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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

 応援団と二人の馴初めは、ヨコハマエスニック

倶楽部の宮崎さんご夫妻が毎年秋に主催するコ

ンサートでした。会場に毎回募金箱や応援団グッ

ズを置いて頂く関係で、演奏者の二人と話をする

機会が増えました。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

50 人のお客様で満席の中、第一部はペルー民謡「コンドルは飛んでゆく」で始まり、

アルゼンチン･サンバ、パラグアイの曲、オリジナル曲等の演奏がありました。第二部で

は日本の尺八にそっくりな音色のケーナで「五木の子守り歌」「浜辺の歌」を演奏してく

れました。自然に皆が口ずさみ、また時には手拍子をとり、とても和やかで楽しい２時間

でした。そして、アンコールの「花祭り」は大合唱になりました。 

ありがとう！リッキ－、カチョ、そして、パレ・ド･バルブ！ 

 厳しい暑さも峠を越し、朝晩はしのぎやすくなった９月１０日の夕暮れ時、新杉田のフレンチレストラン『パ

レ･ド･バルブ』で、南米出身の、リッキ－･ロドリゲスさんとカチョ･カルドーソさんのフォルクローレ･デュオ

によるチャリティ･ライブが開催されました。 

 ｢僕達も(応援団の皆さんと)同じ人間の心を持っています｣とチャリティに賛同してくれたリッキ－とカチョ、

素敵な会場と美味しい料理とお酒を提供してくれたパレ・ド・バルブのマスター、そしてチャリティライブに 
ご来場くださった皆様に心から感謝いたします。この会の収益金と会場の募金は、WFP 協会を通じ WFP 世界 
食糧計画に寄付しました。 

   ケーナとギターの チャリティ・ライブコンサート  
９月１０日 於:パレ･ド･バルブ

マスターの宮内さん 

リッキー と カチョ 
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〝アフリカの角″ 今、世界で一番食糧が必要な場所 

スーダンを含むアフリカの角地域（ジブチ、ケニア、エチオピア、ソマリアなど）では、 何年も続く干ばつと内戦のた

めに、家畜を失った遊牧民や、収穫のできない農民などを中心として、緊急事態が続いていた。6 月から 8 月にかけて

の集中豪雨は、ケニアやエチオピアなどいくつかの地域で洪水を引き起こし、雨の恩恵どころか、更なる困難をもたら

した。 

ケニア：牧草地が干上がり、数千もの家畜が死んでしまった。遊牧民が家畜を

失う事は生きる手段を根底から失うことだ。子どもたちは栄養を摂ることができ

ず、極度の栄養失調状態にある。時期外れの雨は洪水をもたらし、輸送手段

を絶たれた農民は、種もみを買うことができず、次の収穫への準備ができない。

動物の死骸などで水源は汚染、病気の蔓延が危惧されている。 

スーダン：ダルフール難民キャンプ 
約 300 万人の生存の全てが国際援助に 

かかっている。 

   T○ｃ: WFP 2006/Laura MeloT 

ケニア：食糧配給所の医療センターで 
T   ○ｃ: WFP 2006/Peter SmerdonT 

ケニア：干ばつのために死んだらくだ 
T    ○ｃ: WFP 2006/Peter SmerdonT 

 

ソマリア： 1990 年代から内戦状態と

なっているが、干ばつと大津波で国

土が荒廃した。中央政府が機能不

全に陥っているため、物資が届かず、

深刻な暴力が日常的に発生。多数

のソマリア人が極貧のなかで暴力と

隣り合わせの日々を送っている。国

内避難民（ＩＤＰ）のキャンプでは、5

歳以下の栄養失調率が、7.1%にも及

び、生まれた子供の 4 分の 1 が 5
歳になる前に命を落としている。 

Tソ
T

マリア：国内避難民キャンプの親子 
 ○ｃWFP 2006/Bruno Stevens/CosmosT 

 
エチオピア：T2003 年、厳しい乾燥気候によ

り、深刻な食糧不足が生じた。状況が改善さ

れないまま、この 6 月、7 月にはT洪水に見

舞われ、多くの犠牲者を出し、

18,000 人もの人々が、輸送手段から

取り残されている。 
 
スーダン：2006 年5月、スーダン政府

とダルフール地方の反政府勢力との

間で、和平協定が交わされたが、ダ

ルフールの広い地域で新しく紛争が

勃発し、状況は依然として不安定だ。

キャンプ外では治安が悪く農耕は不

可能である。 

エチオピア：洪水の爪あと
  T○ｃT TWFP 2006T /Melese Awoke

援助機関では、１２人もの職員が 

命を失った。スタッフの命を保障する

為にも危険は回避しなければならな

いが、援助活動を継続できなければ、

ダルフールの人々に壊滅的なダメー

ジを与える結果になりかねない。 

「このまま飢餓と支援不足の

二重苦が続いた場合、ＷＦＰ

は一人あたりの配給量を減ら

すか、あるいは、配給の対象

の人数を減らすか、我々が厳

しい命の選択をしなければな

らないのです。」   

(シーラ・シスル WFP 事務局 

次長談） 
一方、同地域で活動を続ける国連

機関やパートナー団体に寄せられ 

る支援は、激減している。ＷＦＰは資金不足のため、5 月には、避難民への食

糧配給量を半分に減らさざるを得なかったものの、今後はこういった事態を避

けたいと訴えている。ダルフールの危機を解決するには国際社会の関心を持

続させることが何より不可欠だ。 

WFPローマ本部ホームページ： Tesema Negash（ケニア地域代表）、  忍足謙朗（スーダン地域代表）Tの報告よりT  



私 に も で き る ！ こ ん な 活 動 か ら  そ の １
世界の各地で、飢餓に苦しんでいる人達がいることを、一人でも多くの人たちに知って欲しい 

と、町で、学校で、病院などで、WFP の活動をさりげなく伝えている人達がいます。そんなホッ

トな話題を数回にわたって紹介します。
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美容院のガラスの壁にハンガーマップ 

応援団の金崎千恵子さんのご主人が経営する美容

院「ベル・バーグ」。通路に面したガラスの壁いっぱい

にハンガーマップや写真が貼ってあります。美容院の

前を通る方も、足を止めて読んでいます。店内には募

金箱も置いてあり、その周りに小さなパネルを展示し

ています。 
 
WFP の活動を知ってもら 

えるよう「チャリティ－Day」に 

は半額サービスも行っていま 

す。まもなく業界紙にも紹 

介されるそうです。 

お店でアピール 

応援団作成の紙芝居を子どもたちに 

「きいて アフリカからのさけびを＜たべものをもとめて＞」

という WFP 応援団員作成の紙芝居があります。 
 

「読み聞かせの会・おはなしころりん村」で活躍している

堆真佐子さんは、横浜市大病院の小児科病棟学童保育 

でこの紙芝居を見せました。保護者も一緒でした。難病 

の子どももいますから、多少の躊躇はありましたが、死と 

向かい合わせの生活の中で懸命に生きている、エチオピ

アの少年に、子どもたちは心を動かされたようでした。 
 

保育園や小児病棟、地区センターなどでまた読んでみ

たいとのことです。  

紙芝居あります 

人から人にペガサスが行く 

ペガサス大活躍 

文化学院の教師であり、山手教会聖歌隊の隊長でも

ある山本さんは「ペガサス通信 28 号」の記事を読んで、

「ペガサスのぬいぐるみ、どうしたら手に入りますか？背

中に援助食糧を積んで飛んでいく・・・いいですね！是

非欲しいのですが」とメールをくださいました。 
 
山本さんの手にわたったペガサスをみた聖歌隊のメン

バーが「かわいい～！私も欲しい」。たちまち４頭のペガ

サスが４軒のお宅に飛んでいき、それぞれのお宅で WFP

の話題を振りまいています。 
 
入院中の山本さんのお母様に気に入られたペガサス

は、今病院のベッドの側。お母様も病院の看護婦さんに

「これはね WFP といって・・・」と説明されています。 

大学の研究室に学校給食のポスター 

応援団の吉本裕子さんは、ハンガーマップと学校

給食のポスターを勤務先の横浜国立大学、田中研

究室に貼っています。 
 
学生の寅丸雅光君が WFP に興味を持ってくれ

て、インドネシア津波の折には、直接協会に募金をし

てくれました。彼は、高校生の時、神戸で阪神大震

災にあっているので、他人事とは思えなかったそうで

す。 

ただいま研究中 



 
◇6 月 21 日に国連ＷＦＰ協会 横浜支部誕生。 
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.:*☆ ７月２２日（土）「サマーコンファレンス２００６」に参加    

日本青年会議所主催の「サマーコンファレンス２００６」のイベント 

「ヨコハマサミットエイド」のお手伝いをしました。募金額は２２，３８６円でした。 

.:*☆ ８月６日(日) ワンダーランドマーケット   

年に 4 回開催されるワンダーランドマーケットでは、主催者の元町サンセ 

ット宇野さんのご好意により 2003 年 8 月以来、毎回ブース参加を続けさせて 

頂いており、WFP のマークと一緒に、すっかり顔なじみになりました。毎回、 

出展者・来場者の方々からご寄付を頂いています。アンティークおもちゃで 

有名な北原照久さんも重要なメンバー。今年は、松あきら議員も来場。ブー 

スに立ち寄ってくださいました。宇野さん、いつも本当にありがとうございます。 

募金額は、１４、２００円でした。 

.:*☆ ８月２０日（日） ＷＦＰカレンダーリサイクル 紙袋を作る会 

ＷＦＰのカレンダーで紙袋を作りました。難民キャンプの子どもたちの絵が、 

かわいらしく、紙質もいいので、立派な仕上がりになりました。応援団グッズ 

のひとつとなるかなと考えています。  （グッズ管理部より）  

.:*☆ ９月４日(月)  WFP 国際貢献シンポジウム アフリカの飢餓を考える大会  

    応援団からもお手伝いと聴講に参加しました。

☆☆☆☆☆☆ イベント報告 ☆☆☆☆☆☆

☆★☆ 発行 ☆★☆ 
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 
      http://wfp-oendan.lomo.jp/ 
  編集者：荻原隆宏、金崎千恵子、五木田正代、 

照沼久美子、野辺真紀、村田祈世子、吉本裕子

 
              ： 訃報 ： 
応援団員の源関昌子さんが7月１４日にご逝去されま

した。イベント活動、募金活動に参加されていたお姿を
思い出し、驚きと深い悲しみを覚えます。 
源関さんの飢餓撲滅の願いをしっかりと引き継い
でいきたいと思います。心からご冥福をお祈りいた
します。                    

応援団一同 

♪9/27（水） 10:00～14:30 頃 『ウォーキングの会』 

浜離宮恩賜庭園～水上バス～浅草界隈 

集合：ＪＲ新橋駅 汐留口改札前 10:00 

♪9/30（土）10/1（日） 9:00～17:30 於：日比谷公園 

『グローバルフェスタＪＡＰＡＮ２００６』 ブース出展 

♪10/7（土）～9（月） 10:00～18:00 於：横浜駅西口 3 箇所

『横浜西口 50 周年フェスタ』 募金 

♪10/8（日） 10:00～17:00 於：根岸森林公園 

『ハローよこはま』ブース出展 

♪10/10(火) 14:00～15:30  

於：パシフィコ横浜５Ｆ 国際協力センター共用会議室 

講演会 『アフリカの飢餓と WFP の援助』 

講師：WFP 日本事務所 伊藤礼樹氏  

♪10/15 (日)10:00～15:30 於：入船公園 

『鶴見臨海フェスティバル』ブース出展 

 

。・：＊ 7 月 20 日・8 月 18 日 定例会報告＊：・。

ワンダーランドマーケット会場で、 

宇野さん（右）から募金をお預かり 

出来上がったかわいい紙袋 

。・：＊ イベント予定 ＊ 。 ：・  

◇ML に参加していない人及び携帯メールで参加の方へ

の連絡は、はがき又は封書で月に１回程度する。 

◇インドネシア事務所の出石佳子さんから、クリスマス会

オークション用にと、カード 2 箱と 2007 年度カレンダー

をい頂いた。 

◇2006 年度「ちょっと早めのクリスマス会」12 月初めに開

催予定。詳細は後日お知らせする。 

♪10/17 (火) 13:00～ 於：横浜市社会教育コーナー 

『アクセサリー作り』 講師：こじまあけみ先生 

♪10/28（土） 9:30～15:00 於：新横浜駅前公園 

『港北ふれあい祭り』ブース出展 

♪10/29（日） 10:00～15:00 於：産貿ホール９F 

『ワンダーランドマーケット』ブース出展 

♪10/29（日） 10:30～15:00 於：戸部公園 

『西区区民祭り』 ブース出展 

♪10/30（月） 14:00～15:00 於：国連大学 

『作文コンクール入賞者表彰式』  

♪11/5（日）13:30～ 於：杉田劇場 

『ライセスフォルクローレ コンサート』  

♪11/18（土）19（日） 9:30～17:30 於：パシフィコ横浜 

『横浜国際フェスタ 2006』ブース出展 

♪12 月初旬  『ちょっと早めのクリスマス』 

◇ファミリーマートより、ジャワ島地震被災者支援に 811 万円 

の寄付を頂いた。 

◇6 月 21 日に国連ＷＦＰ協会 横浜支部誕生。 

視察で見た現場」について聞いた。  

会復帰プログラム」、8 月には、協会の久富さんより「ケニア

◇定例会時にＷＦＰの活動現場の話を聞く機会を作る。 

7 月には協会の樋口さんより「アフガニスタンの少年兵社 


