
 

 

 

            

 

 

 

We Support                               ＮＯ．３４  
           ２００７年１２月１９日 発行：ＷＦＰ応援団 

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 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョゼット・シーラン事務局長が初訪日 

今年４月に WFP の事務局長に就任した、ジョゼット・シーラン事務局長が、10 月に事務局長として 

初訪日しました。10 月 10 日に国連大学で行われた講演を紹介します。 

（WFP 日本事務所 講演記録から要約） 

◆ますます厳しくなる食糧支援事情◆                            

 現在、８億 5000 万人が慢性的栄養不足の状態にあり、さらに、毎年約 400 万人ずつ増え続けています。 

 近年、大洪水や大干ばつが頻発し、灌漑設備を持たず雨水に依存しているアフリカ地域では、農作物の 

生産量が 2020 年までに半減するとみられています。アフリカの農業の 9 割以上は雨水依存型です。 

 インド及び中国等による食糧需要の増加、バイオ燃料生産のための穀物需要の増加から、穀物価格が高騰しています。 

穀物価格の高騰は、WFP の事業をも逼迫し、過去 5 年間で、基本的な食糧を調達するのにかかるコストは 50％増しとなり、 

海運輸送費も 50％増加しています。支援対象者数を削減せざるを得なくなるかも知れないのです。 

 学校給食プログラムは、このような状況下、飢餓問題を根本から解決するために有効手段の一つです。ビタミン、ミネラルが 

豊富に含まれている栄養価の高いお粥は、コップ一杯約 12 円で提供することが出来ます。給食が出ることで、子どもたちは 

学校に来るようになり、体も強くなり授業にも集中出来るようになります。 

 世界では、まだ5900万人の子どもたちが、空腹の状態で学校に通っています。この事は、能力を伸ばす機会を損ない、地域

社会や国の経済にとっても損失となります。WFP は、5900 万人の子どもが、１日に少なくともコップ一杯のお粥を食べられる 

事を今後の目標とします。これからも飢えに苦しむ人々と WFP に対し、日本社会からの一層の支援をお願いします。 

◇８月１６日発生・ペルー沖地震・・国際社会に呼びかける◇ 

FP は、８月１６日に発生したペルー沖地震の被災者のべ 8 万人に対し、９ヶ月間の緊急支 

援事業を行う予定だ。今回の地震で最もダメージを受けたのは、低賃金労働者や零細漁民であり、 

収入を得るための術を大方失ってしった被災者は、現在は食糧支援に頼らざるをえない。WFP は 

インフラ復旧工事のために働く人たちに食糧を配布し、復旧作業を後押ししていく予定である。 

この緊急事業に必要な資金は 610 万米ドル。200 万ドルは国連中央緊急対応基金（ＣＥＲＦ） 

が拠出し、残りの 400 万ドル余りは、各国政府や企業、個人からの支援が頼みの綱となる。 

ＷＦＰでは国際社会に支援を呼びかけている。(日本事務所ＨＰプレスリリース、本部 HP Peru Earthquake Flash Appeal 2007) 

W で

○c ＷＦＰ 

≪ペルーでのＷＦＰの活動≫ 

ナスカの地上絵等で有名なペルー共和国は、国民の半数以上が貧困線以下の生活を強い 

られている。さらに国民の 25％が、１日１米ドル以下の所得で暮らす極貧困層である。 

                   ペルーの学校給食プログラムでは、栄養強化ビスケットや栄養強化ミルクが配給され、補完的

                  に寄生虫駆除も実施している。女性を対象として、栄養、衛生、及び所得創出活動に重点を置 

いた識字訓練支援をしている。 

また、都市部に暮らす慢性的栄養失調 

の子どもと母親を対象として、子どものた 

めのデイ・ケア・センターを設立し、母 

親には、栄養と衛生に関する研修を行 

っている。このプログラムを遂行するた 

め国連人口基金、及びユニセフと協定が結ばれた。 

                      （日本事務所 HP ハンガーマップナビ） 

♪♪フォルクローレ チャリティライブ♪♪ 

―ペルーの子どもたちのためにー 

開催日：2008 年３月１５日(土） １４：００～１６：００ 

会 場：のげシャーレ（桜木町 横浜にわい座Ｂ１Ｆ） 

入場料：２，５００円 

チケット購入・問い合わせ：０８０－３５００－２９１８ 

          （WFP 応援団・申し込み専用電話） 

○c WFP 

○ｃ ＷＦＰ 



応援団活動報告 2007 年秋
 

◆9月 30日     「中区民祭り ハローよこはま」於：根岸森林公園 

強い雨の寒い１日でした。雨でぬれると困るので、グッズを出すこともできず、チラシも配れませ 

んでした。シルバー人材センターの方が雨宿り代に募金してくださいました。 
 

◆10月 6,7日     「グロ－バルフェスタ JAPAM2007」 於：日比谷公園  

お天気に恵まれ全体の盛り上がりに楽しんできました。WFP のブースがは、人の流れが少ない 

公園の端だったのですが、それでも寄ってくださる方は WFP に興味がある人が多く、質問も細 

部にわたっており、こちらも刺激があり、楽しくもありました。 
 

◆10月 20日      「フェスタOPPAMA(日産自動車)」於：日産追浜工場  

広い会場いっぱいに、模擬店やフリーマーケットが広が 

り、会場にはミニSLが走り、子供向けのヒーローショー、サ 

ッカー教室も開催され、大勢の人でいっぱいでした。準備 

を始めてすぐ、パネルを見て寄付をしてくださる方もあり、 

日産の担当者の方も大きな声で呼び込みやチラシを配っ 

てくださいました。2 万 5,964 円の募金が集まりました。  
 

◆10月 21日         「ハウスバーモントファミリーウォーク」 於：神宮外苑絵画館前 

今年の神宮大会の参加者はなんと約 3,200 名！ゴールのすぐ横にブースが設置されていたた 

め、ウォーキングを終えた参加者や子ども達が、次々とブースに訪れ、大変盛況な場となりまし 

た。 
 

◆10月 27,28日   「横浜国際フェスタ2007」 於：パシフィコ横浜 
  

◆11月 4日      「西区民祭り」 於：戸部公園 

ハンガーマップと学校給食のポスターを貼り、試食用のビスケットを用意しました。紙に「昨年は 

11,900 円の募金をいただき、スーダンへの緊急援助に寄付しました」と書いて、スーダン局長  

忍足さんの写真を貼りました。本年の募金額は、11,380 円でした。 
 

◆11月 4日      ｢神奈川区国際交流祭り」 於：神奈川県民センター  

紙芝居や、マジックバルーンをやろうと張り切ったのですが、なんとも人が集まらず、ブース担当 

者同士の「交流」に終始しました。 
 

◆11月 11日           ｢クリスマスオーナメント作り」 

フェルトで長靴のオーナメントを作りました。12 月 1 日のクリスマス会には、

中にチョコやキャンディーを入れてツリーに飾り、そのあと皆様にお買い上

げいただくというものです。久しぶりに会う人もいて楽しい会でした。 
 

◆11月 23日           ｢タカシマヤ チャリティーサンタ キャンペーン」 

タカシマヤ全店舗で販売される「オリジナルチャリティーサンタ」。売り上げの 

一部は、WFP に寄付されるということで、販売のお手伝いに参加しました。 

レイモンド・ブリッグズのキャラクターのこのサンタ人形、コレクターも多いとの 

こと。朝から行列ができ，港南台店では、6000 体が 1 日で完売しました。 
 

◆12月 2日           「オカリナと民族楽器の調べ」 於：磯子杉田劇場 

出演者の林 悟史さんが舞台から WFP の説明と募金の呼びかけをしてくださいました。また主催 

者の宮崎さんが、応援団が売ったチケット 4 枚分で 4000 円をその場で寄付してくださいました。 

あれやこれやで、総額は 1 万 6 千円。グッズ売り上げ 2,500 円でした。 

 



お手製のターキーを振る舞うサンタさん

◆12月16日      ｢ワンダーランドマーケット｣ 於：産貿ホール 

                        3ヶ月に一度必ず参加させていただいているイベントです。今回も12,690円の募金をいただきました 
 
◆8月11,26日     「横浜Fマリノスホームゲーム」 於：日産スタジアム 東ゲート トリコロールランド 

9月22,29日     ＷＦＰ紹介専用ブースを出展。マリノス選手がブースに来場する場面もあり、ファンからの

10月20日     握手に応えていました。ブースはユニセフと同じテントでしたが、ボランティアの高校生たち 

11月10日     の募金呼びかけの声と態度が爽やかで、気持ちのよい活動でした。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
１２月１日（土）、パシフィコ５階共用会議室で、応援団恒例クリスマス会が行わ

れました。この会は、応援団会員の親睦会と、応援団を外から支えてくださってい

る皆様との交流会を兼ねたもので、今年で１１回目となりました。 
 
今年は、国連WFP協会の田邉専務理事（事務局長）ほか協会関係の方々や、応援

団を退会なさった方達を含め総勢４３名（お子様２名含む）。久しぶりにお会いする

ことができ、楽しいひと時を過ごしました。 
 

  まず、鈴木香代子さんに「大人のためのパネルシ 
  アター」と題して、「かさ地蔵」などを演じていた 
  だきました。絵本とは又一味違う楽しさに引き込 

まれてしまいました。WFPの活動紹介の子供用ツ 
ールとして応用できたら、すばらしいですね。 

 
パネルシアターの最後に「あわてんぼうのサンタクロース」を皆で歌っていると、 
サンタクロースが乱入。大きな体で軽やかにステップを踏んでいました。 

 
 食事は、エスニック倶楽部の宮崎さんのエスニック料理や、ベントレーサンタさんの 
 ターキー＆チーズケーキをメインに、チーズ・ワインとおいしいものいっぱいでし 
た。食べ残ったものは、すべて小分けにして、家で楽しむためにみなで持ち帰りま 
した。 
 

  フリーマーケットとオークションのあとは、WFP 
協会職員桜井さんのミニライブと、盛りだくさん 
のプログラムを楽しみました。              
会の最後に、当日の品物の売り上げとご寄付、 
今年１年間のグッズの売り上げの一部など、 
69,380円を贈呈しました。 

 
 
 

パネルシアターには、サンタさんの

指人形も登場しました。 

WFP協会桜井さんのライブ 
なんとなく、似たような図ですね。 

 
｢世界がもし１００人の村だったら、その中の 
１５人は毎日おなかいっぱい食べています。｣ 
 
会場には、夏のパネル展で置かれていた人
形のディスプレーや、フェルト作品を展示。 



 

ＷＦＰ応援団ボランティア養成講座  日本UNHCR協会 事務局長 根本かおる 

「ネパールで見たこと、考えたこと」 －難民援助活動でのＵＮＨＣＲ とＷＦＰ との連携―       

日 時：２００８年１月２６日（土）１４時～１６時     主 催：ＷＦＰ応援団 

場 所： パシフィコ横浜 横浜国際協力センター  ５Ｆ共用会議室（地図参照） 参加費：３００円（会員２００円)  

申 込：ＴＥＬ ０８０－３５００－２９１８（申し込み専用電話） Ｅメール：（必ず件名に「講演会申し込み」と書いてください） 

ｗｆｐ-ｏｅｎｄａｎ＠ｙｔ．ｌｏｍｏ．ｊｐ 申し込み時にお名前、連絡先をお知らせください  

私にもできる！こんな活動から その６ 

応援団関係の2つの企業がWFP協会の評議員に 

＊ 会員で東芝グループ企業に勤務する野辺さんは、いろいろな機会に 

WFP協会と東芝グループのCSR担当部をつないでくださっていました。（株）

東芝が WFP 協会評議員に加わったと言うことですが、エキスペリアンス・ボラ

ンティアをＣＳＲ担当者に紹介するなど今回のきっかけのひとつを会員が提供

できたことは嬉しいことです。 

＊ 2006 年に開催したレ・フレールのチャリティーライブの際に協賛いただいた

三基商事(株)が、WFP 協会評議員として参加くださることになったと三基商事

さんからご連絡をいただきました。

＊12月16/17日 チャリティー・クリスマスパーティー 

会員の村田さんは、自宅で毎年クリスマスパーティーをひらい 

ています。今年は、お土産一切なしの WFP 支援チャリティー 

パーティーにしました。廊下にパネル展で使った立体展示 

「3 つの世界の食事風景｣を置いてアピール。参加者は 2 日 

間で約40 人13,000 円の募金が集まりました。 

＊9月 29日(土）英語教室で「WFP 支援チャリティーパーティー」   

ペガサス通信 31 号でもお伝えした谷啓子さんの英語教室の生徒と保護者

を 対象としたチャリティーパーティー今年は第 11 回。 今年は、パネル展

―未来のための学校給食―で展示したフェルトの袋を使ったワーク ショッ 

プと紙芝居で、世界には、おなかいっぱい食べている人がいる一方、食べ 

るものがなくて苦しんでいる人がいること、自分たちとは違う環境に生きて 

いる子供たちがいることを伝えました。50 人分の参加費 15,000 円は全額 

WFP 協会を通じ WFP に寄付しました。 

＊11月18日(日) 葉山環境フェスタ 

WFP カレンダーで作る紙袋作りのワーク

ショップを、葉山環境フェスタでして下さ

いました。ガラス窓に貼ったハンガーマッ

プと写真を見て、立ち寄ってくださった方

もありました。 

 ペガサス掲示板  

このドキュメンタリー映画では、紛争や事件など世界で起きる

「決定的瞬間」を最前線で取材し、写真に収めてきた「マグナ

ム・フォト」に参加している写真家たちの「何故、写真を撮るの

か」、「写真で何ができるのか」といった写真に関する哲学、写

真の未来に対する思い、活動の状況などが、語られていきま

す。 

画 「マグナム・フォト 世界を変える写真家たち」 
■会場： 東京都美術館 

12月1日(土)→2008年1月18日(金) 
■上映時間：11:00／13:00／15:00／17:00／19:00 

映画 「食の未来」 

■会場：渋谷アップリンクＸ 
    １２月１５日～ 
■上映時間：１１：００～ 
（１日１回上映） 

ドキュメンタリーフイルム「食の未来」は、現代の先進国農業、

とりわけ遺伝子組み換えの問題を問う傑作である。 ジャガイ

モの単一品種化のひきおこした１９世紀アイルランドの飢饉か

ら始まり、「工業化」されてしまった農業、ひいては私たちの生

の問題に、作品はさまざまな角度から光を当てる。最後に「決

めるのはあなた」と、農のあり方の選択を迫っておわる。 

    3４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 
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