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Focus on School Feeding ～  ボランティア研修会 

ＷＦＰ日本事務所 広報官 保田由布子氏の講演から 
於：7 月 26 日パシフィコ横浜 5階共用会議室（国連ＷＦＰ協会 樋口厚志氏インドネシアＣＭ撮影報告会は 4面掲載） 

◇◆学校給食プログラム◆◇ 

現在、世界では 3億 5千万人から 4 億人の子どもが飢餓に苦しんでおり、そのうち 1 億 1500 万人が学校に行ってい

ない。ＷＦＰは、設立以来40年以上、無料で学校給食を提供する「学校給食プログラム」を推進してきた。ＷＦＰの支援を卒業

し、政府が給食事業を引きついでいる国々もあるが、支援を必要とする国も子どもの数も多く、学校給食プログラム自体

は拡大している。その目的は、衛生・健康・教育面のニーズに応え、栄養価の高い食事を提供し、教育を確実に受けられ

るようにすることだが、周辺には関連する事業が沢山あり、地域の活性化、国の開発につながっている。 

 様々な機関とのパートナーシップ  

    学 校 建設  

南部スーダンでは学校建設工事に参加した

人に食糧を配付している。学校を自分で作

ることで、コミュニティの一員としての意識が

芽生え、地域が活性化する。井戸やトイレ 

作りにも参加している。 

アフリカにおけるエイズ孤児の 

支援プロジェクト 

親をエイズで亡くした１８歳以下の

孤児は、世界で 1520 万人におよ

ぶ。彼らは、親から農業技術を受

け継ぐ機会も、学校教育を受ける

機会もなかった。「子ども農業生活

学校」では、孤児たちに農業技術

や市場での農産物の売り方など

を、教える取り組みを FAO などと

合同で行ってる。 

学校菜園  

FAO と協力して、学校に畑を作り、野菜を栽培している。鶏

や魚を育てることもある。WFP が配っているのは乾物であり

新鮮な野菜が不足している。自分達が育てたものを食べ、 

ビタミンやミネラルの補給が可能となる。農業技術を学べば、

将来自立が期待でき、国としての農産物の生産が拡大さ 

れ、国家レベルから考えてもメリットのあるプロジェクトだ。 

微量栄養素補給  

ビタミン、ミネラルなど微量栄 

養素の欠乏は「隠れた飢餓」といわれ、幼児の免疫力を落とし、下痢 

やはしか、肺炎、マラリアなどの感染症の要因となる。ユニセフと共に 

対策を講じている。これらの栄養素を補給するのにWFP の栄養強化 

ビスケット(１枚４０キロカロリー)や、CSB（トウモロコシに大豆を混合した 

粉にミネラルやビタミンを添加したもの）が、効果的だ。 

寄 生 虫駆除  

ＷＦＰは、WHO と協力しながら寄生虫の駆除

を行なっている。給食時に虫下しを投与、寄

生虫を駆除、学校給食の効果を最大限に生

かせて、栄養状態が改善される。 

地産地消の学校給食 

学校や地元の農家に

農業の技術を教えて

作物を作り、WFP がそ

れらを買取り、給食に

使う。また、木を伐採し

過ぎないように給食作

りには熱効率の良いコ

ンロの設置を奨励、援

助し、学校周辺に植林

もしている。 

ＷＦＰは他の機関との連携プロジェクトを拡大している。各機関
が単独でプロジェクトを行なうよりも、共同作業を実施す 

ることで、相乗効果が期待できる。 

WFP/Shadley Lombard

WFP/Shadley Lombard

○C WFP 



8 月 25 日(土)  
WFP 活動紹介パネル展開催  於 :  新都市プラザ(横浜そごうB2F 仕掛け時計前

   未来のための学校給食  

 

WFP 活動紹介パネル展は、今回で４回目。猛暑の続く中、今

回もパネル展は多くの来場者でにぎわいました。WFP は、飢えに

苦しみ、学校へも行かれない子どもたちに、教育を支援する学校

給食プログラムを行っています。給食現場の写真パネルには、わ

かりやすいという声が上がっていました。 

今回は、立体的な展示、触ることの出来る作品、子どもも大人

も参加できるワークショップ、紙芝居、クイズなど、色々な方法で

WFP の食糧支援活動の重要さをアピールしました。写真パネル

のほかは、全て会員の手づくり。道行く人が目をとめ、立ち止ま

り、覗いてくれ、活気のある展示会場となりました。 

             

     

「クイズの答えを探しているうち、展示をみんな

読んでしまった。食べものがあふれている日本

が何とかしなきゃね。」  
本物の「地雷注意」のビラ

 

 

 
 

スリランカの地雷原に実際に貼ら

れていた「危険！地雷注意！」のビ

ラが、「これは現実にあることなんだ

よ」と迫ってきます。 

「地雷が埋まっているんじゃあ、

畑仕事も安心してできないね。」 

✌  みんなで作 って募 金 しよう  ワークショップコーナー  

楽しくＷＦＰを知っていただく１つとして、ＷＦＰのカレンダーを使

った手提げ袋と、折り紙でWFPのマークのついた可愛いポロシャツ

を作るワークショップをしました。 

小学生からお年寄りまで、のべ 80 人強の方たちが、朝から終了

時間まで、熱心に取り組んで下いました。カレンダーの絵は、難民

キャンプの子どもたちが描いたものです。参加者は、出来上がった

袋に笑顔で「可愛いわね」と、満足して持ち帰って下さいました。 

頂いた材料費はＷＦＰ協会を通して、WFP に寄付されました。 

 

 
✌「ことばのおさら」  来 場 された方 からの感 想 コ－ナー  

＊ 5 秒に 1 人が飢えで死んでいるなんて！ 

＊ 食糧の支援が一番必要なのは、アフリカなんて知らなかっ

た。！ 

＊ 学校で習わないことが沢山あって勉強になりました。 

＊ 日本は本当に豊かだと思いました。100 円で 3 人の難民を助

けることができるなんて、ビックリです。 

＊ 飽食と飢餓の同時存在、ギャップ！これを埋めるための活動

に敬意を表します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙や紙粘土で作った１００体の人形が、 

世界の３つの食事風景を作っています。 
 

＊１５人は好きなものをおなかいっぱい食べ

て、食べきれなくて捨てています。 

＊２５人は１日１食、きちんと食べられます。 

＊６０人は１日１回食べられない時もありま 

 す。そのうち２０人は、いつもおなかをすか

せています。 

✌ ひと目 でわかる立 体 展 示    

「 もし、世 界 が１００人 の村 だったら」  

フェルトで作られた、3 つの袋が目 

をひきます。 
 

３つの袋を開けてみて！ 

＊緑の袋には、おいしそうな食べ物がたくさん入っています。 

＊オレンジ色の袋には２つだけ。 

＊赤い袋には、ＷＦＰのマークがついてる袋の中に支援食糧

だけ。「おなか一杯食べられないの？」子どもたちの疑問が

ふくらんでいきます。「世界には、食べ物がない子たちがた

くさんいるのよ」 

✌  さわってわかる展 示  

み ど

オレンジ 
あか

切り絵紙芝居  「ベラはがっこうがだいすき」 

学校へ行かれるって、こんなにうれしいことなんだ。

未来の夢を持てるって、すごいことなんだ。 

 ✌  聞 いて、見 て、感 じて     
紙 芝 居 コーナー   

メンバー手づくりの紙芝居 2種 

写真紙芝居  「きいて アフリカからの叫びを」 

食べるものがないって、こんなことなのか～ 

食べものがない理由が少しわかった。 
東芝グループでは 3 年前より、従業員のボランティア活動を

促進するため、活動資金を支援するプログラムを実施していま

す。 

東芝グループ従業員が継続的に活動を行っている NPO 等

の団体を対象として、毎回10件ほどの団体に対して、支援金が

支払われる仕組みです。 

横浜で実施したパネル展をサポートしてもらえればと思い、

「ＷＦＰ応援団」として今回申し込みをしたところ、見事対象とし

て選ばれました！また、私が勤務する東芝グループの会社で

は、社内外の CSR 活動を紹介する社内掲示板が新設され、Ｗ

ＦＰ応援のイベントのチラシ等も掲示してもらえるようになりまし

た。少しずつですが、活動の輪が広がってる感じがします。

私にもできる！こんな活動から その５ 
「東芝社員ボランティア活動支援金」     野辺真紀 

    ✌  支 援 食 糧 はどんなもの？ 

支援食糧の「糧」は、穀 

物です。とうもろこし、メ 

イズ、小麦、豆など様々 

な穀類を展示。きりえで 

作られたレシピを見ると 

これらの穀物の粉を使っ 

て、地域によって色々な 

食べ方をしているのがわ 

かります。 



7 月 26 日・講演会第 2部 インドネシアからの報告      

 WFPの学校給食支援が、2007年度社団法人公共広告機構（AC）の支援キャンペーンに昨年に引き続き選ばれ、7月1

日から 1 年間テレビ、新聞などマスコミを通じて CM を展開することになった。「1 枚のビスケットが未来のチケットになる」

がキャッチフレーズである。CMの撮影に同行した樋口氏の報告を聞いた。 

  CM撮影されたのは、インドネシアのロンボック島にある、WFPの給食支援を実際に受けている小学校。栄養不足の生

徒たちは、普段あまり元気がないということだが、撮影があるという事ではしゃいでいた。他の小学校へも行ったが、そこに

も WFP が配布した栄養教育のポスターが貼ってあり、栄養、衛生などのワークブック、紙芝居などがあった。村の保健・・

とボランティアの人たちで母子の健康の話や健康チェックもしている。小さな村のコミュニティーの中で、色々な形で WFP

の支援が生きている事を実感した。インドネシア政府とも やれる事は沢山あると思った。 

                 国連 WFP 協会事業推進・広報マネージャー 樋口厚志 

 

・9/30（日） 『ハローよこはま 2007』 於：根岸森林公園 

・9/29（土）、10/20（土）、11/10（土）、11/24（土） 

『マリノスホームゲーム』 於：日産スタジアム東噴水広場  

・9/29（土）『WFP DAY』  於：谷（応援団員）英語教室  

応援団制作紙芝居とフェルトディスプレー使用予定  

・10/5（金）～11/5（月）平日のみ 『活動紹介パネル展』  

於：UN ハウス 2F 

・10/6（土）、7（日） 『グローバルフェスタ 2007』  

於：日比谷公園 

・10/10(水)『ジョゼット･スーラ来日講演』 17:30～18:30  

於：UN ハウス 2F 

・10/20（土）『フェスタ OPPAMA』(日産自動車)  

 於：日産自動車追浜工場 

・10/21（日）『ハウスバーモント･ウォーク』 

 於 神宮絵画館前 

・10/27（土）、28（日）『横浜国際フェスタ 2007』  

於：パシフィコ横浜 

・10/27（土）『港北ふれあい祭り』（10/2 説明会）  

於：新横浜駅前公園 

・１１/4（日）『西区民まつり』 於：戸部公園 

・１１/７（水）WFP 協会 横浜支部講演会 

 『世界はなぜ仲良くできないのか』 

・11/11（日） クリスマスオーナメント作り 予定 

・12/１（土） 『ちょっと早めのクリスマス会』 準備中 

・1/26 日（土）UNHCR 協会の根本氏講演会予定 

・3 月 15 日（土）チャリティーライブ 計画中 

定例会 （7/18、8/15、9/20）より   イベント情報 

    33 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 

* A DAY IN THE LIFE OF AFRICA 100 人の写真家がみたアフリカの一日

2002 年 2 月 28 日、日本人 2名を 

含む約 100 名の世界的な報道写真家 

の手によって、24 時間でアフリカ大陸 

を丸ごと写真に収める壮大な企画が試 

みられた。この写真展は、貧困、紛争、 

エイズなどをかかえているアフリカの危 

機的状況を世界の人々に知ってもらう 

事を目的としている。 

 紹介されている国は 53 カ国。内戦 

で荒廃した町、エイズに侵された人々、 

兵士の訓練の様子などの写真に厳しい状況が見えるが、 

写真の多くは、たくましく笑顔で生活する日常の風景だ。 

10 月 4 日まで （10：00～18：00）祝日除く月曜休館＊ 

 地球市民かながわプラザ JR 根岸線 本郷台駅下車 

「市場の女性たち」 (c)2002 John Isaac 

 ペガサス掲示板

* 横浜国際フォトジャーナリズム  

フェスティバル 2007 

９月3日から16日まで、赤レンガ倉庫で

開催されていたフェスティバルの、過去

3 回の「DAYS 国際フォトジャーナリズム

大賞」受賞作品を HP で見ることができ

る。「リベリアの危機」「スーダン難民/レ

イプされた女」など。 

URL:http://www.daysjapan.net/

 
＊グラミン銀行 ユヌス氏講演を聞いて   

７月９日（月）大手町の日経ホールで開催された、ノーベル平

和賞受賞のユヌス氏の講演を聞きに行った。ユヌス氏は、バン

グラディシュで貧困層を対象にした低金利の無担保融資を行
＊ドキュメンタリー映画「マザー・テレサ メモリアル」 

コルカタで貧しい人のために、最後まで働き続けたマザ

ーの姿を伝える、没後10周年記念 ドキュメンタリー2部

作。 

東京都写真美術館 9 月 15 日から 10 月 19 日まで 

うグラミン銀行を設立。無担保にもかかわらず、貸し倒れ率は

２％ほどで、驚くほど低いという。女性を中心に 500 万人以上

に貸し付けを実施した。食糧援助とは異なる貧困撲滅だが、将

来の自立を見据えた大変興味深い講演だった。 


