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 特集：ポーポキ at 9 条世界会議！  特集：ポーポキ at 9 条世界会議！ 

  

5 月 4 日から 6 日まで幕張メッセ(千葉県)で開催された

9 条世界会議に参加してきました。ポーポキ･ピース･

プロジェクトは自主企画（ワークショップ、5 月 5 日･

10:00-12:30）、ブース（両日）そしてロニーが「9 条の危

機と未来」(http://whynot9.jpより）  という主催者側のシン

ポジウムにパネリストとして参加しました。今回の｢ポ

ーポキ通信｣は参加した皆さんの感想を中心に編集してみました。(ﾛﾆｰ)   会議の内容な

どについては、http://whynot9.jp
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プロジェクトは自主企画（ワークショップ、5 月 5 日･

10:00-12:30）、ブース（両日）そしてロニーが「9 条の危

機と未来」(http://whynot9.jpより）  という主催者側のシン

ポジウムにパネリストとして参加しました。今回の｢ポ

ーポキ通信｣は参加した皆さんの感想を中心に編集してみました。(ﾛﾆｰ)   会議の内容な

どについては、http://whynot9.jpにご参照ください 

 

皆さんの感想を次の順番に掲載します。まず、準備段階に絵葉書づくりで活躍した湯

前さん。次に、写真をふんだんに使ってしかも全体について書いたさとこさん。初日のみに

参加した福島さんと藤枝さんの後、二日間を通して参加した森さん、浦井さん、真田さん。

後に二日目のみに参加した藤田さんと渡辺さん。 

みなさん、原稿、ありがとうございました！ 

 

 

 

   

 

 

ロニーの写真が下手

ですが、ブースで販

売した手作り絵葉書

とシールだよ！
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１．ポーポキグッズに期待！                           湯前 梨花 

 

先日行われた 9 条世界会議。当日の会議には私は残念ながら参加できませんでしたが、

ポーポキピースプロジェクトブースで販売する絵葉書とシールを作るお手伝いをさせていた

だきました。事前のポー会で交わされたアツい議論の結果、勝ち残った 17 パターンのポー

ポキがポストカードやカレンダーになることになりました。アレキサンダー先生の研究室に

みんなでひしめき合いながら、お菓子やフルーツをつまみ作業を進めること 3 時間。思った

より時間がかかったので 後のパターンの印刷をプリンターに任せ研究室を後にしました。

後日改めて完成品を見せていただきましたがどれもかわいくて迷ってしまうほどでした。当

日の売り上げも好調だったようで（あれだけチャーミングなら当然ですが…）、うれしい限り

です。ポーポキがみんなに知られるようになったのは絵本の力が大きいと思いますが、こ

れからもこうしてポータブルになってどんどん広がっていけばいいと思います。そしてポー

ポキがフットワーク軽く動けるお手伝いをしていきたいと思います。 

 

２． ９条世界会議                   さとこ 

 

『ワークショップ』 

 電車の中でリクルートした

学生さんに「ポーポキって何

ですか？」と聞かれた。 

 昨日、プログラムを見てか

らとても気になっていて…とのこと。（ワークショップは二日目

でした） 

 参加すれば分かります。 

 朝一番のワークショップ。 

 まだ、全体の参加者自体が少

ない時間。 

 参加者の人数が気になったけ

れど、リクルートした学生さん達

も含め、トータルで４５人ぐらいの方が集まってくださいました。 

９条に関心のある方が集まっていた会議だけのことはあって、ワ

ークショップでの平和に関する話し合いで、白熱する場面もしばし

ば。 
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 しかし、 終ワークに取り組む皆さんの顔は、いつも

のように時間がないと焦りながらも、楽しそうに・嬉しそ

うに・生き生きと輝いており、“紙芝居”“モビール”“散

歩道”いずれも素晴らしいものができました。 

 読み聞かせだけで

はなく、ワークショップ

全体をバイリンガルでするなど新しい試みもチームワーク

で大成功！！ 

 大会事務局との意思の疎通がうまくいかず、セッティン

グなどでトラブルがあったり嫌な思いをしましたが、皆さん

の笑顔で心が和みました。 

 

『展示ブース』 

 

 巨大ポーポキ出現！！ 

 狭い会場にひしめく展示団体。 

 そ の 中 で 、 巨 大 ポ ー ポ キ に 目 を 留 め て 「 可 愛

い！！」とブースを訪れてくれる方が大勢有りました。 

 人出が多くなると、立ち止まろうにも後ろの人に押されて、なかなかゆっくり見てもらうこと

が出来なかったのですが、ここでもやはり「ポーポキって可愛い

名前だけれど…何？どういう意味？」と興味を引く人が多かっ

たです。 

 ブースの位置も会場の奥

まったところで、散々他のブ

ースで買い物をしてしまって

から回ってくる人が多く、お金がないと残念がられる方

には後々申し込みが出来るように案内の紙をちゃっかり

お渡し。 

 本を 後まで、人にもみくちゃになりながら読み切って

「良い本ですね。」と言いながら買わずに帰られた方も…勿論、

申込用紙はお渡ししてます。 

 二日目には、森さん、浦井さんが仲良くなった入り口付近の

ブースでも本の販売が出来るようになり、二つのブースを行っ
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たり来たり。 

 新アイテムの葉書とシールも人気が高く、掴んで離さない子

供さん達もあり、そんな子供さん達に、いきなり紙芝居登

場！！というおまけも。 

 時間も長く、人でも多く、埃っぽい会

場で、喉をがらがらにしながらも、ポ

ーポキ・ピース・プロジェクトのブース

は、他のブースに比べて何だかとってもホンワカした空間で私達 

だけでなく、訪れる人も癒されるようでした。 

 

 

雑感“平和”って何だろう？ 

 今回私達が参加したのは『９条世界会議』でした。 

 憲法９条に関心のある人達や、団体が集まって「９条を守ろう」「９条を世界に広めよう」と

言った文字や内容が展示ブースでも多く見られ、展示・販売さ

れているものも戦争関係の映像が

多く、何となく色々なことを考えさせ

られてしまいました。 

 平和を語るには、非平和を考えな

いわけにはいかないと思いますが、そう言った映像や写真ばか

りが目に付くと、心が小さくなってしまった気がします。 

 そんなときに、ポーポキの絵本を見ると、本当にホッとしました。 

 又、ポーポキ・ピースプロジェクトメンバーと一緒に活動できる幸せもじんわり感じていま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当に皆さま、お疲れさまでした。 
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３． 福島 章子 

名古屋から一人だけで参加させていただきましたが、いろいろな方と出会えて、ポーポ

キの活動の一端も垣間見ることができましたし、有意義な２日間でした。 

全国の反核医師の会と、名古屋に、ポーポキ・ピース・プロジェクトを紹介して、こういう

平和活動もあるんだよと広げることができたらと思いました。その節は、ロニーさんよろしく

お願いいたします。 そして、思いもよらず多くの知っている顔ぶれに出会って、あの参加

者の多さを考えると、やはり９条世界会議は今やる必要のある会議だったんだと理解がで

きました。また、機会がありましたら一緒にやりたいですね。 

では、いつか会えることがあることを祈って・・・。 

それまで、皆さまお元気でご活躍ください。 

 

４． 藤江 達也 

幕張メッセ・ポーポキピースプロジェクトの皆様 

おつかれさまでした。そしてお世話になりました。 

ありがとうございました。 

 私は初日のみの参加であまりお役に立てず、申し訳ございませんでした。

加えて、私はポーポキ・ピース・プロジェクトの活動が今回初めてでしたので勝手が分から

ず、ご迷惑をおかけした事と存じます。そんな私にもいろいろとご親切にご指導をして頂き

ました事、かたじけなく存じます。重ねて御礼申し上げます。 

 また皆様とお目にかかれる日を楽しみにいたしております。皆様の益々のご活躍をお祈

り申し上げます。 

 

５． 森 恭子 

先日、９条世界会議に、ポーポキちゃんと仲間たちで参加

してきました！ 

たくさんの人。たくさんの想い。ピースウォーク以来、久々

に「人の力」を感じました。 

ワークショップは大成功でした。たくさんの人が参加してくれ、

一緒に時間を楽しむことができました。本当に、楽しいワークショップでした。ワークショップに

参加された皆様、本を購入してくださった皆様、、、、 

それぞれがそれぞれのポーポキちゃんをみつけ、もっと仲良くなっていってくれたらなぁ、と

願います。現実の大きな問題を目の前にすると、楽しいことばかりではもちろん言っていられま

せんし、「人の力」も大きいようで小さかったり、矛盾や理不尽なことがたくさんで、無力感を感
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じたりもします。でも、そんなときに、自分自身に立ち返るきっかけをくれ、そして改めて自分の

中にある希望を、ポーポキちゃんは呼び起こさせてくれるような、そんな気がします。ポーポキ

ちゃんとわたしたちの仲間の輪が広がっていきますように！ 

 

５． 浦井 加奈 

ポーポキ・ピース・プロジェクトの皆様 

 先日の会議で初めてポーポキ・ピース・プロジェクト

に参加させて頂きました。ありがとうございました。 

私も勝手がわからないままで、行ってし

まったのですが、とても印象に残る 2 日

間になりました。  ワークショップでは、風邪のガラガラ声なのに読み聞かせ

にも加わりました。40 人（もっと？）以上の参加者が、協力し合いながら平和に

ついて話合うことのできる場作りになっていたと感じました。 

  アレキサンダー先生はじめ今回の準備に尽力下さった方々、本当にお疲れ様でした。  

また、ご一緒できる機会を楽しみにしております。 

 

６． ９条世界会議に参加して             さなだ やすひろ 

 ゴールデンウィークに開かれた９条世界会議にポーポキとともに参加した。 

幕張の会場に人、人、人の列。入りきれない人も出たということだから、もの凄い参加者

だ。遠くからバスでやってきた人も沢山いたとのことで、参加する人がこの会議にかける意

気込みが伝わってくる。初日は会場でポーポキのブースをセットアップした後、みんなでポ

ーポキの本やポストカードを紹介してゆく。とくに子どもにポーポキは人気のようだ。 

２日目の午前はいよいよポーポキのプレゼンテーションだ。特に何の告知もしていない

のに、ポーポキの会場は満席。「９条について考える」なんて言うと、何だか肩肘をはった

格好になってもしまいかねないが、ポーポキとともに平和の色や音について一緒に考える

というアプローチは、きっと多くの人の関心や共感を呼んだに違いない。参加した人はグル

ープに分かれてモビールをつくったり、平和の道を描いたりしたのだが、それぞれがとても

ユニークで、短時間にこんなにいろんな作品ができたのは、とても驚きだ。とくにモビール

は、それぞれの人が思い思いのものを吊り下げて、それでバランスが何だかうまく取れて

いる。多様性による調和。それが見事にあらわれている。 

午後からは再びブースでのポーポキの紹介だが、たくさんあったポーポキの本は、その

ほとんどがみんなの手に渡っていった。ポーポキはきっと、さらに多くの人たちに、多様な

平和へのアプローチを示してゆくことになるのだろう。 

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

6



７． 藤田 和佳子 

たった数時間の関わりしか持てず、前日の多忙な準備にお手伝いもせず、申し訳なかっ

たのですが、私にとっては、なかなか楽しい体験でした。 

   まず、９条世界会議に、当日券が買えなくなるほど、人が集まっていたことに、すごく感

動を覚えました。４日は、３０００人が入場できなくなるという盛況ぶりが新聞に報じられて

いましたし、こんなにも多くの人が、平和のこと、日本のこれからのこと、真剣に考えている

ことを、人々の行動から理解しました。 

   幕張の駅からの案内には、たくさんのシニア

世代の方々が立っておられ、会場内にも、シニア

の先輩方が熱心に参加されていて、こういった

世代の人と話す機会もあまりないので、もっと話

がしたい気持ちでした。先生のワークショップで

隣り合わせた方も、戦争へ進んでいった日本の

ことを身を持って経験している方で、今の状況を

憂慮しておられ、いてもたってもいられない気持

ちで参加されていると聞きました。こういった先輩たちの熱意、思い、もっと知りたく思いまし

た。 

   ブースでの営業？は、始めは照れくさかったですが、興味を持ってくれた方と会話して、

お買い上げ！になったときの嬉しさ、感動の味？をちょっと味わえて、すてきな経験でした。

物を売るというのも、やっぱりコミュニケーションですね。こういうことは苦手と思い込んでい

ましたが、もしかしたらだんだん営業も、うまくなるかもしれないと思い込んでしました。また

次回に… 

   先生たちのワークショップは、参加者と作り上げていく、想像を超える結果がおもしろく感

じました。いろんな人が影響しあって、すごい作品ができて、初めて出会ったもの同士、あん

な時間と空間を共有できたこと、ポーポキちゃんは、本当に時空を超えていますね！？ 

 

８． 渡辺 勝之 

会場に着くとすでに満席。大きな猫に扮したロニーさんがバイリンガルで話しかけ、ワー

クショップはわいわいと進行。ポーポキと憲法第九条がどう結びつくのか…。心配は無用で

した。ポーポキにやれないことはない。講演型が多いセッションの中、見知らぬ老若男女が

ポーポキと一緒に平和を考えました。大成功！ この会のために上京されたスタッフのみ

なさん、お疲れ様でした。 

追伸 和やかな進行をみて、当初、参加者のほとんどは関係者と思った次第。 
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９． ポーポキの 9 条世界会議 （ロニー） 

 

 

  

 

ブース                                              パネル 

討論 

 

 

 

ワークショップ                                         お食事！ 

 

 

 

 

 

 

   

お知らせ～今後のポーポキが登場するイベントなど 

・ 5.23 読み聞かせ会 子どもの里〔大阪西成

区〕 17:00－18:30 

・ 5.31 正田先生の読み聞かせワークショップ   

ポーポキの本を使ってくださるかも！  

13 ： 00 ～  場 所 ： ユ ー ス プ ラ ザ  KOBE 

EAST、 阪神御影駅北 

・ 6.5  ポー会！ 19:00～ 神戸 YMCA 304 号

室 

・ 6.28 ポーポキ in 北九州！ 

・ 7.4  ポーポキ at 近畿大学 

・ 7.28-8.9 ポーポキ in イスラエル！ 

・ 8.12 ポーポキ at JICA センター兵庫？ 

・ 9.13 ポーポキ at 子ども博物館&ピッツバーグ大学 Pittsburgh, USA 

・ 10.16-18 ポーポキ at 「民主主義を学ぶ」会議、Toronto 
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Dear Popoki 

 

ロニーからの「ポーポキ通信」でポーポキの八面六臂（はちめんろっぴ・・手書きでは無理

です）の活躍を拝見。どんどん世界が広がっているのですね。ポーポキパワーにいつも感

心しています。 

 

ところで、ポーポキの絵本も私の英語レッスンで「活躍中」です。英語のレッスンですから、

もちろん英文を正しい発音とイントネーションで読む練習をしていますが、それだけでなく、

日本語の文章も生徒さんたちに大きな声で、しっかり読んでもらっています。 

 

英語を勉強中の日本人にとって、英語の文章の意味がちゃんとわかっていることがとても

大切ですが、ポーポキの絵本は二つの言葉が並んでいるので、トレーニングには 適なの

です。ポーポキの声や仕草をロニーの絵や文章から想像しながら、私も生徒さんたちとレッ

スンを楽しんでいます。 

 

この写真を見てくださいな。生徒さんの一

人が、わからない単語をポストイットに書い

て頁に貼って勉強しています。絵本に直接

書き込むのはいやなのだそうです。よく見

てくださいね。発音記号もちゃんと書いてい

るでしょ。正しい発音で何度も何度も読ん

でいるのですよ。そうしていると、ポーポキ

がそこにいるような気がしてきますよ。 

 

これからも日本だけじゃなく、世界のあちこ

ちに出かけて色んな人に会えるのですよね。 

すごいな！！ 

いっぱいの出会いを楽しんでくださいね。 

元気でね。 

Sincerely,  

Kanoko 
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・ 「ニュース･シグナル」 サンテレビ 2008．5.2 17:12 約 10 分間の

テレビ出演 

・ 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 

 
 
 
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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