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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。

２００８年４月４日 特定非営利活動法人 ペイ・フォワード倶楽部誕生
宮城・山形の地震の被害にあわ
れた皆様に、心よりお見舞い申し
あげます。
今年に入ってから、中国で地震が
発生し、多数の方が被災されてい
ます。対岸の火事ではなく、地球
は一つなのだと実感する事が多い
のですが、こういう不幸な事態が
起きたときこそ、他人の温かみを
実感し、又少しでも人の役に立て
る事を考えられる機会かとも思い
ます。

「未来を担う子どもたちに、平和
な社会を！」と願う熱い想い。
2005年4月に、ドイツ国際平和
村の子どもたちを支援することを
目的に設立したボランティアサー
クル・ペイ･フォワード倶楽部
は、
3年の地道な活動を続けてまいり
ました。フリーマーケット出店、
2ヶ月に一度のパネル展示、手作
り作品の販売、チャリティーコン

サートなど、サポーター登録した
方々で考えながら、すべて手作り
の本当に地道な活動でした。しか
し、活動に参加する人たちの心に
あるのはいつも、「未来を担う子
どもたちに、平和な社会を！」
「紛争で傷ついた子どもたちに、
少しでも人間らしい生活を！」と
いう、熱い想いでした。
労力の割には、収益が上がらな
かった事も多々ありましたが、そ
んな時にも、前進してこれたの
は、ペイ・フォワード倶楽部の活
動に理解と協力を示してくださっ
た、周りの方々の存在でした。そ
して、ドイツ国際平和村のスタッ
フの皆さんからの、励ましと信頼
のエールでした。

これからも、ペイ・フォワード倶
楽部の活動にご協力ください。
お蔭様で、今年4月4日付け
で、NPO法人ペイ･フォワード倶
楽部

として認証を受ける事ができ、こ
れからの活動への大きなステップ
を踏む事が出来るようになりまし
た。
ここに、法人として認証を受ける
事が出来ましたことを、皆様にご
報告できる事を大変うれしく思う
と共に、今までのご支援に深く感
謝申し上げます。そして、今後の
活動への更なるご理解とご協力
を、重ねて御願い申し上げる次第
です。
ペイ・フォワード倶楽部 理事長
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組織（理事・監事）
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設置店のご紹介
募金箱設置にご協力
いただいているお店です。
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ＴＥＬ 06-6338-6955

■ブルーリボン

吹田市千里山西1-38-21
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■千里山ライスショップ
吹田市千里山西1-38-17
ＴＥＬ 06-6385-2204

大阪市北区豊崎3-5-10
ＴＥＬ 06-6375-2273

■特定非営利法人
すいた市民活動を活発にする会
吹田市千里山東4-6-22-101
ＴＥＬ 06-6380-6148

■マック住研株式会社
吹田市千里山東2-26-25
ＴＥＬ 06-6389-5111

■株式会社ジェイ・シーダ
東京都大田区南六郷１－２５－２
ＴＥＬ 03-3739-8322

■MotherMoon
千葉県佐倉市上座1169-7
ＴＥＬ 043-464-2370

■津乃吉
京都市東山区新宮川町五条
上がる田中町
ＴＥＬ 0120-44-2902

2008年中に
目標
100店舗！

※募金箱は１年に２度回収し、集まった金額はホームページにてご報告いたします。

活動報告
JANURY～JULY
2008

募金箱を置いて下さるお店を
まだまだ募集しています。
あなたの街におひとついかが？
置いてくださる方は、
info@pay-forward.orgへ

1/20 ■ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ「Peace Angel平和の天使たち」
3/14～21 ■ドイツ国際平和村訪問ツアー
4/6 ■ガｰデンモール彩都 フリーマーケット
5/24 ■ほっと市民バザール in かやの中央
5/25 ■吹田ボランティアフェスティバル
5/24.25 ■マルクト市（大津市）
7/6 ■ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ「Peace Angel平和の天使たち in 箕面」
7/7 ■星愛七夕まつり（大阪天満宮）
7/29 ■千里山保育園「平和のつどい」
7/１～7/31 ■パネル展示＆物品販売 in ブルーリボン
偶数月 ■パネル展示 in 箕面市民活動センター

【物品提供をしてくださった方々】
●大阪市：李さん、鄭さん、内田さん、羽田野さん、石原さん、岡さん、前川さん、かすみさん ●摂津市：本庄さん ●豊中市：長谷川さん
●吹田市：大井さん、三好さん ●箕面市：内山さん、河原さん ●愛知県：坂倉さん ●東京都：横田さん ●北海道：米倉さん
みなさん、本当にありがとうございました。
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ニュース＆今後の活動予定

２００９年 ドイツ国際平和村 訪問ツアーのお知らせ
平和村へ、笑顔の子どもたちに会いに行こう！
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。
《訪問予定日》

２００９年６月

《訪問期間》

６泊８日（内、平和村で４泊）

《定

員》

１０名

《代

金》

おひとり 約￥２００，０００
（航空券・宿泊費込み）

《訪問内容》

・平和村施設見学
・子どもたちとのふれあい
・平和セミナー受講
・本部訪問
（現地スタッフとのミーティング含む）

◎出発前にオリエンテーション（２回）への参加を条件とします。
▲過去の訪問の様子

※上記はあくまで予定です。変更する場合もあります。詳細は決まり次第、ホームページにアップしま
す。

ペイ・フォワード倶楽部 今後の活動予定
～８月末まで
８月
８/15～17
９～11月
11/９
10/25・26
2009年２/１１
偶数月

■ジャスコ南南千里店「幸福のイエローレシートキャンペーン」
■ヨーガ講座 in 千里山・千里（ちさと）図書館
■富士登山 チャリティーウォーク
■楽しいドイツ語講座“Ａ Ｂ Ｃ（アーベーツェー）” in すいた市民活動を活発にする会
■Ｒｕａ Ｆｅｌｉｚ～千里山平和カーニバル～
■マルクト市（大津市）
■Ｐeace Angel～平和の天使たち～ in メイシアター
■パネル展示 in 箕面市民活動センター
※他、各種講座、イベント出展を企画中

★その他、みなさんのアイディアを募集しています！今後は、活動範囲を全国に広げたいと思っています。

ペイ・フォワード倶楽部スタッフが訪問した《平和村体験記》を毎回お届けします。

★ の目を持った
子どもたちに出逢って
ドイツ国際平和村に興
味を持ったのは高校時
代。ウルルンで平和村を
知った方も多いと思い
ますが私もその一人で
す。ブラウン管に映った
懸命に生きる子供たち
の強い眼差を今でも覚
えています。
その目に強く心を動か
され、将来この子供た
ちの役に立ちたいと強
く思うようになりまし
た。
そして、今年３月ドイツ
国際平和村へ
足を踏み
入れました。平和村での
第一印象は、「
どうして

リレーコラム

私と平和村

①Tsunaki Nishimura
②Makiko Akahane

子供たちは皆明るく輝
いているの？」
でした。
平和村の子供たちは皆
★の目を持っていまし
た。
キラキラ輝いていたので
す。平和村に来るため
の条件をクリアした子
供たちは皆それぞれ目
に見えない責任感や重
圧などを感じとって必
死になって生きている
反面、国境を越えて友
だちを作り共に遊ん
で、
共に学んでいました。
大人は国境を越えた関
係は武力や圧力で解決
しようとします。しか
し、子供は、国境なん
て関係なく皆友だちな
のでしょう。平和村には
本当の平和な時間が流
れているような気がし
ました。
おわりにドイツ国際平
和村は世界中の支援基
金で運営している団体
です。皆さんの救いの手
が子供たちを救いま
す。
世界には私たち大人の
勝手で今でも傷ついてい
る子供たちが数多くい
ます。そんな子供たち
に当り前の生活が送れ
るような未来が来れば
いいなと心から願ってい
ます。
皆さんで命の尊さをも
う一度考えて下さい。
いっぱいの元気を
くれた子どもたち。
ペイ・
フォワード倶楽部
田川純子さんが、プラ
クティカント（
研修生）
として平和村でボラン
ティアをしているとき
に、
急に訪問することにな
り、２００６年４月 日
ドイツに向けて出発し
ました。フランス経由で
デュッセルドルフに着い
たのですが、飛行機の
故障で遅れ、イタリア
から来た友達と２人、
オーバーハウゼン駅から
タクシーで平和村に着

いたのは夜中になってい
ました。
プラクティカントの皆さ
んが使っている宿泊施
設に泊まり、平和村の
内部を見学し、食堂で
は子どもたちと同じも
のを食べさせていただ
き、
とっても美味しかったこ
とを覚えています。
４月 日には、田川さ
んが日本から用意して
いった竹とんぼ作りを
平和村の少し大きな男
の子が挑戦し、とっても
器用で上手に作り、芝
生の広場で飛ばし、不
自由な足のことも忘れ
一生懸命走り廻ってい
ました。
小さな子ども達とは庭
で手をつなぎ、「
かごめ
かごめ」
で遊び、私たち
もいっぱいの元気をもら
いました。
子ども達と接したのは
ほんのわずかな時間で
したが、とっても素晴ら
しい体験をしたと思い
ます。
平和村の子ども達が国
に帰っても幸せに生き
ていけることを願いつ
つ、
日本に帰り、私も出来
ることからしていこう
と 年間少しずつドイ
ツ国際平和村支援活
動に協力しています。

ご連絡は
こちらまで

info@pay-forward.org

ホームページ http://www.pay-forward.org/

ペイ・フォワード倶楽部では、
●募金箱を設置してくださるお店（お店じゃなくてもＯＫです）
●フリーマーケットなどに出す物品
●販売用ハンドメイド作品
●各種講座講師
●イベントをお手伝いいただくボランティアさん
を、募集しています。

2008年3月、ペイ・フォワード倶楽部ドイツ国際平和村訪問ツアー
に参加。熱きハートを持った、若き医学療法士。

Tsunaki Nishimura

西村維城

赤羽まき子 Makiko Akahane でマイペース。でも心はいつも燃えている情熱の女！

2006年平和村に訪問。ペイ・フォワード倶楽部一、おだやか
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法人化して第１号の記念すべきニュースレーターは、いかがでしたか？
みなさんのご意見、ご感想を是非聞かせてください。
第２号のニュースレターに反映させていただきます。

