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日頃はペイ・フォワード倶楽部の活動に、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
このニュースレターは、ペイ・フォワード倶楽部の正会員、賛助会員にご登録いただいた方に
お配りしています。半年に１度、ペイ・フォワード倶楽部の活動をご報告いたします。

ペイ・フォワード倶楽部運営のカフェ「Angel Village」ついにオープン！
初夏の候、皆様にはますます
ご清祥のこととお喜び申し上げま
す。平素は、特定非営利活動法人
ペイ・フォワード倶楽部の活動に
ご理解とご支援を頂き、ありがと
うございます。
２００９年上半期のペイ・フォ
ワード倶楽部の活動は、いよいよ
成長の幅を広げ、今後の支援活動
の大きな基盤づくりになっている
と実感しています。もちろん、こ
の成長は会員の皆様のご支援と理
事一同の変わらぬ努力あっての事
と深く感謝申し上げます。

２００９年上半期、
さまざまな活動を通して。
具体的には、「Peace Angel－
平和の天使たち」チャリティーコ
ンサート開催。事務所の移転とそ
れに伴い開店したCafé＆Shop
「Angel Village」の運営。

出きるんですね」と、お友達を
誘って来店くださる方もおられま
す。このように、「Angel
Village」の存在が、ドイツ国際
平和村やそこで頑張って治療をし
ている子どもたちの事を知っても
らえる大きな機会となっているこ
とを、本当にうれしく思います。
一杯のコーヒーが募金活動に。
どんなイベントや事業であって
も、それに関わる私たちの心に何
特に、Angel Villageに関して
時もあるのは、紛争地域で傷つき
は、NPOとしては初めての吹田
ながらも、懸命に生きようとして
市産業労働室（商店街の空き店舗
いる子どもたちに、その命を精一
活性化事業）からの助成金を受け、 杯輝かせて生きてほしい！という、
１階をCafé・２階をレンタルス
熱い思いです。
ペース・３階を事務所としての運
２００９年後半期も、大きな事業
営が始まりました。オープンから
があります。ペイ・フォワード倶
２か月余りが過ぎ、多くの方のご
楽部理事一同、活動の成長に邁進
協力を頂き、運営の見通しが立つ
してまいりますので、皆様のご理
ようになって来ています。
解とご協力を今後ともよろしくお
メディアで取り上げて頂いたこと
願い申し上げます。
もあり、遠くから「ドイツ国際平
和村の事を知る」ために来店くだ
ペイ･フォワード倶楽部
さる方もおられます。また、
理事長 田川純子
「コーヒーを飲むことで募金が
ドイツ国際平和村訪問ツアー（会
員以外の方も含む）。
その他にも、全国募金箱設置事
業・講演活動・パネル展示・平和
村支援活動への出展参加などが、
挙げられます。
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２００９年前期
ドイツ国際平和村活動報告
ドイツ国際平和村は、世界中に影響を及ぼし
ている金融危機に不安を覚えながら２００９年
を迎えました。

このような大変な時期であっても、活動内容を縮小することなく
ドイツ国際平和村の活動を続けていけるよう今年も尽力してい
きます。
２月には、アフガニスタン、中央アジア、コーカサス地方の子ど
もたちへの援助を行いました。ヨーロッパでの治療を必要として
いる子どもたち１４０人が、ドイツ国際平和村がチャーターした
タジキスタン航空でドイツに到着しました。３日後、半年または
それ以上の期間、ドイツで治療を受けていた子どもたち、アフ
ガニスタン８０人、グルジア６人、アルメニア５人、タジキスタン
２０人、ウズベキスタン１３人、ナゴルノカラバフ１人、合計１２５
人が治療を終えてそれぞれの母国へ帰国しました。
アフガニスタンでは、例年に比べ積雪が少なく援助飛行の準備
が順調に進みましたが、現地では治安が悪化している上、テロ
や誘拐事件があとを絶ちません。アフガニスタンの状況を改善
するために、根本的な政策変更をドイツ国際平和村は訴えま
す。軍隊の増強や１０億USドルという巨額を軍事目的に費や
すのではなく、先ず社会、厚生、教育の分野に投資し、市民の
ための復興を目指すべきだと考えています。
５月には、アフリカに位置するアンゴラの子どもたちへの援助
飛行がありました。病院での治療とオーバーハウゼン市にある
施設でのリハビリを終えた子どもたち６０人が、ドイツ国際平和
村がチャーターした飛行機で帰国し、子どもたちは喜びに溢れ
ている家族に会うことができました。このチャーター機にも、医
薬品、整形外科用品などの救援物資（約５トン）を積み込みア
ンゴラへと届けました。そして、その復路便で８９人の子どもた
ちがアンゴラからドイツに到着しました。この子どもたちは骨髄
炎、やけど、また先天的疾患を患っており、それらの治療はド
イツ国内にある協力病院によって無償で行われます。現地入り
したスタッフは、ここ数年来、地下資源に対する国際的な注目
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を集めているこの国と進行している貧富の差との矛盾を報告し
ました。首都ルアンダは、豪華な建物が建設され、道路も整備
されてきていますが、大部分の住民は引き続き貧困と、急速に
高騰する価格に苦しんでいる上、町の端へ端へと追いやられて
います。さらに困難な状況下にあるのは、首都から離れた地方
です。そのため、ドイツ国際平和村は十分に医療が行き届いて
いない地方から来る子どもたちに援助ができるよう考慮していま
す。援助飛行を行うためのチャーター機代は、年々燃料費が高
騰しているため、現在約２千２５０万円が必要です。今後もこの
活動を行っていくためには支援が必要です。どうぞよろしくお願
いいたします。
また、海外プロジェクト
の分野ではルーマニア
とスリランカに援助物資
を届けました。カンボジ
アにおける基礎診療所
建設プロジェクトでは、
１１ヶ所目の基礎診療
所が開所しました。診
療所では、けがや病気
の治療、家族計画のアドバイス、妊娠中と出産の援助、予防接
種などが行われ、医療が行き届いいない地方の人々が基礎医
療を受けられるようになることを目的としています。このような基
礎診療所建設にはおおよそ２５，０００ユーロ（約３００万円）が必
要ですが、この診療所によって多くの人々が治療を受けられる
ことになります。
ドイツ国際平和村は、傷ついた子どもたちにドイツにおける治
療のチャンスを提供することと並行して、両親から子どもたちを
引き離すことなく母国で適切な治療が受けられるように海外プ
ロジェクトにも力を入れています。子どもたちが母国で適切な
治療が受けられる日を目指し、これからもドイツ国際平和村は
活動を続けていきます。
引き続きご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
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TEL 06-6836-7878
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TEL 072-258-7483
■貸別荘 野わけ
山梨県北杜市高根町清里165
TEL 0551-48-3308
■中里 貴子
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２００９年度の募金総額金は、
次回のニュースレターで
ご報告します。
ご協力ありがとうございます。

Activity Report

活動報告

■2月：チャリティコンサート Peace Angel ■3月：ペイ・フォワード倶楽部第１回総会 ■4月：事務所移転

活動報告
JANUARY～
JUNE
2009

■4月：講演会（大阪御堂筋ロータリークラブ） ■5月：大津マルクト市 ■5月：ほっと市民バザール
■5月：Ａｎｇｅｌ Ｖｉｌｌａｇｅオープン ■6月：平和講演会（吹田市立山田東中学校）
※５月に予定しておりました吹田ボランティアフェスタは、新型インフルエンザの為、残念ながら中止になりました。

ペイ・フォワード倶楽部からの活動レポートです。

「Ｐｅａｃｅ Ａｎｇｅｌ ～平和の天使たち～」
in 吹田メイシアター 小ホール

２月１１日
Ｋ．Yoshida

今回は新進気鋭のギタリスト、わたなべゆうさんを
メインゲストにお招きしての開催です。
コンサートの幕開け、平和村の子供たちの写真を上映し、
そこにゆうさんのギターを重ねる･･･
このオープニングで、会場のお客さんたちの心が、
すうっと一つになった気がします。
東ちづるさんのビデオレター、絵本の朗読に続き、
私たちの仲間、吉田真一郎さんの楽しい平和村リポート、
会場は笑い声に包まれました。
第二部は、わたなべゆうさんのソロギター演奏に、
誰もが（スタッフまで）時間を忘れて聴き入ってしまいました。
みんなの力が集まって、暖かいとても素敵なコンサート
になったと思います。
みなさんご来場ありがとうございました。

ペイ・フォワード倶楽部 第１回総会

NPO法人として初の総会ということもあり、緊張感とこれから
ペイフォワードを盛り上げていこうという参加者の熱意が伝
わってきました。田川理事長の挨拶では、「ドイツ国際平和
村で暮らしている子供たちのためにも、私たちが手を取り
合い頑張っていきましょう」と、改めて思いを語りました。一
人ひとりの力は小さなものですが、みんなの手を取り合え
ば、点が線となり、線が面となる。私たちNPO法人ペイ・
フォワード倶楽部は、地域社会、国際社会に目を向け今
後も子供たちへの支援を真剣に考えていきます。
講演 〔大阪御堂筋ロータリークラブ〕

きっとこの現実を知ることが僕たちにはまず必要だと思いました。
この現実を見て、感じること、行動にうつせることは、人それぞれ
だと思います。
僕も自分のこと、家族のこと、音楽のことで、精一杯でなかなか
具体的な行動ができなんですが、ギターを弾くことならばできま
すので頑張って弾いてきました！
今日はやたら緊張してＭＣでも自分がおもったことを上手く伝え
られなかったのですが、帰ってＰＣあけたら、今日会場に来てくれ
た方から、たくさん『よかったよ～』メールが来てて嬉しくなりました。
ありがとうございました☆

J. Tagawa

５月６日
Koizumi

朝から曇り空で雨もぱらつき 、バネルも濡れると困るので
昼過ぎには早じまいをしました。手作りケーキ、コーヒー、
帽子などを販売しました。パネルに興味を持ち、立ち止
まってくださる方もいらっしゃいました。
大津マルクト市 〔滋賀〕

ドイツ国際平和村支援チャリティコンサー
トに参加させていただきました！
ドイツ国際平和村はいろいろな国で地域
紛争などで負傷した子供たちを引き取っ
て、治療をして傷が癒えたら母国に帰し
てあげるという活動をされています。
傷といっても僕たちが想像するような傷で
はなくて、地雷で足が無くなったり、顔面
をバーナで焼かれたり、のどをナイフで切
られたり・・
今日は１部で、映像や写真も見せていた
だきました。

４月１６日

１月の「Peace Angel－平和の天使たち」チャリティーコン
サートに来場下さった、副会長の田村様から依頼を頂き、
３０分の講演をさせて頂きました。この講演をきっかけにし
て、大阪御堂筋ローターアクトクラブ（３０歳以下）の方と
の出会いがあり、支援の輪が広がっていきます。
箕面ほっと市民バザール

ご出演いただいた、
わたなべゆうさん
からのメッセージ

３月１日
Nishimura

５月２３日・２４日
Takagi

雨足も強く、お客様も来られる気配もなく初日は午前中
で退散。翌日も雨は降っていましたが、途中までは初日
同様お店の中で売っていましたが、午後からは外に出て、
ケーキ・コーヒーを販売。少しだけですが売れました。
２３・２４日雨・風しかもとても寒い中、お手伝い下さった
スタッフの皆さんお疲れ様でした。
また、いつも出店のお声をかけてくださる「オルタンシア」
さん、ありがとうございました。
講演 〔吹田市立山田東中学校〕

６月１８日
J. Tagawa

６時間目の総合学習の時間を使って、中学２年生の生徒
にドイツ国際平和村の講演をしました。広い体育館です
が、生徒が集まると熱気もあって、かなり気温は高かった
ように思います。平和村の事を知っている生徒は二人で
したが、みんな眠気が襲ってくる中、ちゃんと話を聞いて
くれていました。帰るときに、手を振ってあいさつしてくれ
た笑顔が素敵でした。
【物品提供をしてくださった方】 ●東京都：ヨコタ様
いつも本当にありがとうございます。

NEWS&EVENT
ドイツ国際平和支援 チャリティーコンサート

ニュース＆今後の活動予定

Peace Angel ～平和の天使たち～

ペイ・フォワード倶楽部が主催するチャリティーコンサートです。
今回は、はじめての中ホールです！スタッフ一同、ドキドキしています。
ぜひ、皆さんお友だちを誘ってご来場ください。

《 開 催 日 》

２００９年８月３０日（日）

《開催時間》

開場/１２:３０ 開演/１３:００

《

吹田メイシアター 中ホール
（阪急吹田駅下車すぐ）

会

場

》

《 入 場 料 》

前売り ￥１５００ / 当日 ￥２０００
優待（障害のある方、小・中・高生） ￥１０００

《プログラム》

【第１部】
・ＭＭＴ子どもミュージカル（吹田市）
・Beat Box（箕面市）
・ウルルン滞在記ディレクター河原氏と
元ボランティアによるトークセッション
【第２部】
・太鼓集団 怒

《ロビーでは》

ドイツ国際平和村のパネル展示
手作り物品販売、バルーンアート など

ペイ・フォワード倶楽部 今後の活動予定
８月初旬 ■チャリティー富士登山
８月30日（日） ■チャリティーコンサート「Peace Angel」
７月２５日（土） ■バルーンアート教室 in 泉南
９月１９日（土） ■苔玉作り教室 in 泉南
９月21日～28日 ■ドイツ国際平和村訪問ツアー
１０月１８日（日） ■Rua Feliz ～千里山平和カーニバル～
１１月7日（土） ■押し花しおり作り教室 in 泉南
１２月５日（土） ■トールペインティング教室 in 泉南
偶数月 ■パネル展示 in 箕面市民活動センター
※イベント参加希望の方、イベントについて詳細を知りたい方は、
info@pay-forward.orgへお問い合わせください。

会費更新の
お願い

※チケットの購入は、メール（info@pay-forward.org）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０６-６３３０-０２８１

第６回 ドイツ国際平和村 訪問ツアー
ツアー日程： 2009年９月21日～28日
２００５年からスタートし、今年度で６回目を迎えるドイツ国際
平和村訪問ツアーですが、今年は、「ペイ・フォワード倶楽部
の会員の方」という枠を外し、広く全国から募集しました。
平和村での滞在（４泊）では、子どもたちと触れ合いながら、
本部訪問や平和学習セミナーに参加し、リハビリのお手伝いも
体験できます。
また、ホテル滞在の二日間では、ドイツの文化に触れる機会も
設けています。今年は、１１名での参加となりますので、ドイツ
国内はバスをチャーターして移動することとなりますが、バス会
社の紹介や宿泊など、ドイツ国際平和村のスタッフの方には、
ツアー実現に向けて、多大なご協力を頂いています。
次回のニュースレターでは、盛りだくさんの楽しい報告を楽し
みにしていて下さい！

昨年の法人化以来、ペイ･フォワード倶楽部への暖かいご支援に深く感謝しております。
ホームページやニュースレターでもお知らせしておりますように、ドイツ国際平和村訪問ツアーの実現、
全国統一募金箱設置事業の拡大、更に全国の支援者をつなぐ（ドイツ国際平和村ネットワークジャパン）
の企画など、ドイツ国際平和村との連携も大きく深く成長してきており、地道な活動が少しずつ実を結び
始めていることを実感しております。
本年も、紛争地域で傷ついた子どもたちのために、精一杯の支援活動を展開をしてまいりますので、
ペイ･フォワード倶楽部の活動に変わらぬご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

皆様からの会費の更新を心よりお待ちしております。

2009年５月10日、ペイ・フォワード倶楽部のショップがオープンしました。
ショップの名前は、「Angel VIllage（エンジェル・ビレッジ）」です。
平和の天使「Angel」が集う、楽しいスペースを目指しています。
さまざまなイベントも計画中です。是非、遊びにきてください。

＜ＭＥＮＵ＞

▲グリーンのショップロゴが目印です

・ホットコーヒー
・アイスコーヒー
・ホットティ
・アイスティ
・ハーブティ
・カフェオレ
・季節の野菜ジュース
・チョコレートケーキ
・チーズケーキ
・シフォンケーキ
・季節のケーキ
＜LUNCH ＭＥＮＵ＞

￥300
￥350
￥300
￥350
￥300
￥400
￥400～
￥300
￥300
￥400
￥350

・カフェの貸切
・ランチの予約
・夕食の予約
受付中です！

今なら、『有機野菜にんじんジュース」が
おすすめです！ベータカロチンたっぷり。
夏バテ対策に最強のジュースです。
おいし～よ！

野菜たっぷりのカレーセット（カレー＋サラダ＋スウィーツ＋ドリンク） ￥950
これがこだわりのランチ、カレーセットです。 発芽玄米のご飯に、平野農園さんから仕入れた
こだわりの有機野菜から作った水なし手作りカレーをかけて・・・・。
野菜がたくさん入って、食物繊維いっぱいでお通じにも良いと大変、評判になっています。
是非、一度味わってみてください。
▲ランチで大評判！手作りカレーセット
▼平和村の写真もいっぱいです

▼Today’s MENU

５/10 Angel Village オープンレポート
バルーンアートでエンジェルビレッジに来てくださった
子どもさん達と楽しく遊びました。
動物やアンパンマンなど、自分で作る楽しさと、
出来上がった時の感動を味わってもらえて、とても
嬉しかったです。
これからも地域の方々の憩いの場、心のよりどころに
なれる場になればと強く思っています。（Fujii）

▼お洒落なフェアトレード商品

▼東さん、ありがとうございます！

５月１０日日曜日、オープン前からお祝いに来てくださる方がいた
り、そして東ちづるさんからとても素敵なお花が届いたり、どんど
ん気持ちは盛り上がっていきます。
そして10時、いよいよＡｎｇｅｌＶｉｌｌａｇｅのオープンです！
ドキドキ、ワクワク、そわそわのスタート。お客様、サポーター、
スタッフみんながギターの生演奏に合わせて歌をうたいました。
朝一番には、ドイツ国際平和村に関心をもっていらっしゃる方が
四国から来てくださったり、様々な年代の方々がＡｎｇｅｌＶｉｌｌａｇｅ
にこられました。毎日新聞にも大きく記事が載っていて、それを
見て来られる方や、もちろん、地元の方で「前から気になってい
たのょ～」と来てくださる方もいて、いろんなお客様とお話をする
中で、平和村への関心の高さ、ペイフォワード倶楽部の活動へ
の関心の高さを感じました。（Yamakawa）
１Ｆ カフェ＆フリーショップ
２Ｆ カフェ＆レンタルスペース
３Ｆ オフィス＆フリースペース
■住所 〒565-0842 大阪府吹田市千里山東２丁目27-3
※阪急「千里山」駅 下車 徒歩１分
■営業時間 11：00～19：00（定休日 水曜・木曜）
■ＴＥＬ＆ＦＡＸ 06-6330-0281

