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気がつくと、３月が目の前にやってきました。そろそろおコタか

ら出てきて活動を開始しなければなりませんね。でも、今日も雪

が…。ひとまず、嬉しいことをお伝えしましょう。 

気がつくと、３月が目の前にやってきました。そろそろおコタか

ら出てきて活動を開始しなければなりませんね。でも、今日も雪

が…。ひとまず、嬉しいことをお伝えしましょう。 

  

  

 
 

先日、次のメールがポーポキの受信箱に入りました。日常生活および世界中の平和の

促進を目指す「Pro~ject Peace」が、特に若い人たちに対する働きかけのため、ロニ

ーを"Everyday Peacemaker"として表彰されました。  
I'd like to inform you that for all of your wonderful efforts to promote awareness and 

discourse, especially amongst young people, about world peace, you have been 

recognized as an "Everyday Peacemaker" by Pro~ject Peace, a group endeavoring 

to project peace in our daily lives as well as worldwide. 

http://web.mac.com/stevenoreen/iWeb/PRO-JECT_PEACE/Welcome.html 

↑Pro~ject Peace の URL です。ぜひチェックしてください！ 
On behalf of Pro-ject Peace let 

me congratulate and thank you 

for all of your efforts to promote 

inner and outer peace in our 

global community. 

 

Warm Regards, 

Noreen A. Croyle 

Steven E. Walker 

Co-founders: Pro~ject Peace 
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ポーポキは広島で活躍！ 
・ANT-HiroshimaのURL （http://www.ant-hiroshima.org/）に載っています！ 

おすすめの本！ http://ant.blog.so-net.ne.jp/2008-02-08 

・広島の平和資料館から３０冊の追加注文！世界中からヒロシマを訪れた人たちはポ

ーポキの見てくれているかもしれませんね。 

 

 
 

ポーポキがハングルに！ 
ポーポキの友人の一人、金世徳さんが韓国の出版社にポーポキの本を持って行ってく

れました。興味を示している出版社があり、うまく行くと夏ごろにポーポキの韓国語

版ができます。金世徳さん、ありがとう！ 
 

 
 

ポーポキの新しい仲間がロニーの研究室にやってきました！ 
 

 

はじめまして、カフェラテ（通称ラテ）です。 

人間の槌屋史子さんがこの部屋に連れて来

てくれました。彼女はこれから東京へ行ってし

まうので、さびしくなりますが、いつでも帰っ

て来てね。待っています。 

ところで、私は犬ですが、ねこが別に嫌いじ

ゃないし、研究室にいるプーさんとかゾウさん

とかねこさんたちとは仲良くできそうです。 

よろしくお願いします！ 
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ポーポキ in カナダ！ （１月３１日―２月３日） 

ポーポキ、ウィニペグの学会で基調講演をする！！ (By Satoko) 
 “Aboriginal Governance & Globalization Symposium” 

 アボリジナルの方々も加わった、グローバ

ルなワークショップ。 

 それに今回の学会のテーマは、ポーポキが

はじめて取り組むもの。 

 けれど、外気温マイナス 50℃のカナダでも、

ポーポキの活躍は衰えることはありませんで

した。 

 運営や、機器の不備によって起こった、ち

ょっとしたピンチも、ロニー先生のお姉さんやウィニペグ大学のパービン先生と言

う心強いポーポキ応援隊のお陰で難なく乗り切り、初めはバラバラに座っていた人

達も、読み聞かせの時には、会場が一体化

しており、全ての人の横に、ポーちゃんが

いるようでした。 

 平和を考えるだけではなく、構造的暴力

や暴力の再構築、太平洋諸島の地図一つ取

ってみても、太平洋地図と言っていながら

載っていない島々がある等、わかりやすい

例を挙げてすすめられた講演会は大成功。 
 勿論、持参した本は完売。 

 講演会の後、平和教育はいかに行えばよいのかと真剣な眼差しで、詰め寄られた

り、英語は共通語ではあるけれど、母語とは限らないというお国柄か、アボリジナ

ルのおばあちゃんに、ロニー先生は「あなた本

当に英語が上手ね」と褒められました。 

 そしてその方は、私が日本から来たというと、

一つだけ知っている日本語があると「ありがと

う」と言って下さいました。 

 私は、ワークショップ参加する度に、ポーポ

キが、みんなの心に、幸せの種を蒔いているよ

うなそんな気がしてなりません。  
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カナダのウィニペグ市はとても寒いところです。ポーポキはいく前に、ちょっと準

備をしてみました。これがその記録です。 
 
１．冬に備えて・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

２．でも、それだけでは寒いかも・・・。 

 

 
 
３．マイナス 40℃･･･。ポーポキは考えた。やはりマント･･･。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （これで「太った」と盛んに言われてしまった･･･）。 
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４．現地でウィニ

ペグ大学のトレー

ナーをいただきま

した。 

早速試着･･･。 

 

 

 

 

 

５．神戸に戻り、早速いつものポーポキに戻りました！ 

     

 

 

でも、今年の神戸はとっても寒い･･･
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第 13 回兵庫県在日外国人教育研究集会に参加して 

さなだ やすひろ 

 

 2 月 10 日(日)、兵庫県外教が主催する研

究集会にポーポキとともに参加した。 

会場になったのは、神戸市の長田南小学

校。JR 新長田から歩いて数分ほどのところ

だ。小学校に行くなんて小学校を卒業して

以来なのだが、私が通った頃とほとんどか

わらない、昔からの小学校のつくりで、と

ても懐かしい。ポーポキは受付の校舎を入

ったところの書籍コーナーで、平積みになって待っている。 

午前中に体育館で全体会が開かれた後、

昼休みということで参加した人たちがど

っとポーポキのいる周りにも集まってく

る。手にとってくれるのは、小学校の先生

がほとんどなので、ポーポキはきっとクラ

スにある学級文庫におさめられ、小学生の

みんなと会うことになるのだろう。そして

平和の色や音や味について、考えることに

なるのだろう。 

結局全部で 50 冊あったポーポキは、全て

みんなの手に渡っていった。すごい！ポー

ポキはまたたくさんの仲間や友達を見つ

けたようだ。 
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灘区役所でお昼休みワークショップ 

２月１３日のお昼休みにポーポキが灘区役所に出

没しました。神戸市職員労働組合灘支部・灘区役

所九条の会主催で「平和の意味を考えるとは？～

ねこのポーポ

キと一緒に「平

和」を探りまし

ょう～」のワークショップを約６０名の職員と一

緒にしました。区役所は初めてでしたが、皆様と

仲良くできました。 

 

 

 

 

ワークショップのワークショップ？！ 

 田村かすみ 

 

去る２月 19 日、兵庫県聖トマス大学で開催され

た、約 40 人の大学教員を対象にした FD（ファカル

ティ・デベロプメント）ワークショップに同行しま

した。終始和やかで暖かい雰囲気のポーちゃんとの

出会いであったことはいつもと変わらないのです

が、このワークショップには大きな秘密がありまし

た。参加者とポーポキが一緒になって色々な

「平和」を探る時間の後、第２部でアレキサ

ンダー先生は第 1部の「ネタ晴らし」をされたのです。 

日本は現在「平和」だと思いますか？ 

  「はい」近くに立つ参加者 

 「参加型」授業にはなにが必要？簡単なルールや困ったときにどうしたら良い？な

どといった、ファシリテーターとしての基本的な導き方の説明があり、第１部で使っ

たパワーポイントにコメントを入れ、どのように時間を構成するか、どのような配慮

でスライドを作るかを記憶が新しいうちに復習するといった、復習タイムが用意され

ていました。 
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第１部で参加者として抱いた感情感覚は、ファ

シリテーターによっていかに導かれたかを客観

的に検証する時間。参加者の質問が続々と寄せら

れ、予定時間を１時間近くオーバーする熱気のう

ちにワークショップは終了しました。 

                       「ワークショップ」の「ワークショップ」  

アレキサンダー先生に真剣に質問を投げかける 

 

 

 
 

・Kansai Time Out, March 2008 

・「学園の窓」『凌霜』376 神戸大学凌霜会 pp.17-18 

・「ボランティアへの誘い」Kobe University STYLE 2008 SPRING Vol.9 pp.9-10 

・ポーポキではありませんが、ロニーだったら「いつまで『ガイジン』？国籍をめぐ

って感じた『なんで』」朝日新聞 2008.1.25 

 

 

2.21 「ポー

  
ポキの日」の想い    （ロニー）     

もいるね。感謝って、なに色かしら？ 
 

近、私にとってのポーポキは、緑色。

自然の色。目の調子が悪くてもわか

る色。心を癒してくれる色。成長の色。

命の色。希望の色。ポーポキとお別

れして 3 年になりました。皆様のおか

げでポーポキがこんなに元気に毎日、

世界各地を駆け回っています。ポー

ポキは、私の心にもみなさんの心に
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みんなで 9 条世界会議に行きましょう！ 

ポーポキは、日本『国民』ではないが、日本国憲法 9 条が好き。だから 5 月に世界の人たち

と一緒に平和について語るために幕張へでかけていきます。皆様もご一緒に参加しません

か。 2008.5/4･5・6 幕張メッセ 前売り券 各日１０００円（当日券 1500 円） info@whynot9.jp  
http://whynot9.jp 

 
ピースウォークにもご参加ください！ 
3.15 明石→神戸   3.16 神戸→西宮  ポーポキちゃんも歩くかも！ 
詳しくは http://homepage3.nifty.com/peace_walk/Welcome.html 

 

お知らせ～今後のポーポキが登場するイベントなど 
・ 3.8  ワークショップ 「ポーポキ、平和ってなに色？」（仮題） 13：30－15：30  
神戸市勤労会館（三宮駅から東へ徒歩 10 分）307 号室 主催 神戸演劇鑑賞会 テアト

ル９（お芝居大好き！九条の会）連絡先：神戸演鑑事務局 078-222-8651 email : 
kobeenkan@nifty.com 
 
・4.12 ワークショップ 場所：ユースプラザ KOBE EAST、 阪神御影駅北 
 
・4.25 「平和学講座」（仮題）15:00-16:30 いたみホール（阪急伊丹駅 北徒歩 3 分） 
申し込み先：伊丹市役所 国際･平和課 ℡ 072-784-8148  
 
・5.5 ワークショップ 「ポーポキ、平和ってなに色？」10:00-12:30 小会議室 202  

9 条世界会議 幕張メッセ。4･5 日にブース参加も予定しています！  
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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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THANK YOU FROM POPOKI! 
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