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ご挨拶

皆様、こんにちは。
世界一ピンクを愛するピンク社長こと多田多延子です。
皆様のあたたかい応援に感謝申し上げます。

ピンクを見るとしあわせになることが
色彩療法でも実証されています。
2009年世界一大きい折り鶴で
ギネス記録にチャレンジした日から
「お目にかかる方に幸せになって頂きたい」との
願いを込めて365日ピンクのお洋服を着て10年です。

ふるさと広島で世界平和会議を開催したいと思い
アメリカ・ハワイ・ロシア・フランス・イタリア・
モロッコ・ドバイ・インドなど
世界各国を訪問しました。
訪問先の国々で、私の着ているピンクのお洋服を見て
「わたしもピンクが大好きなのよ！」と満面の笑みで
話しかけてくださるたくさんの方にお逢いしました。
「ピンク」は国や地域、宗教や文化を超えて
人をしあわせにする力があるんだと感動いたしました。

昨年、ピンクでもっと世界にしあわせを
ふやしたいと思い、日本記念日協会に
４月４日「ピンクデー」を登録いただきました。
「あなたに」しあわせになって頂きたい」との願いを
込めて「プレゼントフォー（４）ユー」で、
ピンクを贈り、しあわせを分かち合う日です。
今年は「ピンクを愛する人のコミュニティ」
Pink.Clubを設立致しました。
ピンクを通じて、世界にしあわせを増やし、
世界平和を実現して参ります。
ご賛同・ご参加頂けましたら嬉しいです。

一般社団法人
ピースピースプロジェクト
代表理事

多田多延子
プロフィール
広島県広島市在住、
女性経営者。
お目にかかる方にしあわせに
なってほしいという願いを込
めて、365日ピンクの洋服を
着続けて今年で10年。
世界一ピンクを愛する Google
検索1位「ピンク社長®」。
反戦ではなく平和を創りたい
という想いを共有して世界平
和を実現するため、国内外で
平和を創る活動に熱心。

・ギネス記録保持「世界一大きい折り鶴」
・漫画「キセキのヒロシマ」を原作出版
ノーベル平和賞を受賞された第44代アメリカ大統領
バラク・オバマ氏に「著書を読んで感動した」とお礼状を賜る

・ 120か国500万人以上の女性経営者が加盟する
フランス発祥・世界女性企業家協会（FCEM）inロシアの
世界大会にてスピーカーを務める

・ 4月4日 Pink Day「ピンクを贈り、ピンクでしあわせを分かち合う日」制定
（一般社団法人日本記念日協会認定）

・ピンクを愛する人のコミュニティ Pink.Clubを設立
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ピースピースプロジェクトのあゆみ (2009年~2019年4月)

ギネス記録・
世界一大きい折り鶴にチャレンジ
2010年ギネス記録認定

2009年、延べ800名以上で巨大折り鶴に挑戦。
1トンの紙で両翼81.94ｍ、高さ36ｍ。
2010年ギネス記録認定いただきました。

2020ヒロシマ・オリンピック招致活動

オリンピックの開催を通じ、広島から世界に
“愛と平和”のメッセージを配信するために
実施した署名活動。603,186名の署名を集め、
広島市長に提出することができました。

漫画「キセキのヒロシマ」（日本語・英語）原作出版

広島には、年間30万人の子ども達が平和学習のために訪れています。
世界平和を創るためには、原爆被害の大きさだけでなく
復興の史実を伝え、反戦ではなく平和の創り方を学ぶことが重要です。

戦後70年を機に、ヒロシマ復興の実話を基に、
平和の大切さと恕(ゆる)す心を世界に伝える
漫画「キセキのヒロシマ」(日本語・英語)を原作出版しました。

教育機関に1,000冊を上限に無料貸出を行っており、
日本国内、海外で平和学習に活用いただいております。
また、「キセキのヒロシマ」をテーマにした講演も各地で行っております。
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感動した！

バラク・オバマ氏からの手紙 小学生との遠隔交流授業

ギネス記録保持中・世界一巨大な折り鶴

街頭での署名活動
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NPO法人セブンスピリット支援
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マザー・テレサ写真展 スピーチ

広島ハワイ次世代
ビジネスリーダーズ・プログラム講演

FCEM世界大会参加

4月4日ピンクデー制定
Pink.Club事業部設立＆世界各国で支部設
立

子ども達との平和学習

FCEM世界大会スピーカー

フィリピン・セブ島のスラムの子ども達

マザー・テレサ出生国 マケドニア共和国

ロシア

ローマ、ニューヨーク

ハワイ

日本
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←オバマ氏
サイン入りお礼状

ヒロシマ復興から世界平和の創り方を学ぶ

漫画「キセキのヒロシマ」原作 多田多延子

子ども達が世界平和の創り方を学ぶ
きっかけとなるよう、
「復興」の実話を基に原作。

壊滅的な状況の中でも憎んだり
恨んだりせず、前を向いて見事
復興を遂げたヒロシマの女性達の
恕(ゆる)す※心を描いた。
※恕す(forgive)とは、思いやりの心で
罪や過ちをゆるすという意味。

山口県下関市全ての小・中学校72校で
活用頂く等、今までとは違う前向きな
平和教育の形として評価を受けている。

私はあなたの物語に感動しました。
私は核兵器のない世界の実現への取り組みを再確認するために、広島を訪問しました。
私たちは、歴史を直視し、こうした悲劇を二度と再び繰り返さない様に、
私たちが何をすべきかを自問するという共通の責任があります。
被爆者によって設定された例を通して、私たちは戦争の力ではなく、
共通の人間性によって自分自身を定義することができます。
あの運命の日から、私たちは希望をもたらす選択もしてきました。
あなたの物語は、私たちがどこまで来たかの証です。

より多くの人々が過去を理解し、思いやりを抱く時間があれば、
より明るい、より平和な将来が待ち受けていると確信しています。
あなたの物語を私と共有してくれてありがとう。
あなたの人生に幸あれ。 敬具 バラク・オバマ

漫画「キセキのヒロシマ」、英語版”The Hiroshima Miracle

ノーベル平和賞受賞 第44代アメリカ大統領
バラク・オバマ氏 キセキのヒロシマを読んで感動！



2019 Peace Piece Project Activity Report                  page

平和を創る子ども達を育てる輪を広げたい

私の祖母は原爆投下のその日に
原爆で亡くなりました。 22歳でした。
母と曾祖母は爆心地から1.5キロ時点で
被爆しましたが、奇跡的に生かされました。
家屋や財産、全てを失いましたが、
女性起業家だった曽祖母は、
母を育てながら事業を再生し、
地域社会に貢献し続けました。
曾祖母の姿を見て、私も「社会に役立つ
起業家になりたい！」と志しました。

10歳の時、交通事故による脳内出血で生死の境をさまよいましたが、
奇跡的に2週間で退院致しました。
生かされている感謝を形に表すため、社会に役立つ起業家を目指す事を決意しました。

高校時代、平和記念公園に訪れた国内外の学生達に平和を伝えるボランティア活動を
通じて、ヒロシマでの平和教育は原爆の被害の大きさを伝えるだけになっている
のではないかと疑問を持つようになりました。
世界平和を創るためには、原爆被害の大きさだけでなく復興の史実を伝え、
反戦ではなく平和の創り方を学ぶことの重要性を痛感しました。

曾祖母や祖母、母の実話を基に、漫画「キセキのヒロシマ」を原作出版致しました。
子ども達と学習していく中で、小学校6年生の男の子が
「戦争は止めるものでなく、始めない事だ」と感想をくださり、
じ～んと胸に込み上げるものがありました。
このような想いを持つ子ども達を1人でも多く育てたいという想いで、
漫画「キセキのヒロシマ」を無料貸出し、
平和を創る子ども達を育てる活動を広げております。
ご賛同いただき、活動にご参加・応援いただけましたら光栄です。
子ども達の未来が愛と平和に満ち溢れた世界になりますように。
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漫画「キセキのヒロシマ」原作者 多田多延子

幼少期の多田(原作者)と曾祖母

左から曾祖母、原作者、母 広島平和記念資料館ご案内
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世界各国の寄贈・活用実績

・国立国会図書館、広島市内全小・中・高校216校図書館、平和記念資料館、
広島市内の図書館12館

・山口県下関市全ての小・中学校 72校、幟町小学校(広島) 、中島小学校(広島) 、
朝日塾小学校(岡山) 、半田小学校(愛知)

・広島市経済環境局観光政策部（※修学旅行生の平和学習資料として600冊）
・公益財団法人放射線影響研究所
・保育ルームなちゅなちゅ(東京)
・パリインターナショナルスクール、EIBビクターヒューゴスクール（フランス・パリ）

・マゴソスクール（ケニア孤児院） 他多数

・ノーベル平和賞受賞第44代アメリカ大統領 バラク・オバマ様
・キャロライン・ケネディ元駐日米国大使
・アラブ首長国連邦王族関係者 アリ・アル・マダニ様
・アリババグループ 孫烔副総裁
・フィリピン共和国大使館 デリア・D・アルバート大使
・インド大使館 クリパル・シン・ビシュット一等書記官
・世界女性企業家協会(FCEM) 世界代表 マリー・クリスティーヌ・オグリ様 他多数

【著名人】
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オバマ様妹君
ハワイ大学平和学研究者
マヤ・カッサンドラ・ストロ様

モナコ公国プリンセス
キャサリン・コロンナ・
デ・スティリアーノ様

マケドニア共和国特命全権大使
アンドリヤナ・
ツヴェトコビッチ大使

【学校・教育機関など】

NPO法人グローブジャングル
くっくま孤児院(カンボジア) NPO法人セブンスピリット(フィリピンセブ島)
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漫画だから分かりやすい
＜愛媛県小学校教師・女性＞

修学旅行に行く前、児童と
広島や原爆のことについて学習しました。
従来の授業では、戦後から現在までの
近代史がすっぽりと抜けてしまっていま
したが。
「キセキのヒロシマ」で、
復興を通して戦後の人々の生き方に
触れ、児童達の刺激になった様です。
小学生の児童達に、
暗いイメージだけを残すのではなく、
その後の人々の強さが伝わるように、
私も勉強します。
学校で活用させていただきます。

小学校の先生のご感想

広島への修学旅行の事前学習
として活用 ＜岡山県小学校教師・男性＞

漫画「キセキのヒロシマ」無料貸出

漫画「キセキのヒロシマ」冊子版の無料貸出を行っております。

【対 象】日本全国の小学校～大学、
塾などの教育機関

【貸出冊数】10冊～1,000冊
【申込方法】メールまたはFAXにて
Mail：peace_piece@tsp-cg.com
FAX：(082)253-0548

※一般向けにはインターネットにて販売
「キセキのヒロシマ」で検索 ↑冊子版 漫画「キセキのヒロシマ」

教室と広島をつなぐ授業をしたいと思い、
国語科・表現科・総合科の合科として
「キセキのヒロシマ」を利用しました。
マンガということで、
読み始めのハードルが低かったです。
『平和の砦』という国語科の教材と
広島への修学旅行の事前学習として
活用できたことから、
例年と比べ主体的に活動に
取り組んでいました。
原作者ご本人にも顔を出していただき、
子供たちの記憶に
深く刻まれたと思います。
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漫画「キセキのヒロシマ」を読まれた
下関市の小学校5年生から中学校2年生の感想
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前向きで強い心をもちたい 誰かではなく私達が平和を築いていく

戦争は憎んでも、人や国を憎まない 言葉遣いを直して友達を大切にする



2019 Peace Piece Project Activity Report                  page 10

フィリピン・セブ島の
ストリートチルドレンの子どもの感想

前向きな気持ちを持って何事にも打ち勝っていく

「何がおこったとしても他の人を憎まず、
前を向いて幸せな人生を歩いていきなさい！」のシーンが大好き！

キセキのヒロシマを読まれ、
小学校6年生が描いたイラスト
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マケドニア共和国「マザーテレサ記念館」主催 マザー・テレサ写真展、
パイロットインターナショナル日本ディストリクト、
公益社団法人経済同友会「同友クラブ」 、L.B.A.女性企業家協会、
広島経済活性化推進倶楽部、一般財団法人お好み焼きアカデミー、
東京都倫理法人会港区、東京都倫理法人会中央区、上野倫理法人会、KKC、
広島東南ロータリークラブ、広島安佐ロータリー、
広島ハワイ友好提携締結20周年記念 第1回広島ハワイ次世代ビジネスリーダーズ・
プログラム（ハワイ州・ホノルル日本人商工会議所、広島県・広島商工会議所主催）、
世界女性企業家協会(FCEM)世界大会 inロシア 等 他多数

講演・スピーチ・ワークショップ等実績
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マザー・テレサ写真展スピーチ
セブ島のストリートチルドレンに
KOKUYOのピンクの文具をお届け

アメリカ合衆国 ワンヴォイスチルドレンの子ども達と
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世界女性企業家協会（FCEM）への参加・スピーチ

12

【FCEMとは】
フランス発祥で1945年に設立され、74年の歴史を持つ女性企業家協会。
ヨーロッパ諸国と5大陸120か国以上に広がり、500万人の女性経営者が加盟している。
フランス産業を代表する初代女性CEOイヴォンヌ・フォイナン氏が創設し、
2017年ローラ・フラーティ・グッチ氏が会長を務めた。
・ローマ、ロシア、全米女性経営者協会（NAWBO）主催の

世界大会inニューヨークに日本メンバーとして参加

ロシアにてスピーカーを務めた FCEM世界代表マリー・オグリ氏と

ロシアサンクトペテルブルクの学生
Quantum Leaps
ヴァージニア・リトルジョン氏

IEEW 創業者
テリー・ネイス氏

イタリアローマにて ロシアモスクワにて
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Pink.Clubについて
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【事業部設立】2019年4月4日 ※ピンクデー
【理念】ピンクを通じた事業・産業創造、イベント開催、

記念日制定・普及により、世界を幸せで満たすことで、
世界平和を実現し次世代へと継承します

・一般社団法人日本記念日協会登録
・商標登録6097685号「Pink Day®」

ピンクを贈り、しあわせを分かち合う日

広島での世界平和会議開催を目指し、
各国を訪問する中で、国籍や宗教、性別を問わず
ピンクを見て笑顔になるたくさんの方々と出会い、
ピンクでもっと世界を笑顔にしたいという願いから制定。

「贈る」「あなたのために」の
Present for youから4月4日を記念日とした。

4月4日ピンクデー制定

Pink.Club（ピンクドットクラブ）は、ピンクを愛する人のコミュニティです

Netflix ドキュメンタリー映画

What is your Pink?

★★★★★

あなたにとってのピンクとは？
ピンク社長®が世界中で
ピンクをテーマにインタビュー！

【Pink.Clubがこれから目指す事業、プロジェクト】

ピンクアワード開催

社会をしあわせにする活動を
された個人・団体・企業を表彰

環境部門、経済部門、
教育部門、女性の活躍部門など

Pink.Clubは、国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)についても
事業を通じて取り組んでまいります。

日本記念日協会登録証

カンヌ映画祭出品

ピンクのアート展
in ニューヨーク開催

ピンクツアー主催

世界各国のピンクを訪ねるツアー
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第1回募金期間：2019年4月4日～11月30日
植樹期間： 2019年12月初旬より順次

Pink.Clubさくら募金プロジェクト

平成30年7月、記録的豪雨による災害「西日本豪雨災害」により、たくさんの方が被災されました。
今なお仮設住宅で暮らす方もたくさんいらっしゃいます。
昭和20年8月6日、ヒロシマ原爆投下により約14万人が亡くなりましたが、
焼け原となった広島の街で、広島の女性たちは桜の樹を植え復興を願い、成し遂げました。
現在、爆心地から2kmにある比治山では、1300本の桜がピンクの美しい景色を生み出しています。
4月4日ピンクデーから始まるPink.Clubさくら募金プロジェクトで、ピンクの桜の樹を被災地の
小学校、中学校に贈り、被災地の復興を応援し続けます。一緒に復興を応援しましょう。

2018年7月6日、西日本に大きな被害をもたらした
記録的豪雨による災害「西日本豪雨災害」により被災された小学校、中学校270校に
ピンクの桜を贈り、復興を応援し続けるプロジェクトです。

応援方法：
➀インターネットによる募金

https://pink.club/sakura/donate
②店頭募金
③ポスター・チラシの
掲示・配布等の啓発活動

屋内外や道路に土砂が堆積し救助や復興の妨げとなった

・被災された小学校、中学校
18道府県で270校以上 (H30.7.16文部科学省集計)

平成30年7月6日、西日本に大きな被害をもたらした
記録的豪雨による災害。

・死者224名、負傷者456名、全壊住家 6,758棟

西日本豪雨災害とは

鮮やかなピンクの桜 復興の象徴・広島の市電と桜
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メディア掲載
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広島市・中島小学校と愛知県半田市・半田小学校の子ども達の感想が
105万部を発刊する情報誌の広島版・1月1日元旦号に掲載された
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2016年3月、”The Hiroshima Miracle”（英語版「キセキのヒロシマ」）を出版した
際には、ジャパンタイムスや共同ニュース等、海外メディアに掲載いただいた。
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ピースピースプロジェクトへのご支援について
一般社団法人ピースピースプロジェクトの利益は、
日本国内・海外で平和を創る子ども達を育てる活動や
社会をしあわせにされている活動へのチャリティや支援に役立てます。

＜郵便振替・銀行振込によるご寄付方法＞
初めてお振込みにてご寄付いただく方は、
お手数をおかけしますが下記まで、お名前、ご住所をお知らせください。
ご連絡のない場合は、ニュースレターやお礼のご連絡を
お送りすることができませんので、ご了承ください。

＜一般社団法人ピースピースプロジェクト＞
Tel：082-253-0693（平日9：00～18：00）
Email: info@pink.club

【銀行名】ゆうちょ銀行
【店名】五一八（ゴイチハチ）店 【店番】５１８
【預金種目】普通預金 【口座番号】１９７３８４７
【口座名義】シャ）ピースピースプロジェクト
※お振込み控えをもって領収書とさせていただきます。
※郵便局からの送金の場合
【記号】１５１２０【番号】１９７３８４７１
【名義】一般社団法人ピースピースプロジェクト

<クレジットカードでのご寄付方法>
下記Pink.Clubのホームページからお手続きをお願い致します。
https://pink.club/donation

➀漫画「キセキのヒロシマ」のご購入による応援
Yahooショッピングで本を購入いただいたり、
Kindle等の電子書籍をダウンロードしていただくことで応援いただけます。

②Pink.Clubさくら募金プロジェクトの応援
ポスターやチラシなどの配布による啓発活動や、
インターネットや店頭での募金にて応援いただけます。
詳しくはhttps://pink.club/sakura/をご覧ください

③活動費ご支援による応援
下記口座に支援いただけますと、
子ども達との平和教育、西日本豪雨災害などの被災地の支援、
日本国内・海外での講演や平和を創る勉強会などの活動に役立てます。

下記のご支援の中で、ご自身に合った応援方法をお選びください。
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一般社団法人ピースピースプロジェクト活動報告書 2019

Peace Piece Project

Activity Report 2019

一般社団法人ピースピースプロジェクトの目標

一般社団法人ピースピースプロジェクト （英語表記 Peace Piece Project）

【代表理事】 多田 多延子（ただ たえこ）
【法人設立】 2015年7月15日 ※2009年5月より活動、2015年7月法人化
【所 在 地】 広島市南区出汐1-17-25
【電話番号】 (082)253-0693 （FAX:(082)253-0548）
【営業時間】 平日9時00分～18時00分
【ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】 info@pink.club
【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 https://pink.club   http://ppp.holy.jp

１．漫画「キセキのヒロシマ」を世界の小学校の副読本にして、
反戦ではなく平和を創る子ども達を育てる輪を広げます

２．ピンクを愛する人のコミュニティ「Pink.Club」を運営し、
社会のしあわせに貢献する企業を表彰します

３．ピンクを通じた事業・産業創造、イベント開催、記念日制定・普及により、
世界をしあわせで満たすことで、世界平和を実現し次世代へと継承します

活動報告メールマガジン登録


