
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3 歳から 5歳の幼稚園児にお話して来ました 

 2009年11月に頌和(しょうわ)幼稚園で 3 歳から 5 歳の園児

に「WFP は今日も食糧をとどけます」を使って、お話をさせてい

ただきました。  

 「コタちゃんのおうちの近くには お肉屋さんはありません」と言

いながらお店の絵を外すと一斉に「エー？！」と大合唱。「地面

の中の爆弾が爆発することがあります。バンッ！」 

と言うと「キャーッ」 とにかく反応が良かった 

です。最後に、「質問ありますか？」と聞くと 

「なんで絵が落ちないのですか？」不思議 

でしょうがないようでした。 

 終了後の先生とのお話で改善案や、ヒントもいただきました。

こうして少しずついいものになっていけばいいなーと思っていま

す。1 回練習すれば誰でも演じられます。ぜひ活用してくださ

い。                    演じた応援団会員の声 

｢世界の飢餓を子どもに伝えるプロジェクト｣ 

     少しずつ、少しずつ。みんなで作る教材 

 応援団は2007年1月｢世界の飢餓を子どもに伝えるプ

ロジェクト｣発足以来、有志が集まりパネルシアターを制作

してきました。初めて知った素材で、手探りをしながら作っ

た第 1 作の「WFP は今日も食糧をとどけます」は、小中学

校の先生の研修会やY150イベント会場で上演。まだまだ

試行錯誤ながら、大変好評でした。小さな仕掛けも潜ま

せてあり、「見て楽しく、わかりやすい。自分もやってみた

い。」と言っていただけました。 
 

 現在、WFP 協会の説明ボランティア研修会の参加者も

交え、どのようにすればより分りやすく上演できるか話し合

いながら、第2作目「学校給食編」を製作中です。制作に

新しく参加してくださる方が増えそうです。 

 

 大切なことを、しっかり伝えたい！！そのために、色々な

方法を取り入れ、工夫しながら、自分たちの手で新しいもの

を作り出していくのは、本当に楽しいことです。 

2009 年のクリスマスには、高校生メンバーによって演

じられました。張りのある声でよく伝わりかりました。 
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応援団のメンバーは「こどもがいつでも大きな力になる」ことを実感しています。そんな子ども向けの教材を、メンバーの

何人かが思いつくままに作ってきました。ペガサス通信でも何回か取り上げてきましたが、今まで応援団が、こつこつ手

作りで作り上げてきた教材をまとめて紹介します。貸し出しもしています。 

全てフェルトで作った、｢世界の 3 つ

の食卓｣ランチョンマット。持ち運びが

できるので便利です。 
WFP の支援についてわかりやすく説明した小冊子です。1 枚の紙に印刷したものの

一部にハサミを入れて組み立てると、あっという間に 8ページの絵本になります。 

            手作り教材への応援歌 

 応援団手作りの作品を初めて見たWFP協会ボランティアの畑

さんがご自分のブログに書いてくださいました。 

「WFPには国連組織の日本事務所とWFP協会、WFP協会横浜

支部と WFP 応援団とがあります。協力関係にあり、一緒に地球

のハラペコを救うため活動しています。応援団の特徴は、手作り

の支援活動。なんでも・・作って表現しちゃう それも・・みんな・・

すごいんです！」     力強い応援歌ありがとうございました。  

ハンガーマップの手引書。WFP

日本事務所とWFP応援団によ

って作られた副読本。ただし数

値は、編集された当時のもの。 

 

元祖手作り・きり絵で 

作ったポスター 

WFP ハンガーマップと池田香代子さんの「世界がもし100人

の村だったら」を参考に作ったジオラマです。 

    こんな声が上がっています。 

★「ぬりえ」を作りませんか。あまり細かくない「給食をた

べているところ」とか「支援のトラック」や「飛行機」とか。 

コピーで量産できるのがいいですね。作ってみたいです。 

★夏休みの自由研究に使えるようなWFP キットを。 

 

「ベラは学校がだいすき」 

切り絵で描いたものです。ベラとい

う少女の生活を通して WFP の学

校給食について描いています。 

 

「アフリカ 雨がふらない年」 

＜たべものをもとめて＞という副題のついたこの紙

芝居は、アフリカのかんばつなどによる飢餓と WFP

の支援の様子を現場の写真でつづったもの。 

 

 紙芝居 2 種  DVD もあり 

世界の三つの食卓 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各務原市立蘇原第二小学校から、各務原市教育委員会に

移動された、応援団会員でもある中村敏郎先生からメールが届

きました。中村先生は小学校校長を勤められていた時から、子

どもたち、ＰＴＡの方たち、市民の方たちを巻き込んで、様々なイ

ベントに取り組み、ＷＦＰに多額の寄付をして下さっていました。 

 今回は、「第２回各務原チャリティー 

ゴルフ大会」を開催。参加者の善意 24 

万２９００円を国連世界食糧計画(WFP) 

に寄付くださった事が、岐阜新聞に掲載 

されたお知らせでした。５５人の参加者の 

皆様の暖かい支援が、世界の飢餓を救う糧になることでしょう。 

 岐阜の中村先生からお便り 
 

  ３月13日（土）、鶴見国際学生会館で開催された「世界の飢 

 餓と向き合おう！留学生との井戸端会議」に、応援団と協会の 

 ボランティアが、ファシリテーターまたはアシスタントとして参加、 

 留学生の他には、60人以上の一般参加がありました。 

  ケニア、セネガル、タンザニア、インド、カンボジャ、ミャンマー 

 モンゴルからの留学生による、自国の飢餓問題の現状、問題 

 点、ＷＦＰの支援についてのスピーチに続いて、各国のテーブル 

 に分かれての話し合いがありました。 

  ケニアやタンザニアは厳しい気候条件下での雨水依存の農 

 業であるが、熱帯の的確な天気予報は非常に困難であるとか、 

 モンゴルの問題は遊牧民ではなく、都市部でおこっているなど 

 の問題を、実際の体験として聞くことができました。 

 

 留学生と井戸端会議 

   ハイチ地震緊急募金  

 大地震から３ヶ月以上が過ぎていますが、被災地では食糧不

足や野宿など困難な状況が続いています。横浜支部では、外

部の様々な団体が開催するイベントに、募金活動をさせていた

だけるようお願いしています。応援団もこの呼びかけに応えて参

加しました。会場での募金活動です。 

 ◎１月２３日(土) 神奈川県立音楽堂  「西区民合唱祭」 

 ◎２月６日(土) 逗子文化プラザホール      

   「池田香代子講演会・世界がもし 100人の村だったら」 

 ◎３月20日(土)保土ヶ谷公会堂「ほっとコンサートスペシャル」 

 ◎３月27日(土)神奈川公会堂「アンデスの大地と魂の調べ」 

 ◎4月2日（金）ホテルアジュール竹芝 

     「アフリカの子ども達に給食と未来を贈ろう！」 

     応援団制作の紙芝居、パネルシアター、100人村の 

     人形セットが好評でした。 

 ◎４月６日（火）みなとみらいホール「～名曲で楽しむ午後の 

 ひととき～みなとみらいクラシック・クルーズ vol.13」 

WFP 協会、協会横浜支部からの 

      呼びかけに応えて 
この講演は、現場の話や、対政府活動の話が聞きたいというボ

ランティアの要望に応えて実現した。焼家さんは、WFP 本部勤

務、ブータン、スリランカでの職務を経て、現在日本事務所で外

務省との支援調整を主に担当している。 以下講演まとめより 

現場では・・・ 

 現在、世界の飢餓人口は 10 億人以上と増加。世界の最貧困

層の大部分は農村地域に住み、もともと食糧不足に苦しんでいた

が、原油高、価格高騰、気候変動、経済危機等により深刻な飢

餓と貧困に陥った。WFPは、状況に応じて、①緊急 ②復興支援 

③社会開発支援 ④輸送強化活動 と多様な支援を行う。支援

の目的は飢餓と貧困の撲滅だ。セーフティー ネットを確立し、持

続可能な発展、社会の安定と自立を目指す。困難な状況のアフ

ガニスタンでも、生命維持を目的とした緊急支援に加え、栄養強

化、学校給食、職業訓練、労働の対価としての食糧支援などの

復興支援も行っている。 

 ハイチの場合、中長期的な復興支援に代わりつつあり、緊急食

糧支援から、学校給食、栄養強化、労働の対価としての食糧支

援などに移行している。労働の対価として食糧とキャッシュで支

払う支援も組みいれた。FAO と連携して農業振興のための支援

もしている。WFP はロジスティックス、緊急通信網のリード機関とし

ても重要な役割を担っており、輸送手段及び経路の確保、通信

設備の整備に尽力をつくしている。 

対政府は・・・ 

   ＷＦＰは現場主義、人道主義、結果主義に基づいて活動して

いる。活動に必要な資金調達のため、政府との話し合いも重要

だ。どうやったら有効な支援ができるか、プロジェクトのニーズ、成

果などを説明していく。日本からのこれまでの過去１０年間の平

均実績は世界３位である。 

  焼家直絵さんの講演 3月 29 日(月) 

 ＷＦＰ日本事務所代行・支援調査官 

           イベント情報  

   準備段階からの皆様の積極的な協力を！！  

◎4月 17日(土)18日(日) 

     「日清オイリオ第 28回横浜磯子春祭り」 

◎4月 29日（木・祝） 「かながわ国際交流祭り」 

               「ワンダーランドマーケット」 

◎5月 8日（土） ｢応援団総会｣  

◎5月15日（土）「鶴見区民フェスティバル」  

◎6月 6日(日) 「ウォーク・ザ・ワールド」「葉山環境フェスタ」  

 ◎8月19日(木)20日（金）「パネル展」 横浜そごう前地下広場 

    （協会横浜支部／応援団との共済） 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

1月12日午後5 時ごろ、ハイチ共和国の首都ポルトープランス付近でマグ二チ

ュード7.0 の地震が発生しました。この地震は、ハイチの過去200年の歴史上最

悪といわれ、多数の人々が被災しました。 

（以下は、ハイチ地震に関するWFPホームページ掲載ニュースの抜粋、まとめです。） 

 WFP は、地震発生翌日には、およそ３千人を対象に食糧配布を開始し、1月

25日までの間に、首都ポルトープランスとその周辺地域で40 万人に260 万食

の食糧を配給しました。ハイチの5ヶ所に物流拠点を設け、陸海空から支援物

資を運び入れていましたが、被害状況が甚大で「物流の悪夢」とも言うべき、き

わめて困難な状態が続きました。 

2 月に入り、ポルトープランスの地元行政と連携し、最も支援を必要とする家

庭を選定し、クーポン券の配布を始めました。クーポンを受け取った人は食糧配

給所で一世帯あたりコメ25kg と引き換えることが可能となりました。配給所で

は、秩序が守られるよう、女性のみが列に並びコメを受け取ることができるよう工

夫され、支援を必要とする男性も排除されないよう配慮されました。ハイチの

人々は、秩序のある食糧配給が行われたことで、混乱した状態から落ち着きを

取り戻しました。 

また、地元のNGOと連携し、ポルトープランス地域の学校で給食の配給を始

めました。この給食は、地震発生前に学校へ通っていたかどうかに関わらず、地

域の学齢期の子ども全てに配給されました。これを機会に、学校へ行ったことが

ない子どもも学校へ通うようになることが望まれています。 

震災から 3 か月が経過した 4 月には、WFP はハイチ政府や国際社会との連

携のもと、ハイチにおける農業復興を図るため、キャッシュ＆フード・フォー・ワー

クプロジェクトを開始しています。食糧を現地調達することで、地域経済の発展を

促すことを目指し、ハリケーン時期に備えるため、食糧、トラック、支援物資の配

置も進めています。 

 

すばやいWFPの支援 

被災者にきめ細かな食糧配布 

(C)WFP/Silke Buhr 

(C) WFP/Marcus Prior 

(C)AFP/Lisandro Suero 

 WFPの活動ひとくち情報  チリ大地震で被災者支援 

 チリは WFP の支援対象国ではないが、チリ政府からの要請に応え

て、3月 5日から 2回の空輸で高カロリービスケット 70 トン（子ども 3 万

5千人の5日間の食糧に相当）を被災地へ運び込んだ。WFPはエクアド

ルとエルサルバドルに高カロリービスケットの貯蔵があり、ラテンアメリカ、

カリブ海地域での緊急時に備えている。 

 バングラデシュのWFP は、手品師が各地の学校を巡回し、生徒たちが楽しみなが 

ら健康や栄養について学ぶ機会を提供しています。マジックショーという新たな方法 

を使って、子どもたちと親に学校給食の良さを知ってもらおうという試みです。 

  マジシャンの Ulfat Kabir さんが、ジャケットの袖からハンカチを取り出すと子ども達 

の目は彼に釘付けになります。 Rimon Dutta くん（9歳）は「お水は沸騰させて飲んだ 

ほうがいいって、お父さんとお母さんに教えてあげるんだ。僕も手品師になって、 

今日教えてもらった大切なことをたくさんの人に教えてあげたい。」と言っています。Ulfat Kabirさんは、人生観が変わるくらいの機会を

与えてくれたWFP に感謝していると言います。自分が手品を通じて話をすることで、明るく素晴らしい子どもたちに影響を与えていると

いうことを目の当たりにし、心を動かされたそうです。2010年も、WFP はこのプロジェクトを現地の福祉財団の協力を得ながら遂行し、

バングラデシュ国内の 100の学校を回り 3万人の子どもたちに健康や栄養について学ぶ機会を提供します。 

                                               2月10日 ローマ本部ホームページ掲載ニュースより 

(C)WFP/Nathan Sarker 


