
特定非営利活動法人

ネットワークジャパン設立に向けて

新年明けましておめでとうござい

 

ます。

平素は、ドイツ国際平和村の子ども

 

たちへの温かいご支援とペイ･フォ

 

ワード倶楽部の活動にご理解とご協

 

力を賜り深くお礼申しあげます。

２０１１年の幕開けを、皆様はどの

 

ようなお気持ちで迎えられましたで

 

しょうか？

昨年末には、北朝鮮から韓国への砲

 

撃があり、罪のない民間人の犠牲者

 

がでました。

日本海を越えた身近なところでの出

 

来事でしたので、多くの方が脅威と

 

憤りを感じられたことと思います。

 

しかし、何度もお伝えしていること

 

ですが、地球の歴史が始まって以来、

 

この地球上では必ずどこかで紛争が

 

起こり、犠牲となるのはいつも決

 

まって、罪のない人々でした。

紛争や戦争は、私たちの日常とは
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関係のない遠いところの出来事で

 

はなく、私たちの宝である、子ど

 

もたちの未来と大きく関係してく

 

る問題だということを、もっと自

 

覚する必要があります。

私たちペイ・フォワード倶楽部は、

 

戦争は決してあってはならない事

 

であり、『反戦』は大変大事なこ

 

とだと認識していますが、それだ

 

けでは『平和な世界』を創ること

 

は難しいと考えています。

どんな事柄でもそうですが、反対

 

する事や壊す事は簡単なことです。

 

しかし、積み上げていくこと、創

 

り上げていくには、大きな情熱と

 

時間そして地道な努力が必要です。

ペイ･フォワード倶楽部は設立か

 

ら６年目を迎え、その活動を実り

 

のあるものにしていく為に、今年

 

は大きな一歩を踏み出すことにな

 

ります。

設立から６年目を迎えて

ドイツ国際平和村からの支援で出

 

来たベトナム平和村やカンボジア

 

の健康センターなどに対しても、

 

日本から何が出来るかを考え、具

 

体的な支援をスタートさせたいと

 

考えています。

また、日本国内においては、平和

 

村を支援されている多くの方々が

 

情報交換やお互いに協力し合って

 

行ける環境の手始めとして、HP

 

を立ち上げていくことも考えてい

 

ます。

沢山の構想がありますが、一つ一

 

つしっかり取り組んで実現させて

 

まいります。

会員の皆様におかれましては、今

 

年も温かいご支援ご協力を宜しく

 

お願い申し上げます。

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。

NEWS LETTER Vol.06
JANUARY.2011



フォトジャーナリスト

 

ウリ・プロイス氏による貴重な、現地取材の講演を聞くことが出来ました。

2000年に国連加盟国は、世界中の飢餓状態にある人々の数を半分にすると決めました。

10年後の現在、当時よりも2億人も飢餓状態の人が増えました。今も、世界中では、10億人

以上の人々が飢餓状態にあります。

ドイツ国際平和村の援助飛行に同行した際、紛争や暴力の痕跡をみることもあります。

そこで、貧困と飢餓の状況を常に感じています。この環境に共通して言えることは、子供たち

が貧困と飢餓状態にあるということです。今日、アフガニスタンでの紛争はテロ行為により、

陰険になってきました。所得の格差が広がり貧困層は増加傾向にあります。

私が援助しているルアンダの子供どものエピソードです。女の子がバスから降りてきました。

その女の子は四つん這いで降りてきました。援助スタッフが私にどうして四つん這いなのかを

教えてくれました。「この子はやけどの治療ができず、皮膚などが瘢痕化して硬く固まってし

まっているんだ」と。この子は、ドイツ国際平和村が受け入れを行い、手術とリハビリを繰り返し

直立歩行ができるようになって母国へ帰国したそうです。

最後に、「写真にはまだ写っていない子どもたちが沢山います。ドイツ国際平和村の援助が

届かず世界中のどこかでその援助をまっています。ドイツ、日本そして世界中からの援助が

緊急に必要とされているのです。」

命のはざまで
日本各地で写真展と講演会を開催

 

【2010.10月～１1月】

ペイ･フォワード倶楽部が主催して大阪にて講演会を開催しました！！
【2010年11月3日：

 

大阪阿波座

 

ガストハウスにて】

［ペイ・フォワード倶楽部理事の感想］

ドイツ国際平和村へ、平和の天使たちに会いに行こう！

キラキラ笑顔☆スタディーツアー

訪問ツアー予定日

出発地

定員

ツアー料金

2011年9月17日（土）～24日（土）6泊8日

関西国際空港

限定１５名

大人ひとり

 

￥250,000（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。
為替の変動により金額が上下する場合があります。

［お申込み・お問い合わせ］

 

NPO法人ペイ・フォワード倶楽部

 

mail：

 

info@pay-foｒward.org

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。
２０１１年のツアーが決まりました！充実のツアーになります。

ウリさんと平和村スタッフの中岡さん

平和村

便り

ウリさんが現地で取材した写真を見ながら説明を聞き、子ども達がドイツ国際平和村に

来るまでのいきさつや取り巻く現状などくわしく知ることができました。親元を離れ、言葉も

違う国でけんめいに治療をしながら明るく生き生きと平和村で過ごす姿に感銘を受けました。

岐阜・福井・東京・広島などから、また企業や教育関係者の方も参加され、今後の支援の

協力についても代表から話がありました。

ドイツ国際平和村関連ＮＥＷＳFriedensdorf

 

International ドイツ国際平和村関連ＮＥＷＳ



Liebe

 

～愛しい天使たちへ～

ドイツ国際平和村訪問体験記

２０１０年８月。ペイ・フォワード倶楽部では、待望の平和村訪問
ツアー体験記を出版しました。
２０１０年３月に開催した、ドイツ国際平和村訪問ツアーの参加者
である筆者の想いがたくさんつまった体験記です。
（定価￥700。売り上げは必要経費を除いた全額をドイツ国際平和村に寄付します）

「Liebe愛しい天使たちへ」の発行に際し、リコーテクノシステムズ株式会社様からご寄附を頂きました。
リコーテクノシステムズ株式会社様より、メッセージを頂戴しました。

今回Free Will Club（社員の自由意志により給与・賞与の一部から、様々な社内貢献団体に寄付をする）において、
ペイ・フォワード倶楽部様に寄付をし、また、関西事業本部の経営幹部に対し、活動内容に関するご講演をいただきました。
子どもたちの現状を目の当たりにし、日本から遠く離れている国々の紛争により不幸にさらされた子供たちへの愛と世界
平和の重要性を再認識いたしました。
今後も、社員全員で社会への貢献、企業の社会的責任をしっかりと果たすべく、地道な活動を継続していきたいと思います。

リコーテクノシステムズ株式会社

 

関西事業本部

 

本部長室

 

経営統括室

 

[ 大阪

 

]

 

中野

 

正敏様

「Liebe愛しい天使たちへ」の発行に際しリコーテクノシス

テムズ株式会社様からのご寄附を頂きました。
そのお礼を兼ねて、リコーテクノシステムズ様でドイツ
国際平和村のDVDの上映と子どもたちの状況を紹介

させていただきました。
子どもたちの平和村でのビデオを真剣に見ておられ、
会場は静まりかえっていました。
講演は3か月のボランティア体験のある理事長が話し

ました。参加した皆様は深く感銘し世界の子どもたちが
おかれている現状が伝わったと思います。
RICOHの皆様には、私達の支援活動に興味を持って

頂き、「今後のイベントやチャリティー・コンサートに家族
共々参加します」との嬉しい声掛けをいただきました。
当日は、リコー関西地区の役員の皆様の大切な会議
でしたが、お時間を頂きましたことを、お礼申し上げます。
RICOHの皆様との交流を機会に多くの企業様とも交流
が持てるように努力してまいります。

６月２４日(木）Angel Villageにて、「リコー社会貢献クラブ」の
「Free Will Club」さんより目録を頂きました。

９月２２日

 

お礼の講演会の 後に記念撮影

社内報にもご掲載いただきました

スペシャルトピックSpecial topics スペシャル

 

トピック



2010年

活動報告
July～

December
2010

■７月

■

 

８月

■

 

９月

■

 

10月

■

 

11月

■

 

12月

●ブルーリボン

 

パネル展示

 

平和村グッツ販売

 

（７/１～７/３０）

●Angel Village 関空店オープン(4日)

●泉南地域コミュ二ティーイベント

 

フリーマーケット（７/１７）

●TREE HOUSU チャリティーイベント

 

パネル展示

 

平和村グッズ販売（７/３１）

●岐阜医大生ハンドボール大会にて平和村講演会（８/３）

●泉南地域コミュ二テイーイベント

 

フリーマーケット（８/３）

●枚方市中宮小学校にて講演会（９/１１）

●泉南地域コミュニティーイベント

 

フリーマーケット（９/１８）

●リコーテクノシステムス（株）講演会（９/２２）

●泉南地域落語会（９/２６）

●東京三鷹の国際基督教大学

 

コイノ二アの集いにて講演会（１０/１０）

●みのおいきいき祭り

 

パネル展示

 

飲食チャプチェドッグ

 

ワッフル販売（１０/２３）

●ドイツ国際平和村講演会

 

大阪市ガストハウス４４（１１/３）

●泉南地域クリスマスチャリティーイベント

 

フラメンコショー（１２/１２）

国際基督教大学講演会講演会

主催者様より感想を頂戴しました

千里山

 

元気！プロジェクト

地域が元気になる事。

未来を担う子どもたちが、笑顔で安心して暮らせる町である事。

それが「平和」の礎になると考え、昨年も千里山元気！プロジェクトの

イベントに企画参加致しました。

町づくり
イベント

普段知ることのできない子どもたちの状況を知り、とても心が

動かされました。私たちにできることは沢山あると感じ、平和

村についてもっと詳しく知りたいと強い気持ちが出てきました。

このような素晴らしい機会を頂きありがとうございました。

●千里山子ども夏祭り

 

［8月8日］

●RuaFeliz千里山平和カーニバル

 

［10月17日］

●ご当地グルメレシピコンテスト

 

［11月28日］

町の様々な団体と触れ合い、協力し合って交流を深める事ができました。

 

今後も更なる地域活性化の為に力を注いで参ります。

ペイ･フォワード倶楽部は設立から６年目を迎えました。
2011年は、さらに大きな一歩を踏み出す土台を築いています。ドイツ国際平和村の支援を今後とも継続していくと共に、
ベトナム平和村やカンボジアの健康センターなどに対しても、支援を行っていきます。
日本からの支援ネットワークが築けるように、私たちスタッフが一丸となって活動に励んで参りたいと思っています。

［10月10日開催］

Activity Report 活動報告

http://www.senrigenki.com/


ペイ・フォワード倶楽部

 

２０１１１年の活動予定

会費更新の
お願い

会員の皆様へ
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。

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。

※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。

皆様からの会費の更新を心よりお待ちしております。

□

 

ドイツ国際平和村

 

パネル展示

□

 

平和村についての講演会

□

 

ボランテャイ団体主催のイベントへの参加

□

 

「千里山

 

元気！プロジェクト」

□

 

ドイツ国際平和村訪問ツアー

□

 

海外視察「カンボジア・ベトナム」

□

 

学生研修事業

□ Café 運営（Angel Village：千里山店、関空店）

□

 

全国募金箱設置事業

□

 

教育用教材（DVD）作成・販売

□

 

チャリティーコンサート

ペイ・フォワード倶楽部の活動にご賛同いただき、共に支援の輪を広げて

 

いただける方を募集しています。

 

※会費につきましては、経費を除く全てを支援金とさせていただきます。

年会費

 

5000円

 

●年一度の総会への参加権・議決権があります

 

●企画や運営への参加・発言権があります

 

●役員会・運営委員会に参加できます

 

●年二回ニュースレターをお送りします

正会員

年会費

 

3000円
●企画や運営などに参加できます
●年二回ニュースレターをお送りします

賛助会員

年会費

 

無料
●イベントなどをお手伝いいただく

ボランティア会員です

サポーター会員

住所・氏名・電話番号・メールアドレス・希望会員（正会員・賛助会員・サポーター会員）を明記の上、

 

e-mail:

 

info@pay-forward.org

 

まで申し込みください。

NEWS&EVENT ニュース＆今後の活動予定



ペイ・フォワード倶楽部が運営するカフェ、

 

「Angel Village」の
2号店「関空店」が大阪府泉南市に２０１０年7月4日、
オープンしました。
１号店の「千里山店」ともども、２つの「エンジェル・
ビレッジ」に、是非遊びにきてください。

【Angel Village関空店］

■住所：大阪府泉南市男里7-31-25

ホテル・ザ・ネクスト関空1F 

■営業時間

 

AM11:00～PM9:00

 

■定休日・火曜日

お陰様でオープンしまして半年が経ちました。少しずつ地域の皆様に集まっていただけるようになってきました。
昨年９月には落語会、１２月にはクリスマスパーティを各６０名以上の方に足を運んでいただき有難うございました。
１１月からはママと子供たちが気軽に集まり子育てのこと、家事のこと・・・いろいろお互いに話し合えるスペースとして
絵本の読み聞かせや手編み教室、そのほかちぎり絵、絵手紙など開催中です。
今年からはコミュニティースペースとして充実させたくハモニカ奏者尾崎先生を囲んで毎月一回歌声喫茶を開催、
３月１０日には地域のヤングママのサークル「そらまめ」の手作りイベント、そしてキッズ玉すだれ保存会のメンバーも
募集中です。

 

地域の皆様との出会いを通してドイツ国際平和村の子供たちのことを伝えて行きたいと思います。

■チーズ&ワインの会

毎年のイベント｢Rua

 

Feliz-千里山平和カーニバル｣での協賛で、わたなべ
ゆうさんのアコースティックライブ。今年も満席で大盛況でした。
わたなべゆうさんいつも本当にありがとうございます。

Angel

 

Village千里山店『営業時間変更のお知らせ』
7：30～18：00

 

⇒

 

9：00～18：00

年に３回ペースでの開催で、滅多に食べられないチーズを
格安で提供頂きます。
Angel

 

Villageの手料理と合わせての提供で、毎回大人気
のイベントです。

■わたなべゆうさんライブ

【Angel Village千里山店］

■住所：大阪府吹田市千里山東２丁目27-3

■TEL：06-6330-0281

■営業時間

 

AM９：00～PM１８:00

 

■定休日・木曜日

2010年までに募金箱設置にご協力いただいたお店・個人・団体です。（敬称略）

募金総額4,227,445円
下半期累計816,254円

募金箱設置場所のご紹介

■Clap 
〒540-0003
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-3-13
森ノ宮中央ビル１

■金武バブテスト教会
〒904-1115
沖縄県うるし市石川伊波903-9

■千里山ﾊﾟﾝ工房

 

Aimez La Vie
〒565-0851
吹田市千里山西１丁目41-24

■洋食家MULBERRY 
〒733-0011
広島県西区横川町312-4

募金箱

現在までに配布したニュースレターで、設置店が抜けていた店舗がございました。深くお詫び申し上げます。

ありがとうございました

■（株）ジェイ・シーダ
〒144-0045
東京都大田区南六郷1-25-2

■こんぱる
〒357-0038 
埼玉県飯能市仲町23-11 

■寿司

 

居酒屋

 

すっぽん
大阪府吹田市千里山東2丁目

■すし吟
京都府綴郡宇治田原町ね田植山20-3

■欧日協会ドイツ語ゼミナール

■アトリエムジカ
東京都中野区沼袋3-24-19

■メビウスゲーム
東京都文京区後楽1-1-15


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

