
ブータンスタディーツアーに応援団から２名参加

４月 18 日から 2４日の日程でＷＦＰ協会が主催したブータンスタディーツアーに応援団からも三代、西尾

の二人が参加しました。乗り継ぎの関係で、ブータン滞在は４日間でしたが、小中学校４校、高等学校１校を

訪問しました。WFP 職員がモニタリングする様子を目近に見るなど、得難い経験もしましたが、国の発展そ

のものを決して急がず「国民総生産ではなく国民総幸福度の向上を目指す」と宣言している稀有な国の姿を垣

間見ることが出来たこと、その国の発展に WFP が寄与していることを実感できたのが何よりの収穫でした。

 

今回はページ数を増やし、詳しく報告しています

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 
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     ２００５年６月２３日 発行：ＷＦＰ応援団 

そごう前パネル展実行委員会開催 

6 月 30 日(木)18 時 30 分より 

市民活動支援センター４F 

８月 26 日開催のパネル展に向けて

いよいよ動き出します。みんなの知

恵を出し合ってパネル展を作り上げ

ましょう！一緒にプランニングをし

てくださる方、製作にあせを流して

下さる方、お集まりください。

～ＷＦＰ応援団アンケート結果速報～ 
14 日までに、42 名の回答がありました。会員、賛助会員の約半数

の方に回答をお寄せいただいたことになります。ありがとうござ

いました。詳細は次号に掲載しますが、今のところ応援団 42 人の

うち、40 代以上が 27 人、大学生は 6 人です。19 人が仕事を持ち、

主婦・主夫は 14 人です。どの曜日も 4 時くらいまでなら活動しや

すいようですが、平日 6 時以降と答えた人も 11 人いました。全員

がペガサスを読み、23 人が 3 ヶ月に一度以上はウェブページを見

ています。また 22 人が応援団以外のボランティアをしています。

回収率 100％をめざし、まだまだ回答募集中です。忘れてたという

方、ご協力ください。用紙のない方はご連絡ください。  



イ ベ ン ト は わ く わ く し な が ら  
3 月～6 月の参加イベント 

＊3/26・竹之丸地区センター 
ボランティア講座講師 国井 
パネル展示 3/23～4/6          
＊3/27・パシフィコ横浜 
第１４回地球倫理フォーラム 
＊3/30・教員･ヨーク意見交換会 
三代「WFPが学校に協力できること」 
＊4/9・東京広尾 
西町インターナショナルスクー

ルフェスティバル 

 桜が満開の週末に、外資系企業

のボランティアグループがスマト

ラ沖地震及びインド洋津波救済チ

ャリティ・イベントを行いました。

国連 WFP協会も会場となった西
町インターナショナルスクールの

子どもたちと一緒に「WFP クイ
ズラリー」を出展しました。賞品

が目当てとはいうものの、最後の

クイズ「私たちにできることは何

でしょう？」の質問には、皆、一

生懸命、英語や日本語で答えを書

いてくれました。 
 
＊4/10・横浜 村田邸 
ファミリーコンサート 
＊4/16・横浜六角橋商店街 
神大ナイト  

＊4/20～5/ 17 
高島屋 LOVE･Tキャンペーン  
＊4/24 横浜 産貿ホール 
ワンダーランドマーケット 
＊6/5 さいたま新都心けやき広場 
ハートフルフェスタ 2005 
＊6/12 横浜 みなとみらい 
 ウォークザワールド 

 

 

 

☆夜の学園祭 六角橋ヤミ市「神大ナイト」4 月 16 日 

六角橋商店街は、毎月第 3土曜の夜 8時から 11時に｢ヤミ市｣を行って
います。この日は神奈川大学生が借り切っ

て「神大ナイト｣－夜の学園祭を行いました。

応援団も学生会員を中心に参加。多くの方

がパネルを立ち止まって見たり、募金して

くださいました。また神奈川工科大学のボ

ランティアサークルがフリマの売り上げの

半分を募金してくださいました。 

☆高島屋「LOVE -T シャツ」キャンペーン 
 ４月 20日から約 1ヶ月間、全国 16

店舗の高島屋においてLove‐Ｔ・コレ

クション」キャンペーンが展開され

ました。T シャツを着ることが飢餓

撲滅につながる、というこの試みは

70 におよぶブランドの賛同を得て
実現。売り上げの一部は、国連WFP

協会に寄付されます。 
キャンペーン初日の４月 20日、横

浜高島屋では、Tシャツを着用した

約 15人のWFPボランティアが、「We support WFP」のロゴ入りのハー

ト型風船を片手に、フロアショーをしました。参加者からは「プロのヘ

ア・メイクをしてもらい本当のモデルのような気分。めいいっぱい楽し

みながら出来ました。」との声がきかれました。 

☆明治学院大学「戸塚祭り」6 月 4 日、5 日 

明学横浜キャンパス(戸塚)でコ
ミュニティーフェスティバル「戸

塚祭り」があり、応援団はパネル

展示や資料配布、クイズなどを行

いました。来場者の中には ACの
ポスターを見て「これ知ってる

～！」という人や「WFPってい
う名前なら聞いたことあるよ」と

いう人もいて、嬉しかったです。 
☆Walk The World 

 ６月 12 日みなとみらい地区でチャリティーイ
ベント、ウォークザワールドが行われました。

「Fight Hunger! Walk the World」をテーマに掲
げるこのイベントは、世界 24の時間帯、87ヵ国
で実施され、それぞれの国の６月 12日午前 10時
に出発し、時差とともにバトンタッチされ、24時
間で地球を一周します。日本では横浜みなとみら

い地区をメイン会場に、約 370名が参加。日本丸メモリアルパークで開
会式を行った後、お揃いの Tシャツで 5キロコース、10キロコースを
歩きました。錣山(しころやま)親方（元寺尾関）もゲスト参加。飢餓に
苦しむ子どもたちへエールを送りました。応援団会員は事前準備、当日

裏方、ウォークの参加など多数が参加しました。 



WFP Bhutan Study Tour 2005   報告：西 尾 悦 子 

 ブータンは、ヒマラヤの急斜面にある小さな仏教王国です。人口は７０万、国土は九州よりすこし広いくらいで

93％が農業を営んでいます。今回のスタディツアーは、人材開発・組織開発を手がける PFC（People Focus 
Consulting）という企業が、WFP がブータンで推進している調理用ストーブに資金を寄付した事が発端で、PFC
役員、社員の人たちとともに、調理用ストーブが導入されている学校を 4 校、まだ導入されていないところを 1 校

訪問しました。 内閣官房長官が会食の席に出席してくださったほか、教育省高官の方も快く面会してくださいまし

たし、ホテルの人も WFP の人だからと、何かと便宜を図ってくれるなど、政府のみならず国民からも WFP の活

動が歓迎されていることを実感しました 

首都ティンプーの街並み 

ブータンは山国であるにもかかわらず、政府の

環境重視の政策で道路を通すことに慎重です。ト

ンネルなどは環境に悪影響があるから、という理

由で作りません。｢ブータンは小さな国ですがどこ

に行くにも山を上り下りしなければならないの

で、とても大きな国を旅行したような気がします」

と政府のお役人自らが冗談を言うほどです。 
そのため訪問したところは比較的町に近く、ア

クセスの良いところに限られました。僻地にモニ

タリングに行くときには、車で行ける所まで行き、

さらに３日間、寝袋を担ぎ野宿しながら行くこと

もあるのだそうです。 
 

WFP と政府は伝統的な調理用かまど(左)
に代わり、熱効率の良い新しいストーブ（右）

を普及させようとしています。新しいものは

薪の消費量が半分ですみ、国策として森林保

護を掲げる政府の要求とも一致します。調理

時間が短縮され、効率的に給食を提供でき、

日に数回の調理が可能になるので、遠い地域

から歩いてくる生徒へ朝ごはんが提供でき

たり、食事内容が充実するなどのメリットが

あるのです。 

通えないほど遠くに住んでいる子どもは小学校か

ら寮生活をします。Nahi 小学校の寄宿舎は古い倉庫

の２階でした。床に薄い敷物、、壁際に寝具が丸めて

寄せてあります。女子、男子それぞれ３０人ほどの生

徒が生活しています。トイレは外の小屋にそれぞれひ

とつ、土に穴を掘ってあるだけのもの。夜、小さな子

はさぞ怖いだろうと、私も幼い頃に経験した「ぽっち

ゃん便所」の恐怖を思い出しました。 
寮は粗末ではありますが、清潔に保たれ、壁にはお

そうじの当番表が貼ってありました。 
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子どもたちは、国語であるゾンカ語を除いて英語

で授業を受けます。先生の数が足りなくてインドか

ら来ていること、教科書もインドのものを使ってい

るためだそうです。 

 ブータンには多くの方言があり、それぞれがまっ

たく通じないので、政府は共通語としてゾンカ語を

普及させようとしています。「今年からブータンの歴

史をゾンカ語で教えられるようになった」と非常に

嬉しそうに話してくれた先生もいました。 

政府

教育だ

お 20
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ての方々にお礼申し上げます。 
WFP 職員の焼家(やきや)直絵さんは調理室

庫の様子を観察しながら、生徒は味になじん

んで食べているか、量は適切か、給食が出席

向上につながっているか、薪の使用量は減っ

、調理室が清潔に保たれているか、虫やねず

害はないかなどを細かく質問。チェックリス

手に１つひとつ確かめ、指導をします。チェ

項目は 100 以上あります。教室、寄宿舎、ト
、手洗い所などもチェックします。 

は僻地に住む子どもたちは寄宿舎に入れ、初等

けでも受けさせようと努力していますが、今な

％の子供が教育の機会を与えられないでいます。

60％以上の子どもたちが栄養不足で、鉄欠症など

し、十分な成長ができません。WFP の学校給食

タンの人々にとって大変重要な意味を持ってい

。モニタリングに同行した教育省の担当者は

P は食糧を援助してくれるだけではなく良い国

る手伝いをしてくれている」と言っていました。
国のあちこちにダルシン(経文を書いたのぼり)がは

めき、山と川と段々畑に囲まれて、心豊かに暮らして

るブータンの人たち。貨幣経済だけでは成し遂げられ

い、本当の豊かさを実現しようと、国を挙げて壮大な

験をしているようです。WFP はあと何年かで援助を

ち切り、ブータン政府が給食の全て運営できるよう少

づつ政府や地方に任せる部分を多くしているそうで

。彼らならきっと上手くできるだろうと思わせるもの

あり、久々に｢高潔｣という言葉を思い出しました。

このツアーの全てをコーディネイトし、引率してくだ

った WFP 協会の北村さんはじめ、お世話になった全



 

 
 
 

 こ ん な ア ピ ー ル の し か た も あ り ま し た  
ＷＦＰチャリティーファミリーコンサート 4 月 10 日（日） 

コンサートは、しっとりとしたフル

ートの｢パニス アンジェリクス｣の調べ

に

P のパネルが 5

枚とハンガーマップが貼られ、来場され

た
な

Food-for-Growth ：経済社会 の一環で、成長や教育を目的とし、

主に子どもたちや妊娠中の女性のために行われている食糧援助活動です。世界

影響を受ける南部アフリカのモザンビー

参加した応援団の方から

かったし、WFP をさりげなくアピー

のって始まりました。この「坂の上の

小さな Duo Concert」は、歌を聴かせて

くださった友人、戸次(べっき)真理子さ

んが、「WFP 活動支援のチャリティーフ

ァミリーコンサートをしましょうよ」と

お友達のフルート奏者の斉藤幸枝さん、

ピアノの原田悦子さんに声を掛けてくだ

さって、実現しました。 

我が家の廊下には WF

Mariko 

「手作り

方にお渡しするペガサス通信や協会の

リーフレットも揃い、チラシもできまし

た。仕事関係、WFP 関係、PTA 関係、友

人、ご近所の方々などに声を掛けると、

瞬く間に予約が入り、午前の部、午後の

部合わせて 55 人ものお客様に来ていた

だきました。 

ステキな広報活動っていいな～と

ました♪」と嬉しい感想が寄せられ

奏してくださった方も、「私たちの多

とを知りませんし、大変な状況の子

沢山いるということも、あまり実感

いいチャンスでした。楽しく演奏させ

少しでもお役に立つことができて嬉

してくださいました。      

開発援助

では 3 億人の子どもたちが慢性的に飢えています。そのうち 1 億 7000 万人

は学校で食事をとることができず、1 億 3000 万人は学校へまったく通って

いません。WFP は 40 年以上、発展途上国の多くの学校で給食を提供してきまし

た。家に食べ物がないときでも、学校では1日1回栄養のある給食が食べられると

いうことと、学校に行かせてもらえないことの多い女子には、食用油などを持ち帰

らせるという方法で子どもたちを学校にひきつけ、栄養状態の改善と同時に基礎

教育を推進してきました。教育は、将来にわたりその地域や国家全体の発展につ

ながる重要な要素です。また、女性の識字率が上がると乳幼児の死亡率が下がる

ことが知られています。学校での給食のほかに、病院やクリニック等で妊産婦や授

乳期の女性、HIV/エイズ感染者、予防の啓蒙活動している人々への食糧配布も

おこなっています。 

内戦終結後も自然災害やエイズの深刻な

ク。この国でも、学校給食は WFP が力を

入れている事業です。政府が 2005 年に入

って学費を撤廃し、学校に来る子どもが増

えたので、これまで 20 万人だった支援対

象を、2005 年 4 月からは 30 万人に拡大し

ました。 

フルートの音色にのって、リビングはたちま
コンサート

Etsuko 

Yukie 

専 科
村田 祈世子 

キもおいし

て、こん

 

ルでき

ケー

、かなり感激し

ました。また演

くは WFP のこ

どもがそんなに

していません。

ていただいて、

しいです」と話

 

ち 
会場に 
WFP 応援団 2005 年度総会開

於；市民活動支援センター研修室

年

５月２８日 

総会の出席者は 31 人。2004

度活動報告、会計報告、2005

年度活動計画、予算など、議事

は滞りなく承認されました。 

総会終了後の休息時間に、ブ

ータンのハーブティーとピーナ

ツなどが提供されました。その

後ＷＦＰ広報官の根本氏とＷＦＰ

協会北島氏から挨拶をいただ

き、ブータンスタディーツアー

参加者から報告がありました。

 今年度もそごう前広場でのパ

ネル展、支援センター主催の「市

民活動体験塾」の参加が私たち

の活動の大きな柱になります。

パネル展は近日中に実行委員会

を立ち上げ、夏塾生を交えて準

備に入ります。皆様の参加と協

力をお願いします。 



～・～・～・～・～・～ ～・～・～・～・～・～・～・～・～ボランティアさんにインタビュー♪♪  
WFP の IT 担当 小市君（就職活動中）  

anego：「就職活動大変そうですが、やっぱり IT 関連希望なの？」 

小市君：「いえ、できれば、映像関係のポスプロに行きたくて。」 

anego：「制作なんて徹夜続きらしいじゃない、体力持たなさそう。もっと食べないと。」 

小市君：「これでも食べているんですけど、もともと小食で。」 

anego：「まあ、WFP ボラとしては、残すより良いかな。そういえば、いつの間にか応援団だけでなく事務所の IT 

もみるようになったみたいだけど、入ったきっかけは？ 」 

小市君：「友人（小高ともいう）に誘われて、気が付いたら応援団 IT 担当になっていましたが、そのうち事務所も 

手伝うようになりました。このような形でWFP に関われたことをうれしく思っています。今のところ、 

楽しく活動できていますよ。」 

anego：「私たちこそ、IT 担当様に感謝しているから、早く前回のペガサス通信アップしてね。」 

小市君：「あ、忘れてました。」 

anego：「・・・・。ところで、好きな女性のタイプは？」 

小市君：「う～ん、おしゃべりな人がいいですね。」 

anego：「そうね、小市君おとなしいから、そのほうが合うかもね。」 

小市君：「ははは・・・」 

anego：「では、最後に一言！」 

小市君：「内定と彼女募集中です。よろしくどうぞ。」 

どちらも本人次第ということで、インタビュー終了～！ インタビューアは、広報部 anego でした。 

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

定例会報告（４月～6月） 

・市民活動支援センターの本年度 貸ロッカー・貸レターケース申

し込み ロッカーNo.71、レターケース No.8（団体 No.9-10） 

・小樽市の市民団体よりパネル貸し出し依頼を受け、昨夏、新都市

プラザで使用したパネルの一部を発送。好評のうち終了(3 月)

・応援団会員が講師となった講座等 

3/26国井 竹之丸地区センター ボランティア講座  事前にパ

ネル展示も 

3/30 三代「国際理解につなげる！教員・ヨーク意見交換会」で

「ＷＦＰが学校に協力できること」 

・総会開催。参加者 31 人。 

・広報部より会員全員アンケートの実施。回収 42 通 

・協会より ＦＡＸ番号変更 045-221-2534 

・ペガサスぬいぐるみ価格変更 1 個 1500 円に 

・会員名簿の取り扱いについていっそうの注意を払う 

・小林氏写真、会員に販売。売り上げの 8900 円は活動資金に繰り

入れ。 

・グッズ管理部よりグッズ売り上げ不振。販売機会拡大の問題提

起。秋にコサージ作りを予定 

・そごう前パネル展に向け実行委員会 6/30 

・現在の会員数 66 人 、賛助会員 20 人 

これからのイベント情報 
・6 月 20 日 ～ 9 月 20 日 
  ＷＦＰ作文コンクール「見えない津波～忘れ

られた飢餓に目を向けよう」 
・7 月 8 日 ～ 10 日 
  ＭＪトーナメント＠パシフィコ横浜 
・7 月 24 日 ～ 8 月 13 日 
  「愛 地球博」にてＷＦＰ学校給食展 
・8 月 3 日 
  ＷＦＰチャリティーコンサート 
  五嶋龍＆ジュニア･フィルハーモニック･オー

ケストラ ＠東京芸術劇場大ホール 
・8 月 26 日 
  2005 年 WFP 活動紹介パネル展 

｢Food for Future｣ 
＠新都市プラザ(そごう入り口前) 

・8 月  
ワンダーランドマーケット＠産貿ホール 

 

T‐シャツキャンペーン：今年創刊 50 周年を迎える少女まんが誌「りぼん」、ベネトンジャパン、そして WFP が協力して、

この夏Tシャツ・キャンペーンを実施します。「りぼん」の人気まんが10作品のキャラクターをベースに、ベネトン ジャパ

ンがデザインと製作を担当。売上げの一部はWFPの学校給食プログラムに寄付されます。販売価格は3,000円（税込）です。

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、新井恵子 
http://www.jawfporg/oendan/ 

 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 6F 国連ＷＦＰ協会気付 
Tel.045-221-2515  Fax.045-221-2534 

 


