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こんにちは。ロニー・アレキサンダーです。本の発売日（5.15）に「ポーポキ通信』
をお送りしたかったですが、風邪をひいてしまいました。季節の変わり目にお天気が
安定せず、気温の変動が大きいですね。風邪をひっているのは私だけではないかもし
れません。みなさま、ぜひご自愛ください。今回の通信は、本が中心です。 
 
 
お待たせしました！ 『ポーポキ、平和ってなに色？ ポーポキのピー
ス･ブック 1』が出版されました！ 

 

おかげさまで『ポーポキ、平和ってな

に色？ ポーポキのピース･ブック１』は

5 月 15 日に発売されました。一足先に預

かっていた本の売り行きは良好で、大き

な山がかなり小さくなってきました。 

 最近の活動は、本を売ったりすること

が多いです。特にうれしいのは、1 冊を「お

付き合い」で買ってくださった方の中で

も、じっくり読んでみたら素敵な本だと

思い、お友達などの分を注文したり、紹介したりしていることです。こうやってポー

ポキちゃんの平和の輪が広がればいいですね！ 

  

本の山を眺める会 
4 月 2８日に神戸 YMCA

に届いている 320 冊の

『ポーポキ、平和ってな

に色？』の山を眺めなが

ら今後の活動について

検討する会を開きまし

た。ロニーがまるでスターになってしまいました･･･。 
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デスモンド・ツツ大司教に激励される！ 
先日、アメリカの洋上大学の船が神戸港に入港したとき、同大学のグロリア・ルド

ルフ教授に会う機会がありました。1984 年のノーベル平和賞を授賞したデズモンド･

ツツ大司教も同船に特別ゲストとして乗船され、ルドルフ教授の授業に参加したとき

の授業風景の写真を見せられました。ツツ大司教が学生と議論している様子はとても

魅力的でした。ルドルフ教授にお願いして、『ポーポキ、平和ってなに色？』を 1 冊

ツツ大司教にプレゼントしました。 

数日後、帰ってきたらツツ大司教からメールが入っていました。本を受け取とって

くださり、そして早速返事をくださいました。とてもうれしいです！ポーポキはいろ

いろなところで新しい友達を作り続けています。その仲間の一人はツツ大司教ですね。

いただいたメールは次のとおりです。 

Dear friend, 

Thank you so very much for the delightful Popoki story. I like it. Well done. 

God bless you, 

+Desmond Tutu 

 
念のため、ツツ大司教の紹介を載せましょう。 

デズモンド・ムピロ・ツツ（Desmond Mpilo Tutu, 1931 年10 月 7 日 - ）は南アフリカの平和

運動家、元アングリカン・コミュニオン（＝俗に言う「英国国

教会」）南アフリカ聖公会のケープタウン大主教。1984 年にノ

ーベル平和賞を受賞。一般的にマスコミではツツ司教と称さ

れる。ロンドン大学キングス・カレッジで神学を学ぶ。アパルト

ヘイト撤廃運動で活躍し、アパルトヘイト撤廃後はアパルトヘ

イト時代に黒人が受けた人権侵害等を調査する真実和解委

員会が結成され、黒人、白人にともに信頼されていたツツが

委員長に就任した。1998 年にはその調査結果を国民に公表

した。ソルトレークシティオリンピックの開会式でオリンピック

旗を掲揚する際の旗手を務めた。 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』） 
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突然の販売も・・・ 
こういうこともありました。4 月 29 日（日）の午前中に仕事をしていたら、神戸

栄光教会の森愛子さんから電話がありました。早速、その日に教会で売ることになり

ました。大学まで飛んでいき、46 冊を持ってタクシーで教会へ向かいました。途中、

タクシーの運転士さんに本の説明をしたら、「孫に」といって買ってくださいました。

教会ではすぐに 45 冊とも売れ、追加分の注文も受けました。栄光教会のみなさま、

ありがとうございます！ 

教会の後、用事を済ませてから友人と食事

に行きました。お店でまたたまたま出合った

タナカ ミツルさん。彼にも一冊を買ってい

ただきました。ポーポキを通じてのこういっ

た出会いを大切にしたいと思います。 

 

森 愛子さんがその日曜日のことを書いて

くださいました。  

私がお電話した時、先生の「今日行きましょう

か？」という決断力の早さにびっくり！ 

タクシーの運転手さんも買ってくれたので、これまたびっくり！ 

４５冊完売プラス１０冊の予約にもびっくり！ 

図書のストーリーテリングが早々と６月２４日（日）に決まりびっくり！ 

嬉しい「びっくり！」がたくさんあった良い日でしたね！ 

森 愛子さん 4.29 
 
NPO 法人 Knots(ノッツ) りぶ・らぶ・あにまるず賞 授賞式  

5 月 13 日（日）神戸ポートアイランド芝生

広場で「Y２ Day with Dogs 2007 （わい

わいデー ウィズ ドッグス）」にて、り

ぶ・らぶ・あにまるず賞の表彰式が行なわ

れました。2006 年度の「りぶ・らぶ・あに

まるず賞」で、ロニー・アレキサンダー教

授の出版された DVD「Peace Archives 平

和ミュージアム」が企業商品部門賞として、

選ばれました。一般の方からの推薦文はと

ぎの通りです。 
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「推薦文: この DVD は神戸大学の教授であるアレキサンダーさんが、自分の飼い猫

のポーポキの日常を通じて平和とは何か考えるための本「ポーポキのピースブック」

を発行し、それをつかって、できるだけ多くの方々と平和について語り合う機会を作

ろうという活動のための作品のひとつです。出来上がった本をワークショップなどで

使いながら、さらに発展させるための活動も予定されています。子供にも大人にもわ

かりやすく、あらためて平和について考えることができる教育的価値の高いもので

す。」 
お天気の良い日曜日で犬たちと遊ぶことができてよかった。『ポーポキ、平和ってなに色』を販

売しましたが、皆さんは犬の方ばかりを見ていて･･･。それこそが犬の平和だろうと思って、私

たちも犬を見ることにしました。今後もノッツのみなさまとご一緒できれば良いと思っています。 

 

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 
 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/ 参加費：７００円        

＊当日、受付でお支払いください。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

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。 
・ 6.24  神戸栄光教会 子どもたちのための story telling hour 10:00～。 
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三上 展 

 

世界中の子供と元子供に愛され続けて

いる本に『星の王子様』があります。あ

の本のキツネはこう言います。「あんたは、

まだ、今じゃ、ほかの十万もの男の子と

別に変わりない男の子なのさ。だから、

おれはあんたがいなくたっていいんだ。

あんたもやっぱりおれがいなくたってい

いんだ。あんたの目から見ると、おれは

十万ものキツネとおんなじなんだ。だけど、あんたがおれと仲良くなると、おれ達は

もうお互いに離れちゃいられなくなるよ。あんたはおれにとって、この世でたった一

人の人になるし、おれは、あんたにとってかけがえのないものになるんだよ・・・。」 

 

ポーポキは、まだちっちゃかった頃、ロニーさ

んの部屋であった時から私にとって十万ものネ

コとは違うネコになりました。そして、今、本の

主人公になったポーは、それを読む皆の心に飛び

込み、ひとりひとりの特別なネコになるでしょう。

お互いを、この世でたった一つの特別な存在と思

うこと、かけがえが無いものと感じること。そう

いう絆を作っていくことが、平和を創っていくこ

とかなと思います。星の王子様のように、ポーポ

キも世界中の皆に愛されるネコになぁれ！ 
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数々の読者ハカギや感想メール 

『ポーポキ、平和ってなに色？ ポーポキのピース･ブック 1』を読んでくださった

方々から読者ハガキや感想メールが届いています。徐々に紹介させていただきたいと

思います。先日、大阪市西成区（釜ｹ崎）へ大学院の授業の一環としてフィールドワ

ークに行ってきました。路上生活を経て、現在紙芝居活動をされている「むすび」と

いうグループに本を贈呈させていただきました。むすびの竹沢正治さんから次のよう

な感想をいただきました。 

 「はじめまして、ポーポキ。アレキサンダー先生にはいつもお世話になっています。

あなたのまわりには平和を感じる場所がたくさんあって幸せですね。あいりん地区に

住んでいる一人ぽっちの私の側には、真の平和はありません。一度ポーポキにあいり

ん地区に来てもらって、どうすれば常に平和を感じられるか、地区全体に真の平和が

やってくるのはいつの日か、アレキサンダー先生と一緒に見つけてもらいたいと思わ

せる本です。冷え輪が匂ってくる本です。」 

 竹澤さま、ポーポキと一緒にぜひ行かせていただきたいと思います。あいりん地区

の平和がなければ、日本の平和はないと思います。（ロニー） 

 

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）には、

本がすでにお手元にとどいていると思います。 

 これからはピース･ワークショップ、ピースキャンプ、翻訳、

『ポーポキのピース･ブック 1』などの活動を中心に行なう予定

です。ご協力、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

『ポーポキ、平和ってなに色？』についてのコメント、感想、追加注文などについて

は、popokipeace@yahoo.co.jpにお問い合わせください。 

 

本についての問い合わせや注文はお近くの書店あるいはエピック 

（TEL: 078-241-7561･FAX: 078-241-1918）へ。 
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ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace@yahoo.co.jp 
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郵便振替口座番号 ００９２０－４－２８０３５０   

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜ケ崎で「ポーポキ･募金」をみんなで作成 
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