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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。

写真左より８／３０に開催致しました、「Peace Angel～平和の天使たち～」での集合写真、
太鼓集団「怒」の演奏、南京玉すだれ。その横は９月の訪問ツアーより広報担当ヴォーさ
んと。そしてその横、下はAngel Villageより、わたなべゆうさんのミニライブとフリマボック
ス。

カフェ運営も順調に、そして大きな成果を残した「ドイツ国際平和村ツアー」
新年明けましておめでとうござ
います。
昨年は、事務所の移転、Caféの
オープンと新しい動きの中で、
平和村支援活動も著しく成長した
年でした。会員の皆様や平和村を
支援されている他団体やボラン
ティアの皆様の変わらぬご協力と
御支援のおかげと、深く感謝して
おります。

大きな成果を残した、
ドイツ国際平和村訪問ツアー
大きな成果としては、「ドイツ国
際平和村訪問ツアー」が挙げられ
ます。昨年はペイ・フォワード倶
楽部の会員の枠を外し、平和村の
活動を理解していただくことを目
的に、全国から募集し実施しまし
た。医学生や医療に携わる若い方
が参加され、今後の活動に向けて
大きな収穫を得たと実感しており
ます。

また、「Peace Angel－平和の
天使たち」は、テレビ番組「世界
ウルルン滞在記」のディレクター
をされていた河原剛氏をゲストに
迎え、トークセッションをしまし
た。その中で、教育の現場で安心
して使える平和に関するDVD作
成の話が出ましたが、いよいよ実
現に向けて動き出すとの事です。
ペイ・フォワード俱楽部としても、
出来る限り協力をしてまいりたい
と考えています。
そして、今年６年目を迎える
「Rua Feliz－千里山平和カーニ
バル」も、ただ単にイベントとし
てだけでなく町づくり事業の一つ
として関わっていくことになりそ
うです。
その他、「平和」への取り組みと
して、他の団体の皆さんと情報や
意見交換をしながら共に活動を成
長させていくことが、次へのス
テップと考えております。

社会を良くするのは、私たち
一人ひとりの“意識”と“行動”
私たちを取り巻く社会の環境は、
深刻な問題が沢山ありますが、そ
の社会を良くしていくのも、私た
ち一人一人の意識と行動ではない
でしょうか。
２０１０年も私たちペイ・フォ
ワード倶楽部は様々な企画を実施
する予定です。ＮＰＯ団体として
はまだまだ若く、活動や団体運営
など試行錯誤の連続ですが、子ど
もたちの笑顔があふれる社会・平
和な社会を願い今年も地道に活動
を成長させてまいります。
本年も御支援をよろしくお願い申
し上げます。

特定非営利活動法人ペイ･フォワード倶楽部
理事長

田川純子
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２００９年後期
ドイツ国際平和村活動報告

ドイツ国際平和村では、アフガニスタンと中央アジア、コーカサス
地方への援助を行う上でチャーター機代高騰という問題に直面し
たまま今年の後半を迎えましたが、８月中旬、路線便を使いなんと
か子どもたちをドイツへ受け入れ、治療を終えた子どもたちを母国
ヘ帰すことができました。８６人の子どもたちが母国アフガニスタン
へ帰国し、母国では適切な治療を受けることができない病気やケ
ガを抱えた子どもたち９２人が渡独しました。
そして、９月、悲しいお知らせを皆様にお伝えしなければなりませ
んでした。過去２６年間、ドイツ国際平和村の代表を務めたロナル
ド・ゲーゲンフルトナーが、９月１０日夜遅く、５８歳という若さで病気
のため永眠したことです。
ゲーゲンフルトナーは、ドイツ国際平和村の活動に３８年間携わり、
人道援助とドイツ国際平和村の活動の発展に大きく貢献しました。
ゲーゲンフルトナーとともにドイツ国際平和村は、組織的なことや
社会的なイメージだけでなく、その活動内容も変化させ、成長しま
した。ベトナムからの子どもたちのみを受け入れていた時代、この
活動地域にのみ知られていたドイツ国際平和村は、ドイツとドイツ
以外の国々でも知られるような団体になりました。彼の懇親的な姿
勢は、今も危機的状況にある傷ついた子どもたちへの援助として
刻まれています。
ゲーゲンフルトナーは最後まで活動に力を注ぎました。ドイツ国際
平和村は、彼の意志を継ぎ人道援助活動を継続していきます。
ゲーゲンフルトナーはそれ以外のことを願っていません。なぜなら、
彼個人でなく、平和村の活動と目的が彼にとって常に重要であっ
たからです。

ドイツ国際平和村関連ＮＥＷＳ

人々がその影響に苦しんでいますが、その事実が忘れてしまわ
れつつあります。人口の約３０％のみしか基礎医療を受けること
ができません。そして、４０％しか十分に清潔な飲料水を得るこ
とができません。３分の２が貧困生活を強いられています。そし
て、隠された地雷を踏んでしまうかもしれないという危険といつ
も隣り合わせです。この国の子どもたちへの援助活動は１９９４
年から行っており、今回で４５回目となりました。１０月２７日の夜、
治療を終えた子どもたち７９人を乗せアンゴラへ向かいました。
そして３０日の早朝、その復路飛行で病気やけがを抱えた子ど
もたち８１人がデュッセルドルフ空港へ到着しました。この援助
活動は、子どもたちの治療を無償で行ってくれている協力病院
の支援があり成り立っています。子どもたちは協力病院での治
療後、オーバーハウゼン市にあるドイツ国際平和村の施設にて、
約１０カ国から来ている様々な子どもたちと一緒に生活し、帰国
の日を待ちます。
同じく、平和村一般公開のお祭りから始まったパケットアクション
も例年通り行っています。アルメニア、グルジア、ナゴルノ・カラバ
フ、タジキスタンの貧困に苦しんでいる人々へ、今年もまた１２月
中に約５０００箱の援助物資を詰めたパケットを搬送します。
困難なことも多々ありましたが、現在終盤を迎えたパケットアク
ションが終えられたら、今年もなんとか予定していた活動を終える
ことができます。それは、ペイ・フォワード倶楽部の皆様はじめ、
多くの方々の支援があってこそと感謝の気持ちでいっぱいです。
皆様のご尽力はドイツ国際平和村の活動を通して、今このときも
援助を待っている子どもたちへと繋がっています。重ねて皆様の
ご支援に感謝申し上げますとともに、来年も引き続き協力して活
動を続けていけますことを願っています。どうぞよろしくお願いい
たします。
２００９年１２月吉日
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
ドイツ国際平和村 中岡麻記

１０月末には、アンゴラへの援助飛行を無事に終えることができま
した。３０年近くも続いた内戦があったアンゴラでは、今も多くの

募金箱

募金に協力頂いている皆様
2009年７月以降、平和村募金にご協力
いただいたお店・個人・団体です。（敬称略）

■喫茶 祥雲
■（株）ぶらんこ
栃木県宇都宮市今泉1-2-6 4階 大阪府泉南市信達牧野927－8
TEL 072-485-0017
TEL 028-600-4501
■ＡＴＫＩＮＳ
■富紗家（ﾌｻﾔ) 西宮店
愛知県一宮市多加木2－13－11
兵庫県西宮市池田町１０－４
TEL 0586-26-2323
TEL 0798-34-1480
■ Salon de Occhi
■しんかな小林鍼灸整骨院
東京都渋谷区恵比寿1-24-14 -702
堺市北区新金岡町5-6-106
TEL 03-3473-9339
TEL 072-205-4489
■ （株）本家さぬきや（熊取）
■トロイカ鍼灸整骨院
大阪府泉大津市豊中町3-13-17 泉南郡熊取町大久保北3-341-1
TEL 072-452-8910
TEL 0725-33-7555
■ （株）本家さぬきや（まるりんくう
■小林東洋医学研究所
大阪市北区豊崎10-2 I&F梅田 泉佐野市りんくう往来北1番地
TEL 072-452-8910
208 TEL 06-6374-1102

■テルミー美容室 北千里店
吹田市古江台4-2-6
TEL 06-6872-4466

■ ㈱ｶﾞｲｱﾃﾞｲｽﾞﾌｧﾝｸｼｮﾝﾊﾞﾝﾄﾞ
東京都豊島区東池袋4-5-2 2F
TEL 03-5391-0751

■テルミー美容室 千里中央店
豊中市新千里東町1-3-109

■明治大学学園祭実行員会
東京都杉並区永福1-9-1
TEL 03-3327-4363

■ヒーリング ヨガ
神奈川県小田原市根府川547-2
TEL 0465-29-1110
■サロンド カトー
滋賀県草津市野路1-15-5・4F
TEL 077-561-2557
■ Breath
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋
2100-179
TEL 080-5288-7559
■㈱本家さぬきや（八尾）
八尾市沼1丁目1-1
TEL 072-920-53533
■本家さぬきや（天風納花）
和泉市納花町331
TEL 0725-50-6030

■㈱本家さぬきや（旬彩食「銀の雫」泉北店）
堺市南区豊田1186-1
TEL 072-260-1338
■しを屋
大阪府岸和田市土生町2-10-25
TEL 072-431-4140

これまでの募金総額は
¥３，４１１，２２９です
ご協力ありがとうございます。

一緒に、ドイツ国際平和村の子どもたちに会いに行きませんか？

ドイツ国際平和村訪問ツアーのお知らせ
ドイツ国際平和村スタディツアー2010
ドイツ国際平和村に、パートナー団体として認定されているペイ・フォワード倶楽部では、
毎年１回、ドイツ国際平和村訪問ツアーを企画しています。２０１０年のツアーが決まりました！
今回は、ＪＴＢ西日本さんの、「ドイツ国際平和村滞在スタディーツアー」としてバージョンアップ！！充実のツアーになります。

〔訪問ツアー予定日〕
〔出発地〕
〔定 員〕
〔ツアー料金〕

2010年３月21日（日）～２８日（日） ６泊８日
関西国際空港
限定20名様
大人一人 ￥２２５，０００（２名１室利用）
※ご旅行金以外に空港税など別途費用が必要です。

ツアー内容
３/２１（日）
３/２２（月）
３/２３（火）
３/２４（水）
３/２５（木）
３/２６（金）
３/２７（土）
３/２８（日）

関西国際空港発、デュッセルドルフへ
ドイツ国際平和村にて滞在型セミナー① （ドイツ国際平和村セミナーハウス泊）
ドイツ国際平和村にて滞在型セミナー② （ドイツ国際平和村セミナーハウス泊）
ドイツ国際平和村にて滞在型セミナー③ （ドイツ国際平和村セミナーハウス泊）
ドイツ国際平和村・本部視察 （デュッセルドルフ泊）
終日フリータイム（希望者のみ現地にて視察予定） （デュッセルドルフ泊）
デュッセルドルフ発
関西国際空港着

〔お申し込み・お問い合わせ〕

☆
☆

ＪＴＢ西日本団体旅行京都支店 ドイツ国際平和村ツアーデスク
ＴＥＬ：075-241-3183 ＦＡＸ：075-221-2607
NPO法人ペイ・フォワード俱楽部 mail info@pay-foｒward.org

９月２１日から２８日までの今年の「ドイツ国際平和村訪問ツアー」には、総勢１１名で参加しました。
ペイ・フォワード倶楽部のメンバーの訪問ツアー報告をご覧ください。

ドイツ国際平和村 訪問ツアー２００９ 報告

９月２１日～２８日
Fujii

テレビを視聴して、子どもたちの純粋な笑顔に出会えた事に感動して、
胸が熱くなったのを今でも忘れません。
小さい子どもたちが手を繋いで歩く姿を見ながら、こんな子を手放す親の
気持ちを思うと、胸が張り裂けんばかりの深い悲しみが伝わってくるようで
した。子どもたちは分かっているのかなぁ～？とふと思いながら、
淋しい心もわかりながら、何か役に立ちたいとの思いで、平和村へ寄せて
いただきました。
ドイツで直に子どもたちと接して傷痕を目の当たりにした時に、どんな想い
をしても治してあげたい、との親の想いを受け止めた気がしました。
親子共に頑張っているんだと思いました。
子どもたちとの触れ合いの場を与えてもらい、私の出来る精一杯の事をし
て喜んでもらえたらと、日本の伝統芸能の玉簾をし、子どもたちも一緒に
楽しそうな姿を見ている中で、平和村代表のゲーゲンフルトナーさんの願
いでもある、戦争がなくなり、世界の平和が実現して欲しいと切に願いま
した。
今回ツアーに８人の若者が参加しておられ、深い想いで来られているのに
すごいと思いました。これからもこんなツアーを続けていき、若い人達にた
くさん参加して欲しいと思います。

Activity Report
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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
■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。

チャリティー富士登山

８月１日～４日

Team SENNAN

Nishimura

今年もチャリティー富士登山を開催しました。
前日までの大雨はうそのようで、登山当日は例年にないくら
いの晴天でした。昨年募金箱を設置して下さったショップ「
DOMANI」さんは周囲の小学生を集めてチャリティーエコバ
ッグを作成して下さりました。皆さんの温かいご支援に感謝し
ています。本当にありがとうございました。

Peace Angel ～平和の天使たち～
In 吹田メイシアター中ホール

６月～１２月

泉南市でのイベント

今年から大阪府南部に位置する「泉南市」でも、活動を
はじめました。
■６月２８日（泉佐野）・ ７月４日（熊取）
フリ-マ-ケットを行い、売上は約２万円となりました。
■７月２５日 バル-ンア-ト体験会では参加人数が12名。
■１０月１１日・ １１月１１日 イエロ-レシ-トキャンペ-ン
■１１月２２日 ペットボトルで可愛い小物作りはケーキ・
コーヒー付きで参加人数は９名。
■１２月５日 押し花しおり作りは参加人数6名。
■１２月１９日 お正月用苔玉つくりは参加人数14名。
これからも企画します。どうぞご参加ください。

８月３０日
Araki

ウルルン滞在記・元ディレクタ-河原様、太鼓集団「怒」様、
Beat Box様、MMT子どもミュ-ジカル様等多くの方々に助け
て頂き奇跡が起きたPeace Angel チャリティ-コンサ-トでし
た。この感動を水面に落ちる一滴とし、更なる大きな波紋とな
り広がっていくよう努力していきたいと思います。

▲バルーンアート体験会

▲ペットボトルで小物作り

Rua Feliz ～千里山平和カーニバル～
In 吹田市千里山駅周辺

１０月１８日
Koizumi

今年も飲食・フリーマーケット・ワークショップの合計６ブース
で出店しました。
飲食では有機野菜・ポップコーン・タコせん・手作りケーキの
販売、ワークショップではビーズアクセサリー作りを行いまし
た。
フリーマーケットのブースでは２か所に設置しどちらも盛況で
帽子やＴシャツ・ズボンなど「似合ってますよ～」と訪れた人
たちとの会話も楽しみながら、素敵な時間を過ごしました。
皆様の善意に感謝です。
【物品提供をしてくださった方】 ●東京都：ヨコタ様・新井様
いつも本当にありがとうございます。

NEWS&EVENT
ドイツ国際平和村支援 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。
ギターリストの、わたなべゆうさんをお迎えして、心温まるコンサートを開催します。
ぜひ、皆さんお友だちを誘ってご来場ください。

《 開 催 日 》

２０１０年２月７日（日）

《開催時間》

開場/１２:３０ 開演/１３:００

《

吹田メイシアター 小ホール
（阪急吹田駅下車すぐ）

会

場

》

《 入 場 料 》

《プログラム》

《ロビーでは》

前売り ￥１５００ / 当日 ￥２０００
優待（障害のある方、小・中・高生） ￥１０００
・わたなべゆう アコースティックギターコンサート
・キッズダンス（Beat Box：箕面市）
・東ちづるさんからのビデオレター上映
・ドイツ国際平和村訪問ツアー報告
ドイツ国際平和村のパネル展示
平和村支援グッズ販売、手作りケーキ（コーヒー
サービス） など
※チケットの購入は、メール（info@pay-forward.org）
わたなべゆうさんのCD販売
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０６-６３３０-０２８１

ペイ・フォワード倶楽部 今後の活動予定
２月７日（日） ■チャリティーコンサート「Peace Angel」 （会場：吹田メイシアター 小ホール）
２月１１日（木・祝） ■泉南市「手づくり展」 （会場：岸和田市波切ホール）
３月７日（日） ■ペイ・フォワード倶楽部 第２回総会 （会場：すいた市民活動を活発にする会）
３月２１日～２８日 ■ドイツ国際平和村訪問ツアー2010
５月 ■ミニライブ（Angel Village）
５月 ■マルクト市（滋賀県大津市）
６月（１ヶ月間） ■パネル展示（吹田市「ブルーリボン」）
７月７日 ■星愛たなばた祭り
※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、

会費更新の
お願い

info@pay-forward.orgへお問い合わせください。

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。

ペイ・フォワード倶楽部が運営するカフェ、 「Angel Village（エンジェル・ビレッジ）」 。
2009年５月にオープンしてから８ヶ月がたちました。
ランチの「有機野菜カレー」もご好評をいただいております。
スタッフで工夫を凝らして、さまざまなイベントを計画しています。
吹田市千里山の「エンジェル カフェ」 に遊びにきてください。
昨年の５月にオープンし、カフェの運営などした事もないスタッフが試行錯
誤しながら運営してきました。
２名のアルバイトさんたちもとても一生懸命で８月のチャリティイベントや
Ｒｕａ Ｆｅｌｉｚの祭りの時などはボランティアでお手伝い下さったり、とても
有り難い存在です。
お店の看板メニュー「有機野菜カレー」は、とてもヘルシーで美味しいと評
判で、固定のお客様もつくようになりました。店でのイベントも開催するように
なり、今年２月のＰｅａｃｅ Ａｎｇｅｌのゲストで来てくださった「わたなべ ゆう」 Angel Villageで ミニライブ
▲フリマボックスには、
さんのミニライブも行いました。また１１月より「フリマボックス」も始まりました。 Rua Feliz
掘り出し物がいっぱい
千里山平和 カーニバル
手作り物品からフリーマーケット品まで、色々置いております。
皆さまが気楽にゆったりとくつろげるスペースとなっておりますので、是非お
誘い合わせの上、お越しくださいませ。
Café オープン１周年記念

〔今後のイベント予定 Ⅰ 〕

●3月2日（火）
おひな様の夕べ

●1月24日（日）
とんぼ玉講習会
（１）ランチ付 2700円

（２）ケーキ付 2400円
＊女性限定12名
（１）（２）共に、講習・材料費こみ
参加費：2000円（ミニ懐石）
※どちらも要予約です。
●1月16日（土）
チーズとカレーとワインのお食事会
参加費：２５００円（ワンドリンク付き）

５月９日～１５日までの１週間
『Angel Village』にお越しくださった
皆様に、かわいいプレゼントを用意し
ております。
又、９日には楽しいイベントを考えて
います！
詳しい内容につきましては、HPにて
お知らせします。

＜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
・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

￥300
￥350
￥300
￥350
￥300
￥500
￥300
￥300～
￥400～
￥350～

・カフェの貸切
・ランチの予約
受付中です！

カレーもケーキも、スタッフ
の手作りです！

＜LUNCH ＭＥＮＵ＞
有機野菜カレーセット（カレー＋スープ＋スウィーツ＋ドリンク） ￥１０００
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。
新鮮な有機野菜も販売しています。
▲ランチで大評判！手作りカレーセット

カフェ＆フリーショップ
■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 10：00～19：00 (4月～10月)
10：00～18：00 (11月～3月)
* 定休日 水曜・木曜
■ＴＥＬ＆ＦＡＸ 06-6330-0281

