
 

 

 

 

 

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 

    ２００６年１２月２０日 発行：ＷＦＰ応援団 

「スーダンの現状と食糧援助」と題した講演会が、スーダンから一時帰国中のＷＦＰスーダン局長忍足謙朗氏により、ＷＦＰ

日本事務所主催で 10 月 10 日に行われました。その内容を踏まえ、WFP 本部のＨＰ資料も加味しながら、スーダンの現状を

ご報告します。 

                  ＮＯ．３０ 

スーダンで飛行機 30 機、ダルフールでヘリ 6 機が活躍

～奥地まで食糧を届ける WFP～ 
WFPスーダンT局長：T忍足謙朗氏の講演を聴いてT 

✤ 現在スーダンのオペレーションはWFPの中で最大。2006年は、食糧援助、道路建設、修理、航空機などの経費が 

9億6000万ドルにもなった。来年までにダルフール紛争が解決するとは思えず、2007年も緊急援助はなくならないだ

ろう。この援助を維持するためにも、1人でも多くの方々にスーダンに関心を持っていただきたい。 

◇◆ 南部スーダン ◆◇ 

2005 年 1 月 CPA 包括的和平合意の成立で、南北スーダンの内戦は 21 年の

歳月を経て終結、難民・国内避難民の故郷への帰還が始まり、現在、年間 50

万人程が南スーダンへ戻っている。生活基盤の全て、食糧も、安全な水さえも

ない人々に対しては、最低３か月間の食糧援助が必要とＷＦＰは見ている。し

かし、援助を必要とする人数を把握するのも困難な状態である。一方で、帰還

難民・避難民だけに援助しても、もともとの村の住民も貧しいことから、不満の

声が上がり、還難民だけに援助するわけにはいかない実情もある。 

◇◆ ダルフール地方（西部スーダン） ◆◇ 

ダ南北スーダンが和平合意にたどり着いた時期、西部

のダルフール地方では、今世紀最大の人道上の危

機といわれる紛争が起こった。2006 年５月政府側と

反政府勢力の一部で和平合意がなされたが、問題

はおさまらず、盗賊などに WFP のトラックが襲われ

ることもあり、ヘリコプターを使用せざるを得ない。難

民、国内避難民共に増え続けている。 

T◇◆ United NationsT Humanitarian Air Service（ＵＮＨＡＳ） ◆◇ 

国連の中では、PKOとWFPのみが飛行機を持ち、TUnited Nations 

Humanitarian Air Serviceという航空業務を行っている。WFPは長年にるT飛 

行経験と専門知識を生かし、人道援助に係わる人々に安全で、経済的かつ敏

速な空輸サービスを提供している。現在スーダンで WFP は飛行機を 30 機、 

ダルフールではヘリコプターを 6 機そして輸送機を使っている。 

◇◆ 移動倉庫の設置 ◆◇ 

地上輸送のための道路の状態が悪く、雨季になるとトラ

ック輸送が不可能になるため、何年も空中投下という形

                   で援助活動をしてきた。

しかし、これには莫大な

費用がかかる。そこで、

雨季になる前に南部ス 

ーダンの様々な場所に

移動倉庫を設置、大量 

の食糧を保管すること 

に成功した。雨季でも 

飛行機による空中投下 

に頼らない方法で食糧 

を供給することができ、 

経費節減に大いに役立

った。 WFP の輸送トラック 

◇◆ 道路建設と修復 地雷撤去 ◆◇                 

南部スーダンで WFP の食糧を運ぶために道 

路建設と修復を始めた。結果的に一般に利用 

可能な路線が確保され、大変良いプロジェクト 

だったと評価を受けた。当事業に対しスーダン 

政府から 3000 万ドルの寄付、日本政府から 

1000 万ドル拠出を受けた。すでに 940ｋｍまで完成しており、最終的には

3000ｋｍの道路を建設、修復する予定だ。同時に、100万個近く埋められた地

雷除去も進められ、既にその 4 分の１を撤去・破壊している。 

WFP ○C

南部スーダン：帰還難民の少女

ＷＦＰのヘリコプター 

WFP○C2006  

○C2006WFP/Simon Crittle ＷＦＰの輸送機 

○C2006WFP/Stephanie Savariaud 



 

 

 毎週末は東へ西へと募金活動に奔走した応援団 
       世界へ食糧を運ぶペガサス並！ 

「港北ふれあい祭り」 

１０月２８日（土）＠新横浜駅前公園 
絶好のイベント日和。大勢の人でにぎわいました。 
マジックバルーンが大人気。またＷＦＰカレンダーで 
作った手提げ袋が、並べるそばから売れていきました。 

秋晴れのもと、「ハロー横浜」は沢山の

人でにぎわいました。パネルに見入る

親子連れ、「この子どうしたの？」と聞い

てくる子、説明を聞いて、自分の財布か

らお小遣いを出して募金してくれた女

の子、おやつを買った時のお釣りをた

めたと、封筒に一杯の小銭を持ってき

てくれた男の子など、秋の陽射しのよお

うにあたたかな募金活動でした。 

中区民祭り 
「ハローよこはま２００６」

１０月８日（日） 
＠根岸森林公園 

 

「つるみ臨海フェスティバル」 

中学生たちの会話から・・・

「ネ、ネ・・この子どうしたの？」 

お前持ってんだろー、

入れろよー。２０円でこ

多分最後に残ったお金を入れてくれたのね。

ほんとにいい子だわ。。。。 (^-^) WFP ぼきんばこ 

ども

わかったよ～ 
入れるよ～ 

１０月１５日（日）＠入船公園 

僕は、剣が欲しいんだよ

*:・'゜☆ 。.:*:・'゜★*:・ '☆。:・'゜★.:*:・'☆ 

.:*:・'゜★*:・'  ☆.:*:・'゜ 

:・    '゜★*:・'☆。・'☆。 
     12 月 9 日（土） 

第 10 回 「ちょっと早めのクリスマス」 

'☆.:*:・ '☆.:*:・ ★*:

その他、毎週 沢山のイベントに 
大勢の応援団の参加がありました 

9 月 27 日(水)   ウォーキングの会  

新橋駅～汐留～浜離宮庭園～ 

水上バス浅草～下町伝統工芸館 

～合羽橋道具街 

10 月 7 日～9 日(土～月) 

西口フェスタお手伝い 

10 月 10 日(火)  国連 WFP 協会横浜支部講演会 

10 月 17 日(火)  アクセサリー制作教室第 1回 

10 月 29 日(日)  西区民まつり ＠戸部公園 

10 月 29 日(日)  ワンダーランドマーケット  

         ＠産業貿易センタービル４Ｆ  

10 月 30 日(月)  WFP 作文表彰式@国連大学 

11 月 5 日(日)  ライセス 

フォルクローレコンサート 

          『アンデスの風と大地』  

        ＠磯子区民センター「杉田劇場」 

11 月 18～19 日(土、日) 

横浜国際フェスタ 2006 

         ＠パシフィコ横浜 

楽しいパフォーマンスと美しい手の動きをみせて下さった「リコー手話

クラブ」の皆さん、今年もおいしいエスニック料理を提供してくださっ

た宮崎さんご夫妻、10 キロのターキーを焼いて持って来てくださったベ

ントレーご夫妻、そして、参加してくださったすべての方々、又陰で支 
  えてくださった多くの方々に心よりお礼申し上げ 

ます。1 年間のグッズの売上の一部と、当日行われ

たオークションの売上 
全額を WFP 協会を通 
して、WFP に寄付し 
ました。 

 



 

私にもできる！こんな活動から その２ 
～募金箱をたずねて～ 

今回は、お店のご好意によりＷＦＰの募金箱を置いて頂いている店舗を紹介します。お客様の目に付きやすいレジ付近

に設置されているところが多く、アフリカの角キャンペーンをアピールして下さっている店舗もありました。募金を頂き、WFP

の存在を広めることに一役買って頂いていることに心から感謝致します。 

お店を訪ねて、募金箱を置いて下さった経緯を伺ったり、ＷＦＰについてお話しすることができ、感謝の気持

ちを伝えることができたのではないかと思いました。募金箱を介しての出会いを大切にしていく為に、私達にも

できることがあるのではないかと感じました。皆様もお食事やティータイム、お買い物に是非お出かけください。 

✤ カザーナ･カジュアルインド料理

（みなとみらい。クイーンズスクエアat 

3P

rd
P B1）5 年ほど前に協会からお願い

して置かせていただいています。「お

客さんから『募金箱のお金使ってるん

じゃないの』と冗談でいわれることもあ

る」と、店長さんの澤地さん。スマトラ

沖津波の時は、募金箱が一杯にな

り、受け取りに来てもらったそうです。 

✤ レストラン アルぺージュ（桜木町ブリーズ

ベイホテル 14F）ランチバイキング時に「世界を

救おう～SAVE THE WORLD」と題して、世界

中の援助を求める国や人々、建築物、自然や

動物などの力になるための企画をしています。

スマトラ沖津波被害者のため、インドネシア料

理で募金を募り、売上の一部をＷＦＰに寄付頂

きました。テーマも募金先も社会情勢に伴い変

わります。 
✤凛龍 WORLD  UP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
江ノ島の多国籍雑貨屋

さん。若い姉弟が経営。

子どもたちに世界の貧

困や飢餓について知ら

せ、「世界を平らにして

いこうよ」という思いでい

っぱい。 

 ✤ プチ・ヴェール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJR 港南台からちょっと

歩きます。オーナーシェ

フは元「ホテルニューグ

ランド」のトップパティシ

エ。応援団員の紹介で

募金箱を設置して頂い

ています。 

✤ カフェハイマート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京駅下車。徒歩 5 分。大

手町 2 丁目、日本ビルディ

ング地下 1 階にある喫茶

店。協会ＥＶの手塚広通さ

んのお嬢さん江梨子さん

の仕事場です。 

✤ ポプラ(コンビニ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎町モールを黄金町に

向かって行った右側にありま

す。オーナーさんがＷＦＰの

ことについて読んで、募金

箱をおきたいと、事務所に

申し出てくださいました。 

✤ フレッシュ館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 東神奈川下車。東口

方面の歩道橋を降りた所

にあるお弁当屋さんで

す。5･6 年前に協会から

お願いして。一杯になっ

た時は電話して下さるそ

✤ ローズホテル横浜 

横浜中華街にあるホテル。ロビーの左側に「ミリーラフォ 

ーレ」右側に「重慶飯店」があり、どちらもレジに設置。 

顧客部次長の大塚益造さんが、ＷＦＰを知ったのは’92 

年にローマに行った時、ガイドさんから国連には食糧援 

助をしているＷＦＰという機関があるという説明を聞いた時 

だったそうです。 

’96 年のＷＦＰ日本事務所開設直後、佐藤初代所長が 

ホテルを訪問した際に、同じ食べ物を扱う仕事だったこと 

もあり会話が弾み、これが縁でレストラン 2 ヶ所に募金箱 

を置く事になったそうです。「私共のご提供するサービスに 

お客様が満足してくださったことに感謝し、更に募金をし 

てくださるお客様のお気持ちをありがたく思います。私が 

窓口になり、社会的には小さな貢献であるかもしれません 

が、現在まで続いております。」とのコメントを頂きました。 
重慶飯店店長：青野さ

✤ 横浜高島屋 

こちらも WFP 日本事務 

所開設当初から協力頂 

いている店舗です。T販売 

T促進担当次長の松平定 

T幸さんはWFPの活動に 

Tかなり熱意を持ってお 

Tられ、現在の協力関係 

Tの流れを作って下さった 

T方でもあります。募金箱設置の他、パネル展のス

ペース提供、チャリティーイベントの企画など多岐

に渡りご協力頂き、横浜 T店のこれまでの募金総額

は500 万円に及びます。活動は横浜店だけに留ま

らず玉川、新宿、港南台の高島屋他店にまで広が

っています。 



～ 新たな出会い through the net ～ 

 

応援団の吉本裕子さんはプライベートなＨＰを作っていますが、その中でＷＦＰの

ボランティア活動について紹介しています。このページを見たアメリカ在住の看護師

小塚希代美さんからメールが届き、その後も頻繁にやり取りを続け、先日東京で初

対面することとなりました。 

 

 

 

 

お土産にハンガーマップを手渡しました。彼女がボランティアに興味を持つように

なったのはアメリカで多くの人々が社会貢献している姿を見てからだそうです。「世

界中に、貧困に限らず、環境汚染や高齢化、人種差別、戦争など、多くの問題があ

ふれています。そんな問題に目を向けて、ほんの少しでも『何かが良い方向に進む

ように』自分が出来る事を行って行きたいと思います。」とメッセージを頂きました。 看護師 小塚希代美さん 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ イベント予定～ ～定例会報告～  
 (9 月 21 日・10 月 18 日・11 月 16 日） ◇ザ・ダイヤモンドクリスマスイベント 12月23、24 日(土･日) 

10:00～19:00 於；ふれあい広場 物販やパネル展示・
募金 応援団の協力をお願いします。  

＊WFP 協会制作の「アフリカの角救済キャンペーン」用

4 枚組みのパネルがあります。これまでのパネルと組

み合わせたりして、どんどん活用しましょう。 ◇ワンダーランドマーケット 12月23、24 日(土･日)  
◇つるみ国際交流まつり 1 月 28 日(日)  

＊パネル展示用のイーゼルを 2 つ購入しました。こちら

も活用してください！ 
ビデオ放映、マジックバルーン  

◇第 2 回ウォーキングの会 [鎌倉・江ノ島七福神めぐり] 
＊イベントに参加した人は写真を撮って、広報部にお

送りください。携帯の写真でも十分です。HP やペガ

サス通信に使わせて頂きます。またイベントの感想も

お寄せください。  

1月10 日（水）10 時～14 時 30 分頃（現地自由解散） 
 詳細別紙参照 

◇ボランティア講座 「WFP 基礎講座」 

  2月10日(土)14時～16時 於：市民活動支援センター

＊国連大学で開催された WFP 協会主催のパネル展「ア

フリカの明日をつくる WFP のごはん」の子ども用パネ

ルがとても分かりやすくてよかった。横浜の子どもたち

にもぜひ見せたいという声が多くあがりました。 

  講師：中井恒二郎・石川莉紗子    詳細別紙参照 

  詳細は別紙参照 

～フィールド報告～(できるだけ毎定例会時に報告)
 

    ＷＦＰ応援団      http://wfp-oendan.lomo.jp/ 
〒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 

30 号編集者 

村田祈世子、荻原隆宏、五木田正代、照沼久美子、

野辺真紀、吉本裕子 

 

 
    

○協会が視察に行ったケニア、ダダーブ地域に大洪水。

援助物資の輸送に困難が生じている。又、ソマリアの状

況が悪化し、ケニアへの難民流入が急増。難民キャンプ

の衛生、食糧事情などが懸念されている。 

◆パネルなどを使用する皆様へ 

イベントや展示などで協会パネルなどを使用する時は、WFP

協会に連絡（045-221-2515 担当：猿渡さん）をしてください。

○日本政府の WFP への拠出金、大幅に減少する見込

み。昨年度は津波、地震被害への援助が金額を押し上

げていた。又 ODA 予算が縮小していることが原因。  

＊横浜西口５０周年イベント。応援団からも多数参加。 

＊作文コンクール・・・WFP 協会ウェブと、YAHOO きっ

ずで入賞作発表。応募１９０７通。   ソフトバンクモ

バイル「＊5577」で、WFP 賞を受賞した、市木誠也く

んの作文「『飢え』をなくすアイデア ～サポーター校

～」を、本人の朗読で聞けます。通話料金が WFP に

寄付されます。 

○２００６年エコキッズ（横浜市主催環境関連イベント）の協

賛金、寄付総額 2 万ドルが、アフガニスタンの植林プロ

ジェクト（GAIN）の環境教育に使われた。  

果樹の苗木をカブール近郊の農家から買い入れ、小学

生により植林された。苗木の買い入れは経済的に脆弱

な家庭の収入になり、植林を知ることで環境に目を向け

させ、結果的に国土の緑化を推進する。  

＊11 月 23 日より全国の高島屋で WFP チャリティとして

サンタのクリスマスオーナメント発売。サンタの売り上

げの一部は、WFP に寄付されます。  ○紛争時の援助は困難だ。国連は中立なので、双方の了

解がないと物資を運び込めない。すぐ近くまで来ている

のに、入れないもどかしさと、中立だからこそ交渉出来、

了解を取り付けられる強みがある。 

＊日清製粉全事業所に募金箱設置。  

＊ランドマークプラザに募金箱設置。 

＊WFP 協会横浜支部 伊藤礼樹氏講演会参加４４人。 

＊久冨氏退職（12 月中旬まで） 宮崎氏（EV）11 月より

協会事務局長代行就任。   1 面で扱ったスーダン局長忍足謙朗の講演を聞くことができます。 

＊ゲーム『フードフォース』教科書ガイドの改訂を富山大の協力

で進めています。 
HTUhttp://www.wfp.or.jp/UTH トップページ ｢スーダンの現状と食糧援助｣


