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7 月 20 は日海の日でした！神戸のお天気は今一でしたが、楽
しく過ごしましたか？ポーポキはねこですが、海が大好き！ 
海の中にいるお友だちも大好き！みんなにとって安全で楽しい
海であってほしいね。 
 

 
 

 
 
 

 
夏といえば、友だちと過ごす夏休み、平和を考え

る季節、そしてお中元…。そこで「友情」をテー

マとするピース・ブックはぴったり！ 4 月 20 日

発行された『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。ぜひ、ご連絡・

ご注文ください。 

 

ポーポキとミミちゃんはまたピース･マシンに乗ります！ 

『岩波 DVD ブック Peace Archives 東京･ゲルニカ･重慶 空襲から平和を

考える』は先日発行されました！今回の「ピース・マシンの旅」のテーマ

は空襲です。１７分（毎回同様、英語字幕スーパー付き）。平和学習にぜひ

お役立ててください。  
 
 

ポーポキの本は、神戸市三宮のオールイングリッシュ本屋さんで発売中。

三宮に行ったときにぜひお立ち寄りください！ 

ランダムウォーク・ブックス／Random Walk Books 

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町 3-9-8 33bldg 2F 

TEL/FAX：078-332-9200    E-mail：randomwalkbooks@nifty.com 

 
原きよさんのポーポキをウェブラジオ KIZZNA FM でまだまだきけます。 
6 月 17 日放送： 
http://www.kizzna.fm/php/ondemand_pop.php?fid=956&refid=40&chid=6 
6 月 10 日放送：  

http://www.kizzna.fm/php/ondemand_pop.php?fid=951&refid=40&chid=6 

mailto:popokipeace@
http://www.kizzna.fm/php/ondemand_pop.php?fid=956&refid=40&chid=6
http://www.kizzna.fm/php/ondemand_pop.php?fid=951&refid=40&chid=6
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写真は下手ですが、ロニーは 近、色々なところに新しい友だちができました。ご紹介します・・・ 
 

 
 
 

      お寺の子たち→ 
 
神戸大学で母ネコ＆子ねこ 4 匹！ 
   ↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
← 近状の子たち→ 

 
 
 
 

 

お知らせ 

今こそ 9 条！ 『９条は生かせる』 

昨年の 9 条世界会議で世界法律家パネルが開催さ

れましたが、そのパネルの報告内容が先日、本とし

て発行されました。ロニーの自慢の姉、ロビン･ア

レキサンダーはこのパネルに参加して、本にも発言

が載っているようです。ご自分の図書室、近くの大

学や公共図書館などにぜひ『９条は生かせる』を入

れてくださいね。 

９条世界会議国際法律家パネル 編 (日本評論社） 

ISBN コード 978-4-535-51680-9  発刊日：2009.05 

判型：A５判 ページ数：176 ページ 定価：税込み 1,890

円（本体価格 1,800 円 
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まだまだ続く・・・  パレスチナ問題にかかわるポーポキ 

 

 

東大阪市民会館にてパレスチナ旅行の報告 

浦井加奈 

 

昨年 8 月のパレスチナ旅行から、もうす

ぐ 1 年になりますが、久しぶりに 6 月 28

日にパレスチナ旅行の報告をする機会が

ありました。 

場所は東大阪市民会館にて、百万人署名

運動大阪東部連絡会の皆さん主催の勉強

会で報告をしました。 

「パレスチナの医療体制ってどうな

っているの？」という質問や、「イスラ

エルによる入植地は、沖縄の基地のこと

を,パレスチナの分離壁は、成田空港周

辺を反対する住民を入らせないように

するフェンスを思い出した。」といった

感想や、「今後もパレスチナでの経験を

社会に活かしていって欲しい。」といった期待まで飛び出し、報告者にとって

やりがいある会になりました。 

ポーポキ・ピースブック１，２も参加者の方々にたくさん買って頂きまし

た。主催者の皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございました！ 
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Lesson 14 
お元気でお過ごしでしょうか。ストレスは大丈夫ですか？夏になりました。 

ポガしてくつろぎましょう。   

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、横になりましょう。足を上げて･･･！ 

３．次に、反対方向で反対の足を上げて･･･！ 

４．うつ伏せで大の字を書きながら、尻尾をストレッチ！ 

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 14 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！もう夏休みの準備が

できました。でも、毎日、最低 3分間を練習するのを忘れないようにね。 

*夏の暑さを楽しめるように、よく食べて、よく寝て、手洗いなどして、そしてポガ！元気

でお過ごしください！ 

 

 

 

 

 
 

7.7  ポー会 神戸 YMCA 三宮会館 304 19:00-21:00 

7.26-8.2 ポーポキ in ハンガリー 

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？」

（8.10-11） 

多文化共生のための国際理解教育・開発セミナー。対象：開発教育に興味のある

教員または学生。会場：ＪＩＣＡ兵庫。申込先：JICA ひょうご JICA プラザ兵庫

担当宛。 Tel: 078-261-0341/Fax: 078-261-0342. 

 e-mail:jicahic-event@jica.go.jp  セミナー案内、申し宇込み書など： 

         http://www.kobeymca.or.jp/kobe/inter/200908kaihatsu/pdf     

8.25 ポー会 読み聞かせをしよう！ 読み聞かせの練習会 神戸 YMCA 304 19:00- 

9.5  特別読み聞かせ 14 時くらい～  大阪の重症心身障害者施設 ＮＰＯ法人

「Ｗ・Ｉ・Ｎ・Ｇ－路をはこぶ」 場所：大阪市西成区のフリースペースTamariba

になります。http://www.yourwing.org/index.html 

9.7  「ポーポキ、平和って、なに色？」パシイワ関西支部の会合でポッ！ホテルガンビ

http://www.yourwing.org/index.html
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ア大阪 13:00-14:30 

9.9  国連大学グローバルセミナー神戸･兵庫セッションでロニーは「ジェンダー」につ

いての講義する予定。きっとポーポキも登場。   

9.26  「ポーポキと日本文学」！？！ （大阪産業大学梅田サテライトキャンパス） レ

クチールーム 13:30-  

9.26-27  平和教育シンポジウム（広島）（田村かすみさん） 

10.25  神戸市北区母親大会？ しあわせの村 

12.23-31 ポーポ in パレスチナ・イスラエル２？  

 
・ 「友情って･･･考える絵本」 朝日新聞 ｢生活｣(阿久沢悦子) 2009.7.2 

・ 「友情を考えて~人間と、ねこと、そして自分と～」 れ組通信  ＲＳＴ/ALN 2009.6.28  

Ｎｏ．259, p.11  

・ 「カティング･エッジ」 第 35 号 2009.6 ｢新刊紹介：『ポーポキ、友情って、なに色？ポ

ーポキのピース･ブック 2｣」（レベッカ･ジェにスン） p.3 

・ 「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 

http://www.kizzna.fm/
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・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_h20houkoku.

pdf 

 
 

 
 
 
  

 
 

廣瀬 優 
 
 以前、私が灘チャレンジに参加させていただいた時、来賓者の方々と「平和ってなに色」という

テーマでお話をする機会がありました。そのなかで、７歳くらいの女の子に「平和ってなに色？」と

聞くと、「わからへん。平和って何？」と逆に質問されました。「平和」という意味をどう咀嚼してそ

の子に説明すればいいのか、考えすぎて上手く説明できませんでした。 
 アレキサンダー先生のゼミに所属する以前は、そこまで「平和」について深く考えたことがなかっ

たのですが、先生の講義を受講していると自分の考えを再考させられます。それまで、正しいと

思っていたことが実は当たり前ではなく、驚くことばかりです。平和や、人道支援、NGO の役割、

紛争などについて考えた時も自分のなかの固定概念に驚愕し、新しい捉え方や、全く異なる考え

があることを知った時は、理解するのにすごく時間がかかることも少なくありません。私が使う言

葉ひとつでも、いろんな意味が含まれているので、すごく考えさせられます。 
 おそらく、私が平和という言葉を知り、考えさせられたのは小学６年生の頃に広島へ行った時で

す。どうして戦争が起こるのか、当時の私には全く理解できませんでした。「戦争」の反対の意味

が「平和」だと思っていまし

たし、自分のおかれている

環境は「平和」だと感じてい

ました。今回、灘チャレンジ

でその女の子と話すことで、

当時の私を思い出すことが

できました。大変良い機会を

いただきありがとうござまし

た。私は、今ポーポキと出会

えたことで、いろんな意味の

「平和」を考えることができて

いると思います。 

 

http://www.jica.go.jp/hyogo/enterprise/kaihatsu/shidousha/pdf/report_h20houkoku.pdf
http://www.jica.go.jp/hyogo/enterprise/kaihatsu/shidousha/pdf/report_h20houkoku.pdf


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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