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              命を守り 明日への希望を 支えるために 
 
   ８月 19・20 日の 2日間にわたり、新都市プラザにてパネル展が開催されました。2004 年に第１回パネル展以来 

   毎年開催してきましたが、今年は、はじめての国連WFP 協会横浜支部との共催で、２日にわたって展示をしました。 

「ハイチ大地震とWFPの活動」のパネル１０枚を手作りし、パネルの

下には、子どもたちにもわかる様易しく説明をつけました。また、夏休

み中ということもあり、自由研究コーナーを設けて「ハイチ大地震と

WFP の活動」というペーパーを用意しました。これに参加したお子さ

ん達の夏休みの宿題の一助になっていたら嬉しいですね。 

                   「世界の飢餓状況」を参加者が色で 

                   表す白地図も用意しました。これは、 

                  大人の方、高齢の方が興味を示され、 

                  孫のためにと何枚も持ち帰る方もお 

                   られました。 

ワークショップ「紙袋つくり」 

    パネルシアター2 作目 「WFP の学校給食は夢を支える ・  

                     ぼくはサッカー選手になりたい」上演 

パネルシアター2作目は、「男の子も、女の子も学校に行くことで、給食を食べられ 

て、勉強もできて、将来に希望がもてるようになるんだよ」というストーリーです。 

ゲームの好きな子どもたちにストーリーの終わりに「ゲーム機１台で、何人分の給食 

を用意できると思いますか？」と問いかけます。少し考えてもらってから、給食をいれ

る赤いカップを 660 個貼り付けた布をパッと見せ、ゲーム機１台で 660 人の子が 1

回給食を食べられることを話し、最後に、当たり前に食べられるということの幸せに

ついて話し合って欲しいと訴えました。 

食の偏在を表すフェルトのランチョン

マットを興味深く見ている子どもたち 

ズラーッと並んだ660個の赤いカップ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 月 17 日（土） 

日清オイリオグループ 

「第 29 回横浜磯子春まつり」 

場所：日清オイリオ磯子事業場 

 4 月 29 日（土） 

かながわ区国際交流祭り 

場所：かながわ水再生センター 

 5 月 13 日（木） 

みなとみらいクラシック・クルーズ 

場所：みなとみらいホール 

 5 月 15 日（土） 

鶴見区民フェスティバル 

場所：三ッ池公園 

 6 月 1日（火） 

みなとみらいクラシック・クルーズ 

場所：みなとみらいホール 

 6 月 6日（日） 

ウォーク・ザ・ワールド 

場所：みなとみらい 

 6 月 6日（日） 

葉山環境フェスタ 

場所：葉山 

 6 月 12 日（土） 

アフリカンフェスタ 

場所：赤レンガ倉庫 

 7 月 8日（木） 
みなとみらいクラシック・クルーズ 

場所：みなとみらいホール 

 
        アフリカンフェスタ 

『アフリカン・フェスタ』は、アフリカへの理解・支持を幅広 
い層に訴えるために開催される外務省主催のイベントです。  

WFP のチラシ配布をしました。2 日間の総入場者数は、公式発表で、 

21 万人でした！（昨年：18万人）1000 枚持っていったチラシは 2日 

目の昼にはなくなってしまいました。予想以上の人数の方にWFP の 

ことをアピールできたのではないかと思います。協会からの声掛けに 

応えて集まった応援団も含めてたくさんのボランティアが、暑い中、2 

日間、チラシ配布から 声かけ、説明等大活躍でした。 

            ウォーク・ザ・ワールド（W t W） 

 当日はお天気にも恵まれ、3600 名以上のウォーキング参加者が集まりまし

た。5年前 400名に満たない規模で始まったこのイベントがここまで大きくなりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 同じ日、遠隔地の WFP 協会評議員の無二亦寺（茨城県ひたちなか市）でも

ＷｔＷが開催されました。世界各地で同時に開催される ＷｔＷ、日本でも全国

に輪が広がるといいですね。 写真は 2つのスタート風景です。 
 

          みなとみらいクラッシック・クルーズ 

毎月開催の横浜みなとみらいホール主催のミニ・コンサートで募金活動をして

います。少しずつ顔なじみになってきています。   

       鶴見区民フェスティバル        

                      お天気に恵まれ楽しい 1日を 

                         過ごしました。簡単なクイズを 

                         持って行ったのですが、子ども 

                         はクイズが大好きですね。 

                         一生懸命考えていました。 

  会員手作りの「Hope くまさん」の

ストラップは、「可愛い！」と注目

を集めました。 

 ○C JAWFP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ６月２６日 
ハイチ大地震 復興支援募金 

場所：横浜駅西口 

 6 月 20 日（日） 
つづきっこまつり 

場所：都筑区総合庁舎 
 

 8 月 1日（日） 
   ワンダーランドマーケット 

場所：神奈川県民センター 

 8 月 1日（日）～7日（土） 
日本ジャンボリー 

場所：朝霧高原 

 8 月 19 日（木）～20 日（金） 
WFP 活動紹介パネル展 

場所：新都市プラザ 

  第 15 回日本ジャンボリー 

                              ジャンボリーに参加したスカウト 

                             達は用意された色々なプログラム 

                            を自主的にまわって、体験します。

                             プログラムのひとつにWFP コー 

                             ナーがあり、案内役として応援団 

                             からも参加しました。また、平和 

                             祈念式典では協会の石川さんが 

                             2 万人のボーイスカウトにスピー

チをしました。「たった一杯のおかゆ、これしかなくてかわいそうではないのです。

この給食があるから学校へ行けて、この一杯が明日への希望につながるので

す。みなさん、世界の飢餓で苦しんでいる多くの人々ために何が出来るかを考

えてみてください。決して自分たちに関係ないことではありません。」 

    聞いている参加者に素直にすっとしみる良い話でした。 

      「国連 WFP 協会なごや」を訪問 

 6 月 16 日（水）定例会に招かれ、応援団紹介のお話をし

てきました。名古屋の「国連 WFP 協会なごや」は応援団
と同じく、市民有志のボランティア団体として 2004 年
６月発足しました。会員は大学生から主婦、ベテラン世代

まで幅広いメンバーで、世界学校給食巡回写真展、講演や

講座、チャリティー企画、募金活動などを行っています。 

  応援団の成り立ち、定例会、会報・ＨＰの紹介をし、

イベント、チャリティーコンサート、パネル展などは、

様々な方の協力で成功させているので、そのつながりは

応援団の財産であると話しました。ペガサス通信記事を

お見せしながら“子どもに伝えるプロジェクト”の紹介

をしましたが、大変評価していただき、パネルシアター

を見たいので、横浜に行くという方がいらっしゃいまし

た。その時はみなさまよろしくお願いします。とてもよ

い交流ができたと思います。お互いに今後とも知恵を出

し合い、よい関係を築けたらいいですね。 
               応援団・新井恵子 

     アースプラザの 100 人村の模型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神奈川県立地球市民かながわプラザ・アースプラザ

(本郷台)事業部学習課の前田さんから「応援団の作品

を参考に 100 人村の模型をボランティアスタッフと共に

制作。貧困、紛争平和など食のグローバルな問題に対

する来館者への理解に役立つツールとして地球の食卓

展のパネル展示とあわせて平和の展示室に設置しまし

た。」とご報告いただきました。 

                   勤務先の学校でアピール 

  応援団の若手のひとりで母校の教員をしている坂寄さんから写真と手紙が届 

 きました。（以下抜粋） 

 「ほかの先生の協力を得て、校舎１階のホールの掲示板に WFP ブースを頂き 

 ポスターなどを展示しています。福祉委員会の生徒が作文コンクールの呼び 

 かけをし各クラスにはパンフレットなどを掲示しました。また、社会の授業 

 のはじめに私が WFP のことについて説明する時間をもらいました」 
  

  こうやって少しずつ、確実に世界の飢餓について知ってもらえて WFP の認知度が上がっていくのですね。 

 坂寄さんは 12 月に JICA から海外青年協力隊としてルワンダに派遣され、学校で教えることになっています。 



 
パキスタンでは、7 月末からの豪雨で北西部地域を中心に過去最悪と 

言われる洪水が発生しました。2100 万人以上が被災し南アジアでこれま 

で発生した自然災害の中で最も甚大な被害となっています。 

 水没地域では、多数の住民が取り残され、家屋や橋梁が破損するなど 

の被害が生じました。水が引いた現在も被災者は飢えや病気の危険に 

さらされています。WFP は 8 月に約３００万人に、9月には 600万人に 
食糧を配給しました。 
 

8 月はじめに最も被害の大きいペシャワールを中心に、支援を開始し 

ました。甚大な被害を受けた家族に対しては、小麦粉、植物油、高カロリービスケットな 

どを配布しています。一部の地域では、乳幼児や子どもの栄養不良を防ぐために、高カ 

ロリービスケットの他に調理が不要な高カロリー食品が提供されています。洪水により孤 

                  立したシンド州では栄養強化ビスケットがヘリコプターで 

                  配給されました。陸路が閉ざされた地域もあり、空輸による 

                  支援が必要不可欠です。 

 
 
 
 
 

 

○CWFP 

（WFP日本事務所。ローマ本部プレスリリース･フォトギャラリーより） 

ヘリコプターによる配給 

 

○CWFP 

シーラン事務局長がパキスタン視察 

8 月 31 日、ジョセット・シーラン WFP 事務局

長がパキスタンの洪水被災地を視察しました。 

ヘリコプターに乗り、上空から水浸しになった

農地や村を目の当たりにしたシーラン事務局

長は、改めて今回の洪水の被害の大きさを実

感したといいます。「この大洪水で、農作物は

おろか、種まきに必要な種も流されました。現

地の人たちは飢餓、住居喪失、絶望という三つ

の脅威にさらされています。事態は極めて深刻

で、パキスタンの人々を救済するため、継続的

な支援が必要です」と話しています。 

                          アフガニスタンでも 

 WFP の食糧倉庫も浸水被害に遭ったため、大量の備蓄 

食糧が使い物にならなくなってしまいました。アフガニスタ 

ンでの支援に使われるWFP の食糧の実に 8割は、パキス 

タンから運搬されています。WFP は今年、アフガニスタンで 

700 万人を対象に復興支援を行う予定でしたが、支援に使う予定だった食糧の一部がパキスタ 

ンの備蓄倉庫で浸水被害にあったため、大きな打撃を受けました。アフガニスタンでも今回の 

                  大雨で 5万人近くが被災し、支援が必要な状況に陥っています。 

パンジャブ州に到着する

WFPのヘリコプター。 

 

○CWFP 

    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/ 

 

 

 

  

 ☆ 12 月 4 日（土）2:30～4:30 於 横浜国際学生会館(鶴見区) 

☆ フィルハーモニックブラスアンサンブルによる演奏         

☆ お楽しみ抽選会（持ち運びできる品物募集中です。ex．各種金券など）             

☆ ささやかな軽食と飲物なども用意しています。 

☆ 会費・ 一般 1500 円 学生 500 円  小学生以下 無料 

 会場は広いです。家族、友人などを誘ってご参加ください。 

 

被災しても将来の希望を語る少女 

 パキスタンで人口の多い地域の一つ 

のパンジャブ州は、今回の洪水で最も 

被害の大きかった地域です。この地域 

に住むシャンザ（9 歳）は、洪水で家を 

失いました。今は、古くなった学校に 

3 家族一緒に身を寄せあって暮らして 

います。洪水の前までは、学校で科学と英語を勉強していたそうです。

「私、将来お医者さまになりたいの」と黄色のベールの下からしっかりとし

た青い瞳でシャンザは話しています。シャンザの友達は、近隣の親せきを

頼って避難して行き、友達に会えなくなって寂しいと語っています。 シャ

ンザと一緒に学校で暮らすアイーシャは、「家が浸水した時はとっても怖 

                  かったわ。でも家族はいつかまた幸せに暮 

                  らせる日がくると思うの。」とＷＦＰが配給した 

                  小麦粉で作ったパンを食べながら話しまし 

                  た。       

インド 

シンド州 

バローチスターン州 

ペシャワール 

アフガニスタン 

インダス川 

     パキスタン洪水地図 


