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ＷＦＰチャリティーライブ「子どもたちの未来のために」 

           ４月１７日（月）横浜赤レンガ倉庫１号館ホール 
 
 ＷＦＰ応援団主催のチャリティーライブは、満席のお客様の

熱気と拍手の中、大盛況のうちに幕を下ろしました。 
 音楽は、心をひらき、元気を与えてくれます。特に演奏

会場で演奏者と聴衆が一体となった時、そこには素晴らし

い空間が生まれます。レ・フレールの若い二人の躍動的な

演奏は、小さな子どもからおとなまで、会場全体を巻き込

み、一体感を作り出します。今回のチャリティーライブは

「こんな楽しい演奏をたくさんの人と楽しみ、結果的にＷ

ＦＰの活動を支援することができたらどんなに素晴らしい

だろう」と、考えたことから生まれました。 

 
 

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．２８ 
    ２００6年 6月 21日 発行：ＷＦＰ応援団 

 
WFP協会より 
 

♪ すばらしいライブでしたね。とて

も新鮮で楽しいピアノ・デュオの演

奏と横浜の歴史を感じさせる雰囲気

のある会場、しかも超満員。すべて

に楽しませていただきました。久し

ぶりに体が自然に動き出す感覚を

味わいました。 
 

応援団の皆様の日ごろからの活

発な活動とチームワークの賜物でし

ょうか。 

 
協賛企業より 

三基商事株式会社 
 

♪ 皆さんの活動の熱意、そしてレ・

フレールの情熱溢れる演奏が会場一

杯に広がっていてとても楽しく、みに

なる会だったと感心させられました。 
 

ＷＦＰの活動も、私どもミキの活動

も、地道に小さな事から、こつこつと

積み上げていくことが大切であると思

います。  
一人の活動は「点」でありま 
すが、点と点が繋がり、 
線となり、続いて 
面となり、そして 
大きな力に繋が 
っていくと思います。 

 
お客様から 
 

♪ 親子共々楽しいひと時を過ごす 

事が出来ました。  
 

♪ ライブのチラシの挨拶文を読んで感 

銘を受け、コンサートに行きました。素

晴らしいコンサートでした。まだ感動し

ています。すてきな企画を思いつか

れた皆様に心から感謝です！ 
 

♪ フレッシュな二人の演奏は「子ども

たちの未来のために」のテーマにぴ

ったりでした。会場いっぱいの盛り上

がりに、元気をいっぱい頂きました。 
 

♪ 若い兄弟のダイナミックなオリジナ 

ル曲のピアノ連弾演奏に酔いしれま 
した。圧巻でした。 
 
♪ ライブ前に時間をとって、もっと積

極的に WFP をアピールしても良かっ

たのでは？ 

レ・フレール：斉藤守也さん・斉藤圭土さん 

ライブ後、メールで、電話で、手紙で、来場された方々から沢山のメッセージをいただきました。



レ・フレールのお二人が快く公演を引き受けて下さ 

り、ライブの準備がスタート、４つもの企業の協賛を頂

き、何回かの実行委員会を経て、緊張の中ライブ当

日を迎えました。お客様の中には、名古屋から新幹

線で駆けつけて下さった WFP 協会名古屋支部の方

も居られました。ボランティアで司会を引き受けて下さ

った草柳さんは落ち着いた声音でライブをまとめて下

さいました。 

ライブ後、「世界の子どもの現状を、園児たち

に是非知らせたい」と、富士見幼稚園の先生が右

のコメントを下さいました。先生は常に子どもの

感受性を信頼、子どもが無理なく身の回りの事象

を捉えていくよう保育をされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広がる支援の輪 ♪ ♪ ♪  ♫

開場の 1時間前にはこの行列。3時間前に来られた方もあり 

ました。すでに楽しい熱気がいっぱい。 

レ・フレールの 2人と応援団スタッフ 

＊ いつか大好きな福山雅治でチャリティーライブを企画す

ることを夢、或いは目標とできました。頑張ります。 
＊ 友人達から「楽しかった」と言われ、とても嬉しい一日とな

りました。私にとって、応援団活動初参加でした。声を掛

け頂きどうもありがとうございました。 
＊ また、素敵な企画をしましょう。 
＊ 楽しい一時を過ごせました。お手伝いしてよかった！！

＊ 今回のチャリティーライブを通して私達は思いを人

に伝えていく事の大切さを実感しました。この経験

を次の活動へつなげていきたいと思っています。 

＊ 応援団の底力はすごいと感じた瞬間でした！ 
＊ ボランティア活動の喜びの一つは、自分ひとりではで

きないことが、みんなでなら実現できるということにあ

るかなと思いました。 
＊ 応援団の活動に始めて参加しました。ボランティア活

動によって、人の和を広げ、人と人が手を結ぶことの

喜びを伝え、それが、音楽で繋がっていく。これが私

のやりたいことでした。ＷＦＰ応援団で、もっとこれを

やりたいと、心から思いました。やれて良かった。応援

団と会えて良かった。また、やりましょう！！ 

♪♫   ♬  ス タ ッ フ の 声  ～ 楽 し か っ た ～   ♪ ♩  ♩

たくさんのペガサスがお客様のもとに 
 
ＷＦＰ援助食糧 
の袋を背につけた 
ぬいぐるみのペガ 
サスを、舞台上で 
レ・フレールさんに 
プレゼントしました。 
ライブ後グッズとし 
て販売したペガサ 
スをたくさんのお客様に買っていただきました。ペガ

サスはＷＦＰの袋をつけて、お客様のお宅で活躍し

ているでしょう。 

「チャリティーライブとこどもたち」 
冨士見幼稚園主任 兵頭恵子 

音符がピアノから 
飛び出し、空間を踊っ 
て私たちの元にやって

きて「体を動かしてみま

しょうョ！踊ってみまし 
ょうョ！ほら、もっともっ 
と楽しんで！」と言って

いるようでした。「私の 
園の子どもが一緒に聴いていたら、レ・フレールと一緒に、遊

びまくっちゃうだろうな」と思い、ひとりでニヤニヤしていると、

、 私の園の子と見紛うばかりの園児たちがレ・フレールと共に 
遊んでいる様子が映し出されました。 
子どもって率直で、感受性豊かで、何でも体いっぱいに受

け入れ、自分でソシャクし、吸収して自分の糧としてしまっ

て、その結果、周りも豊かに楽しませてくれます。そんな気持

ちで会場を出てきた時に目に飛び込んできたＷＦＰのパネル

の子どもたちの姿。これを私の園の子どもたちに見せたら、

すぐにこの写真の子どもたちを受け入れ、一緒に歩もうとす

るに違いないと思いました。 
大切なことは、理解しあい、一緒に行動する感覚を、でき

るだけ早いうちに、子どもの環境の中に入れることだと思いま

す。そんなチャンスをやはり周りの大人たちは、心して作るべ

きだと思いました。私自身そんな役回りができたらいいなと思

っています。 

WFP Anne Karine Brodeur 



チャリティーライブの収益金は、スーダン・ダルフール地方の緊急援助活動へ 
  
 チャリティーライブの収益金５６万３，２４２円は、応援団総会の中で、蟹江雅彦

国連WFP協会専務理事へ贈呈されました。スーダン・ダルフール地方の緊急援

助活動支援に役立てていただくようお願いをしました。 
２００６年５月、スーダンの西部、ダルフール地方の内戦に関しスーダン政府と最大

の反政府勢力が和平合意に達しましたが、人道危機に終止符が打たれたわけでは

ありません。今年、WFPがスーダン全土において展開している人道支援は予算
的、人的にも最大のものです。支援活動の中心は２０年以上続いた南北紛争が終

結したことによる４百万人の帰還民の地元への再定着を助けることと、ダルフー

ル紛争の被災者に対する食糧支援です。残念ながら今年になってからのスーダ

ン向けの支援金の集まりは非常に悪く、５月末時点でまだ必要総額の半分にも達

していない状況です。 
 

 

２００６年度ＷＦＰ応援団総会開催 

 ５月２７日(土)午後２時から２５名の出席を得て、応援団の総会が開

かれました。 

第一部では２００５年度の活動報告・決算共に承認されました。又

役員の任期満了に伴い、新役員を選出。新年度の活動案・予算案が

提案され、これも承認されました。退任の役員の方々、永年お疲れ

さまでした。新役員さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 第二部ではＷＦＰ日本事務所上級援助関係官 工藤絵里さんから

日本事務所の活動の内、民間協力に関する目標や戦略について、ま

た、アフリカの角地域（東アフリカ）の現状を聞きました。蟹江 

ＷＦＰ協会専務理事からは協会の仕事と、今年度の「アフリカの角-

飢餓救済」キャンペーンへの取り組みを説明いただきました。 

 

１０万２千６００円もの募金が集まりました 

４月２２、２３（土日）の２日間、日清オイリオ磯子工場、恒例の春祭りに参加しました。今年は入り口ゲー

トすぐ横という絶好のロケーション。マジックバルーンは行列が出来るほどの人気でした。２日目は時折小

雨がぱらつくというお天気だったのですが、用意した風船は午前中になくなり、近くのトイザラスに買い

に走リました。「フーセンちょうだい！」と来るお子さんやそのご両親に、「食糧援助の募金をお願いして

います」「１００円で５人の給食費になります」と、説明しながら渡しました。少しずつでも市民にアピール

していくことが、やがて大きな力になるのではないかしらと思いました。               
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WFP/Simon Crittle 

翌日、筋肉痛になるほど風船作りに励みました。



 
 質問は．．．これ！ 

(ａ) 好きなこと 
(ｂ) 好きな言葉 
(ｃ) 行きたいところ  

新役員／部会長さん「ひとことアンケート」 

副代表：鈴木 やよいさん 
(ａ) 絵を見ること、散歩、 

ファンタジーを読むこと、 
(ｂ)「大好きよ」 
(ｃ) イタリア、南仏、スイス 
（ヨーロッパの文化に浸りたい） 

会計：新井 恵子さん 
(ａ) 本を読むこと（文字がすき） 
(ｂ)「なんとかなるかな・・」 
(ｃ) アンダルシアにもう一度 

企画･研修部：今関 喜代子さん 
(ａ) 着物のリフォーム 
(ｂ)「疑似恋愛」 
(ｃ) ビアガーデン 

代表：西尾 悦子さん 
(ａ) ボーっとしていること 
(ｂ)「明日があるさ~」 
(ｃ) 中東、モロッコ、アイルランド

会員担当部：武田 雅子さん

(ａ) 音楽鑑賞や演奏 
(ｂ)「ありがたい」 
(ｃ) ネパールと南極 

広報部：村田 祈世子さん 
(ａ) 歌うこと、絵を描くこと、

お客様のおもてなし 
(ｂ)「ひらめき！」 
(ｃ) アンデス 

グッズ管理部：永當 恵美子さん

(ａ) 何か作ること 
(ｂ)「ありがとう、お陰さまで」
(ｃ) 大自然の懐 

監事：高山 喜良さん 
(ａ) 汗まみれの農作業の後 
  のビールは最高！ 
(ｂ)「農業を軽視する国に 
明日はない」 

(ｃ) 田舎と温泉 

 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 6階 ＷＦＰ気付 
Tel.045-221-2515  Fax.045-221-2534 

編集者 

西尾悦子、村田祈世子、五木田正代、京田智子 

新井恵子、野辺真紀、照沼久美子、荻原隆宏 
http://wfp-oendan.lomo.jp/ 

人とのつながりを大切に、ちょっと楽しい

応援団をめざしてがんばっていきます。

みなさんよろしくお願いします 

イベント情報 

・6/20～9/20：第 3回WFP生徒作文コンクール募集 
・7月～ ：AC（公共広告機構）新キャンペーン開始 
・9月～ ：「アフリカの角キャンペーン」開始  
・9/04(月)：「世界の飢餓を考えるシンポジウム(仮称) 於：国連大学 
・9/10(日)：ケーナとギターの夕べ（仮称） 於：パレ・ド・バルブ（新杉田） 

会員の親睦とWFPを知っていただくことを目的に、おいしい料理と 
すてきな音楽を楽しむ会です。詳細は後日お知らせします。 

定例会報告  ６月１４日 於：市民活動支援センター 

・ 今年の目標：参加しやすい応援団 

・イベント時にお互い誘い合える関係を作っていくことが大切

・今年 1年かけて、様々な方法を考え実行していきたい 

・小さな楽しい会を企画していこう 

・部会は会員担当、広報、グッズ管理及び企画・研修(仮称)部

会の四つとする 

・メールをもたない人への連絡体制を作りたい 

・会員証は名簿整理後、今年度中に新しいものを発行する 

・今年度、新たに執行部予算として 3万円を計上する 

◇メールアドレスを届け出ている方で、応援団

からのメールが届いていないという方はい

らっしゃいませんか？ その場合は宛先を 

「レターケース８番 ＷＦＰ応援団」 

と明記して、下記までお知らせください 

市民活動センター  

ＦＡＸ：０４５－２２３－２８８８ 

◇部会参加のお申し込みもこちらにどうぞ 

HP 引っ越
しました！

部会からのお願い 
一緒に活動していただける方を募集してい

ます。どの部会もまだまだ人手不足です。

ご連絡は各部会長に。 
ＭＬにご連絡いただいてもＯＫです。 

 
会費納入のお願い 

今年度の会費をご送金ください。 

2006年中は以前の口座番号でも振込可能です。

郵便振替口座番号 ００２００－７－１３２３７１ 

口座名称  ＷＦＰ応援団 

＊通信欄に以下の項目をご記入ください 

①住所 ②お名前 ③○○年度会費 


