また WFP
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  ＷＦＰ応援団：〒220-0012 横浜市西区みなとみら

パシフィコ横浜 6F 国連ＷＦＰ協会
Tel.045-221-2515  Fax.045-221-253

 

 
 

WFP 応援団 会員・賛助会員募集

◆いろいろなイベントで、多くの方に WFP

◆パネル展やチャリティコンサートなどを企

◆学校やグループ、団体などにＷＦＰの説

年会費 ： 会員 １０００円 ／ 賛

毎月第３木曜日、１８：３０から定

お知らせ 

応援団総会を 5 月下旬ごろ開催する予定です

詳細は後日お知らせします。パネル展企画な

次年度に向けてのアイデア、提言など、頭の

すみで考えておいて下さい。 
。応援

れた給

研修部

？ 

ていた

いまし

助機関

がはっ

ます。 

って活

年夏の

現地事 

務所で働いていらっしゃ

る職員の方々が一時帰国された際に現場の状

況を聞けるのは応援団の活動をするのに、とてもい

い刺激になります。自分の仕事以外にも打ち込める

ものができ、世界の飢餓状況を考えると少し価値観

が変わったかもしれません。 
☆     他に何かボランティアをしていますか？ 

 他にボランティアはしていませんが、現在の職場

である大学の研究室で、学生の為に食糧援助（食事

作り）をすることもあります。（笑） 
☆ 今後の抱負 

 自分ひとりでは大きな事はできませんが、多くの

人たちと力を合わせれば可能な事があると思うので、

これからもマイペースで活動に参加していきたいと

思います。活動を始めてから少し視野が広まり、自

分の知識不足も痛感しています。 

吉本裕子さん 

＊＊＊＊＊イベント情報＊＊＊＊＊ 

○ WFP/CITYNET TSUNAMI 報告会 3 月 24 日（木） 

18:15～20：00 パシフィコ横浜 国際協力センター6 階 

国連大学高等研究所会議室 

○ 西町インターナショナルスクール 

   『Tsunami & Bazaar- Sponsored by Elfun』 4 月 9 日（土）

 協会企画：“WFP クイズラリー”のボランティア参加  
○ 六角橋商店街闇市 神大ナイト(仮称) 

4 月 16 日（土） 20：00～23：00 

     六角橋商店街 仲見世通り及び駐車場等 
＊＊＊＊＊定例会報告 1 月／2 月＊＊＊＊＊ 

応援団ハンドブックの改定が必要。総会までに原

案を作成。たたき台を作って検討 
現在の会員数 ６８人、賛助会員 ２２人 
会計未納者へ納付お願い文を発送 
市民活動支援センターの貸ロッカー、貸レターケ

ス、来年度使用の申し込みをした。 
スマトラ沖地震、津波被害は大きな災害であるけ

ど、応援団は他の地域の問題も引き続き視野に入

活動していく。 

○ WFP Love・T シャツフェアー（高島屋全店）  

4 月 20 日 ～ 5 月 17 日 

初日 20 日には横浜高島屋にてオープニングイベント 

○ ワンダーランドマーケット 4 月 24 日（日） 

産貿ホール 10 時～16 時 

○ Walk the World 6 月 12 日（日） 後日協会ＨＰにて詳細

○ 日清オイリオ春祭り 予定 4 月中旬 

○ 開港祭 予定 6 月 

い 1-1-1 
気付 
4 

編集者：西尾悦子、村田祈世子、照沼久美子、 

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

 ～いつでも入会できます～ 

の紹介をし、募金活動をします。

画、主催します。 

明をしに行きます。 

助会員 ３０００円  

例会を行っています 

 

ど、

片

第 2 回 

「ＷＦＰ作文コンクール」

実施します！ 
皆様の協力をお願いします 

国連ＷＦＰ協会 




