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HAPPY HALLOWEEN 
FROM POPOKI!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
『ポーポキ、友情ってなに色？ポーポキのピース･ブック 2』（仮代）の
準備が本格的に判じまる！新しい本は 3 月末までに出版する予定。   
 
ポーポキ in ベトナム語！ポーポキの支援者の一人、Vinh さんがポーポ
キの本をベトナム語に翻訳してくれました。彼がベトナムで営んでいる
ＮＧＯ [Global Village Foundation]の仕事に役立てています。 
 
ポーポキの本はピッツバーグ市の Joseph-Beth Booksellers で販売中  
 
ポーポキは、「やさしいから人なんです展パート 20」世界人権宣言 60 周
年記念ポスター展（ひょうご部落解放･人権研究所）に参加！展示パネル
の貸し出しは可能です。ぜひご活用ください！詳しくは：  
http://www3.osk.3web.ne.jp/~blrhyg/sekaijinkensengen/paneru2.html 
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9 月 に ポ ー ポ キ は 「 Remembering 
Hiroshima/Imagining Peace」（ヒロシマを記
憶･平和を想像）展の関連イベントに参加するた
めにアメリカ･ペンシルバニア州ピッツバーグ
市に行きました。子ども博物館でワークショッ
プ、映画「はだしのげん」のコメント、ピッツ
バーグ大学で講演、各種メディアのインタビュ
ーなどを受けたりしました。また、10 月にカー

ネギー･メロン大学の国際フェスティバルで講演するために再びピッツバーグを訪
れました。ここでは、写真によってポーポキの旅を報告します。 

 
 

 
     

ダ ウ ン タ ウ ン の 画 廊 で

Remembering 
Hiroshima/Imagining Peace 展 

Remembering Hiroshima/Imagining  
Peace （ヒロシマを記憶･平和を想像）

のロゴはイベントのために作られた 
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ピッツバーグ子ども博物館にてワークショップ 
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 ピッツバーグ大学で講演 

カーネギー･メロン大学で講演 
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忙しい夏でした！ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

8/12  JICAセンターひょうご

でワークショップ 

8/19 ポー会でポーポキ in 
パレスチナの報告会 

9/6 ポーポキ in 熊本 
 

10/6 ポーポキ at 第 6 回国際平

和博物館会議（京都） 

9/30  
ポー会 

10/18 「デモクラシーを学ぶ」

(University of Toronto /Oise 
& Transformative Learning 
Centre) 
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第 29 回全国在日外国人教育研究集会・兵庫大会(県外教)に参加して 

ウッデン バーシル 

 

2008年 8 月 23日、24日の 2日間、第 29回

全国在日外国人教育研究集会・兵庫大会が

神戸で開かれた。ポーポキ・ピース・プロ

ジェクトは、『平和ってなに色？ポーポキの

ピース・ブック１』を販売するという形で

その集会に参加した。もちろん、そこには

他に沢山の本が売られるために並んでいた。

驚いたことに、それらの中でも、ポーポキ

の本はベストセラーのうちの一冊だという

ことに気付いた。誰もがポーポキに対して

興味を抱き、ポーポキはまたしても人気者

だった。「ポーポキからなにを学ぶの？」や「この本を買う価値があるの？」なんて

質問する人もいた。でも、そんな人たちも本をパラパラとめくった後、満足そうに本

を買っていくのだった。私があの時投げ

かけられた疑問は私の中に残り続けて、

再び私自身問いかける。「ポーポキから私

たちが学ぶ教訓って何だろう？」「ポーポ

キが私たちに伝えたいことって何だろ

う？」沢山ある疑問の中のほんの一握り

を数年前に私がポーポキと出会って以来、 

自分自身に問いかけ続けてきた。今回５

８部、本を買った人がいるのだ、つまり

は他にもそれだけ多くの人たちが、私と

同じようにポーポキについて自分自身に

問いかけていることだろう。
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10 月 19 日（日）神戸 YMCA 国際協力バザーにて、国際ワークキャンプ報告会の一

環で、ポーポキ・ピース・プロジェクトのパレスチナ旅行に関して報告をしました。

当日、参加したのは、森恭子さん、岩永あつしくん、堀越たけしくん、浦井加奈の 4

人。昼食時間の 30分の時間を頂くことが出来ました。 

聴衆の皆さんは、バザーに来ていた方々が多く、子供さんの姿も見られました。残

念ながら、少な目の人の入りで、かつ入れ替わり立ち代りでしたが（悲）、中には最

後まで熱心に聞いてくださった方もおられました。パレスチナとイスラエルを隔てる

壁やチェックポイントの存在、紛争が日常の生活と隣り合わせであること、その一方

で温かい人々の笑顔に触れられたことなど、8月の旅行で感じてきたことを出来るだ

け伝えられるよう頑張りました。 

「自分の経験したことを人の前で話すような機会はなかなかないので、自分にとっ

てもいい経験になりました。」とは、発表者の一人である堀越くんの感想。パレスチ

ナで自分たちが見てきたこと、そして平和とは？その思いを人に伝えることの難しさ

と大切さを感じることのできた報告会となり、私たちポーポキメンバーにとっても貴

重な時間となりました。発表の機会下さった神戸 YMCA の皆さん、ありがとうござい

ました！！ 

なお、このバザーと 26日の西宮 YMCAのバザーの両方で、パレスチナ旅行のパネル

展示もあわせて行いました。（浦井加奈） 

 

神戸 YMCAチャペルにて報告！ 

パネル展示コーナーにて写真展

示！ 
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ポーポキが登場するイベントなど 

 

・ 11.16（日） 「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！ 

・  09.01.24 「平和ってなに色？」 東京都杉並区 

・  09.01.25  安斎育郎先生とロニーの対談  京都 

・  09.02.07～ YMCA子ども巡回平和絵画展・神戸   

バザー参加者が自らの『平和

の色』を選びました。 
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Lesson 5  ハロウィーン･ポガ 

ポガの練習を毎日していますか？今日もポガでリラックスしましょう！ 

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．ハロウィーンの丸いかぼちゃをイメージしながら、横へ丸くなって・・・。 

３．反対側へ丸くなって・・・。 

４．前へ丸くなって・・・。 

５．できましたね。では、デキタ・ポースを！ お疲れ様です！！！ 

 
 

第 5 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、最低 3 分間を練習しましょう。 

 

 
 

・ 「KFAW カレッジ ロニー・アレキサンダー氏 講演会」 エイジアン・ブ

リーズ/Asian Breeze No.54 October 2008, p.8 （アジア女性交流・研究フォーラム）  

・ 「ピースセミナー in 熊本 あなたにとっての「平和」とは？」 Kumamoto YMCA News 10  Vol.437 

October 2008, p.1  

・ 神戸新聞 「人権宣言 兵庫から発信 全 30 条 イラストで表現 地元ゆかり 6 名がパネル制

作」 2008.10.8. 10面 

・ “An Interview with Dr. Ronni Alexander.” The Newpeople, Pittsburgh’s Peace and Justice 

Newspaper, Vol.38 No.9, October 2008, p.5 

・ “Nuclear Security is Inhuman Security – Dr. Ronni Alexander speaks about Hiroshima and 

Nagasaki.” The Newpeople, Pittsburgh’s Peace and Justice Newspaper, Vol.38 No.9, October 

2008, p.4 

・ ポ ー ポ キ in ピ ッ ツ バ ー グ :  Remembering Hiroshima/Imagining Peace URL: 

http://www.rememberinghiroshima.org/ 

・ 平和教育のためのグローバル･キャンペーン 57 号 2008.8 （Global Campaign for Peace 
Education News #57 August 2008） (GCPE は、毎月配信される e－ニュース。詳しくは、

www.tc.edu/PeaceEd/newsletter をご参照ください。)  
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・ 「社説 終戦の日」 神戸新聞 ２００８．８．１５ 

・ 中国新聞 「核廃絶への視点」 ２００８．７．２７ （核抑止論について・・・。３時間！？！

にわたる取材で一生懸命にポーポキのことを話したのに・・・。） 

・ （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！  

* ポーポキ通信のバックナンバー：http://popoki.cruisejapan.com/archives.html 
 

 
 
                                          堀越健志 
9月の一ヶ月間、オーストラリアのブリスベンに英語を勉強

しに行きました。 

オーストラリアというと、先進国の一つで、「平和な国」とい

うイメージがありました。 

アボリジニ（オーストラリアの先住民）に関する問題は知っていましたが、解決に向

けて進んでいると思っていました。 

 確かに、ブリスベンは気候も穏やかで、人々も優しくて、平和に感じました。 

でも、駅の周りには、アボリジニの人々ばかりが、道端で寝ていたり座ったりしてい

るのを見ました。 

その時、オーストラリアの現実を見た気がしました。 

多くの人にとっては平和な国かもしれない。でも、先住民にとっては、平和な国では

ない・・。 

ポーポキの絵本をホストファミリーにプレゼントしてきました。オーストラリアで

もポーポキの友達を増やすことができました。その家の 1歳と 3歳の子どもが大人に

なるころには、先住民にとっても平和なオーストラリアになっていてほしいなと思い

ました。 

オーストラリアではポーポキはどんなことができるかなぁ。

 ブリスベンの街並み 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


