
 

海外に行かなくても、英語ができなくても、横浜で国際協力ができます！WFP応援団
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◆WFP応援団
国連世界食糧計画（WFP）の日本事務所が 1997 年横浜に開設された時に、WFP の活動理念に賛同した横浜の市民が
その活動を多くの人に紹介し、支援の輪を広げる事を目的に発足したボランティア団体です。

岐阜の小学校を応援団にお迎えしました！
～紙芝居「アフリカ　雨が降らない年」を全校で見る～
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　岐阜の各務原（かかみがはら）市立蘇原第二小学校の中村敏
郎校長先生から、応援団の仲間に加えて欲しいという嬉しい申
し出をいただきました。蘇原第二小学校は、以前から WFP に
ご協力をいただいている学校です。中村校長先生はじめ小さな
たくさんの仲間が加わってくださる事に感謝しお迎えしまし
た。中村先生が、保護者の方８割に届けている『校長メール』と、
紙芝居を見た子どもたちの感想、中村先生の子どもたちへの想
いをお便りから抜粋して紹介します。

＊アフリカの人たちは、一生懸命に生きようと
思っても、倒れていくという事は、私たちにだらだ
らする事ではなく、ちゃんとびしびし生きてほしい
ために、校長先生は読んでくれたと思う。
＊同じ地球にいる人間同士なのに、食べ物が無いか
ら、死んでいく事はいけないしかわいそうだと思い
ました。だからコンビニのボランティア箱に募金を
しています。一番日本は食べ物を残しているからぜ
いたくだと思いました。自分の夢は、医者で WFP
の仕事です。世界には助けを求めている人たちがい
る事を忘れずにいたいです。

　この日の給食で、今まで食が細く殆んど給食が食
べられなかった子が、初めて残さずに食べたと、あ
る担任から感動の報告がありました。意を決して給
食にチャレンジし、食べ終えた時のこの子の心はど
うだったでしょうか。
　子ども達は紙芝居の意味を自分なりに理解し、今
をどう生きるかに始まり将来の生き方まで考えてい
ます。この紙芝居につきましては、次回の校長会で
紹介して市内全校に広げていきたいと考えています。

純粋で本物にはすぐ反応する子どもたち
　　　　　　　　　中村校長先生の想い

　横浜に「WFP応援団」というグループがあり、本校は、
その仲間として迎えられています。その応援団が作成し
た紙芝居「アフリカ　雨が降らない年」のDVDを本校に
送っていただいたので、全校生徒に同時に見せました。
私が放送室からテレビの画像に合わせて文を読みました。
「放送室から全校に話したい人は来て下さい」と言うと、
２年生、５、６年生がドヤドヤやって来て「毎日を大切
に生きていかなければと思った」など、とても良い意見
を全校に話してくれました。

校長メール
子ども達の感想

　絵に文字入りだった紙芝居に、草柳勝子さんの素敵な
声で語りが入りました。DVD 作成の一連の作業は小市
亮君がやってくれました。このような活動は「子どもた
ちに伝えるプロジェクト」（2007 年１月に立ち上げ、ペ
ガサス通信 31 号で参加の呼びかけをしました）として、
展示場などでも注目を集めています。（他にも、ジオラ
マやフェルト教材もあります）蘇原第二小学校のように
使っていただいたら本当に嬉しいですね。

紙芝居のDVDに語りが入り完成！



 

どのようにしてコンサート開催に
いたったか　　　
　６月のある日、私は久し振りに友人と食事
を共にしていました。お喋りと料理を楽しみ、
お腹も一杯になった頃、いつものように頭を
よぎったのは、世界で８億５千万人以上とい
う飢餓に苦しむ人たちのこと。私達が３度の
食事を当然のように思っている一方で、世界
の何処かで６秒に１人、５歳未満の子供が飢
えを原因として命を落としているという現実。
その時私の目の前にいた友人はヴァイオリニ
ストの藤井さん・・・。

報告
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4〜12「応援団の今後を考える会」の話し合いを受けて

　より多くの人が参加しやすい、明るく楽しい活
動にしていきましょう。やってみたい事がありま
したら、どなたでも提案して下さい。そこから応
援団の活動がはじまります。定例会は、友人、知
人にも声を掛けてご参加ください。活力ある応援
団は、皆さんの参加で成り立っていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　

　ＷＦＰ応援団（以下応援団）が発足したのは、
WFP 日本事務所が横浜に開設された翌年の 1997
年に遡ります。発足当初は、数名だった WFP 職
員と協力し WFP の知名度をあげるべく応援団一
丸となって草の根的な活動を行ってきました。　
　2001年にNPO法人WFP協会が設立し（2005
年に認定 NPO 法人に）、日本事務所の支援活動が
しっかりしてきた一方で、応援団の活動意義が
徐々に曖昧になってきました。そこで、今後の活
動方針を再検討するために、4月12日に話し合い
が行なわれました。（出席者：会員17名、協会2名、
介助の方1名）
　その結果、『賛助会員を無くし、全員を一般会
員とする。』『部会制を廃止し、会員が幅広く活動

できるような場にする。（広報部のみ存続）』等、
会則や組織をスリム化し多くの会員が参加しやす
い応援団として再出発することとなりました。
（6月7日の総会で会則改定は承認されました。）

すべてはみなさんの声から！
定例会は提案のチャンスです !!

4月 12日（土）これからのWFP応援団の活動についての話
し合いが行われました。
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　8 月 20，21 日開催の「子どもアドベンチャー２００８」では、応
援団作成の 2 つの紙芝居を印刷し、ファイルに入れて、本のように
してほかの 20 冊の絵本と一緒に置いてみました。これが、意外に子
どもたちの目を引き、手にとって読書コーナーで読んでいました。
お人形やフエルトの食糧は、この会場で一番人目を引き、参加して
いたほかの団体の関心を集めていました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　（WFP協会横浜支部　三代裕子　記）

子どもアドベンチャー２００８

　9月6日（土）WFP　チャリティーコンサートを、応援
団の会員の自宅を開放して開催しました。小さなホーム
コンサートでしたが、80 人のお客様をお迎えし、収益金
は 11 万 1900 円にもなり、WFP の食糧支援活動に役立
てることができました。

9月６日(土)

　アットホームな雰囲気の中、繊細なピアノ伴奏と共に響く
フルートの澄んだ音色と心にしみる歌声を楽しみました。廊
下に 100 人村の人形ディスプレーと募金箱を設置、簡単に
WFP の説明もさせていただきました。「自分ができること、
思いついたことから、楽しく。」これが、応援団のモットーです。
当日は勿論、準備段階も楽しませていただきました。ボラン
ティアで演奏してくださった方々に本当に感謝です。ご自分
たちの演奏で会場の皆さんを感動させ、しかも地球のどこか
で確実に誰かの役に立つ、こんなに素晴らしいことはありま
せん。　　　　　　　　　　　　　（提案者：村田祈世子　記）
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　この企画も、ホームコンサートと同じように、応援団
メンバーの「できるかもしれない」という思いから生ま
れました。横浜の歴史的建造物のホールで開催されるコ
ンサートは、ヴァイオリンのデュオコンサートです。ホー
ルは約 500 席。ホールいっぱいのお客様をお迎えした
いと、願っています。

チャリティーコンサート　
子どもたちの未来のために
チャリティーコンサート　　
子どもたちの未来のために　
10 月 26 日 ( 日 ) 6 時 30 分開演

会場：横浜市開港記念会館

少しの沈黙の後、｢そう言えば、前にチャリ
ティーコンサート、やりたいって言ってた
よね？｣と切り出してみました。「ＷＦＰって
知ってる？｣　突然のことに驚いた様子でし
たが、私の話を聞いた彼女は、その場でお
嬢さんの早川愛美さんと、今回のコンサー
トにボランティアで出演することを快諾し
てくれました。　　　（提案者：谷啓子　記）
　申し出を受けて、応援団のメンバーは実現
に向けて動き始めました。開港記念館のホー
ルには 2階席があります。そこに子ども達
を招待したいと計画中。

 予告

　神田キリスト教会礼拝堂で開催された
コンサートで川畠成道氏のヴァイオリン
演奏をはじめて聴き、やさしい癒しの音
色と見事な演奏に興奮を覚えました。病
院などでチャリティーコンサートをな
さっている事を知り、ＷＦＰ応援団の活
動をご説明しご協力をお願いしたところ

川畠成道　ヴァイオリン
チャリティーコンサート
２００９年　８月２２日

企画進
行中！

　来年の話で恐縮ですが、思いたったらなんと
やら。1年かけて、いいコンサートにしたいと、
今から準備に余念がありません。定例会でみん
なで話し合って、ひとつひとつ進めて行きたい
と思っています。

快諾して頂き来年８月２２日にみなと
みらい小ホールで実現することになり
ました。多くの方に川畠氏の演奏を聴
いて頂き、この機会にＷＦＰのことも
知れ渡り、理解が深まるように願って
います。　　　　（提案者：鈴木容子　記）

8 月 27，28 日

10 月 12日（日 )　 中区民祭り
10月 18日（土 )　 港北区民祭り
10月 26日（日）＊ ヴァイオリンデュオ
                            チャリティーコンサート
11月   2 日（日） 　西区民まつり
11月   8 日（土 )　 日産自動車フェスタ追浜
12月   6 日（土）＊ ちょっとはやめのクリスマス
　　　　　　　　　 会場：パシフィコ横浜（予定）
12月 21 日（日）　 ワンダーランドマーケット
　　　　　　　　　 会場：産貿ホール

７月１９日　かながわ区国際協力まつり
　カレンダーで袋作りをする子どもたち

イベントスケジュール
（＊印は、応援団独自企画）秋はイベントいっぱい！お近くの方は、

スタッフとして参加してみませんか？

2008年度
新役員紹介

代表の西尾です。定例会は、

私達の活動発信源です。 「こ

んなことできないかしら？」 と

か 「あーゆーの作ってみた

い！」 とか。 どんなことでも

思いついたら、 みんなで話し

合いましょ。 とんでもない事

ができちゃうかも。

こどもたちの未来のために

丘の上の小さな Duo Concert 丘の上の小さな Duo Concert  丘の上の小さな Duo Concert 　 
 ホームコンサート♬

「WFPの活動が一目でわかる 
展示物」を作ろう !

 パネルシアターの技法を参考にした、
場面を動かせる展示を、一緒に作りま
せんか。パネルシアターというのは不
織綿などの台布に絵を貼ったり外した
りしてお話を進めていくものです。

こんな提案あります！

 

 



　　　　　　　　　　　　　アフリカの北東部に位置する
　　　　　　　　　　　　「アフリカの角」と呼ばれる一帯
　　　　　　　　　　　　では、干ばつと食糧・原油高の
影響があいまって、大規模な飢餓が発生しています。現在、
エチオピア・ソマリア・ウガンダ・ケニア・ジブチの５カ
国では、計 1450 万人が食糧支援を必要としていますが、
9月から 10 月にかけての雨期に雨が降らなければ、さらに
支援を必要とする人の数が増える恐れがあります。このよ
うな状況にありながら WFP では資金不足のため、配給す
る食糧の量を削減せざる得ない状態が続いています。

アフリカの角

　　　　　　　　　　　サイクロン・ナルギスによる被
　　　　　　　　　　害から約 4ヶ月経った今も、ミャ
　　　　　　　　　　ンマーのエーヤワディー・デルタ
地帯周辺の住民は被害に苦しんでいます。サイクロンに
より村や畑が水没してしまったため、食糧不足は極めて
深刻な問題で、人々は空腹がひどく生活の立て直しまで
考えが回らない状況です。さらに、モンスーンによる大
雨のため、デルタ地帯周辺への支援物資の輸送が難航し
ています。

ミヤンマーサイクロン

　　　　　　　　　　　南オセチア自治州をめぐる、グル
　　　　　　　　　　ジアとロシアの紛争により、グルジ
　　　　　　　　　　ア国民の多くが避難生活を送ってい
ます。WFP はグルジアの国内避難民 11 万 5 千人に対し
食糧支援を続けていて、主に、小麦粉、油、豆、塩、砂糖、
高カロリービスケットとパンを届けています。しかし、黒
海からトビリシの鉄道は、橋が爆発を受けて使えなくなり、
陸路についても道路状況が悪く食糧輸送車両が襲撃される
ため、空輸での支援を行わざる得ない状況で、食糧支援に
大きな困難を伴っています。

グルジア
緊急支援続く

◆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

いつでも会員募集中です！

WFPの活動WFPの活動

トビリシにある旧ソビエト連邦の建物で、食糧
支援を受けるための手続きをする国内避難民

■編集後記
　新しくなった「ペガサス通信」はいかがでしたか？
応援団の活動を中心に作りました。あまりお顔を見た事のな
い会員の人が「私も行ってみようかな」って思ってもらえる
紙面にしたい一心で。なにかの縁で「WFP」を知って、そ
して「WFP 応援団」と出会って会員になってみようと思っ
て…。私もつかず離れず 10 年。今やっと少しお役に立てて
るかなって思ってます。それに知れば知るほど世界の飢餓は
深刻で複雑な問題になってきてるし、自分のやれることから
やるしかない感じです。（K.I)

WFP/Peter Smerdon©

ヤンゴン郊外の破壊された寺院

ソマリアでは治安の悪化、干ばつ、凶作で
人々の生活が悪化し、新たな飢餓層が発生

WFP/Peter Smerdon©

WFP/Peter Smerdon©
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