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１．『ポーポキ、平和ってなに色？ポーポキのピース･ブック１』の販売を通じて仲間を

さらに増やし、今回の増刷分 1000 冊を今年中に売り切ります！ 

２．国内外でワークショップなどの活動を続けて、仲間を増やします！ 

３．ポーポキ・ピース・プロジェクトを中心に、読み聞かせなどの活動をはじめます！ 

４．皆様の活動の中にポーポキちゃんが入り、皆さんの手によってポーポキの仲間の

輪をさらに広げていきます！ 

５．『ポーポキ、仲間ってなに色？ポーポキのピース･ブック２』の準備をすすめます！ 

 

 
 

皆様の努力のおかげ昨年中に第一刷の 2500 冊をほとんど完売できました！1 月 15 日に

新たに 1000 冊が刷り上りました。これらもぜひ売って、ポーポキの仲間をさらに増やして

行きたいと思います。 

今回の増刷について、特に次の方々にご協力いただきました。 

・ 神戸ＹＭＣＡ 

・ ANT-Hiroshima 

・ 兵庫県在日外国人教育研究協議会（県外教） 

・ 桂木 さとこさん 

・ ジェリー･横田さん 

＊ちょっとした目標：日本のすべての公共図書館にポーポキを

入れてみましょう！公共図書館の場合、お願いすれば、本を買

ってくださることになっています。皆さんの周りの図書館へぜひ

声をかけてみてください。出身高校、中学校、小学校の図書館という手もありますね！ 
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ポ ー ポ キ・ピース・プロジェクトの活

動（本の 編集、イベント、本の販売、

読 み 聞 かせ、ワークショップなど）を

進 め て いるグループは「ポー会」で

す 。 と き どき集まって、計画を立てた

り相談し たりします。新しいメンバーは

いつでも 歓迎します。ご興味があれば、

ポ ー ポ キ･ピース･プロジェクトにメー

ル を く だ さ い 。

popokipeace@yahoo.co.jp 

 

 
 

・「神戸市薬剤師会通信」第 36 号 ２００８．１「会員のひろば」 

・ （社）凌霜会 （神戸大学同窓会）会誌『凌霜』2 月号（予定）「学園の窓」 

・ 神戸大学「スタイル」2 月号（予定） 「ボランティアへの紹介」（写真のみ） 

・ 関西タイムアウト 3 月号（予定） 
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 今回は神戸市中央区の子狐庵を訪ねてみました。 

（市バス 2 系統加納町 3 丁目下車、徒歩 5 分ぐらい） 

Ｑ：平和って、どんな味でしょうか？ 

Ａ：「美味しい」かなぁ。「甘い」とか「辛い」とかは人によっ

て違うけど、「美味しい」ものはみんな「美味しい」と思うで

しょう。共通している部分があるからですね。それが「平

和」かもしれません。 

 

Ｑ：子狐庵で目指しているのはなんですか？ 

Ａ：一つは「おいしい」味です。ぼくたちの子どもの頃の味です。調

味料は日本のものだけで「日本の味」。もう一つはお店の雰囲気

ですね。落ち着いて食べていただけるように心かけています。さら

にいうと、メニュですね。もちろん、いわゆる「定番」のものもありま

すが、季節のものを使っての「月替わりメニュ」などもあります。 

Ｑ：「平和」ってなんだと思いますか？ 

Ａ：仏教の教えの一つは、自分のためではなくて、人のために

行動することとうかがっています。それは平和だと思いますね。

もちろん、先の話にでた「美味しい」とか「落ち着いている」もそ

うですが。 

 

S さんと一緒に子狐庵を訪れた日（1 月 14 日）は、月替わりメニュ「納豆と大葉のかき揚げう

どん」、本を届けたときに「ごぼうかき揚げそば」と「湯葉入り豆乳あんかけうどん」を注文し

ました。なにを食べても本当に美味しい！ぜひ、お試しください！ 

 
神戸市中央区生田町 2－6－10 

昼 11:00-16:00, 夜 17:00-19:00 
 

 

ポーポキちゃんの本を置かせていただ

くことになりました。 

子狐庵さん、どうもありがとう！ 
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    今年も忙しい一年になりそうです。とりあえずの予定を並べてみました。 

2008.1 
31 日 「グローバル化・人権･先住民会議」基調講演 ウィニペグ大学（カナダ） 

2008.2  
9 日  子ども巡回絵画展 オープニング 15:00－16:00 原田の森ギャラリー   

10 日 兵庫県在日外国人教育研究協議会 集会で販売 （神戸）  

17 日 神戸大学ボランティア講座  （神戸大学） 

19 日 聖トマス大学（尼崎）FD ワークショップ   

2008.3 
8 日  神戸演劇鑑賞会 テアトル９（お芝居が大好き！9 条の会）ワークショップﾟ 

19 日 姫路高校で講演（560 人！？！） 

2008.5 
4 日－6 日 9 条世界会議 （幕張･大阪･広島 1 万人） 

2008.6 
日本平和学会（東京）   

2008.7 
国際平和学会（IPRA）会議 （ベルギー） 

2008.8 
International Institute for Peace Education （イスラエル･ハイファ） 

YMCA キャンプ？ （香川県余島） 

22 日－23 日 兵庫県在日外国人教育研究協議会 全国集会 （神戸）  

2008.9 
未定ですが、広島･長崎展の一環としてワークショップを？（米国･ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ市） 

2008.10 
6 日－10 日 国際平和博物館会議 （立命館大学） 

Peace as a Global Language 会議（東京） 

 

 

   他にもたくさんしましょうね！ 
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ポーポキの仲間の柳原さつきさんがお友達にポーポキの本をプレゼントしました。ご感想です。 

柳原さんの説明：「彼女は、地域医療をしている医師で、私も JICA の「シャーガス病対策プロジェク

ト」というプロジェクトに参加したときに、彼女と知り合いました。名実ともに優秀な人です。」  

Blanca Leticia Cuyuch 

ブランカ・レティシア・クユチ（エル・サルバドル） 
 

sabes que me gusto mucho la introduccion 

del libro cuando menciona que ayudara a 

aprovechar nuestras pensamientos y todos 

nuestros sentidos a descubrir la paz? y al 

final de la misma hace que reflexiones 

sobre que color seria un mundo pacifico? 

sinceramente me gustaria que fuera azul... 

lo cual reflejaria agua no contaminada y 

cielos despejados sin contaminacion, y que todos los seres vivos en la faz de la tierra 

merecen respeto y esto es la paz.... si me respetan como persona, como ser humano, 

si respetan mi espacio, mi SER, no tengo por que enojarme... y no tengo por que 

hacer guerra, tu sabes la violencia que origina la desigualdad de genero, de poder, 

economico, social y cultural...  hay mucho de que comentar sobre el libro por ello te 

dije es muy profundo...  tambien pienso sobre cuando menciona que la paz puede 

cambiar de color dependiendo de que angulo la veas???  quizas... todos al final 

tienen la razon, tanto el que hace la guerra como el que la quiere detener con  otra 

guerra... o cuando menciona como puedo vivir en paz cuando otros no la tienen???...  

me gusto tambien cuando mencina que el gato tiene amigos de muchso colores, eso 

se traduce como el amor a todos los seres humanos sin importar su color, (no al 

racismo) .. 

まずイントロダクションのメッセージに心を打たれました。平和の色はと聞かれたら、私は

「青」と答えます。汚染されていない水や空、そこに生きる生物すべてが尊重される、それ

が平和だと思います。人間として尊重されるというのは、自身の場所が守られ、自分自身

であることが認められ、ジェンダー・力・経済・社会・文化の不平等から起こる暴力がないこ
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とです。この本について考えると、とても深いところまで考えますね。「平和

の色」というのは、その平和を見る角度からもいろいろ違ってくるものでは

ないでしょうか。他の人に平和がないとき、私が平和でいることなんてでき

ないと思います。また、本の中でポーポキがいろんな色の友達がいるとい

うのがありましたが、これは人を愛するときに色（人種）なんて関係ないのだということです

よね。とても興味深い本でした。ありがとうございました。 

訳：柳原さつき 

 
お知らせ～今後のポーポキが登場するイベントなど 
・ 2008.1.31  基調講演、「グローバル化・先住民族・社会正義」をテーマとした研究集

会、ウィニペグ大学（カナダ）、1 月 31 日‐2 月 2 日 
・ 2.9  YMCA「平和のための子ども巡回絵画展」オープン 神戸・原田の森ギャラリー 
・ 2.13 灘区９条の会お昼休みワークショップ 灘区役所内  
・ 2.19 聖トーマス大学 ファカルティ・デベロプメント・ワークショップ 
・ 3.8  神戸演劇鑑賞会 テアトル９（お芝居大好き！九条の会）13：30－15：30 
三ノ宮、連絡先：神戸演鑑事務局 078-222-8651 email : kobeenkan@nifty.com  
 
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。 

ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace@yahoo.co.jp 
http://popoki.cruisejapan.com
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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。 
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