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春になりました。皆様、いかがでお過ごしでしょうか。お花見のときは、ご馳走を

のらのみなさまにもわけてくださいね。（ポーポキ） 
春になりました。皆様、いかがでお過ごしでしょうか。お花見のときは、ご馳走を

のらのみなさまにもわけてくださいね。（ポーポキ） 
  

  

  

  

 
（テアトル９ 東美千代） 

 

３月８日（土）、念願のポーポキ・ワークショップ

がやっと来てくれました。神戸市勤労会館に集まっ

たのは、神戸演劇鑑賞会の会員有志「テアトル９」

を中心に、お芝居好きもそうでない人も、小学４年

生から７０歳代の方まで計２８名。憲法９条をみん

なで声に出して読んだり、ポーポキのＤＶＤを観た

り。日本の戦力は世界で何番目？なんてクイズは意外と難しい。「ハンバーグは好

き？」の質問に、長いひものＹＥＳ側とＮＯ側に迷わず分かれたのに、「戦争がない

のは平和？」と聞かれると悩んでうろうろします。それに「非平和」なんて言葉、考

えてみたこともなかった。さあ、サトコさんがドラ猫の耳としっぽ、鼻まで付けてニ

ャーンと登場！一匹芝居で笑いを誘い、「それ

って平和？」と一緒に考え、ついにはみんな猫

になってニャンニャン鳴きながら部屋をぐる

っと一周。絵本の読み聞かせもいいけど、お芝

居も最高！最後に４グループが模造紙に描い

た絵はどれも、自然に囲まれた散歩道でしたが、

次は是非、お芝居「憲法９条」脚本作りにチャ
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レンジしたいです。ロニーさん、 サトコさん、素敵なワークショップを

本当にありがとうございまし た！ 

 2 月 13 日  

灘区 9 条の会と組合共催で平和学習会 

〔平山〕 

  ロニー・アレキサンダーさんをお迎えし、ポーポキ

のピースブックを使ってワークショップ形式で平和に

ついて学びました。約 70 人の職員が集まりました。 

わたしにとって もインパクトがあったのは「戦争の

対極にある平和以上の平和」という概念でした。自分

にとって平和ってどんな状態？どんな感覚？何を平

和と感じる？   ポーポキにとっての平和はとても感

覚的で、身近なもの。今まで平和というものが自

分の中でとても堅苦しく、遠いものだったんだと気

づかされました。 

お昼休みの短時間のワークショップでしたが、

参加した職員たちはその後も今回のワークショッ

プの感想を話し合ったりしていて、良い種を蒔い

ていただけたと思っています。 

参加者の一人の感想をご紹介します。 

『「声を出して、一緒に 10 まで数えましょう！」との

ロニーさんの呼びかけ。「イーチ、ニー、サーン」と大きな声を出していた私は、その後に続

く彼女の言葉に大きな衝撃を受けました。「1 か

ら 10 まで数えているその間に 3 人の子どもたち

が予防可能な原因で死んでいる･･･。」私が何も

思わず大きな声を出しているその間に･･･。元

気に生きていけるはずの子どもが命を失うとい

う理不尽。さあ私に出来ることは？この衝撃を

身近な人に伝えることから始めようと思ってい

ます。』 
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神戸大学大学院 国際協力研究科・槌屋史子 

 

この日はポーポキを背中に担いでピースウォークに参加しま

した。春のような気持ち良く晴れた日で、ポーポキにとっても絶

好の散歩日和だったかもしれません！このピースウォークは２

月２４日に広島を出発して３月１６日に神戸にやってきました。

スタートの広島から歩いておられる方も大勢いらっしゃったので

すが、この日は休日ということもあり若者が多く、総勢５０名ほ

どの参加がありまし

た。午後からは大き

な太鼓のパフォーマ

ンスをしながら歩く人や、ゴジラの着ぐるみを着

て歩く人などとてもにぎやかなものでした。その

中でも一番驚いたのは、旅行途中に岡山で偶

然にもピースウォークと出会い、そのまま幕張

まで歩き続けることに決めたという宮崎の大学

生でした。「こんな経験は今しかできない、楽しそうだから 後まで歩いてみます！」と楽し

そうに話す彼を見て、 近では失いかけていた「情熱」を取り戻すことができました。数年

前は彼のように何事にもただひたむきに突き進み続けてきたのに、 近では忙しさを理由

に自分を甘やかしていたのかもしれません。しばらく続いた筋肉痛の心地よさを感じるとと

もに、「楽しく活動を続ける」ということは簡単

なようで実はとても難しいことなんだなぁ、と

痛感することができました。新社会人となる

春からは、こんな初心の気持ちを忘れずに

日々「笑」進してまいります。ピースウォーク

だけではなく、これからもポーポキを背中に

背負ってがんばっていきます！ 
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・ 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

なに色？」（桂木聡子）『神戸市薬剤師会通信』第３６号 「会員の

広場」p.13 

 

ぐって感じた『なんで』」朝日新聞 2008.1.25 

・ 「平和って、

 

 

今回は、近所のねこさまにお願いしてみました。（ロニー） 

ねこのひとりごと 

ｂｙ ねこ 

キの ワークショップ（むずかしいことばをしっているで

はおはなが

うと “ピンク”ですって。 

のかしら？ 

れました。 

なことも あったけど みんないっしょにうたをうたってくれたり ネコあるき

 

 こんにちは、わたしはネコです。 

 このあいだは ともだちの ポーポ

しょ）のおてつだいしにいきました。 

 わたしは、おぎょうぎのよいネコだから ちゃんとみなさんにごあいさつをしたのに、みなさ

んもロニーせんせいも めをまるくして いきなりわらうんだから しつれいしちゃうわ！！ 

 それに、へいわのいろをきいたおじさんは“バラいろ”っていったので、わたし

すきだから バラのはなにも いろんないろがあるとい

 しろやあかはバラのはなのいろじゃないのかしら？ 

 それとも あのおじさんのいえのバラはみんなピンクな

 ちいさなおともだちの へいわのいろは しろだって。 

 りゆうはむずかしいので、おかあさんがたすけてく

 なにいろにでもなるからって…でも そうかなぁ。 

 しろいえのぐに あかのえのぐをまぜたら あかじゃなくてピンクになるのに。。 

 いろいろふしぎ
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したりしたわ。 

 とってもたのしかったから、ときどきなら またてつだいにいってあげてもいいわ。なんてお

あなたも いっしょにどう？ 

 

 

 

 

もってるの。 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ポ

 ワークショップ 場所：ユースプラザ KOBE EAST、 阪神御影駅北 

急伊丹駅 北徒歩 3 分） 
み先：伊丹市役所 国際･平和課 ℡ 072-784-8148  

会議室 202  

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！  

5.23 読み聞かせ会 子どもの里〔大阪西成区〕 17:00－18:30 
 

お知らせ～今後の ーポキが登場するイベントなど 
・4.12
 
・4.25 「平和学講座」（仮題）15:00-16:30 いたみホール（阪

申し込
 
・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
9
 
・
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みんなで 9 条世界会議に行きましょう！ 

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

。 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

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

か   
ttp://whynot9.jph
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さらにご協力ください！ 

トにご参加のみなさま（ポーポキ平和基金

支援の

ついてのコメント、感想、

co.jp

 
 

ポーポキ･ピース･プロジェク

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

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

追加注文などについては、popokipeace@yahoo. にお問い合わせください。 

ク 

（TEL: 0 ）へ。 

ポーポキ・ピ p 

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

78-241-7561･FAX: 078-241-1918

ース・プロジェクト popokipeace@yahoo.co.j
ttp://popoki.cruisejapan.comh  
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! 
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