
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１５日 《のげシャーレ》 にて 
 

昨年８月に発生した、ペルー沖地震で被災し、今、な

お困難な状況にあるペルーの子どもたちに贈るチャリテ

ィライブを開催しました。 
 

当日は、満席のお客様をお迎えし、WFP 協会専務理

事の田邊邦典さんの挨拶の後、ステージと会場が一つ

になった、エネルギッシュな楽しいライブになりました。 
 

出演者のルイス・カルロス・セベリッチの歌声に魅了さ

れ、リッキー・ロドリゲスの演奏するケーナ、サンポーニ

ャ、チャランゴの調べに酔いしれ、枝元一代さんの澄ん

だ歌声に癒されたひとときでした。 

 ロビーではＷＦＰの活動を伝えるパネルを展示。出演者 

のＣＤ、応援団のグッズ販売。募金箱、国連ＷＦＰ協会の 

支援協力をお願いするチラシなども置かせていただき、大勢のお客様にパネルを見ていただ

きました。二つの募金箱には、沢山の方が、募金をしてくださいました。応援団グッズも沢山買

っていただきました。ありがとうございました。 
 

 共催して下さった野毛地区街づくり会、協賛で応援して下さったイーモバイル株式会社、ボラ

ンティアで引き受けていただいた、照明の多田文さんとご友人のご協力に心からお礼申し上げ

ます。 
  

満足そうに帰って行かれる方や、素晴らしかったという感想をいただくと、本当にやって良か

ったと思いました。 
 

今回の収益はすべて、出演者の一人であるリッキー・ロドリゲスの祖国であるペルーの子ども

たちのためにＷＦＰ国連世界食糧計画に寄付いたします。 

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 

                  ＮＯ．３５  
    ２００８年３月２８日 発行：ＷＦＰ応援団 

C WFP／E Alba 

枝元一代さん        ルイス･カルロス・セベリッチ      リッキー･ロドリゲス 



根本さんは 2004 年から 2 年間 WFP に出向されていました。ネパールにおけるブータン難民の現状と様々な支援活動につい

て、テレビ朝日で放映された番組「そしてボールは空を舞う～金メダリストの難民支援～」を交えて、お話しいただきました。 
 

◇国連が関わっている「難民」とはどういう人たちなのか 

1951 年に採択された｢難民条約｣というものがあります。人

権、宗教、民族、政治的な意見、こういった立場の違いを理

由に、深刻な人権侵害を受けても、自国には頼ることも出来

ず、仕方なく国境を越えて、別の国まで行き保護を求める、

こういった人たちが狭い意味での難民です。国家と国家の

間の戦争や、内戦や民族紛争などで国境を越えて逃れら

れる状況になく自国に留まりながらも避難生活を強いられて

いる人たちの事を国内避難民と言っています。 

◇世界人権宣言から難民の保護へ 

 第二次世界大戦後の 1948 年、世界人権宣言が採択され、

他の国に保護を求める「庇護権」というものが謳われ、今年

で 60 周年を迎えました。1950 年の 12 月には国連総会で

「国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）」の設立が決議

されました。ＵＮＨＣＲは人権保護機関であり、「難民条約」

の締約国が条約で定めた基準にのっとった形で運用されて

いるか、確認していく役割を担っています。 

◇ＵＮＨＣＲの援助対象者と活動 

 援助対象者は難民ですが、「難民としての保護を受入国

の政府に申し入れる庇護申請者」「いつかは故郷に帰る帰

還民」「国籍がなく、どの国からも保護されない無国籍者」

「国内避難民」というような人々も含みます。 

UNHCR は、これらの人たちが故郷へ帰れる日まで中長

期的に子どもの教育、職業訓練、心の傷に配慮したカウン

セリングを行ないます。故郷に戻れない場合には、第二の

故郷が見つかるようにお手伝いをします。帰還後にも家の

修復、故郷の再建、差別を受けないような状況を作ることな

どを含め、難民の生活を 360 度の角度からサポートする活

動をしています。生活物資の提供や支援物資を運ぶトラック

輸送や海上輸送、医療サービス、食糧、法的な保護も必要

です。木を伐採してキャンプを作ることもありますし、突然人

口集中ができることで、環境破壊もおきるので、植林も必要

です。熱効率の良いかまどを提供したり、太陽熱で煮炊きを

する代替エネルギー活用型の支援活動もしています。 

◇ネパールのブータン難民 

 19 世紀の後半に、ブータンには大量の人々が経済的な理

由でネパールから移住しました。1958 年にブータン政府の

国籍法により、ブータン国籍を取得するに至ります。ところが

1980 年代に入りブータン政府は民族主義的な政策を徐々

に実施するようになり、ネパ－ル系の人たちに民族衣装を

強要、言葉もブータンの公用語を使うよう強要しました。同

時に国籍法も改定して 1958 年にブータン国籍を取得した

人たちの多くから国籍を剥奪してしまいました。 

そんなことを背景に流血事件なども起こり、多くの人たち

がブータンを逃れ、ネパールに避難し始めました。1990 年

代初頭からブータンから逃れてきた、およそ 10万7000 人が

今もネパール南東部にあるキャンプで暮らしています。 

◇ブータン難民への援助活動 

  ＵＮＨＣＲはネパール政府の要請を受けて、1991年から 

ＷＦＰや多くのＮＧＯと共に、逃れて来たブータン難民に対

する援助活動を立ち上げました。ＷＦＰとＵＮＨＣＲの間で

結ばれている「覚え書き」により、人々が大量に逃れて 5000

人以上になった場合、基本的にＷＦＰが参画して、食糧を

配布します。 

ＷＦＰはネパールの難民キャンプでは、基礎的な食糧配

布の他に家庭菜園や職業訓練というようなプログラムも行っ

ています。 ＵＮＨＣＲは調理に必要なスパイスなどを配り、

基礎的な食糧を補完しています。 医療サービス、弁護士、

家の修復、トイレの設置、子どもの教育、体の不自由な人の

保護センターなどは、専門性を持ったＮＧＯと事業委託契

約をしています。 キャンプの自治・運営は、難民自身に担

ってもらう事が非常に大切です。７つのキャンプの各々に

「キャンプ自治会」を設置し、年に１回の選挙で代表者を選

出し運営しています。 

ブータン難民たちは、キャンプに 17 年も暮らしています

が、ブータンとネパール間での展望は開けていません。そう

いった中で、アメリカやカナダなどの国々がブータン難民を

引き受けるという動きがあり、アメリカは、数ヵ年に渡って６万

人規模の難民を受け入れる姿勢を示しています。アメリカへ

行くのか、ブータンに帰るのか、ネパールで引き続き生活す

るのか、どこに故郷を求めるかをUNHCRは無理強いする事

はありません。それぞれの引き受け国の詳しい情報を難民

に提供し、あくまでも自主的に判断してもらう、そういった形

で難民たちの解決というものを模索しています。 

ＷＦＰ応援団ボランティア養成講座  

難民支援におけるＷＦＰとの連携  ～ネパールで考えたこと～ 
                                       １月２６日 パシフィコ横浜 横浜国際協力センター 

日本ＵＮＨＣＲ協会 事務局長 根本かおる氏 講演 



 

◇金メダリストの難民支援 

（2007 年４月ネパールの難民キャンプで、1976 年モントリ

オールオリンピックで、金メダルを獲得したメンバーの中の３

人がブータン難民の若者たちを対象にバレーボール教室

を行いました。TV 朝日で放映されたその様子を DVD で鑑

賞しました。） 

メダリストの皆さんがいらっしゃった時に、私はネパールの

現場の事務所の所長をしていました。金メダルを取られた

方々で「モントリオール会」というＮＰＯ法人を作っていて、何

か意義のある国際貢献がしたいと言ってくださいました。難

民キャンプでは、子どもは学校に通えるのですが、卒業して

もネパール政府が難民に就労権を与えていないため、若者

は職に就くことが出来ません。そのためフラストレーションを 

感じ、もやもやしている若者たちを見ていて歯がゆくてしょう 

 

がなかったんです。そんな若者たちが、オリンピックメダリスト

から直接指導してもらえるなんて、こんな励ましになる事は

ないと思いました。今回指導してくださった方が全員女性で

した。また、コートも男女別にしたので、女の子たちも恥ず

かしがらずにプレーできました。番組の中に一生懸命に頑

張る女の子たちの姿がでてきましたが、色々な意味で女の

子を応援したい気持ちがいつも強くありました。 

 

難民の定義や UNHCR の仕事について、ＷＦＰ、ＮＧＯと

のかかわり等大変詳しくご説明頂きました。 また、今まで詳

しく知らなかったブータンの歴史の一側面を知ることができ

大変有意義な講演会でした。 根本さん、ありがとうございま

した。（３月１２日、朝日新聞にブータン難民第１陣、１０人が

アメリカに向けて出発したと報道されました。） 

１) 難民女性がキャンプの運営に積極的に参画するようにします。 

なかなか立候補してくれない中、任せられるたくましい女性候補者の発掘や、なぜ女性の代表が必要なのか訴えて 

いく、といった努力を重ねて、ブータン難民キャンプでは女性の代表が 50％を超えるに至りました。(写真 D) 

２) 難民登録は、男女の区別無く、個人単位でします。 

これまでの登録は、家長が家族を代表する家族単位中心でした。今では男女の区別無く、個人単位で登録す 

る形に徹底しています。これは、食糧配給する際のベース、基礎データになります。 

３) 性暴力や性的搾取などが起こらないよう予防措置を取り、問題が起きた時には早急に対応します。 

性暴力を受けた女性は、自分は何も悪い事はしていないのに村八分になりかねない為、自活支援として積極的に参 

加できる職業訓練も大切な方策です。寸劇で家庭内暴力、性暴力の廃絶を訴えます。(写真 B、E) 

４) 支援物資の配給所に、積極的に女性を配置します。 

男性中心の保守的な環境の中にいる女性たちが、近づきやすい形を作ってあげる事です。 

５) 下着や生理用品を配布します。 

女性たちの手で生理用品としての布を作って配布します。布を作った手間賃も女性たちの収入になります。(写真 A､C)  

難民女性への 5 つの誓い 紛争の中で男性は殺されたり兵士にとられた 

りすることも多いため、難民の８割が女性と子 

どもです。中には兵士からレイプされた女性 

もいます。そんな中で、女性たちが抱えてい 

る特別な問題を、汲み取って解決していく努 

力を積極的にしています。 

A 

B 

C 

D 

E ○C UNHCR

○C UNHCR
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☆ 1/16(水) ウォーキング 鎌倉大仏ハイキング 

☆ 1/26（土） 講演会開催 （2、3 面に記事）  

☆ 3/15（土） フォルクローレ･チャリティライブ開催 

☆ 2/22(金)～24(日)国連 WFP 協会パネル展 協力

於：都築多文化・青少年交流プラザ 

☆ 上記のほか協会イベントに協力参加 

 

☆ 4/2７(日) ワンダーランドマーケット 

 於：産貿ホール 

☆ 5/16(金) WFP 協会横浜支部主催パネル展協力

☆ 5/25(日) ウォーク・ザ・ワールド FOR アフリカ 

☆ 6/７(土) 応援団総会 

☆ 6 月に WFP 作文 コンクール。作品を募集 

私にもできる！こんな活動から その６ 
「所属教会ホールの壁に」   応援団 鈴木容子 

私の教会のホールにハンガーマップを貼らしてもらっていま

す。ここは、日曜学校の子どもが集まったり、日曜日の礼拝昼食

会をしたり、その他様々の行事に使用されています。マップを貼っ

たことで、アフリカに長く住まわれ、FAO でご活いる方が教会員に

おられることを知るこ 

とができました。 

マップが目に触れ 

ることで、一人でも、 

少しでも関心を持っ 

て下さったらという思 

いです。貼った当初 

は何人もの方から質

問を受けました。 

応援団活動報告および活動予定 (1月～6 月) 

     時間会場詳細はホームページに掲載 

    35 号編集者 

村田祈世子、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 

「第 4 回 JICA 横浜フィルム上映会｣より

映画 

◇ リベリア 再建への模索  

4/18（金）19:00 無料 JICA 横浜 4F 
 
アフリカ南部のリベリアは、アメリカの奴隷

解放で、アフリカに移住した黒人が 1847 年に

建国した。2003 年まで、14 年間にわたって内

戦が繰り広げられ大量の少年兵が動員され

るなど陰惨を極めた。2003 年 10 月に暫定政

権が発足し、2006 年 1 月、アフリカ初の女性

大統領が誕生するまでを取材したもの。 
 

◇ ルワンダの涙   

5/23 19：00 無料  

ダルフールで食糧強奪相次ぐ 

支援者用飛行機も運航停止の恐れ

            WFP ニュースリリース参照 
         

スーダン・ダルフール地方で食糧の 

強奪事件が相次ぎ、37 台のトラック 

と、契約会社の運転手 23 人が行方不

明となっている。危険な道を迂回する

ため、食糧輸送に時間がかかる。 

5 月から 10月にかけての雨季は輸 

送がより困難になるうえ、支援を必要とする人が 大 5 割増える見込みだ。雨季

の前に大量の食糧をダルフールに備蓄しておく必要がある。国連や NGO の職員 

などが支援活動のために、ダルフールに入る際には、WFP が運営する人道支援関

係者用の飛行機を利用しているが、資金難のため、3 月末には運航を打ち切らざる 

を得ない。 

忍足謙朗 WFP スーダン局長は、「人道支援者用航空サービスが打ち切りになれば、

ダルフールの人々が必要とする支援が届かなくなる恐れがある」と懸念を表明した。 

ビクトリア湖でハマダラ蚊大発生  

 3/9 朝日新聞 参照 
 

地球温暖化による気候変動に伴う 

気温上昇で、ビクトリア湖の水位が下 

がり、干上がった陸地の窪地に出来 

た水溜まりや雨季の異常な長雨で 

ハマダラ蚊が大量発生した。 

マラリアは、非流行地だったエ 

チオピアやケニア西部の高地に 

も多発するようになった。気候 

の変化がマラリアを広げ、幼い 

命を危険にさらしている。 

番組 「Living with Refugees」 

さまよえるスーダン難民 

3/14(金)に上映されたもので、イギリスのテレ 

ビ局製作の、シエラレオネ出身のジャーナリスト、 

ソリウス・サムラ氏による体験ルポ。西部のダルフール地方の内戦により

難民となり、隣国チャドの難民キャンプを目指す一家と約 4 週間、サムラ

氏は生活を共にした。難民キャンプに着いても、難民として認められるま

でが至難の技。草の根を食べ、汚い水をのみ、他の難民に助けられて

命をつなぎ、生きていく様がレポートされた。 

 ペガサス掲示板 

応援団から 緊急お知らせ

4/12(土) 18:00 より 

於：市民活動支援センター

総会前に今後の応援団の

あり方についての話し合い

をします。多くの方の参加

をお待ちしています。 

アフリカに関する 4 つの現実 


