ポーポキ通信 No.34 - 2008.6.30
popokipeace@yahoo.co.jp / popoki.cruisejapan.com

梅雨ですね！皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
蒸し暑いのはいやですが、雨が降ると緑が生き生きとしますね。
神戸市のあちらこちらにあじさいが咲いているのもとてもうれし
いです！

5 月にポーポキは、ポー会のメンバーとロニーの学生と一緒に大阪市西
成区のこどもの里を訪問しました。まずはそのレポートです。

ポーポキの輪
湯前 梨花
5 月 23 日、「こどもの里」（大阪市西成区）で子ども
たちと一緒にポーポキの絵本を読みました。みんなで
大きな輪を作って 1 人 1 ページずつ読んでいくと、初
めは恥ずかしがって読みたがらなかった子どもたちも
「次は私ね」、「このページは一緒に読もうね」などと 2
巡目に入る頃にはページにかじりつくように。漢字に
ルビは振ってあるものの、言葉の意味を理解すること
はまだ子どもたちにとっては難しかったと思います。
それでも、絵本の中で、じゅうたんで寝ているポーポ
キを指差しては「気持ちよさそう」、注射や薬を嫌がる
ポーポキをなでながら「私も注射きらーい」…などなど自分たちの思ったことを口にする子
どもたちの姿に心が温かくなりました。大事なのは絵本の中の言葉の意味を完璧に理解し
てもらうことではなく、その場に漂う空気を共有していろんな想いを持ってもらうこと。参加す
る度に違うことを感じるポーポキワークショップですが、が、そのおもしろさを改めて感じた 1
日となったと思います。
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みんなポーポキちゃんのお友だ
ちの絵を真剣に描いています。

何枚も絵を描く子どもも…。
ポーポキちゃんにはお友だ
ちがいっぱい！！

写真：伊達千浪

9 条世界会議のためにつくったポーポキ絵葉書、ポーポ
キシールは日本平和学会などでも大人気！先日、森さんが
試しにポーポキ・ピンバッジも作ってみました。みなさま、い
かがですか? 手ごろな値段でポーポキと一緒に歩くのも良
いかもしれませんね。
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・ 増刷決定！
再度増刷！みなさまの努力のおかげで、『ポーポキ、平和ってなに色？』の販売冊数を
3000 冊をも上回り、さらに 1200 冊を刷ることになりました。今回も神戸 YMCA のサポートに
感謝！でも、ポーポキはまだまだ友だちがほしいです。みんなでがんばって、ポーポキに
友だちをたくさん紹介しましょう。
・

ポーポキ･ポスター！

ポーポキがポスターに！ ひょうご部落解放･人権研究所は、兵庫県を中心に活躍されて
いる作者の方々に、あらたに書き下ろしていただいた世界人権宣言条文イラストポスター３
１枚と、写真ポスター４枚で構成される『世界人権宣言６０年』／やさしいから人なんです展
パート２０』を企画しています。この中になぜかポーポキも 4 枚に登場！ロニーがイラストレ
ーター！？！夏ごろから貸し出しができるそうです。ぜひ、お使いください。

ポーポキ、大学院の授業にも登場！
先日、ロニーは「論文の書き方」に

ついての授業を

しました。そ
こに「ポーポキの論文の書き
方講座」のプリントを使いなが
ら、学生がポーポ

キと一緒にテーマを決めて、オ

ンラインでデータベースの検索などを練習しました。ポーポキはテーマ設定に部分に大活
躍！みなさまもぜひ、色々なポーポキを使ってみてください。

・ 「ポーポキ通信」がウェブに！
先日、ポーポキのお友だちの一人、クルーズジャパンとラベルの有馬
英利さんがロニーの研究室に来ました。有馬さんのやさしいかつ的確
な指導のおかげで、「ポーポキ通信」のバックナンバーがポーポキの
ウェブサイトに載りはじめました。ぜひ見てくださいね。http://popoki.cruisejapan.com

・ 新しい言語！
夏のイスラエル・パレスチナ行きのため、ポーポキの友人たちがアラビア語、ヘブライ語の
翻訳をすすめています！どうもありがとう！
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お知らせ～今後のポーポキが登場するイベントなど
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

7.4
ポーポキ at 近畿大学
7.8
ポー会 神戸 YMCA 304 号室 19:00- 今後の活動などについて話し合う。
7.28-8.11 ポーポキ in イスラエル！
8 月上旬 ポーポキの本の販売：平和のための京都の戦争展
8.12 ポーポキ･ワークショップ at 第 5 回 多文化共生のための国際理解教育・開発
教育セミナーJICA センター兵庫
8.16 ワークショップ。 ユースプラザ KOBE EAST、 阪神御影駅北
8.24 ポーポキの本の販売 第 29 回全国在日外国人教育研究集会・兵庫集会
9.6 ポーポキ at 熊本 YMCA
9.13 ポーポキ at 子ども博物館&ピッツバーグ大学 Pittsburgh, USA
10.6-10 第 6 回国際平和博物館会議 Information: 6peace-m@st.ritsumei.ac.jp
10.16-18 ポーポキ at “Learning Democracy by Doing: Alternative Practices in
Citizenship Learning and Participatory Democracy” 国際会議、Toronto
11.16 「部落解放研究第 29 回兵庫県集会」 場所：ラッセホール 時間：１０時～１６時 記念
講演：１０時４０分～１２時（ロニー・アレキサンダー） １２時～１３時 昼食
１３時～１６時 分科会／学習会落解放研究兵庫県集会」 世界人権宣言６０年のポスター展も！

Lesson 1
「ポガ」って知りませんか？ポーポキのヨガですよ。ポーポキの活動の疲れを
とり、リラックスする新しい健康法です。さて、絵に従ってやってみましょう。
１．背筋を伸ばし、自分を細く見せながらちゃんと座りましょう。
２．片手を挙げましょう。尻尾に合わせてね。
３．反対の手を上げましょう。さぁ、簡単だったでしょう。
４．第 1 回目のポガ･レッスンは
これで終わります。
できた、できた、うれしい！！！
おつかれさまです！毎日、最
低 3 分間を練習しましょう。
来月は Lesson 2。お楽しみに！
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・ （社）ひょうご部落解放・人権研究所発行の機関誌『ひょうご部落解放』（２００８．6 月
(夏)予定）に「人権宣言 60 周年」のポーポキ･ポスターの一部
・ International Peace Research Association Peace Education Committee. PEC
Newsletter, May, 2008
・ 「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

名嘉真友絵
ポーポキは可愛い猫である。そして、考える猫である。
災害、貧困、環境汚染。その可愛い目でポーポキは世界の汚れを見つめ、
人々に問いかけてくる。
平和ってなに？どうすればみんなが幸せになれるの？
私たちが油断したときにポーポキは問いかけてくる
先日、TV でウ゛ァーチャルウォーターというのを知った。
食べ物が私達の口に入るまでにどれだけの水が使われているのか、
私は知らなかった。
好きなものを食べられるのは平和だが、そのために平和じゃなくなる人も
いる。
私達にできることは少ない。けれど、できることをやるべきだ。
ポーポキが見ている。
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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
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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