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お待たせしました！新しいポーポキ･ピース･ブック

完成！ 
 
 
 
 
『ポーポキ、友情って、なに色？ 
ポーポキのピース・ブック 2』は、
４月２０日に発売されました。今
のところ、とても好評です。皆さ
まからのお申し込み、ご感想をお
待ちしていると同時に、お友だち
にぜひ広めていただきたいと思
います。詳しくは： 
popokipeace(at)gmail(dot)com 
 
 
 
製本された本を初めて手にとっ
たときのポー会の様子です。 
 
 

 
 

ポーの友だちの皆様、ありがとうございました！ 
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神戸の本屋さんでポーポキを探してみました… 

戦争・知識 

ピース・ブック 1 

「ポーポキ、友情って、なに色？」を神戸のあ

る本屋さんで検索したら、ピース・ブック１も

２も「児童書」にあるとわかりました。行って

みたら、ピース・ブック１はありましたが、ピ

ース・ブック２はなくなっていた！ポーポキに

は新しい友だちができたかもしれませんね。 
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監督↓ 

 

 

アーティスト？↓
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3 月 17 日にポー会メンバーが姫路市の

ある保育所で読み聞かせ会をしました。

『ポーポキ、平和って、なに色？』の内容

は、子どもたちにとっては少し難しかった

ようですが、楽しく聞いてくれました。み

なさん、ありがとうございました！ 

元気よく参加する子どもたち 

平和の感触？ロニーのフリースは？

写真：上 2 枚：浦井加奈； 下 3 枚：ウッディン・バシール
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ポーポキが登場するイベントなど 
5.12 ポー会 19：00～  神戸ＹＭＣＡ  304 号室  

今年の活動計画やプログラムの準備をします。 

5.3  ポーポキ in チエンマイ！ 

5.22 読み聞かせ会 大阪市西成区子どもの里 

6.7  灘チャレンジ！ 

6.27 ポーポキ in 新潟 

8.11 「多文化共生のための国際理解教育・開発セミナー」でポー！ ＪＩＣＡ兵庫 

まだ未定ですが・・・ 

7.26-8.2 ポーポキ in ハンガリー？ 

8.20-21 県外教全国大会（広島）？ 

9.18-25 ポーポ in パレスチナ・イスラエル２？  

9.26-27 平和教育シンポジウム（広島）（田村かすみさん） 

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 11   

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、立ちながら上へストレーチ！ 

３．そのまま、右足を後ろへストレーチ。まげても伸ばしても結構です。 

４．今度は左足を後ろへストレーチ。(先に右足を戻してね)。 

５．できた、できた！！！ では、できたポーズをどうぞ。 

第 11 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。 



 
・ 「猫を通して平和を考える 絵本の第 2 弾を出版」 （斎藤雅志） 神戸新聞 2009.4.21 

・ 「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, 

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 
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 吉岩正人 

私にとってのポーポキとは何か？ポーポキ初心者

の私にとってこの質問は難しいので、ポーポキを読んで感じたことを素直に書きたいと思います。

ポーポキを初めて読んだとき、アレキサンダー先生とポーポキの間にある深い愛情を知ることが

できました。そして、その温かさを感じながらポーポキの世界観に浸り、平和や友情について自

問自答していました。 
今、私は将来の夢に向かって必死に過ごしています。そして、私の周りには友情を感じること

ができ、信頼できる人がたくさんいます。それは幸せなことだと思います。しかし、世界中には飢

えや暴力に悩み、その日を生きることに必死になっている人がいます。また、友情を感じる余裕

がない人もいるかもしれません。私はこの状況を一言で不幸せと呼ぶことができません。文化や

慣習などが異なるので今の私には何が正しく、間違っているのか判断できないからです。しかし、

悲しい状況だと思います。言葉ではうまく説明できませんが、アレキサンダー先生やポーポキファ

ンが抱くポーポキに対する温かさのよ

うなものが足りていないと感じるから

です。 
それでは、その温かさとは何なので

しょうか？ただの愛情なのでしょう

か？そして、どこから生まれてくるもの

なのでしょうか？私はこれからのポー

ポキとの付き合いの中でこの答えを

探したいと思います。ポーポキは私に

素敵な疑問を与えてくれる存在なのか

もしれません。 
 
写真：今年の２月にネパールで出会っ

た子どもたちの照れて笑っている顔がとてもかわいく、印象的だった。笑顔を見ると温かい気持ち

になりますね！ 
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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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