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暑いいいいいぃぃぃぃ。お昼寝したい。 暑いいいいいぃぃぃぃ。お昼寝したい。 

おぉ。ポーポキ通信の編集だ。せっかくだから読んでね。 おぉ。ポーポキ通信の編集だ。せっかくだから読んでね。 

  

嬉しいお知らせその 1!!! 

岡真理先生、サミール・アブドルハミド・ヌーハ先

生 、 Mazen Mohsen al-Yousefi さ ん 、 Isaac 

Martins さん、Hannan Copty さん、Elham Farah

さんのご協力のおかげでポーポキがイスラエ

ル･パレスチナへ旅立つとき、ヘブライ語訳、アラビア語訳を持参する！！！！ 

 

イスラエル･パレスチナでたくさんの新しい友達を作ってきま～す！ 

嬉しいお知らせその２!!! 

『ポーポキ、平和ってなに色？ ポーポキのピース・ブック 1』の第三刷りは 7 月 15 日に 

出来上がりました。みんなでがんばって売りましょうね！ 

 
ポーポキ in 北九州市 
6.28 にポーポキとロニーは北九州市で講演をしてきました。（財）アジア女性交流・研究フォーラム国際

情報課の山口 奈穂子さんが記録を送ってくださいました。主催団体のアジア女性交流･研究フォーラム

は面白いところですので、良かったらURLを見てくださいね。 http://www.kfaw.or.jp （ロニー） 

講演会報告 

「女性の平和って、なに色？ 

～ポーポキちゃんといっしょに考えよう平和、暴力、 

ジェンダー～」 

山口 奈穂子 
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初に、近くの席の人と互いに自己紹介を

して打ち解けたあと、2～3 人程度の少人数の

グループで、先生が提示した下記の言葉の中

から、平和にはどれが必要かを 3 つ選びだす

というワークを行った。 

も多くのグループが「いのち」という言葉

を選んだ一方で、「いのち」を選ばないグルー

プもあった。このたった 1 つのワークを行った

だけでも、平和がいかに広い概念で、１人ひとりの定義がどれほど違うものであるかという

ことを痛感させられた。また、例えば「安全」とは何か？と考えてみたときに、個人の安全と

国家の安全は違うのか？どうすれば安全になれるのか？人間以外の生き物の安全はどう

なのか？というように、ここに例示された選択肢自体も広い概念を持った言葉であるという

ことを考えさせられた。 

＊多様性 ＊ 想 像 性 ・

創造性 

＊教育 

＊自然 ＊衣食住 ＊信頼 

＊自由 ＊法律 ＊コミュニケ

ーション 

＊安全 ＊いのち ＊愛 

＊富 ＊社会正義 ＊行動力 

＊武器 ＊芸術 ？？？ 

続いて、平和・ジェンダー・暴力について先生が、ク

イズを交えながらお話しされた。国連機関が人びとの

生活向上のために使う金額の約８０倍以上）の額が

軍事費として使われている現代社会においても、戦争

とジェンダー・バイオレンスは依然大きな問題である。

例えば、ルワンダ紛争では征服・支配の武器として

大々的にレイプが行われたが、これには意図的な

HIV 感染や、自分の民族を増やすべく敵対する民族の女性を妊娠させることを目的として

いる場合もある。こういった紛争下でのジェンダー・バイオレンスの根底には、女性はさまざ

まな機会が限られているという、平時からのジェンダー不平等に原因があるとのことであっ

た。 

暴力には、直接的な暴力だけでなく、貧困や差別、環境破壊などのような構造的暴力、

文化を口実に直接的な暴力や構造的暴力を正当化する文化的な暴力と、3 つの形態があ

る。あらゆる暴力をなくすためには、あらゆるレベルでの取り組みが必要であり、国連や国

家、NGO や個人などがそれぞれの役割を果たすべきだと力説された。 

15 年もの時を共に過ごした愛猫ポーポキの目を通して、平和を考える活動を行っている

アレキサンダー先生。平和や暴力、ジェンダーといった容易ではないテーマを、ポーポキを

交えた参加型講演会の形式をとることで、分かりやすくお話ししてくださった。 
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同じ（財）アジア女性交流・研究フォーラム国際情報課佐藤英子さんもコメントをくださいました。 

私は出たり入ったりとばたばたしておりまし
て、ゆっくり先生のお話が聞けなかったのが残
念です。しかし、特に具体的な数字を挙げられ
ながらのレイプ被害の女 性の話など、聞くだ
けでもつらいような内容でありながらも、ポー
ポキちゃんの可愛さと先生のユーモアのある
お話のおかげで、参加者の皆様にとっても楽し
い 時間だったと思います。また、講演後の先
生とポーポキちゃんの人気にも驚きました。本
は 5～6 冊くらいで大丈夫ですとご案内してし
まって本当に申し訳ありませんでした。多めに
持ってきていただいて良かったです。 
 
 
 
 
ポーポキ in 近畿大学！ 
 
7 月 4 日に近畿大学の大越愛子先生のお誘いでポーポキとロニーは近畿大学に行って、先生や学

生と交流してきました。ロニーの講義を受けた学生の一人が感想を書いてくれました。英語も書い

てくれたので、英語版の「ポーポキ通信」をぜひみてください。 

 

 

『平和って何色？』 

 山並由香 

『平和って何色？』自然がいっぱいあるのがい

いし緑かな？ 

『平和ってどんなにおい？』毎日洗濯できてお

風呂にはいれるのが平和だから石鹸のにおい。

『平和ってどんな手触り？』布団で何の心配も

なくて恐れるものもなくてごろごろできるの

は平和な証拠だからふかふかしてる！ロニー

先生はポーポキを通して私にいろんな平和の

とらえ方を教えてくださいました。『平和について』という講義ではなくて、机をく

っつけてみんなで、ひとつの絵を描いたり、平和について考えながら教室内にもとて

も平和な時間が流れていました。そんな授業は小学校以来だったのでとても楽しかっ

たです。平和とは何かと考えることができるのもまた平和だと思いました。 
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先生がおっしゃった、『10 数える

間にも世界で子どもたちが３人死

んでいる』という言葉はとても衝撃

的でした。戦争は小さい子どもか

らもなにもかもすべて奪ってしまい

ます。そして不幸をもたらします。

世界から戦争が完全になくなれば

いいと思いました。平和は世界を

幸せにするということが実感でき

たワークショップでした。 

 

 

 

 

   

ポーポキが登場するイベントなど 

・ 7.28-8.11 ポーポキ in イスラエル･パレスチナ！ 

・ 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 13:00－14:30 申

し込み･問い合わせ 078-891-8222. 

・ 8.19  ポー会  『ポーポキ in イスラエル･パレスチナ』報告。19:00－ 神戸 YMCA 

・ 8.23-24  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。

勤労会館（三ノ宮）。23 日 12:00－16:30、24 日 9:00－16:00．お手伝い、大歓迎！ 

・ 9.6  ポーポキ at 熊本 YMCA 

・ 9.11-13  ‘Remembering Hiroshima, Imagining Peace’にポーポキ！9.11 ピッツバーグ

大学、9.13 ピッツバーグ子ども博物館、 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！ 
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Lesson 2 
 
それでは、二回目のポガ・レッスンを始めましょう！ 
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．両手を大きく広げましょう。尻尾、ちゃんと合わせてね。 

３．今度は手を前に持って来て、しっかりクロスする。尻尾も前へ。 

４．できた、できた、うれしい！！！ （正式目：デキタ･ポーズ） 

 

第２回目のポガ･レッスンはこれで終わります。 
 

 
 
おつかれさまです！毎日、 低 3 分間を練習しましょう。来月は Lesson ３。 

お楽しみに！ 

 
 
 
 

 
 

・ （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)に「人権宣言 60 周年」のポーポキ･ポスターの一部も載っていますよ！  

・ 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 
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浦井加奈 

 

私は今、障がい者施設に勤めています。私の施設を利用してい

る人の一人を紹介します。彼は平和？ 

彼は 30 歳代です。知的障がいと精神障がいをもっています。10

年くらい前までずっと知的障がいが発見されず、高校を卒業した後は働いていました。でも、

「人とちょっと違う。」ということで仕事はくびになってしまいました。やることもなくて、友達も

いなくて、精神的にしんどくなって、お父さんに精神科のクリニックに連れて行かれるように

なりました。クリニックのドクターは、「彼には知的障がいがあります。」と診断しました。その

後、知的障がいの施設に通うようになりましたが、もっと重い障がいをもつ人たちが多くて、

彼はなじむことができませんでした。数年前にはクリニックの近くの陸橋から飛び降りると

いう自殺未遂もしました。 

彼は 近は、施設に時折私に会いに来ます。電話をかけてくることもあります。話をする

ことは、「僕には友達がいません。」「ずっといじめられてきました。」「仕事もできないから結

婚もできません。」というようなことがほとんどです。施設のスタッフは、彼がどうやったら元

気になれるのか皆考えていますが、答えが出ないまま、彼は歳だけとっていきます。 

私の今のことも少し。私には一緒に住む家族

とかわいい猫が 3 匹います。（写真を見てくださ

い。）友達もたくさんいて、私を支えてくれていま

す。仕事もあって同僚にも恵まれています。私

はたぶん平和です。でも私は日々、たぶん平和

じゃない彼を目の当たりにしています。彼だけじ

ゃなくって、そういう人は施設にたくさんいます。

時には自分の力なさを感じます。身近にいる平

和でない人たちへも何もできずにただ寄り添う

だけです。でも、出来ればそういった人たちが元気になって笑顔で過ごせるように、力をか

せると良いと思っています。それが私の平和に対する行動の第一歩です。 
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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。 
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