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◇◆ 西ティモール 自立への道◆◇ 

東ティモールの独立によって、西ティモール地区に居留していた東テ

ィモール難民の多くは東ティモールに帰還したが、なおも多数の難民が

残留している。独立後 5年を経て、現在東ティモール難民は難民ではな

く、新市民と呼ばれるようになった。新市民に与えられた居住地は僻地

で土地も肥沃ではない。しかし新市民たちは希望を抱きながら段々畑を

切り開いている。ＷＦＰは、そうした地域の自立的な復興を後押ししてい

る。写真はその村にＷＦＰを通して日本からの米が届けられた様子。

◇◆洪水被害◆◇ 

今年 1月下旬から、インドネシアではジャカルタを中心とした
広い範囲で豪雨が続き、大規模な洪水が発生し多くの住民が被災

した。ＷＦＰはインドネシア当局からの要請を受け、被災住民へ

の緊急食糧支援を始めた。被害が最も大きかった地域の住民に対

し高カロリーの麺類やビスケットを支給した。ＷＦＰと他の国連

機関が連携し、洪水で行き場を失ってしまった住民に対して国連

の物資をどれだけ提供するか判断するため、緊急アセスメントチ

ームが結成された。 

＊＊インドネシアからの現状レポート＊＊ 

◇◆ＷＦＰ 飢 餓 ・貧困対策に支援決定◆◇ 

インドネシアでは依然 220 万人の子どもが栄養失調状態にある。子どもの飢餓と栄養失調は解決すべき喫緊の課題
である。ＷＦＰでは新たにインドネシアの最貧困地域にいる 5歳以下の子どもや妊娠・授乳中の母親、結核患者など
を対象に 3年間で 9800万米ドルの支援を行なうと発表した。 
一方WFPの３ヵ年に及ぶ救済改善プログラムは２００７年末に終了する予定だ。新しいプログラムは、イン
ドネシアにおけるWFP全体の活動を約５０％縮小するもので、よりターゲットを絞りこみ、最小のコストで最

「インドネシアにはWFP の支援が必要」

※WFPローマ本部ホームページより 

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．３２
    ２００７年７月５日 発行：ＷＦＰ応援団 

６月６日、インドネシアのバクリー国民福祉担当調整大臣は WFP

に対し国の情勢を次のように語った。 

「近年インドネシアは健康、教育、社会事業において大きな発展

を遂げたが、飢餓と栄養失調は大きな問題として残されている。 

政府はプログラムを十全に実施し、いくらかの物資も確保し

ているが、依然需要に満たない。最貧困地区の国民が、健康

と教育環境を充分確保し、可及的に飢餓から解放されるよう、

我々は引き続きWFPの寄付と食糧支援を必要としている。」

インドネシア：ＷＦＰは新たな活動を展開  



こどもがいつでも大きな力に 

＊4月 15 日 ハウスバーモントウォーク ＠日本丸メモリアルパーク 

横浜地区では初めての参加。10 キロのウオークから帰ってきた人たちに、

パンフレットを渡し給食支援を呼びかけました。 

 「風船がほしい」とねだる子供に「困っている子供を助けたいと思うのなら、

いいよ」と言い聞かせているお父さんの姿や、子供にきちんと説明したいか

ら、とパンフレットを求めるお母さんなどの姿もありました。 

 小学生の男の子 3 人組が、「20 円で 1 回の給食！すげー」と言いながら

「風船はいらないからね。気持ちだけ」と、１円玉や５円玉を入れてくれまし

た。その気持ちが大事なのよ、と言うと、大きくうなずいていました。 
 
 

＊4月 22 日 ビナウォーク５ｔｈ アニバーサリー ＠ 海老名駅前「ビナウォーク」  

このイベントに日産自動車が出展する一角をお借りしました。 

 日産自動車さんは、レフレールのコンサートに広告を出してくださって以来、

応援団を応援してくださっています。日産の担当の方が大きな声で「WFP 世

界食糧計画の活動をご紹介しています。お立ち寄りください」と、呼びかけて

くださり、本当に感激しました。また、小さなクイズを用意していったのですが、

れが結構役に立ちました。 こ
 
＊4 月 21、22 日 日清オイリオ磯子春祭り  

1 万を越す来場者のせいか、両日とも WFP のテント前には長蛇の列がで

きました。子ども向けの出店が少なく、バルーンはすごい人気で、ほとんどの

子どもが持っていたといってもいいほど。ボランティアの学生たちが、並んで

いる親子にWFP の説明を丁寧にしてくれました。 
 

＊他にも沢山のイベントがありました 

＊3月 27 日 第３回ウォーキングの会 ＠多摩森林科学園と多摩御陵 

＊4 月 22 日 ワンダーランドマーケット ＠横浜産業貿易センターホール 

＊5 月 27 日 三ッ池公園フェスティバル ＠三ッ池公園内  

＊5月 23日～6月 5日 高島屋「LOVE･T COLLECTION」  
＊5月 2～8日 横浜高島屋パネル展「WFPの食糧援助活動～世界の明日 

を作る子どもたちのごはん～」 

5 月 13 日 ウォーク・ザ・ワールド＠みなとみらい地区： 参加者が毎年倍増 

し、今年は 1256 人の参加でした。 

     応援団総会  5月26日    横浜市社会教育コーナー 

１部 応援団総会 ： 応援団のすべての議案が承認されました。 

2 部 報告と講演 

◇ 国連WFP協会専務理事蟹江雅彦氏より活動報告 
2006年度の寄付総額は 2億 2300万円。2007年度は、ブータン、インドネシア、カンボジア、ガンビアを
重点的に支援・キャンペーン・キャッチフレーズは「地球のハラペコを救え」 

  ◇ FAO日本事務所副代表 国安法夫氏による講演  ｢食料安全保障に取り組む FAOの活動｣ 
  WFPはFAOの業務の内、食糧援助の部分を担う組織として誕生し、今でも密接な協力関係にある。WFPは食糧を

直接届け、FAO は食糧を自分たちで生産するための種や農業のノウハウを届ける。先進国では食糧生産が増大す

る中、日本の食糧自給率の低さは特異で、廃棄量も多い。市場に任せておけば利益率の多いところにしか輸出され

ず、先進国の余剰食糧が低開発国に回らない。食料の適正な配分や開発援助は国連にしかできない。世界の食料

事情や問題点など、たいへん分かりやすく解説していただきました。 



私 に も で き る ！ こ ん な 活 動 か ら  そ の ４  
 Ｐay it Ｆｏrｗａｒｄ  次へわたそう    WFP のカレンダーを使って！ 

 

応援団の皆さんは、ＷＦＰのカレンダーを利用して作った紙袋を目にした

方も多いと思います。その紙袋の作りかたを教えて下さったのは、戸次

（べっき）真理子さんです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  「応援団の友人に誘われてそごう前のパネル展を見に伺った時、ＷＦ

Ｐのことをはじめて知り、何かお手伝い出来る事があれ

ばと思うようになりました。」とおっしゃる戸次さんは、実

は 2005 年 4 月に応援団会員宅で開催されたＷＦＰチ

ャリティー･ホームコンサート「坂の上の小さな Duo 

Concert」で美しい歌声を聴かせてくださった方です。 

３年前にジュネーブのＷＨＯの本部見学の機会があり、その際、「思っているだけでは何も変わらな

いが、関わっていればこそ、見えてくる問題や自分たちの行動のあり方など、時には真剣に考える機会が生まれる。」と

いう思いをより強くされたそうです。「Pay it Forward」は、戸次さんが大切にしている言葉です。 

=＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

６月１０日に「ずし環境ウィークス」に参加するというので、ペガサス担当者が同行しました。カレンダーの紙袋作りに参

加された方に、ＷＦＰについて説明し、材料費として 50 円をＷＦＰに寄付をするというワークショップです。 

「あいにくのお天気で出足が悪かったのが残念です。ただ、どの方

も一生懸命作ってくださり、仕上がった時には笑顔で喜んで下さるの

でまたやろう！と元気が出てきます。」と語る戸次さんは、1 週間前に

は「葉山環境フェスタ」で同じワークショップをなさいました。昨年は新

聞の広告欄で作るコサージュの材料を用意して行き、教えました。販

売としても考えていたので、前もって

お友達に声を掛け、沢山のコサージ

ュと紙袋を作って売り、収益はＷＦＰ

へ募金しました。いろいろ材料費が

かかるのにも関わらず、売上金は全

てＷＦＰに寄付をして下さる

のです。 新聞広告欄で作ったコサージュ 100 円で販売 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

カレンダーの紙袋、新聞で作るコサージュ、折り紙で作る可愛い半

そでシャツなど、戸次さんも色々な友人から教えていただいたそうで

すが、作り方を教えていただくと、それに工夫を加え、少しずつ作品

を進化させ、作りやすいものにします。それを教える事で、皆さんが喜

んでくださるので、とことんやってしまうそうです。イベント会場は、

色々な方との出会いの場となり、情報交換などでき、それがとても楽し

いとの事。日頃はピアノや歌を教えている戸次さんですが、新しい作

品にチャレンジしたら、また、応援団に教えて頂きたいものです。 

＝＝＝ 弔慰を募金に ＝＝＝ 

応援団会員の友人の羽木さんは、3 月にご主人を亡くされました。日本宇宙ロケット開発事業に携わっておられたご

主人の思いを受け、お香典の一部を何かに役立てたいと考えられました。ＷＦＰの活動の内容について日頃から聞いて

いた羽木さんは、寄付先をＷＦＰとしました。ご寄付をお持ち頂いた時のＷＦＰ協会スタッフの対応のきめ細かさに大変

感激され、今後もＷＦＰを通して社会に貢献したいと話しておられました。 

                                       謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。 



「誰にもできる国際協力ボランティア」  6 月 30 日  本牧地区センター 
  

 本牧地区センターから依頼を受け、ＷＦＰの活動と、WFP 支援団体の応援団について、 

1 時間半の話をしました。少ない参加者でしたが、活発な質問があり、これからの活動へ 

のヒントを頂いたように思います。皆さん 8 月 25 日のパネル展の日時をメモしておられま 

した。 

 講演の準備にあたり、応援団の活動の写真を集めましたが、Ａ４サイズで展示に耐え得 

る画質のものだけで 45 枚。全ての活動を写真にすればその 4倍くらいありそうです。 

それだけの活動をしてきたということです。 

 

「ジェイムズ聖地へ行く」  7 月中旬まで、渋谷のアップリンクで上映 

アフリカの小さな村のジェイムズは次期牧師に任命され、聖なる地エルサレムへ巡礼の旅に出 

た。ジェイムズにとってイスラエルは、聖書に書いてあるとおりの、世界で最も平和でハッピーで、 

美徳のある「神に選ばれた」人々が暮らしている国。空港でジェイムズは不法入国に間違えられ留 

置場に入れられてしまう。外国人労働者シミにより、留置場から連れ出されるが、保釈金が借金と 

なる。素朴な青年が拝金主義の中で変わって行く。はたしてジェイムズはエルサレムに行くことが 

できるのか。 
               

「赤貧洗うがごとき」  8 月 12 日(日) 午前と午後 横浜情報文化センター6階 

 
ペガサス Cinema  

谷中村廃村百年企画 ドキュメンタリー映画。副題「田中正造と野に叫ぶ人々」 
明治中期に起きた足尾鉱毒問題に立ち向かった田中正造のイメージが強いが、映画は、田中正造の生涯を通じて、

当時の政官財癒着の実態、憲法、教育、平和、命や人権の大切さ等を、豊富な資料と証言を元に創られている。 
「真の文明は山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし」の言葉は今を打つ！ 
 

チケット申し込み・問い合わせ：ＮＰＯ法人洗心洞大学 045-663-9126  一般 1200 円・60 歳以上 1000 円・大学生 1000 円

定 例 会 報 告  

    イベント報告のほか、これからの活動内容、方針について話し合われた。（イベント報告は 2ページ） 

    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

31 号編集者 

村田祈世子、荻原隆宏、金崎千恵子、五木田正代

照沼久美子、野辺真紀、吉本裕子、 

 ＷＦＰ活動紹介パネル展 

「Food for Future 未来のための学校給食」 

月 25 日 新都市プラザ（横浜駅東口Ｂ２Ｆ） 

ネル展実行委員会を立ち上げ、こどもたち 

に、世界の不均衡について実感してもらため 

には、どんな方法があるか、アイデアを持ち寄

り、少しずつ具体化しています。1 つのアイデ 

アを膨らませ、より良くするために多くの方の 

知恵が必要です。次回実行委員会は、7 月 

19 日 18:３０定例会時に。 桜木町の市民活

動支援センター。ご参加下さい。 
        

◇ ボランティア研修会 7月 26日（木） 
①インドネシア報告 国連WFP協会  

事業推進・広報マネージャー 樋口厚志

②学校給食プログラム 中級編  

WFP 日本事務所広報官 保田由布子 

 ◇ チャリティーコンサート 10 月初旬   

昨年 9 月開催したチャリティーコンサート出演者のリッキーさんから、

今年度もやりましょうとのオファーをいただいた。 9 月に来日予定ア

ルゼンチンの若手チャランゴ奏者ルイス・ベラスケスさんにも出演い

ただけるよう調整中。 

◇

              8

          パ

ＷＦＰ協会から 

◇ 説明ボランティア制度の活用を強化うるにあた

り、応援団に協力を要請。 

応援団は、説明ボランティア養成プログラムの作

成に協力、経験者のノウハウを共用できるシステ

ムづくりを提案した。 

◇ 作文コンクール受付開始  

テーマ：「地球のハラペコを救え～私のアイデア

～」応募期間：2007 年６月 20 日～9月 20 日 入

賞作発表：2007 年 10 月 16 日（火） 
 

ＦＡＯ訪問 

応援団総会で FAO 

日本事務所副代表の国 

安氏に講演をいただきま 

した。後日事務所に伺い 

講演資料をいただけない 

かとお願いしたところ、快 

く提供していただきました。 

所長の横山氏、広報官の宮道氏から「資料など必

要な時はいつでも来てください、お互いに協力して

いきましょう」と言っていただきました。 

講演中の FAO国安氏 


