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春ですね！うれしいです。サクラはもうすぐ咲きますよね。 
とても嬉しい。皆さまのところにも花やしあわせがいっぱい
ありますように！  

 
 

 
 

 
 
『ポーポキのピース・ブック 2 ポーポキ、友情って、なに色？』はいよいよ
完成が近付いてきました。発行は 3 月末を予定しています。皆さまにぜひ申
し込んでいただき、広めていただきたいと思います。 
 
私（ロニー）には客観性はないかもしれませんが、この本を作ってみての感
想は、友情はとても深いものです。ご家族、友人同士、みんなで話し合った
りするのに面白い！ 
 
なお、ポーポキのピース・ブッ
ク１同様、この本の売り上げは、
ポーポキ・ピース・プロジェク
トの活動費として使わせてい
ただきます。「私に 1 冊、友だ
ちにも冊、友だちの友だちにも
1 冊」という形でぜひ、みなの
手で広げていきましょう。 
 
写真：２００９年２月１７日 ポー会 ＹＭ

ＣＡにて  
 ＰＤＦファイルで送られてきた原稿の

校正にいそしむピースプロジェクトのメ

ンバー。 
 原稿の差し替えミス、ルビ抜け、文字が多くて絵が隠れてしまう・・等色々なところにみんなで目

を通していきます。 
 非常に細かい作業で、一人で完璧にチェックすることは、とても難しい。 
 友情が有れば一緒に苦労できる？(さとこ) 

mailto:popokipeace@


ポーポキ in 平和絵画展             伊達千浪・湯前梨花 

 
去る 2 月７日、タイ、中国、台湾、米

国、日本などのＹＭＣＡが参加する「“We 
Love Peace” 平和のための YMCA 子ども

巡回絵画展」が原田の森ギャラリーで開

会されました。ポーポキはそのオープニ

ングのワークショップに登場！当日は多

くの方に参加していただき、小さな子ど

もから大きな大人まで、参加者みんなで

ポー本を読みました。ネコがいなかった

のが残念ですが、ネコ人間やゾウ人間、

キツネ人間などはいた…かも。 

そして、2月 10 日には YMCA の国際ボラ

ンティアリーダー会のメンバーと子ども

たちで絵画展見学に行きました。世界のお友達の絵を見た子どもたちからは「この色が好

き！」、「私もこんな絵が描きたい！」と

いう声がたくさん聞かれました。 

絵画展に向かう前に、「みんなが楽しく

暮らせるピースマイランド」を大きな紙

に描いていたのですが、世界のお友達の

絵から新たなインスピレーションを得た

のか、絵画展見学後は先を争って描き足

す子どもたちの姿がありました。 

子どもたちが描いたピースマイランド

にはネコはもちろんイヌ、魚、花、木な

ど人間以外の生き物もたくさん住んでい

ました。みんな、人間だけで暮らしてい

ても楽しくないこと知っているんですね！ 
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2009 年 2 月 12 日にポーポキ・ピース・プロジェクトと神戸 YMCA の共催で

「ポーポキと一緒に平和を創り出す集会：パレスチナ編」を開催しました。

前半では、ミニ・ワークショップとして、ティナ・オトマンさん（ヘブラ

イ語）とウッディン・バシールさん（アラビア語）が平和への思いをこめ

て『ポーポキ、平和って、なに色？』の一部を読んでくれました。パレス

チナやイスラエルでは、ヘブライ語とアラビア語が一緒に使われることはめったにないが、

David Broza（イスラエル）と Wisam Murad（パレスチナ）による平和の歌なども聞いたり

して、イスラエル・パレスチナの和平を耳や目を通して感じることができ、そして慣れな

い言語の響きによって新たな「ポーポキ」に出会うことができました。後半では、イスラ

エルが 2004 年に行った「レインボー作戦」というガザ攻撃を描くドキュメンタリー映画「レ

インボー」を観て、小グループで感想などを共有しました。以下は、ポー会メンバー、岩

永淳志さんのレポート。（ロニー） 

 

 

「ポーポキと一緒に平和を創り出す集会 パレスチナ編」   

岩永淳志 

 

 2 月 12 日、神戸 YMCA と共催で、「ポーポキと一

緒に平和を創りだす集会：パレスチナ編」を開催

しました。当日は多くの方にご来場いただきまし

た。お越し くださった方、ありがとうございま

した。 
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私は、この会の進行役を賜

りました。進行役をしていて

特に印象的だったのは、参加

者のみなさんの熱心振りです。

この集会のプログラムのメイ

ンは、パレスチナの現状を知

ることができる映画「レイン

ボー」の上映でした。この映

画を見た後に参加者のみなさ

んには、各テーブルに感想を

話し合ってもらいました。ポ

ー会メンバーには、ファシリ

テーターとして各テーブルに

座ってもらいました。当初、アレキサンダー先生との打ち合わせでは、テーブルごとでの

話し合いを 15 分ほど、全体での話し合いを 5分ほどにしようとしていました。しかし、各

テーブルに話が盛り上がっており、なかなか終了することができませんでした。結局、す

べての時間を各テーブルでの話し合いに時間を割くこととなりました。私は、勝手にこの

事実をとても嬉しく思っています。それは、ここまで真剣に他国の状況について考えるこ

とが出来る人がこんなにたくさんいるって凄いことだと思ったからです。私自身は、紛争

地域の教育について関心を持っているため、イスラエル・パレスチナ問題も当然興味をも

っています。ただ、実際には

一般の方々はそこまで関心

を持っている人って少ない

と思います。しかし、こうや

ってパレスチナの事を知る

ためにわざわざ足を運んで

くださった方、写真にある通

り、大勢います。とても素晴

らしいことだと感激しまし

た。 

さて、こういった思いは国

境を越えることはできるの

でしょうか？また、こういっ

たことから世界は変わって

いけるのでしょうか？私は

そう信じたいと思います。 

ティナさんとバシールさん、ヘブライ語とアラビア語での読み聞かせありがとうござい

ました。 

 
 



2009 年２月２０日 平和と芸術研究会 大阪女子学院にて 

 大阪女子学院の奥本京子先生の呼びかけで“平和

と芸術”学会を立ち上げるための研究会が開かれまし

た。文学、バレエ、音楽、俳句、出版、博物館等々

様々な分野の平和に関心のある芸術関係者や研究

者が集まりました。 その場所で音楽パフォーマンス

をされる森田留美さんが、ポーポキの本を元に、即興

で歌を歌ってくださいました。（写真）* 多くの方が期

待するこの研究会が、今後どのような方向に進んでい

くのかが楽しみです。（さとこ） 
* 森田さんがそのご、『ポーポキ、平和って、なに

色？』のＭＤを送ってくださいました。森田さん、ありがとうございます！ 

** 感性を重視するポーポキの活動においても、「芸術と平和」の研究成果が大いに役立つでし

ょう。奥本先生、ありがとうございます！ 

 

 

 

 

 

２００９年２月２８日 青少年団体連絡協議会リーダー研修会 ＹＭＣＡ 
さとこ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

兵庫県下の青少年団体で作られている連絡協議会のリー

ダー研修「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」が、私たちのポーポキを道案内として行われました。 

 普段リーダーとしてそれぞれの団体で、活動されている皆さんでしたが、久しぶりに参

加者になり楽しめたようです。 
 成果物は、上下の写真の通り。 
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途中で、同じ日に別の部屋で講演会をされてい

た、広島平和文化センター理事長のスティーブ

ン・リーパーさんが覗きに来られるというハプニングもありました。↑ 
 

平成２１年３月５日 サラ・ロイさん講演会   京都大学 

 昨年夏にパレスチナ訪問して以来、ピースプロジェクトもパ

レスチナ問題に深く関わっています。 
 ２月２２日 戦うジャーナリスト志葉玲さんのガザ緊急報告会

に続いて、この日は朝日新聞で“イスラエル批判を続けるホロ

コースト生存者の娘”と紹介のあったサラ・ロイさんの講演会

に参加してきました。 
**『ポーポキ、平和って、なに色？』は、志葉玲さんやロイさんにも共有

し、ポーポキはお二人の友だちにもなりました。 
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ポーポキが登場するイベントなど 
4.14 ポー会 19：00～  神戸ＹＭＣＡ  304 号室 新しい本をみんなで見る！ 

 

今年のスケジュールはまた未定です。新しいポーポキの本も使って、ワー

クショップなどをたくさん開催したいと考え、現在は日程などを調整してい

るところです。お楽しみにしてください。 

7 月末 「ポーポキ in ハンガリー」 

9 月 「ポーポキ in パレスチナ・イスラエル２」計画中！ 

ポーポキの仲間のイベント： 5.16 吉岡達也さんの講演：「なんで、9 条が世界なん？」 

13:30～16:00、場所：神戸市勤労会館 ３０８号室、参加費：一般 ８00 円・若もの 500 円、問い

合わせ･申し込み：九条の会ひょうご TEL:078-574-0701 ・ FAX:078-574-0702 



 

Lesson 10   

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．さて、まずは前足を左へ伸ばして・・・。お尻や尻尾は上ですね。 

３．つぎに、同じことを右の方へ。 

４． 後にまた同じことを前へ・・・。 

５．できました！では、デキタ・ポースを！ お疲れ様です！！！ 

第 10 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。 

 

    

 
・ 「ポーポキ、平和ってなに色？」 ＫＯＢＥ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 「神戸青年」 ２００９．3．１  

Ｎｏ．５９３ ｐ.２ 

・ 「ポーポキ、ゴミってなに色？」 ＫＯＢＥ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 「神戸青年」 ２００９．１．１ 

Ｎｏ．５９２ ｐ.２ 

・ 「友だちになってくれませんか？」 ＲＳＴ／ＡＬＮ 2009.2.22 

・ 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  ２

００８．１０ 500 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, 
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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 
 

活動報告 

・昨年の8月にＪＩＣＡひょうごで行われた「多文化共生のための国際理解教育・開発セ

ミナー」の一環としてポーポキのワークショップをしました。セミナーの報告ができまし

たので、下記のリンクでぜひご覧ください。この企画は今年も開催されるそうで、ひょっ

としてまたポーポキのワークショップ（もちろん、昨年と違う内容）もするかもしれませ

ん！ 

http://www.jica.go.jp/hyogo/enterprise/kaihatsu/shidousha/pdf/report_h20h

oukoku.pdf 
 
 
 

 

 
                                           

吉村淳代 

 

パレスチナの死者が毎日のように増え続けるのを新聞で読むたびに、震災後を思い出しま

す。あの時も、恐ろしい勢いで死者の数が増え続けました。中尾さんが言った言葉を思い

出します。「震災直後で気が付かなかったけど、チェチェンではたった数日で５００人が

なくなっていた。 天災が襲ったら、一瞬で多くの人が亡くなるというのに、人間はなぜ

自ら争うのだろうか。」と。 

  

毎年夏休みの午前中に、NHK の第１放送では、「子ども科学電話相談室」が放送されます。

子供達の素朴な質問が、結構核心を突いていて面白いので、よく聞くのです。ある子ども

が質問しました。「カラスは、本当に賢い鳥なの？」 

回答者である専門家が、逆に男の子に質問しました。「なんで賢いと思うの？」 

子ども「道に胡桃を置いて、車に殻をつぶさせたりするから・・・」 

専門家は答えました。「賢いというのは、次の世代にいかに上手に命を繋ぐかを考え、行

動していることだと思う。」と。 
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その後の子どもの反応や、話のまとめは耳に入りませんでした。

あまりの単純明快な回答にショックだったからです。それなら、

人類は生物の中で最も愚かな生き物です。自らのみならず、地

球全体を何度もほろぼることのできる武器を作り出しているの

が人類だからです。 

 

ポーポキの活動に多くの人が参加し、希望への道が開かれこと

を願っています。 

 

 

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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