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こんにちは。ロニー･アレキサンダーです。桜

はもう散り始めていますが、お花見に行かれ

ましたか？私は神戸大学のキャンパス内や六

甲周辺の桜をたっぷり楽しみました。今頃に

なってようやく満開になった大学の校内にあ

るしだれ桜の写真を貼り付けます。 

こんにちは。ロニー･アレキサンダーです。桜

はもう散り始めていますが、お花見に行かれ

ましたか？私は神戸大学のキャンパス内や六

甲周辺の桜をたっぷり楽しみました。今頃に

なってようやく満開になった大学の校内にあ

るしだれ桜の写真を貼り付けます。 

  

  
もうすぐ本になります！ もうすぐ本になります！ 

『ポーポキ、平和ってなに色？ 

ポーポキのピース･ブック 1』は

印刷中です。もうすぐですね！

デサインをして下さった香川直

子さんやポー会のみなさまのお

かげですてきな本ができそうで

す。ロニーもポーポキの手を借

りて一生懸命がんばりました。

憲法記念日(5.3)発行の予定です。 

『ポーポキ、平和ってなに色？ 

ポーポキのピース･ブック 1』は

印刷中です。もうすぐですね！

デサインをして下さった香川直

子さんやポー会のみなさまのお

かげですてきな本ができそうで

す。ロニーもポーポキの手を借

りて一生懸命がんばりました。

憲法記念日(5.3)発行の予定です。 

  （↑表紙です。）   （↑表紙です。） 

  

速報 うれしいお知らせです！ 速報 うれしいお知らせです！ 
DVD「ポーポキのピース･メッセージ」がNPO法人Knots （ノッツ）

より「りぶ・らぶ・あにまるず賞「企業商品部門賞」を授賞されました！

詳しくは www.knots.or.jp/award/award2006.html

DVD「ポーポキのピース･メッセージ」がNPO法人Knots （ノッツ）

より「りぶ・らぶ・あにまるず賞「企業商品部門賞」を授賞されました！

詳しくは www.knots.or.jp/award/award2006.html 
表彰式は 5 月 13 日（日）神戸ポートアイランド芝生広場で同団体が開

催するりぶ・らぶ・あにまるず「Y2 Day with Dogs 2007」（わいわい

デー ウィズ ドッグス）を行なう予定です。 
（www.knots.or.jp/y2day.htm） 
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国連大学にもポーポキ！ International Women’s Day のパネル討論 
 3 月 8 日は国際女性の日です。日本では、日本にある国連機関がこの日に世界の女

性たちの今までの努力と、今後のさらなる前進を記念するイベントを開催することに

なっています。今年で 6 回目を迎えました。そして、今年の「国際女性の日２００７

公開フォーラム『女性と女児への暴力に終止符を』」にポーポキが登場しました。伊

勢桃代（日本国連協会理事）、アンドリュー・ホルバート（東京経済大学客員教授）、

ダグラス・ラミス（政治学者）、淡路愛（時日通信社外信部記者）、ロニー･アレキサ

ンダー（神戸大学大学院教授）の 5 人によるパネルディスカッションの中で、ロニー･

アレキサンダーが女性に対する暴力の要因の一つとして「軍事化」を挙げました。無

意識のうちに社会が軍事化する過程を認識し、それ

に対抗する具体的な取り組みとして、ポーポキ･ピ

ース･プロジェクトの活動を紹介しました。フロア

からの質問を受ける時間はほとんどありませんで

したが、プログラム終了後のレセプションでは多く

の方々がポーポキの活動に関心を示し、活発な議論

ができました。中では、ルワンダ大使館に勤務している方が、ルワンダでの女性に対

する暴力の取り組みにポーポキの使用を検討したいという申し出もありました。世界

へ出発するポーポキにロニーはとても喜んでいました。 

  
環境問題にもポーポキ！ 関東圏持続可能な開発のための教育の１０年

ブロックミーティング 

長岡 素彦 

関東圏持続可能な開発のための教育の１０年ブロックミーティング

(主催:関東圏持続可能な開発のための教育の１０年推進ネッワーク 

共催:特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育の１０年推進会

議)が３月１０日、さいたま市の WithＹou さいたまで行われた。その一環として、日

本ハーグ平和アピール平和教育地球キャンペーンの浅川和也氏によるこどもから大

人までが平和を考える「ポーポキ」（ポーポキ・ピース・プロジェクト）のプログラ

ムも行われた。 

 持続可能な開発のための教育（ESD）とは、持続可能な開発のための教

育のことで、ヨハネスブルグ・サミットにおいて日本が提唱し実現した「国

連持続可能な開発のための教育の１０年」（ESD の１０年）が２００５年

からスタートした。このイベントは国連持続可能な開発のための教育（ESD）の１０
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年を推進する関東圏持続可能な開発のための教育の１０年推進ネットワーク(KEN)の

プロジェクト「持続可能な福祉を ESD で進めよう！」の各地のイベント・ワークショ

ップの報告と関東圏での国連持続可能な開発のための教育（ESD）の１０年を推進す

るために開かれた。 

 

 
 
 
英語教育にもポーポキ！ 

4 月 7 日にロニー･アレキサンダーが神戸 YMCA の英語の先生たちのための

｢ポーポキ･トレーニング｣を行ないました。限られた時間内でポーポキ･ピース･

プロジェクトの基本的な考え方や様々な英語教室の中でポーポキの教材の使い方についてプレ

ゼンテーションして、みんなで話し合いました。DVD「ポーポキのピース･メッセージ」の感想

を中心に当日のレポートを日方京子先生に書いていただきました。 

 

Watching the DVD, “Popoki’s Peace Message” 

Kyoko Hikata (Kobe YMCA) 

When the seminar’s theme “Popoki Peace Project” was introduced, I wondered 

what is the “Popoki Peace Project?”  Soon, we learned that “Popoki” is a Hawaiian 

name for cats and that the name was given to a cat the presenter found one day on 

the street.  I immediately liked the lovely sound of the name, and we were shown a 

short DVD called “Popoki’s Peace Message.”  Peace is indeed a broad and difficult 

term to define, and it is usually a subject that people from 

different countries discuss at a roundtable in terms of world 

affairs and conflicts.  However, this DVD with cute drawings 

and behaviors of Popoki appeals to people of all age 

groups and makes the viewers wonder what peace is. The 

first question “What color is peace?” made me wonder, 

“Does peace have a color?”  However, visualizing such an 

abstract term as peace; and trying to see, feel and even smell peace with our full 

body senses are indeed effective ways to imagine what peace is like. 

In making the DVD, Dr. Alexander observed Popoki very closely and tried to 

question and think about peace through her eyes and the eyes of Popoki. This DVD 

gives neither answers nor any directions for how to attain peace, but it certainly 
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makes us wonder and even feel confused about the definition of peace.  But it is a 

starting point for thinking about peace and an important step for a discussion.  It is 

interesting that thinking about peace with Popoki through her pictures and behavior 

made me feel peaceful, and I wondered why watching this DVD gives its viewers a 

peaceful mind.  Throughout the DVD, I felt the strong feelings of love, affection and 

caring that Dr. Alexander has for Popoki.  I felt it is those feelings and concerns for 

others that are the basis for peace.  Thank you, Dr. Alexander and thank you, 

Popoki. 
You are most welcome!  I am anxious to hear about how Popoki gets used in English education. 

 

お知らせ～今後のポーポキが登場するイベントなど 

 

・ 5.19 神戸 YMCA 国際ボランティア講座 
＜プログラム内容＞  小集団で学び合う、グループワーク形式の学びの場（ワーク

ショップ）です。 

１）ポーポキ、平和ってなに色？ （ファシリテーター：ロニー・アレキサンダー） 

２）「仲間」ってなに？？？ ～人を分けるもの／つなぐものを考えるワーク～ 

 （ファシリテーター：神戸 YMCA 国際ボランティアリーダー） 

３）さぁ、やってみよう！！！～私の平和へ向けてのアクション・プランづくりのワーク～ 

 ここ（講座＝非日常）だけで終わらないための、日常へ返して いくワークです。 

 （ファシリテーター：藤野達也さん 財団法人 ＰＨＤ協会 総主事代行） 

＜参加要項＞  日 時：２００７年 ５月１９日（土） １３：３０～１７：３０ 

場 所：神戸ＹＭＣＡ三宮本館 http://kobeymca.or.jp/ ＊三宮駅から北へ徒歩 10 分 

参加費：７００円        ＊当日、受付でお支払いください。 

定 員：高校生以上、４０名  ＊先着順で、定員になり次第、締め切ります。 

お申込：ご氏名・年齢・職業・ご連絡先を、下記までご連絡ください。 

・ 5.27 の「平和がええねん 地球平和まつり」（住吉公園・JR住吉駅より南へ徒歩

3 分）に参加決定！皆様もぜひ！詳し情報は次号に掲載します。お問い合わせは

popokipeace@yahoo.co.jpへ。 

・ 5.31 19:00-20:00 神戸 YMCA English Space Kobe でロニー･アレキサンダーに

よるポーポキ･レッスンが行なわれます。English Space Kobe はフィットネスクラ

ブをイメージした新しいタイプの英語「練習」場です。月会費ではスペースを自

由に使え、レッスンはすべてチケット制（1 枚 500 円）。好きなときに好きなだけ
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の英語スペース。問い合わせ先：078-241-7204 神戸 YMCA ランゲージセンター  

・ 6.1-5 ISUD International Society for Universal Dialogue (ISUD) Seventh World 

Congress “After Hiroshima--Collective Memory, Philosophical Reflection and World 

Peace.” 広島市内で開かれる国際学会でロニーはポーポキ･ピース･プロジェクト

を、平和教育の理念を中心に報告をする予定。報告の基となる論文は、

www.kobe-u.ac.jp Kernelに掲載される予定です。興味のある方はぜひ検索してみ

てください。 

・ 6.10 日本平和学会春季研究大会 （早稲田大学）でポスターセッション。 

 

 

 

 

 

 

大形いずみ 

 

もうすぐポーポキがたくさんの人達の前にデビューする。これまでも、日本だけでな

く色々な国の子どもからおとなまで、人に優しい気持ちや考える機会を与えてくれて

きたけれど、もっともっとたくさんの人達にメッセージを伝えてくれようとしている。

ピースブックとは考えずにポーちゃんのかわいさに惹かれてページをめくる人もい

るかもしれない。猫が好きだから手に取る人もいるかもしれない。人からプレゼント

される人もいるかもしれない。 

 

手にする動機やきっかけが様々なだけ、平和って何だろうって考えたことのある人も

ない人も、関心のある人ない人も、元気な人やちょっと悲しくなっている人も、いろ

んな人がポーポキに問いかけられていく。読んだその時じっくり考える機会がなかっ

たとしても、ふとした時にポーちゃんのメッセージが頭に浮かんでくる人が増えたら、

社会の色んな壁が取り除かれていくんだろうなぁと思います。 

 

ポーポキ、もうすぐ書店で出会えるのを楽しみにしています！ 

 

 

popoki.cruisejapan.com 
popokipeace@yahoo.co.jp.   

5

http://www.kobe-u.ac.jp/


 

popoki.cruisejapan.com 
popokipeace@yahoo.co.jp.   

6

 

最近出会ったポーポキの友達になれそうな仲間達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポーポキ平和基金について 

ポーポキ平和基金はこれからも活動の資金のためでご協力を呼びかけ続ける予定で

すが、本の作成のための資金集めは、3月 31 日をもって、打ち切らせていただきま

した。ありがとうございました！ 

 

さらにご協力ください！ 

ポーポキ･ピース･プロジェクトにご参加のみなさま（ポーポキ

平和基金に一口以上を振り込んでいただいたみなさま）は、し

ばらくすると一冊がお手元にとどきます。まとまった冊数等を

ご希望の方は、ポーポキ･ピース･プロジェクトにお問い合わせ

ください。 

 

ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace@yahoo.co.jp 

http://popoki.cruisejapan.com 

郵便振替口座番号 14350－９０５０９６２１   

口座名称 ポーポキ・ピース・プロジェクト神戸 

ポーポキ平和募金は一口 1500 円。何口でも結構です。 
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