
WFP日本事務所長サレヒーン
氏（左）。通訳は支援調整官の
焼屋さん

第1部はタキシードで登場

ピアニストの宮本さんと

満席の会場が、清らかなヴァイオリンの音色に包まれました。

　８月 22 日（土）みなとみらいホール小ホールにて、
チャリティーコンサート「川畠成道ヴァイオリンの夕
べ」が開催されました。このコンサートで、WFP 世界
食糧計画に130万円、寄付することができました。

１年前から準備をスタート
　私たち応援団は、今まで何度かチャリティーコンサート

をしてきました。今回も一年以上前に企画がスタートし、チ

ラシ・チケット・プログラムを手作りし、新聞・タウン誌等

に広報のお願いに回りました。

　メンバーの紹介でプロの舞台監督さんにお手伝いして頂

けることになり、細かい打ち合わせが始まる頃、チケットが

ほぼ完売という嬉しい状況に一同一安心しました。

美しい旋律が聴衆を魅了！
　今年最高の暑さの中、５時半の開場前から、お客様が集

まり始め、あっという間にホールはいっぱいになりました。

６時半開演。WFP 日本事務所長のサレヒーン氏の挨拶に続

き、川畠さんが登場。川畠さんが「どの曲もヴァイオリンと

いう楽器の魅力が充分に生かされた作品です」と語ってい

るように、始めの一音で観客は魅了されました。クールロ

マンティックな澄んだ音色。強く早くそして甘くせつなく、

最後のアンコール曲まで、その興奮は続きました。終演後

のサイン会の長蛇の列が全てを物語っていました。

　あらためて川畠さんに感謝をするとともに、協賛してく

ださった企業の皆様、舞台監督を快く引き受けてくださっ

た浜田和孝さん、そしてあの夜、あの場所に集ってくださっ

た全ての方たちに、深く御礼を申し上げます。

♬　♬　♬　♬ ♬　♬　♬　♬
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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
1996年10月、WFP国連世界食糧計画日本事務所が横浜に開設しました。WFPの活動を多くの人に紹介し、

支援の輪をひろげる事を目的に、1997年5月、市民によるボランティアチームWFP応援団が発足しました.

この夏一番暑かった日、ヴァイオリンの調べにのせて
世界の飢餓撲滅を祈った夜

この夏一番暑かった日、ヴァイオリンの調べにのせて
世界の飢餓撲滅を祈った夜



 

パネルシアターついに完成！　Ｙ１５０「ヒルサイドエリア」で初上演

遠い国のコタちゃんの暮らしが、災害で一変していく
様子を、貼付けた太陽や牛をひっくり返す事で表現。

　「世界の飢餓を子どもに伝えるプロジェクト」が発足した

のが０７年１月でした。その中でパネルシアターで飢餓を伝

えられたらと提案され、有志のメンバーで、暗中模索しな

がら、楽しみながらついに完成したのです。

タイトルは「WFP は今日も食糧を届けます」。日照りや洪水

で孤立したコタちゃんという男の子が住んでいる村に、様々

な困難を乗り越えて食糧を届けるWFPの活動をわかりやす

く説明するお話になっています。

ヒルサイドエリアでは、１日に３・４回上演しました。上演

の時間には、親子連れの方たちが集まって、太っていた家

畜が痩せて流されたり、野菜が枯れたり、飛行機から食糧

が落とされる所の小さな仕掛けを、熱心に見、聞いてくれ

ました。

ヒルサイドの会場は、竹の枝で編んだ椅子に座って鑑賞。

チャリティーコンサート顛末記

　「ブラボー !」…「ブラボーッ！」…アンコール曲を弾きおえて暖

かく優しく微笑む川畠成道さんへの鳴りやまない拍手に鳥肌の立

つ感動を覚えながら、「川畠さんのコンサートをやる！」と一大決

心して本当によかったと思いました。

　私たちの企画は、音楽には全くの素人が、みなとみらいホール

事務室に行き、まず「舞台監督」を探さなければ何も始まらないこ

とを教えられたことから始まりました。ホールの予約がとれたのが

一年前の 8 月、会員の照沼さんの友人で、劇場関係の財団に勤め

ていた山本美智子さん（現在は料理研究家）につながったのが 10

月頃だったでしょうか、そして、山本さんから何人ものこれまでまっ

たく知らなかった方たちの善意と友情のつながりでご紹介いただ

いた池田大介さんを通じて、今回の舞台監督を引き受けていただ

いた浜田和孝さん（私たちのような小さな会にはもったいないよ

うな舞台プロデューサー）に辿りついたのです。池田大介さんは、

Ｊ－ＰＯＰ史上でも有名な数多くのアーティストのアレンジャーと

して活躍し幅広い音楽活動をされている超多忙の大物ですが、気

さくに私たちへの様々なアドバイスや多数のチケット購入はじめ、

コンサートの前日にカンボジアのボランティア活動を切り上げて

帰国し、リハーサルに立ち会ってくださるなど、本当にお世話にな

りました。（池田さん、山本さんはそれぞれブログやＨＰをお持ち

です。ぜひアクセスしてみてください。）

　こうして、舞台制作への第一歩を踏み出すことができましたが、

舞台を作る、そこで演奏が行われる、そして、そこには演奏を聴き

にきてくださる聴衆なしには、コンサートは成立しません。川畠成

道さんのバイオリンの演奏と音色が紡ぎ出すメッセージを受け止

めてくださる皆さんに集まっていただき、そのコンサート収益を通

じて、WFP応援団としての支援・応援ができてこそ完成します。そ

して、あの鳴りやまない温かい拍手とぞくぞくする感動こそ、成功

の証でした。

　今、振り返ってみて感じるのは、この企画に参加していただいた

方々の一人一人の皆さまの心がつながって成功したコンサートで

あったこと、そして、この企画なしにはあり得なかった舞台監督探

しで初めて知り合った方々、スポンサー企業の方やお客様で来て

くださった多くの方々、そして当日会場スタッフとしてあるいは一

枚一枚のチケットを当日完売にするまで頑張っていただいたＷＦＰ

応援団、WFP 協会の皆様など、この活動をしていなかったら絶対

会えなかった人たちとご縁をつなぐことができました。この「つな

がり」を大切に今後の活動をしていこうと思います。

皆様本当にありがとうございました。　　　　 (西尾　悦子）

▶池田大介さんhttp://ikedadaisuke.spaces.live.com/

▶山本美智子さんhttp://cookmiracle.com/

　



　６日間にわたる出展に多くの皆様にご協力をいただき、無事

に終わりましたこと、心から感謝しております。入館者は初日に

2700 人位、少ない日は 600 人位でしたが、ブースに立ち寄って

くださった方々に、丁寧に説明をしていただき、多くの方に

WFP を知っていただくという目的は達成することができたと

思っています。WFP についての説明に納得した子どもたちが、

自分のお財布から10円、50円、100円と募金もしてくれました。

子どもたちの思いを込めた募金額は、51,756 円になりました。

入館者が少ない時には、ボランティア同士の交流もでき、10 代

から70代までの幅広い出会いも貴重でした。

　　　　　　　　　　　　（WFP協会横浜支部　三代裕子）

 

開港Y150「ヒルサイドエリア」に
国連WFP協会がブースを出展
応援団もお手伝い

　ワンダーランドマーケットは、アンティークのおもちゃの

お店が集まって開催しているイベントです。年４回開催さ

れ、応援団は 2003 年 8 月から、主催者の元町サンセット宇

野規久男さんのご好意で、募金活動をさせていただいてい

ます。今回は国連 WFP 協会の田邊専務理事が会場を訪れ、

謝意をお伝えしました。毎回主催者の方たちが募金をして

くださったり、オークションのある時には、売り上げの中か

ら募金をして下さいます。今回の募金額は67,913円でした。

６年間続いている
ワンダーランドマーケットへの
ブース出展

◇10月11日(日）中区区民祭「ハローよこはま」

　　　　　　　　（根岸森林公園）

◇10月17日(土)港北祭り

◇11月   8日(日）葉山環境フェスタ（葉山町福祉文化会館）

◇11月13日(金）横浜支部パネル展示（そごう前）

◇ちょっと早めのクリスマス

                                 （詳細は決まり次第お知らせします）

今後の予定

▲WFPのブース

▲応援団の手作り
　グッズの展示

展示を見ながら世界の食糧事
情についての説明を聞く親子▼

　横浜市にＷＦＰを誘致する際、横浜市国際室長でいらし

た舟田さんが、８月２６日、北アルプス唐松岳に連なる不

帰剣第二峰で、150ｍ滑落し即死されました。WFP 応援団

が誕生したのも、舟田さんのお力添えがあったからです。

昨年、全ての仕事を卒業し、好きな山登りと WFP ボラン

ティア活動に参加され始めたところで、本当に残念です。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

国連WFP協会横浜支部の
舟田鵄津子さん ご逝去

　8 月15日から 20 日までの６日間にわたり、「WFP 学校給食

hopeを消さないで」のテーマで、パネル展示、クイズ、食糧配

分の不平等をあらわした手作りグッズの展示、応援団制作の紙

芝居「ベラは学校がだいすき」とパネルシアター「WFP は今日

も食糧を届けます」等の上演をしました。

　応援団では、昨年から「世界の飢餓を子どもに伝えるプロ

ジェクト」としてパネルシアターの作成と上演にむけて、頑

張ってきましたが、日揮社会福祉財団から１０万円の助成金

がいただけることになりました。今年４月に、同財団から神

奈川県内の社会福祉活動を行っている団体に対して事業助

成金の公募をしているとの情報をいただき、パネルシアター

について助成申請をし、みごと審査に通ったのです。助成金

で、上演用折りたたみイーゼルやパネルボードの購入、研修

会の開催等が実現できるようになります。

日揮社会福祉財団より
パネルシアターに助成金



WFPの活動WFPの活動　　　　　　　　　　　　　　　　WFP は、今年度スーダン南部への食糧支援を

　　　　　　　　　　　　　　　　25％増し、総量は 11 万 8 千トンになる見込み

　　　　　　　　　　　　　　　　である。現在、スーダン南部で深刻な食糧不

足に直面している人は 130 万人にまで達している。食糧安全保障状況が悪化した主

な要因は、紛争、雨不足、食糧価格の高騰が関係している。WFP スーダン事務所代

表の忍足謙朗氏は、スーダン政府が開催した支援者の会合に出席し、今こそ援助が

必要であると述べている。WFP の食糧支援の半分は、ジョングレイ州アコボへ送ら

れている。近年、アコボでは部族間衝突が頻発しており、数百人が死亡し、数千人が

避難したままである。年次報告によればアコボの 40％の人々が食糧不足であるとい

う。アコボは商業的な食糧補給から断絶された地域であり、食糧支援が必要である。

6 月中旬、ソーバト川で船を使い、食糧を運んでいたところを攻撃されて以来、アコ

ボへの食糧は空輸されている。地上からアクセス不可能な多くの地域では、食糧安

全保障状況が悪化しているため、食糧物資をスーダン南部の他の地域に空中投下す

ることも考えられている。

　たいてい、8 月のソルガム（もろこし）の収穫時期になると飢えの季節は終わりを

迎えるが、今年は雨不足のため多くの地域で収穫高が減っている。その結果、飢饉

のシーズンは10月あるいは11月頃まで長引く可能性がある。収穫高が減ったことで、

食糧価格、特に主食としているソルガムの価格が上昇し、市場で購入できる人はほ

とんどいない。

スーダン南部の
食糧支援拡大

配給された食糧を食べる子どもたち
 

　　　　　　　　　　　　　デニス・サルタノフ（Denys Saltanov）は、コンゴの北東

　　　　　　　　　　　　　地域にあるWFP チームのメンバーの一人である。彼の仕

　　　　　　　　　　　　　事は、空中投下された緊急支援のための食糧を地上で収  

         　　　　　　　　　　　集し配付することである。彼の1日は、コンゴのジャング

ル地域で始まる。WFPキャンプの人々の多くは、6時までに起床する。キャンプは、必要

最低限のホームで、６個のテントと無線通信室、発電機２つに台所があるだけだ。蛇や

大きな虫がいることもあるが、ここではシャワーとお湯が使える。朝食がわりにコーヒー

を飲んだ後、仕事の準備を始める。ドング地域には、１３万人の避難民がいる。彼らは

ウガンダ抵抗勢力反逆グループによる攻撃を逃れた人々である。空中投下はコストが掛

かるが、交通事情の良くない、治安が悪化した場所へ食糧を届けることのできる有効な

手段である。

　デニスの最初の仕事は、WFP のキャンプから３キロ以内にある投下ゾーンの状態を

チェックすることだ。空中投下で最も大事なことは安全性を確保することであり、空中

投下ゾーンを封鎖し、事故や盗難の可能性を避けるため監視する。空中投下中は、投下

ゾーンに人を近づけないようにしているが、万が一、人がいるのがわかれば、投下は即

刻中止される。たいてい飛行機は一度リハーサル飛行し、３回程度飛んで 280 個の袋、

総量約14トンの食糧を投下する。その後、これらを集めて倉庫まで運ぶのに約3時間程

度かかる。4 時までに仕事をすべて終えて、キャンプへと戻り、シャワーを浴び、この日

初めての食事をとる。日誌を書き9時ごろには就寝する。デニスは、仕事は厳しいが、こ

こでは人との関係が密接で、何か良いこと、重要なことに携わっていると実感できると

言う。この地域に住む人たちは、彼らのことを『空から食糧を手に入れる人たち』と呼ぶ。

投下ゾーンの
安全性を確認

空中投下コンゴ

投下ゾーンに落とされた食糧物資
 

 

食糧物資の投下を行なう飛行機

ⒸWFP

ⒸWFP

ⒸWFP

◆WFP 応援団
〒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
http://wfp-oendan.lomo.jp/

　活動する人が固定化してしまっていると言われて数年になります。今年で終わりになっ
てしまうのかと思いながら、コンサートが開催できたり、パネルシアターが完成したり、少
しずつ前進して何かが生まれています。メーリングリストに加入されている皆様には、応
援団のお知らせが届いている事と思います。メールが目に留まりましたら、是非足を運ん
でください。定例会も毎月開いています。同じ志で集まって無駄話の中から、また新しい
アイデアが生まれるかもしれません。参加して楽しみましょう。お待ちしています。（M.G)
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