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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。

Pocket Jumpスタート！
3月11日に発生しました東日本震災
の被害にあわれました多くの皆様、
関係者の皆様に心からお見舞いを申
し上げます。地震・津波という自然
発生的な被害に加え、福島県では原
発事故が大きな問題となっています。
その被害の実態はいまだ把握されて
おらず、具体的な対策も提示されて
いないのが実情です。
ペイ・フォワード倶楽部はドイツ
国際平和村の支援を通して、紛争地
域で傷ついた子どもたちの実態を知
ることで、日本に於いては広島・長
崎の原爆、福井県の原発問題、海外
に於いてはチェルノブイリの原発事
故、ベトナム戦争の枯葉剤、アフガ
ニスタン紛争に於いては劣化ウラン
弾などの問題を学んできました。
今回の福島原発の事故の報を聞いて、
まず一番に頭をよぎったのは、数か
月先～数年・遠い未来に於いて事故
の影響が及ぼす影響のことでした。

今回の未曾有の出来事に関して、
同じ日本人としてペイ・フォワー
ド倶楽部にできることを真剣に考
えてみました。直ぐにできること
は募金活動でしたが、団体として
長期に取り組む支援を始めるべき
との声が団体内外から起こりまし
た。その中でも「今の日本が抱え
ている問題、特に未来を担う子ど
もたちに関係する問題に取り組も
う！」という意見が多数出された
のです。子どもを取り巻く問題は、
病気・障害・メンタル・育児放棄
と分野は多数に渡り、どれも深刻
で大きな社会問題となっています。
ペイ・フォワード倶楽部では、そ
のすべてにおいて重要な「生き
る」という観点から、子どもたち
が集える場所（施設）を建設し子
どもたちが笑顔で生きられるよう
なサポートを始めることで意見が
一致しました。（※詳細は
Pocket Jump事業をご覧くださ
い）私たちペイ・フォワード倶楽
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部は、サークルから始まった完全
なボランティア団体です。バック
に大きな企業や政治的な支援体制
などはなく、「一人一人の小さな
力を集めることで大きな力に！」
という信念で今日まで活動を成長
させてまいりました。この方針は
今後も変わることなく大きな柱と
して活動を続けてまいります。建
設にあたっては、莫大な費用が必
要となりますが、一人でも多くの
皆様の力を生かし、子どもたちの
ための施設の建設を実現させたい
と考えています。
いつも変わらぬご理解とご協力
をいただいております会員の皆様
におかれましては、より力強いご
支援・ご協力をよろしくお願い申
し上げます。
多くの皆様と共に、施設の建設が
スタートできるように、理事一同
精一杯取り組んでまいります。
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

（大阪府吹田市千里山東２丁目２７－３ ＴＥＬ＆ＦＡＸ０６－６３３０－０２８１）

ドイツ国際平和村関連ＮＥＷＳ
ドイツ国際平和村関連ＮＥＷＳ

平和村
便り

平和村からのメッセージ

この度の東北地方太平洋沖地震に際し、ドイツ国際
平和村スタッフ一同も大きな悲しみに包まれました。
３月１４日、ドイツ国際平和村では全てのスタッフが集まり、
犠牲者を追悼して約１分間の黙とうを行ないました。以下、
ドイツ国際平和村代表トーマス・ヤコブスが黙とうの際に述
べた言葉です。
「皆さん私たちは、この度の東北地方太平洋沖地震ニュー
スを聞き、大変深い悲しみに包まれています。私たちの気
持ちは、以前よりドイツ国際平和村を支援してくださっている
日本の皆さんのもとにあります。本日、ドイツ国際平和村ス
タッフ全員が、被災にあった日本の皆さん、犠牲になった皆
さん、今も行方不明の皆さんを想い、集まりました。
今までにドイツ国際平和村でボランティア活動をした日本の
皆さん、そしてご家族の皆さんにも思いを寄せています。被
災した地域への今すぐの支援ができないとしても、今まで日
本の皆さんがドイツ国際平和村への連帯を表してくださった
ように、ドイツからの連帯を表明します。日本の皆さんが復
興していくために、私たちができることはしたいと考えていま
す。私たちの気持ちは皆さんのもとにあります。
心からの悲しみと復興への願いを込めて」
日本での震災を知った平和村の子どもたちは、日本へ想い
を寄せるという意思表示として、また日本を心配しながらも
ドイツ国際平和村で活動を続けている日本人ボランティア
へ感謝の気持ちを伝えたいと希望し、日本人ボランティアに
「翼をください」を披露しました。子どもたちは、１週間で日本
語の歌詞とメロディーを覚えました。

アジア、コーカサス地方への援助を行いました。最近の援
助活動は、５月中旬に行った第４８回目となるアンゴラへの
援助飛行です。すでに何年にもわたり、ドイツ国際平和村は
アンゴラの子どもたち、カザフスタンやウズベキスタン、タジ
キスタンといった中央アジアの子どもたち、そして、アルメニ
アやグルジアといったコーカサス地方の子どもたちの医療
的援助を行なってきました。かつて内戦や紛争の中にあっ
たこれらの国々は、現在危機的状況にあったとしても、世界
中のメディアの目は向いていません。しかし、今もなお、アン
ゴラは内戦時に埋設された地雷の問題を抱えていますし、
その他の地域においても、劣悪な医療環境のために援助を
必要としている状況にあります。この状況はかつての内戦・
紛争の爪跡にほかなりません。そして、こうした地域で傷を
負い、病に苦しむ子どもたちにとって、世界から「忘れ去ら
れてしまう」ことは致命的なことなのです。長年ドイツ国際平
和村が援助しているアフガニスタンは再び世界の注目を浴
びていますが、こうした「忘れ去られた」地域の子どもたちへ
の援助も重要と認識し、活動を続けています。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
２０１１年６月吉日

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
ドイツ国際平和村

中岡麻記

日本の皆様の不安な気持ち、被害地の方を救いたい皆様
の気持ちを思うと、ドイツから祈ることしかできなく大変心苦
しいですが、私たちの目の前にある私たちができる活動を
地道に続けています。今年２月には、アフガニスタン、中央

ドイツ国際平和村訪問ツアー2011
ドイツ国際平和村へ、平和の天使たちに会いに行く！
●2011年9月16日～9月24日（平和村滞在日程：9月19日～23日）
平和村での日程

19日：アンゴラについてのセミナー受講
20日：（午前）本部での質問タイム （午後）子どもたち（男の子）との触れ合い
21日：（午前）リハビリテーション施設の見学 （午後）子どもたち（女の子）との触れ合い
22日：（午前）子どもたちと触れ合い （午後）ドイツ国際平和村スタッフと買い物・食事
23日：平和村を出発

今年の訪問ツアーは、12名の参加申し込みがあり、これまでで最も人数が多くなりました。
平和村では、3.11の様子を伝え、日本の子どもたちへドイツ国際平和村からメッセージを
受け取ってこようと思います！！

スペシャル トピック

スペシャルトピック

NPO法人ペイ･フォワード倶楽部が
キューピー株式会社様の助成金を頂けることになりました☆
感謝の気持ちを込めてマッチングギフトの紹介をさせていただきます。
■助成金申請に至った経緯

会 員 さんの紹 介 でキユーピー㈱
さんから助 成 を受 けることが決
まりました。
当団体に力添えを頂けること
を大変嬉しく思っています。

■助成金の使用について

当団体では、キユーピー株式会
社様より頂きました助成金に
ついて、次回のニュースレターで
報告させていただきます。

キユーピ－株式会社
マッチングギフト制度「QPeace（キユーピース）」
【マッチングギフトについて】
従業員が社会・環境団体に寄附を行うことを支援する取り組みとして、マッチングギフト制度「ＱＰｅａｃｅ」があります。
参加する従業員より、毎月100円を1口として寄附金を給与天引きし、会社からも同額を上乗せし、寄附を行う制度です。
マッチングギフト制度の愛称「ＱＰｅａｃｅ」は従業員から募集。支援団体も毎年従業員により選出・投票され決定します。
【マッチングギフトの仕組み】
QPeaceの流れ
従業員が支援したい団体を推薦
従業員からなるプロジェクトメンバーと事務局で、
推薦された団体を審査し、決定
寄附を希望する従業員は毎月100円を１口として
給与天引きし、QPeaceに積立
会社は従業員の積立金と同額を支援
各社会・環境活動団体へ寄附

Qpeace「子ども」を支援コース
「子ども」を支援コースは、世界各地や日本国内で、貧困や病気、障がいのある子どもとたちの支援活動から、
子どもたちの学びの支援まで、「子ども」のために取り組む11団体に寄付を行うコース。
【助成決定団体】
特定非営利活動法人アジア教育友好協会
あしなが育英会
特定非営利活動法人かものはしプロジェクト
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
特定非営利活動法人ファミリーハウス
手足の不自由な子供のキャンップ
特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル
特定非営利活動法人フローレンス
特定非営利活動法人日本救援衣料センター
特定非営利活動法人シャンティ国際ボランティア会

活動報告
2011年の上半期は団体を大きく変換する時期でした。3.11の東日本大震災を受け、団体の活動方針を大きく
転換しました。今までのドイツ国際平和村・ベトナムなどの国際平和村支援活動も継続して行っていきながら、
日本の将来を担う子どもたちに生きるための価値や希望を見出し、平和について考える機会を提供できる場所
Pocket House（ポケットハウス）の設立に向けて活動を展開していきます。
■2月27日 総会

活動報告

■１月ドイツ国際平和村へ募金送金
■セミナー開催

January～June
2011

3月27日 ドイツ国際平和村・ペイ･フォワード倶楽部の活動紹介
4月24日 ドイツ国際平和村・ペイ･フォワード倶楽部の活動に対する素朴な疑問に答えました。
5月29日 日本国際平和村（Pocket Jump）の設立へのビジョン
6月26日日本国際平和村（Pocket Jump）の設立へ活動内容
■6月18日 ボランティア団体「サファリ・カフェ」セミナー参加
■関西NGO協議会総会参加
■募金箱回収

■ ＮＧＯ視察

■切手回収活動

◎賛助会員の澤本さんからのメッセージ
第一回目からセミナーに参加しています。最初は参加者も4～5人でしたが、
今ではみんなの口コミで会場がいっぱいになるほどにまでなりました。
セミナーでは、平和村のことを始め、私たちの要望したテーマ、社会問題も含み
とても興味深いものばかりで楽しいです。とっても勉強になり 今後は、賛助会員
として募金箱の協力依頼、切手収集やイベントに参加したり、仲間集めをしたり
して関わって行きたいと思います。

切手が資金に変わるまでの流れ
使用済み切手（紙付図）を1kg集めて500円
という活動を上半期からスタートしました。

皆さまからのご協力を
お待ちしています。

①切手を集める
ペイ・フォワードにて切手を回収します
②切手管理
ペイ・フォワード倶楽部で切手の管理を行います。
③切手の切り取り作業
ボランティアさんと切手の切り取りや仕分けを行います。
④現金化
㈱シープロジェクトさんに１㎏500円で買い取りをして頂きます。
⑤支援
ドイツ国際平和村・日本国際平和村（仮称）
設立に向けた支援活動に収益の全額を使用します。

募金箱設置店

※８月に回収する募金は、９月の平和村訪問ツアーにて直接ドイツ国際平和村へ寄付します。

新た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） 今後もよろしくお願いいたします。

■「魚亭やつか」 兵庫県高砂市高砂町浜田町2丁目9-20
■スポーツジム「Curves 小雑賀」 和歌山県和歌山市小雑賀３丁目６番11号
■エステの店「グラサヴォーグ和歌山」 和歌山県和歌山市本町2-40 聖ソレイユビル

Ｂ1Ｆ

ニュース＆今後の活動予定

ペイ・フォワード倶楽部の新たな事業目標

「Pocket Jump」事業実施に向けて・・・

自然の中で、自分の可能性と未来の夢を育む子どもたち

「Pocket Jump」事業案内書
【目的】 未来を担う子どもたちが、「命の価値」を見出し、
自分の可能性と未来の夢を発見し実現するための力を養い、平和な社会をつくりだす人材を育成する。
【設立】 2016年夏設立（目標）
【場所】 自然豊かで地域の協力を得て連携ができること（候補地：兵庫県篠山市・三田市）
【対象】 小学校1年生～中3年生
【内容】 セミナー形式（期間：1週間、参加子ども人数：12人、スタッフ8人）ボランティア
［プログラム］
子どもの成長に必要な各分野のスペシャリストを招き、子どもたちと触れ合いながら子どもの持っている可能性や
個性を引き出すことで、生きる力を育てる。
①心と体の成長
メンタルマネージメントを学び理解することで、自分らしさの確立をする。
食育と生命の誕生や神秘を学ぶことで、命の尊さを知り感謝の気持ちを養う。
②自立に向けての自己管理
自然を体験することで危機管理能力を養う。
田植え、動物の生態、天体観測、自然の遊び、川遊び、木工社会の中で他人と協調する能力を養う。
③国際平和村を通して平和について学び、希望者はドイツ国際平和村ツアーに参加できる。
④海外の子どもたちとの交流
【参加費】 １人4.2万円（予定）
【運営】

管理者：特定非営利活動法人ペイ・フォワード倶楽部
責任者：理事長 田川純子 常駐職員：２人
スタッフ：3人、登録ボランティア：100人

【建設・運営費予算】１億円
【基金（設立資金）】 基金名：チャリティーポケット
基金回収に関する活動：
①回収事業（使用済み切手・使用済みインクジェット・はがき）②募金活動 ③フリーマーケットショップ
※資金調達として回収事業・募金活動・フリマの基金を全額使用と記載をお願いします。

活動予定
July～

■7月21日フリーマーケットショップオープン
■セミナー
千里山（本部事務局）7月24日 8月28日 各日程ともに14時スタート
和歌山11月6日
■９月１６日～２４日 ドイツ国際平和村訪問ツアー

■ルア・フェリス

この夏、
エンジェル・ビレッジが生まれ変わります！
「Angel Village」は2009年5月のオープン以来、ドイツ国際平和村の子どもたちを支援するカフェとして
多くの皆様に可愛がって頂いてまいりました。
この度、東日本震災で被災した子どもを含む日本の子どもたちの支援のための活動をスタートすることと
なり、その一つとしてフリーマーケットショップにリニューアルすることとなりました。
この活動を通して、ドイツ国際平和村で頑張っている子どもたちと日本の子どもたちを繋ぐことが出来ればと
願っています。
ドイツ国際平和村支援は募金箱設置や講演会活動を通して、今までと変わらぬ活動を続けてまいります。

Angel Village千里山店が、

フリーマーケットショップに
生まれ変わります！

衣類、衣類・生活用品・文具・鞄・靴・アクセサリーetc
※全国の支援者から提供いただきました物品

【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 AM１１：００～PM１６:００

■営業日：木曜日～日曜日

Angel Village関空店からのお知らせ
昨年７月オープン以来、地域の皆様に助けていただき少しづつ教室の常設・体験会・イベントなど一人二人と集まって
きてくださり、コミュニティーの拠点としてこれからお役にたてると楽しみにしていましたが、３月１１日の福祉島原発の
影響によりホテルが５月９日をもって、休業となりました。
Angel Village（関空店）の運営もこれに伴い、５月末日をもって閉店となりました。たくさんの方との出会いをありがとう
ございました。荒木洋子

ペイ・フォワード一同より、関空店にて出会った皆さまに、心から感謝いたします。

正会員
年会費 10,000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

賛助会員
年会費 3,000円（1口）
●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

サポーター会員
年会費 1,000円
●イベントなどのお手伝い
●年二回ニュースレターをお送りします
※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。

◎活動に参加いただいた賛助会員さんからのメッセージです。
2009年からドイツ留学をしていました。「ペイ･フォワードの活動に関わって
ワクワクしている私がいます！！」
ドイツでの留学経験によって、国際協力NPOに興味をもちました。留学先がド
イツだったこともあり、少しでもドイツに関わっていたい気持ちで、「NPO法
人ペイ・フォワード倶楽部」と関わるようになりました。今後は“日本に平和
村（仮称）を設立する”という夢を叶えるための活動に積極的に参加していこ
うと考えています。活動に関わっていきながら、いずれは正会員になり、平和
村設立の実行メンバーの一員となれるような人材になりたいです☆
大阪学院大学 国際学部4年生 森本紗世さんより
「私の考えていることを実現してくれる団体なので、楽しく活動に関われてい
ます」高校生の時に平和村を知り、それから7年後平和村支援チャリティーコ
ンサートに参加したことがきっかけで活動に関わるようになりました！
日本からでもできる支援の方法があることを知り、私にも協力できることって
こんなに身近にあるんだなって感じています。以来、私はポスター作製や、
募金箱設置活動や、友達にパンフレットを渡したりしながら、平和村のことを
伝えています。今後は地元を中心に学校の友達と勉強会や募金活動をやって
いこうと思います☆
和歌山県立医科大学 保健看護学部 ３年生 看護師 新谷美緒さんより

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。

