
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

   
 

 

We Support 

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 

                  ＮＯ．２６ 
    ２００５年１２月２６日 発行：ＷＦＰ応援団 

10月 9日 中区ハローヨコハマ  
雨の中、熱心にハンガーマップを見てくれ
ました 

11 月 6日 こうなん夢ワールド  
民族衣装で募金してくださるアラブ人？実
は JICA(ジャイカ)のボランティアさんです。

10月 29～30日 横浜国際協力フェスタ 

応援団は、今年の秋も数多くのイベントに参加

しました。大雨に見舞われて展示を移動したり、

伸びない客足に空を仰いだり、相変わらず「色々

あるから楽しい？応援団イベント」の面目躍如で

した。熱心に展示を見てくださる方や、募金をし

てくださる方たちが、私たちの活動の力となりま

した。サポートしていただいた多くの皆さま、あ

りがとうございました。 

ピアノデュオ・ユニット「レ・フレール」によるＷＦＰ 

応援団主催のチャリティライブを開催します。 

                        

                      日  時 ２００６年４月１７日（月） 

                            開場 １８時１５分  開演 １９時 

                      会  場 赤レンガ倉庫１号館ホール 

                      チケット ２８００円（当日３０００円） 

          

    【お願い】 チケットをお求め下さい。そしてできるだけ多くの方に奨めて下さい。   

     また、ライブの準備や当日の手伝いをして下さるボランティアを募っています。 

大勢の人手が必要です。ぜひご協力お願いいたします。 

イベント報告 主な参加イベント 



この秋も沢山のイベントに参加しました。次年度も、より多くの会員の参加をお願いいたします。 

§11 月 26 日、グッズ管理部主催の

「コサージュ作り教室」が行われ、

10名が参加しました。残り布を使っ
て写真のような作品が出来上がりま

した。作り手の違いで雰囲気が変わ

り、その面白さにはまります。作品

は「ちょっと早めのクリスマス会」

等で販売しました。 

 

§横浜開港記念会館で 11 
月 3日に開催された、カ 
メラータ・ムジカーレの 
演奏会でパネル展示と募 
金を行いました。舞台か 
ら募金の呼びかけをして 
いただき、大勢の協力をい 
ただけました。                             

 
§11月 16日、神奈川公会堂のライセ
ス・フォルクローレコンサート会場で

パネル展示・グッズ販売・募金を行い

ました。今回はパキスタン地震緊急募

金を前面に打ち出しました。 
 

§11月 12日「磯子国際交流 
フェスティバル＆こどもまつ 
り」は、朝、激しい雨に見舞わ 
れましたが、開催時には上がり、 
ほっとしました。パネル展示に 
参加。クイズラリーの解答は、 
パネル内に記載し、展示に目を 
向けてもらう工夫をしました。 

§12 月 23･24 日、ザ・ダイヤモン
ド横浜駅西口地下街で、恒例のクリス

マスチャリティイベント、「WFP 活動紹
介パネル展・募金」がありました。

場所と募金のお礼のグッスを提供し

ていただき、2日間で 6万 1,683円
の募金をいただいました。このイベ

ントは WFP 日本事務所が横浜に誘
致された年から毎年行われ、今年で

10回目。変わらぬご 
支援に感謝します。 

 

9/26～10/13 羽鳥中学校総合学習 

10/1･2国際グローバルフェスタ 2005 
(日比谷公園) 

10/1・2 軽井沢中学ふれあいまつり 
      「ブータンの学校給食」展示 

10/8 よこはま G30 （パシフィコ横浜） 

10/9 中区区民まつり ハローヨコハマ 
(根岸森林公演) 

10/14 夏体験塾の事後研修会 
     （横浜青少年交流センター） 

10/16 鶴見臨海フェスティバル 
(入船公園） 

10/15・16 オータム広場 2005 
（フォーラム南太田） 

10/16 フォルクローレコンサート 
（神奈川公会堂） 

10/22 ふるさと港北ふれあいまつり 
            (新横浜駅前公園) 

10/29・30横浜国際協力フェスタ 
（パシフィコ横浜） 

10/30 西区民まつり （戸部公園） 

10/30 ワンダーランドマーケット 
          （ランドマークホール） 

11/3 カメラータ・ムジカーレバロック 
   演奏会    （開港記念会館） 

11/6 こうなん子どもゆめワールド 
（港南ふれあい公園） 

11/9～15 新宿高島屋写真展 

11/12 磯子区国際交流フェスティバ ル 
（磯子区役所） 

11/22・23 ｢たべる、たいせつ｣フェスティ 
 バル 2005（東京国際フォーラム） 

11/26 「コサージュ作り教室」 
(横浜市民活動支援センター4階) 

12/10 ちょっと早めのクリスマス 
（パシフィコ横浜 5F 会議室） 

12/23・24 ダイヤモンド地下街クリスマ 
スチャリティイベント 

12/25 ワンダーランドマーケット 
（ランドマークホール） 

階段室にも展示をしました



                  

只今、落書き中 

今年も楽し

いクリスマ

ス 会 で し

た

今年も料理お

いしわね！ 
全 9種類 

サンタを探せ！？ 

参加者は 50 人。オークション、フリーマーケッ

トの売り上げ 76,590 円は、今年１年間のグ

ッズ売上の一部 11,300 円と共にWFP協会

に寄付されました。 

今年の応援団が参加したイベントで集まった

募金総額は、170 万円を越えました。「私た

ちってすごい！」と思える金額ですよね。来

年も頑張りましょう 

12 月 10 日、応援団 

恒例の「ちょっと早めのクリス 

マス」が、パシフィコ横浜５階の 

会議室で開催されました。 

今年のミニ演奏会は「アンサンブル 

ラシーネ」によるマンドリン演奏。マン

ドリンの音色が、騒がしい世の中から

専科

VAM：WFP では援助の対象となる国、地域の実
情を把握するため多くの情報を科学的に分析し、

地図化しています。これを「脆弱度分析と地図化 
(VAM)」といいます。スーダン WFP で VAM を
担当する JPO川端氏の一時帰国に合せ、10月 25
日、WFP 協会が開いた勉強会での話をお伝えし
ます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
長年紛争が続いているスーダンで WFP は、ダ

ルフールを中心に国内避難民キャンプで、１才以

下の子ども、母乳をあげているお母さん、妊婦な

どに栄養補助食を提供しています。ほかに避難民

となった人たちが村に戻ってきた際に、元の生活

ができるような支援、地域の開発を目指す、労働

の代価としての食糧支給、39万人
を対象とする学校給食などを実施

しています。 
＊ Air drop…WFPは様々な 
交通手段を使って、食糧を必要と

している人のもとに届けます。飛

行機から食糧を投下するエアドロ

ップは、コストが高く、最終手段

とされていますが、スーダンでは

時折使わざるを得ない状況です。

とても重いオイル缶の場合、パラ

シュートをつけて落とします。 
写真©ＷＦＰ 

クリスマス会 2005



  ～・～・～・～ ボランティアさんにインタビュー 応援団代表 三代裕子さん ～・～・～・～ 
☆ いつもお忙しそうですが、一日のスケジュールを教えて下

さい。 

 昨夜はメールの返事を書いたりして、寝たのは朝２

時。６時１５分起床して娘の朝食を作り、午前中は

YOKEの講座に参加して、午後１時に職場（軽井沢コ
ミュニティハウス）に出勤しました。今日は６時頃に

職場を出てまっすぐ帰る予定。家で食事をするのは週

３日くらいかしら。 

☆「三代さんてどんな方？」自己紹介を。 

 ｢ヨンさま｣ファンです。「四月の雪」は４回見ました。 

趣味は本、特に絵本が好きで、子どもに読ませたい

本を見つけたり、読んでごらんと薦めたり・・今の仕

事はまさにそういうことができるのでうれしいですね。

それからマジックバルーン。ＷＦＰのイベントで出会

ってからはまっています。家で秘かに研究している・・

これは自分でも意外な「私」発見。バードウオッチン

グも趣味ですが今は探鳥会に行かれないのが残念です。 

そして非常に間抜け。以前の職場では「ミスロさん」

と言われてました。ミスしないように、ツナ渡りして

いるみたいな日々の「私」です。 

☆ 代表をされて一番印象に残ったことは？ 

 応援団の「ハンドブック」を作成したことが印象に

残っています。このことで応援団の組織がしっかりしたも

のになり、活動の範囲も広がったように思います。 
☆代表の仕事とは何だとお考えですか？ 

イベントなどの仕事は皆さんの力で進んで行きますか

ら、見えない部分に気を使うというか、回りの関係団

体などに報告、連絡をキチンとして良好な協働関係を

作っていくことに努めてきました。 

☆応援団の今後へ一言をお願いします。  

代表を８年間続けてきましたが、来年の総会に向け

てぜひ、新しい方への交代を願っています。来年は仕

事も退職する予定ですし、人生の一区切りをつけたい

と思っています。 

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

 

これからのイベント情報 

2006 年 

♦ 1/7（土） 横浜高島屋・LOVE BEAR 
     10：00～12：00 於：横浜高島屋 8 階 
♦ 1/16（月）～2/14（火） 

横浜高島屋 バレンタイン企画（予定）

♦ 1/22（日） 鶴見区国際交流まつり 
     11:00～16:00 於: 鶴見会館 
♦ 2/９（木） WFP応援団ボランティア講座 

講師：WFP 日本事務所 中井恒二郎氏 

18:30～20：00於：市民活動支援センター４
階 

◆ 4/17（月）レ・フレールWFPチャリティライブ 
     19:00～ 於:赤レンガ倉庫 1号館ホール 

定例会報告（１０月～１２月） 

♦ 10 月定例会にて モザンビークに滞在した応援団
会員、吉見江利さんから現地での生活等、報告

会。｢異文化に触れることは、自分の”常識＂を問い

直すこと｣ 

♦ 参加イベント報告。雨にたたられ苦戦。一般的にパ
キスタン地震への関心は薄い。 

♦ コサージュ作り・クリスマスの案内を送るときに、会
費未納の方に会費請求を同封。 

♦ 応援団主催のチャリティライブ開催決定。実行委員
会発足。 

♦ 現在の会員数 ６９人、賛助会員 ２３人 
♦ 国連ＷＦＰ協会横浜支部（仮称）発起人会への参加

依頼について―発起人として参加することに決定 

 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気付 
Tel.045-221-2515  Fax.045-221-2534 

編集者：西尾悦子、照沼久美子、野辺真紀、坂寄綾、小市亮、
小高悠生、新井恵子 

http://www.jawfp.org/oendan/ 

       新入会員のご紹介 

 お名前      住所  （入会月） 

東  隆行 川崎市幸区  (8 月) 

石井 洋一 相模原市淵野辺(8 月) 

清野 順子 川崎市幸区  (9 月) 

森下 美里    横浜市金沢区 (9 月) 

大谷 純子 横浜市都筑区 (9 月） 

京田 智子 横浜市都筑区 (11 月) 

荻原 隆宏 横浜市西区  (11 月) 

藤田 仁子    栃木県河内郡 (11

月) 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

WFP 応援団 会員・賛助会員募集 

～いつでもどなたでも入会できます～ 

 いろいろなイベントで、多くの方にWFPの紹介をし、募金
活動をします。 

 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。
 学校やグループ、団体などに WFP の説明をしに行きま
す。 

      年会費：会員 1,000 円 / 賛助会員 3,000 円 


