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あけまして あけまして 
おめでとうございます。 おめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 本年もよろしくお願いします。 
  

 
 

1. 『ポーポキ、友情ってなに色？ポーポキのピース･ブック 2』を出版します！ 

2. 『ポーポキ、平和ってなに色？ポーポキのピース･ブック１』、『ポーポキ、友情って

なに色？ポーポキのピース･ブック 2』の販売を通して、ポーポキの仲間を増やし

ます！ 

3. ポーポキ・ピース・プロジェクト主催のものを含めて、国内外でワークショップなど

の活動を続けて、仲間を増やします！ 

4. 皆様の活動の中にポーポキちゃんが入り、皆さんの手によってポーポキの仲間の

輪をさらに広げていきます！ 

5. 皆様に少しでもよろこびを与えます！ 

皆様のご参加をお待ちしています。よろしくお願いします！ 
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昨年の暮れに始まったイスラエル軍によるガザ攻撃は

新年になってもまだ続いています。  
 
ポーポキと一緒に平和をよびかけませんか？ 
２．１２ ポーポキと一緒に平和をつくりだす集会：パレスチナ編  

             18:30-20:30  神戸 YMCA  内容：ミニ・ワークショップ＆映画「ザ・

レインボー」上映 問合せ先: 神戸 YMCA: 241-7204 
   
ポーポキの友だちのひとり、パレスチナ西岸地区のア

ン・ナジャ大学の学生からメールが届きました。下記

のＵＲＬに写真と情報が載っていますので、ご参照く

ださい。http://www.elfarra.org/gallery/gaza.htm 

また、ジョン・レノンの「イマジン」をシェブ・カ‐

レドしがアラビア語で歌っているのもぜひ！ 
 http://jp.youtube.com/watch?v=eMd6JbWzCZs 

 
昨晩、ポーポキは仲間と一緒に神戸で平和を訴える集会に参加しました。以下はそ

の報告です。    
 

ガザ攻撃を止めよう！ 
 

ウッディン・バシール 
戦争反対！ガザの人々を殺すな！これらのスロー

ガンが書かれた大きなプラカードを持って、1 月 8
日に三宮駅前で神戸ピースｉネットと神戸ＹＷＣ

Ａによる街角アピールがはじまった。 ろうそくを

持ちながらジョン・レノンの「イマジン」などの

歌を歌い、踊り、ビラを配ったりして通行人にア

ピールした。何人かの人は足を止めて興味を示してくれた。ガザ地区の問題に関心を

持っている人はいることを知ってぼくがうれしくなった。彼らは、イスラエルの惨い

攻撃による死傷者のことが気になっているよう

だ。「ガザでの攻撃に対して、私たちが声をあげ

なければならない」と訴える人もいた。約 700
人は既に死亡し、それ以上の人はケガしている。

この紛争を考えないで「世界平和」を考えるこ

とは可能か？この質問に対する答えは「ノー！」。

だから、ガザから遠く離れている日本にいても、

この問題について考え、声をあげるべきだ。個

人、コミュニティー、国家、国際のそれぞれの

レベルで行動が必要だ。そのうちの小さな行動

は、昨晩の私たちの三宮での平和アピールだ。  
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今回の「ポーポキ通信」では、昨年の「宿題」である「2008 年を振り返ること」を

片づけてみますね。あまりにもたくさんのことがあったので、ここではほんの一部

しか紹介できませんが、お許しくださいね。（ロニー） 

 
2008 年 1 月 （ポーポキ通信 29 号より） 

 
 

皆様の努力のおかげ昨年中に第一刷の 2500 冊をほとんど完売できました！1 月 15 日に

新たに 1000 冊が刷り上りました。これらもぜひ売って、ポーポキの仲間をさらに増やして

行きたいと思います。 

今回の増刷について、特に次の方々にご協力いただきました。 

・ 神戸ＹＭＣＡ 

・ ANT-Hiroshima 

・ 兵庫県在日外国人教育研究協議会（県外教） 

・ 桂木 さとこさん 

・ ジェリー･横田さん 

＊ちょっとした目標：日本のすべての公共図書館にポーポキを

入れてみましょう！公共図書館の場合、お願いすれば、本を買

ってくださることになっています。皆さんの周りの図書館へぜひ

声をかけてみてください。出身高校、中学校、小学校の図書館と

いう手もありますね！ 

＊＊すべての図書館に入れることはまだできていませんが、おかげさまで第 2 刷を

完売しましたので、第 3 刷に突入できました！ 
 
2008 年 2 月  （ポーポキ通信 30 号より） 
 

 
 ポーポキ in ウィニペグ大学（カナダ） 

 
 
 
 
 

 
 

灘区役所や聖トマス大学 

などでワークショップ 

                                       

県外協で本の販売！ 
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2008 年 3 月 （ポーポキ通信 31 号） 

 

←憲法 9 条のピースウォーク 

 
 
 
        
 
 

一人芝居ポーポキ登場→ 

 

 

2008 年 4 月 （ポーポキ通信 32 号） 

 

 
← ポーポキ・グッズ（絵葉書・シール）づくり 

 

 

 

 

 

ワークショップ：神戸ユースプラザ→ 

←伊丹市 

 
 
 

2008 年 5 月 （ポーポキ通信 33 号） 

 
 
 
 
 

 
 
 
世界 9 条会議に参加！ 
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2008 年 6 月 （ポーポキ通信 34 号） 

 

子どもの里（大阪市西成区）のみなさんと一緒にポーポキを読みました！ 

 
 

 
 

←大学院の授業にもポーポキ！ 
 
 

 
2008 年 7 月 （ポーポキ通信 35 号） 

 
 
ポーポキ in 北九州アジア女性交流・研究フォーラム！ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ポーポキ in 近畿大学→ 
 
 

 

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

5



2008 年 8 月  （ポーポキ通信 36 号・37 号） 
ポーポキ in パレスチナ！    

 
 
 
 
 
 
 

 
パレスチナで多くのこと

を学びました。パレスチナ

に平和は来るのかなぁ？ 
 
 
 
今日もイスラエルはパレスチナを攻撃しています！ 
一日も早くこの殺し合いを止めるように、 
みんなで声を上げましょう！ 
ガザ地区問題を考えるポーポキと平和を創りだす集会: 
2.12 神戸ＹＭＣＡ！  
 
2008 年 9 月・10 月 （ポーポキ通信 38 号） 

 
←ポーポキ at JICA センター（8 月 12 日） 
 

    ←ポーポキ in 熊本 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ポーポ キ in ピッツバーグ ポーポキ at 
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カーネギメロン大学（アメリカ・10 月） 
 
 
 
 
 
 
 
 第六回国際平和博物館会議 

（京都・10 月） 
 
 
 
トロント大学 
（10 月） 
 
 
 
2008 年 11 月 （ポーポキ通信 39 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
部落解放研究第 29 回兵庫研修会・ 
人権宣言ポスター展 
 
 
 
ポーポキ in パレスチナ報告会 （神戸ポートワイズメンズクラブ）      

 
 
 
 
 
 
 

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

7



2008 年 12 月 （ポーポキ通信 40 号） 
 
 
人権宣言 60 周年記念ポス

ター展 
（神戸大学厳夜祭） 
 
 
 
 

 
 
 
神戸映画サークルでパレス

チナ報告会 
 
 
 

 
 
すクシュアリティに 
ついての講演会にも 
ポーポキ（神戸大学） 
 
 
 
 
 
 
 
有意義な一年間、ありがとうございました！ 
今年もがんばりましょう！ 
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「ポーポキ、友情ってなに色？ポーポキのピース･ブック２」の準備が着々と

進んでおり、3 月に発行する予定です。この本作りに参加したくありま

せんか？ポー会でお待ちしています。 
＊＊次回は 1 月 12 日 14:00～。灘薬剤師会。六甲道より２分。 灘

区深田町４丁目１番１ウェルブ六甲道２番街６５１－２号室 

場所がわからない方： １３：４５ ＪＲ六甲道 中央改札 にお集まりください。    

・  09.01.25  安斎育郎先生＆ロニー・アレキサンダー ピース・トーク ～世の中どうみる、どうなる、ど

うする～ 連続講座「現代を読み解き平和をデザインする 主催：平和友の会 (075-801-1990)。 会

場：立命館大学国際平和ミュージアム 2 階 参加費：500 円 

・  09.02.07 “We Love Peace” 平和のための YMCA 子ども巡回絵画展・オープニング・イベント （中

国の踊り、朝鮮の踊り、課雅美からの贈り物～ＹＭＣＡ４ＣＤの歌、平和のワークショップなど）。  

15:00-16:30 頃 原田の森ギャラリー（兵庫県立美術館王子分館） 問い合わせ：神戸ＹＭＣＡ国

際・奉仕センター Tel: 078-241-7204 （絵画展は 2 月 7 日―15 日まで。無料。）     

・ 09.02.12 「ポーポキと平和をつくりだす集会：パレスチナ編」 ミニﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ＆映画 「ザ・レインボ

ー」 18：30－20：30 神戸ＹＭＣＡ  問い合わせ・申し込み：神戸ＹＭＣＡ 241-7204 

・ 09.02.28  “国際”の先にある世界と地域を考えよう！ 第 3 回目： 「平和ってなに色？～ポーポキ

と一緒に世界を考える」 兵庫県青少年団体連絡協議会主催・学習会 13:00-16:00 神戸ＹＭＣＡ三

宮会館 1 階チャペル 申し込み等：ymatsuda@kobeymaca.or.jp 又は fax 079-559-0076 (2/14 ま

で)。 

ポーポキのお友だちのイベント 

・ 第 4 回 関西クイア映画祭 2009.1.23-1.27 HEP FIVE 8F http://kansai-qff.org/ 

 

Lesson 8   

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．では、まずは立ちながら手も目も口も尻尾も上へ伸ばして・・・ 

３．そして床に頭をつけるように前へ・・・ 

４．同じように、床に頭をつけるように後ろへ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．できましたね。では、デキタ・ポースを！ お疲れ様です！！！第８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。 
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・ “Popoki, What Color is Peace?  Exploring Critical Approaches 
to Thinking, Imagining and Expressing Peace with the Cat, 
Popoki. In Factis Pax, on-line journal 
http://www.infactispax.org/Volume_special_IIPE/Alexander.pdf Vol.2, No.2 2008 

・ ラジオ番組の中のポーポキ！！！プロジェクト･メンバーの宇留賀佳代子さんがラジオ

番組で紹介してくださいました。ぜひお聞きくださいね。  http://www.kizzna.fm/ 録

音番組をクリック。番組CHの６CHをクリック。 

・ やさしいから人なんです展パート２０ 実行委員会 『世界人権宣言』 ひょうご部落解

放・人権研究所  ２００８．１０ 500 円。 詳しくは： blrhyg@osk3.3web.ne.jp 

・ 「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/ 

・ 「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 
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私にとってのポーポキ 

私は実咲色のネコ 

   梶実咲 

 「ポーポキは 自分に必要なものを ロニーに頼みます。

ことばを使うときもあれば つかわないときもあります。

ことばを使わなくても ロニーは わかってくれるから安

心です。」 

 
 
 
 

私は 19 才。老人介護施設で働いています。認知症の高齢者の日常生活支援の仕事

です。私はお風呂に入れてあげたり、入居者の入れ歯をはめてあげたり、ご飯を食べ

させてあげたりします。そうすると入居者の人は、ありがとうと言ってくれたり、笑

ったり、お菓子をくれたりします。 
私は小学校から高等学校まで、皆と同じスピードで勉強したり、先生の指示を聞い

たり、活動をしたりすることが苦手でした。私には、先生や大人が速くしゃべると、

何を言いたいのかわからないのです。知りたいと思っても、意味もわからないし、す

ばやく行動できないのです。 
高校を卒業するとき、先生が実咲さんには介護の仕事はできないだろうといいまし

た。現場の人出不足で私には無理な仕事になると。そのため就職は介護ではない仕事

を選びました。3 ヶ月でもう来なくてもいいといわれました。こんなにコミュニケー

ションの取れない子は初めてだ。2 回目の職場は介護職でしたが、覚えが悪くて使え

ないとまた解雇されました。 
 今の職場はその後、何回も入社試験を受けてやっと通った職場です。お金がない施

設だから、ものを大事につかう職場です。梶さんがいいのと言われています。大晦日

もお正月も働いています。夜勤も一人でできるようになりました。 
 いつも私は悩んでいます。何のために私は生まれてきたの？誰も答えてくれません。

でも、いつかわかる日が来ればいいなあと思います。 
 
    

ポーポキには いろいろ

な色の仲間がいる 
それは平和かもしれない
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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-at-gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com
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郵便振替口座番号 ００９２０－４－２８０３５０  

ゆうちょ銀行 店番０９９ 店名０９９店 当座 口座番号０２８０３５０ 

口座名  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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