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気がついてみるともう 6 月になろうとしています！ 
でも 5 月は、ツツジがとてもきれいに咲きました。春といえば、ねこがお花のにおい
をかいだり、新しい草の葉っぱを食べたりして、のんびり過ごします。人間も試して
みるといいかもしれませんね。 

 
 

 
 

 
また知らない方がいらっしゃるかもしれません・・・ 

4 月 20 日に『ポーポキ、友情って、なに色？ポーポキのピース・

ブック 2」が新発売されました。皆さまからのコメントを楽し

みに待っています。 

 

ポーポキの友だち、宇留賀佳代子さんからうれしいお知らせがありました！ 

 

「ポーポキ、友情って何色？」が、以前からお話していました、原きよさんの WEB ラジオ

番組「KIZZNA」で、６月１日から２回に分けて放送されることになりました。友達を

テーマにしたシリーズのトップだそうです！！ 
是非皆さんに紹介してください。http://www.kizzna.fm  
聞き逃しても大丈夫です。 

バックナンバーで聴けます。 
 ぜ ひ 聞いてくださいね！宇留賀さん、本当にありがとう。 
 
広島でポーポキの友人にお会いしまし
た！ 
 
『ポーポキ、友情って、なに色？ポーポキ
のピース･ブック２』を楽しそうに読むヒ
バクシャの沼田鈴子さん。岡山から修学旅
行で広島の訪れる小学生に広島での自ら
の原爆体験を話してからポーポキを紹介
する予定だと語ってくれしました。 
（ロニー・2009．5.15 広島にて） 
 
 
 
 

mailto:popokipeace@
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レベッカさんがミニ・ポーポキ・ワークショップ 
 
2009.5．23 に大阪産業大学・梅田サテラ
イトキャンパスでポーポキの友だちの一
人、レベッカ・ジェニスン先生が第 23 回
「異文化懇話会」関西英語英米文学会で発
表しました。その中でポーポキのミニ・ワ
ークショップを行いました。おかげでポー
ポキに新しい友だちがたくさんできまし
た。レベッカさん、ありがとう！ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
コロンビア大学ティーチャーズ・カレッ
ジ名誉教授のベッティ・リアドン博士も
ポーポキの友だち。先日、京都のホテル
で再開できました。ベッティさんは新し
いピース・ブック２をたくさんニューヨ
ークへ持って帰ってくださいました。 

 
神戸から本をお届けした怪しげなねこたち
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平和って、人それぞれ！？ 

報告者；田村かすみ 

 僕達は大阪産業大学工学研究科アント

レプレナー専攻博士課程前期課程 1年生

の学生 10 人です。僕たちは 2009 年 4 月

28 日（火）、ポーポキとの出会いを楽しみ

ました。ここは経営のわかる創造性豊か

な技術者を育成する専攻科です。僕たち

がここで学んでいるのは、自動車や飛行

機等に関する専門知識と技術だけでなく、

製品開発や事業展開を推進するための知

識や方法などです。  

ポーポキが登場したのは、ソリュージョン・

マネジメント講座の「言語力」育成シリーズ。

コミュニケーション能力や感性を育むための

集中講義です。ポーポキを DVD で見たときは、

皆が心地よく静まりかえり、手ざわりや味か

ら感じる平和を僕たちもイメージしてみまし

た。 

その後グループに分かれ、「僕たちの技術を

使ってどんな世界を築いたらいいのか」という

活動をしました。グループによって、イメージ

する平和はずいぶんと違っていたことが印象

的でした。一番議論が活発になったのは、全体

の幸せのために個人の小さな幸せは無視して

もいいのかという議論です。現代社会ではこの

ようなことが数多く起こります。格差問題や差

別の問題がそうです。無視してはいけない問題

だけれど、視界には意識しないと入ってこない。

僕たちは視野を広げ、幸せとは、平和とは何か

を考えていかなければならないと思いました。 

ポーポキ、ありがとう！ 
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5月 4日にポーポキはチェンマイYMCAでタイと韓国の若者と一緒にワークショップしまし

た。とっても楽しかったです！ 
 

 
 
 
 



ポガﾞ、パーフォマンス、｢社会変

化か希望かどっちが先か｣のよう

な難しい問いかけ・・・  
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みんながつくった素敵な｢友情｣と｢平

和｣・・・それぞれの違いが印象的でした。
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.2 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。 

6.7  灘チャレンジ！ 神戸市灘区都賀川公園 http://nadacha.net/frame.html 

6.19 読み聞かせ会 大阪市西成区子どもの里 

6.20 映画「ナクバ 1948」＆トーク ﾛﾆｰ・ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ「ポーポキ、パレスチ 

ナ問題ってなんのこと？」 13:30-16:30  JICA 兵庫 2 階ブリーフィング室 

 問い合わせ・申し込み：JICA 兵庫 JICA プラザ兵庫担当 Tel: 078-261-0341, Fax: 
078-261-0342, e-mail: jicahic-event@jica.go.jp 

6.27 ポーポキ in 新潟 at コミュニケーション学会 

6.28  映画｢ガ-ダ、パレスチナの詩｣＆トーク ポーポキ・ピース・プロジェク

トの若者たち「パレスチナ西岸地区を訪ねて｣。13:30-16:30 東大阪市民会館 ・百万

人署名運動大阪東部連絡会 東大阪市荒本２－１４－５ 問い合わせ

090-3927-8741  

8.11 ワークショップ：「ポーポキ、平和って、なに色？それって、一緒に創れる？」多文

化共生のための国際理解教育・開発セミナー。ＪＩＣＡ兵庫 セミナーは 8.10-11。 

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）？ 

9.26-27 平和教育シンポジウム（広島）（田村かすみさん） 

12.23-31 ポーポ in パレスチナ・イスラエル２？  

ポーちゃんの友だち：6.27 荘保恭子 ｢子どもの生きる力～釜ヶ崎「子どもの里」の活動から～｣ 

14:00-16:00 兵庫県私学会館 問い合わせ：ひょうご部落解放・人権研究所 078-367-8925 

  
Lesson 12   

今日のポガは、インフルエンザの神戸からお届けいたします！ 

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。マスク着用は？ 

２．マスクの代わりに手を使いましょう。立って、顔の前に手をクロスしてみてください！ 

３．マスクの代わりに足も使えます。立ったまま、右足を口や鼻の前まで持ってきて･･･。 

４．では、左足でやってみて･･･。 

５．できた、できた！！！ マスクなんかいらない！では、できたポーズをどうぞ。 

第 12 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。 

*マスク着用を含めて、よく食べて、よく寝て、手洗いなどして、元気でお過ごしください！ 
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・ 「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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佐々木美智 
 
 小さい頃、祖母から戦争体験の話をよく聞いていました。

祖父に赤紙がきたとき二人が結婚したこと、サイレンが鳴

ると最小限の貴重品を抱えて防空壕へ駆け込んだこと等、そんな話を聞いた夜は決まって

戦争の夢を見て、ときには汗だくで夜中に起きたこともありました。私が「なんで戦争に

なるの？」と聞くと、こどもに何と説明すれば良いか皆目検討がつかなかったのでしょう、

祖母は「ほうき星1が出ると戦争が起こるんだよ。」と教えてくれました。「ほうき星ってど

んな星？」「ほうきみたいな形をしている星なんだって。」それから毎日夜になると空にほ

うき星が出ていないのを確認してから寝るようになりました。そのうち、ほうき星が出て

いたらどうしようという恐怖心にかられて夜空を見るのをやめていました。 
 1997 年、ヘール・ボップ彗星が地球に近づき、大学生になっていた私は大阪のスカイビ

ルの屋上に上がって意気揚々と観測しに行きました。それは少し赤みがかった火の玉みた

いなものでした。でも、その後に彗星がほうき星だということが分かったのです。小さい

頃はほうき星を見るのが怖くて空を見れなかったのに、大人になった私は自らほうき星を

見に行っていたのでした。 
 後になって考えてみると、それは、小さい頃は、戦争は自分の力が及ばないところで勃

発するものだと思っていて、戦争が起こらないようにほうき星が空に出ないことをただ願

うことしかできなかったのに、大人になった私に「平和を創り出すのは自分たちなんだよ」

というメッセージが届いたのではないかと思うのです。 
 私が人生で最初に平和を考えるきっかけとなったのは祖母の話でした。しかし、それは

幼い私にとって刺激が強すぎました。そして、戦争がなければ平和な状態かといえば、そ

うではないことも大人になるにつれて分かってきました。もし、私がこどもの頃にポーポ

キと出会っていたら、恐怖心から平和を考えるのではなくもっと身近なものから平和につ

いて考えることができたのではないかと思います。ポーポキからの様々な問いかけは、自

分とは関係のないものではなく、わたしたち自らが平和を創り出せるようにヒントの種を

撒いてくれているのだと思います。 
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私が苦しいとき、お花を持って遊びに 

きてくれました。大人の私もポーポキに

癒されます。ポーポキ、ありがとう！ 

 
 

 

                                                 
1昔は天災・戦・疫病などの前兆とされた。（ジーニアス英和大辞典より） 



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 

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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