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１０月になり、朝晩が冷えるようになりました。夏の間に昼間に姿を見せなかったねこたちの動き
は少し活発になってきました。私の近所では、日が照っている時間帯は相変わらず木陰で昼寝
中ですが、夜になるとみんなで合唱！人間も一緒に歌えば良いかもね。 （ロニー） 
 
 

 
 
 

 
 
ポーポキ・ピース・チャレンジ in 灘区！
「いのち」・「平和￥をキーワードに「いの
ちって、なに色？」森住卓写真展（2010．
1.8－14）、講演「レンズを通しての平和と
いのち」（講師：森住卓）（2010.1.8）とピ
ース・マップづくり（2010.1.9）。森住さん
はマップづくりにも参加してくれます！ 
 
詳しくは、今号の「ポーポキ通信」ｐ.２－
３をご参照にどうぞ！ 
         
 
 
 
 

 

ポーポキ T シャツ再登場！！！白・緑・

黄・ピンク！もうすぐできますよ。次回の

ポー会（11.24）に持っていきます。少々

季節外れかもしれませんが、みんなでポー

シャツを着るのも楽しいかもね。 
 
 

 

ポーポキとミミちゃんはピース･マシンに乗って、出発しています！ 

『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。 

mailto:popokipeace@
http://popoki.cruisejapan.com/
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ポーポキ・ピース・プロジェクトによる平和のための写真展と関連イベント 

 
ねこのポーポキと一緒に灘の平和を探そう！ 

 

Part 1 「いのちって、なに色
いろ

？」森住
もりずみ

卓
たかし

 平和
へ い わ

のための写真展
しゃしんてん

 
期間 2010年 1 月 8 日(金)～1 月 14 日(木）(無料） 

時間 09:00-22:00（ただし、初日は 15:00より;最終日は 15:00まで） 

Part 2  講演
こうえん

:「レンズを通して
とお

の平和
へいわ

といのち」(講師
こ う し

：森住
もりずみ

卓
たかし

) 
日時 2010 年 1 月 8 日(金）18:30-20:30 (18:00 開場)  資料代：300 円 

Part 3  灘
なだ

のピース・マップづくり 2010 年 1 月 9 日(土)(詳しくは裏面) 

 「いのち・・・」。いろいろな「いのち」があります。自分や自分の大切

な人たちのいのち。ペットのいのち。まわりの人々のいのち。地球上の動植

物のいのち。そして、地球そのもののいのち。みんながとても大切です。で

も、あちらこちらで「いのち」が脅かされています。どこで、どういうふう

に？写真はアフガンやイラクといった戦争地の中で生きている子どもたち、

核によって放射能を浴びても生きている人たち、旧ユーゴなどで戦争を体験

した人たち・・・。みんな生きています。 

今回のイベントは、３つの Part を通して、「いのち」と「平和」について、

皆さんと一緒に考える空間にしたいと思います。 

Part 1: 森住卓さんの写真展を通して世界の「いのち」や「平和」を考えます。 

Part 2: 戦地などで写真撮影・取材をされてきた森住さんの講演から「いのち」や「平和」につい

て学びます。 

Part 3: ピース・マップづくりを通して、私たちの街の「いのち」や「平和」を見つけます。 

自分のいのち、他人のいのち、地球のいのち…。いのちって、どんな色でしょう？ 

 
会場：神戸学生青年センター （阪急六甲駅より徒歩５分） 
神戸市灘区山田町 3-1-1 
Tel: 078-851-2760; Fax: 078-821-5878  URL:http://ksyc.jp  
お問い合わせ・申込：名前、住所、電話番号、年齢を記入の上、

2009 年 12 月 16 日(水)までポーポキ・ピース・プロジェクトへメー

ル又は FAX でお申し込みください。 

メール： popokipeace@gmail.com  
Fax: 078-803-7295 (神戸大学大学院国際協力研

究か･事務室)  
 

 
 

 
主催：ポーポキ・ピース・プロジェクト http://popoki.cruisejapan.com popokipeace@gmail.com  
＊このイベントは、神戸大学・灘区まちづくりチャレンジ事業助成によって行われます。 

裏面のピース・マップ

情報もみてね！ 

プロフィール  森住卓（もりずみたかし）。1951 年 神奈川県生まれ。フォトジャーナリスト。イラク戦争の子ども

たち、セミパラチンスクで核実験の死の灰を浴びた人たち、沖縄戦を体験した住民、米軍が湾岸戦争等で使っ

た劣化ウラン弾の影響などの取材を続けています。著書多数。http://www.morizumi-pj.com/index.html 

http://ksyc.jp/
http://popoki.cruisejapan.com/
mailto:popokipeace@gmail.com
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ポーポキ・ピース・プロジェクトによる平和のための写真展と関連イベント 

 
ねこのポーポキと一緒に灘区の平和を探しましょう！ 

Part 3 灘
なだ

のピース・マップづくり 

私たち
わたし

の街
まち

。そこにいろいろな魅力
みりょく

があり、いろいろな「平和
へいわ

」

が潜
ひそ

んでいます。「平和
へいわ

」の色
いろ

、におい、音
おと

、 形
かたち

。いつも歩いて
ある

いるこの街
まち

であなたにとっての「平和
へいわ

」を一緒
いっしょ

に探
さが

しませんか。 

 

 

日時：2010 年 1 月 9 日(土)  13:30 - 17:00 （13：00 開場） 

会場： 神戸学生青年センター（阪急六甲駅より徒歩５分）(裏面をご参照ください) 

神戸市灘区山田町 3-1-1-1 Tel: 078-851-2760  Fax: 078-821-5878  
対象：１時間コースを歩くことができる方ならどなたでも参加できます。 

参加費：500 円 （小・中学生 300 円）  雨天決行 

参加方法：名前、連絡先、緊急連絡先、年齢、その他(車いすで参加など)     

を 記 入 の 上 、 ポ ー ポ キ ・ ピ ー ス ・ プ ロ ジ ェ ク ト 宛 に メ ー ル

(popokipeace@gmail.com) 又は Fax (803-7295･神戸大学大学院国際協力研究科･事務

室)でお申し込みください。* 家族でご参加の場合、各自のお名前をご記入ください。 

参加申し込みの〆切：2009 年 12 月 16 日(水) 

内容 

グループに分かれて
 わ

、１時間
じかん

ほど灘
なだ

の街
まち

を歩きながら
ある

「平和
へいわ

」を探して
さが

来て
 き

、

戻って
もど

からみんなで「灘
なだ

のピース・マップ」をつくります。 

＊用意
ようい

するもの：動きやすい
うご

服装
ふくそう

（室内外）・デジカメ(お持ち
  も

の方
かた

)・メモ帳
    ちょう

 

 

 

 

 

 

 

 

主催： ポーポキ・ピース・プロジェクト  

URL: http://popoki.cruisejapan.com;  e-mail: popokipeace@gmail.com;   
*この活動は、神戸大学・灘区まちづくりチャレンジ事業助成によって行われます。 

ぼ く は ポ ー ポ キ 。

平 和 が 大 好 き ！

一緒に探そうね！ 

灘の平和って、 

どんな色かしら？ 

スケジュール 
13:30 ワークショップ：「ポーポキ、平和って、なに色？」 
14:00 森住卓さんの話「カメラで探す平和」 
14:15 グループ・タイム 作業説明など 
14:30 出発！ 
15:30 学生青年センターに戻り、ピース・マップづくり 
16:30  まとめ：みんなのピース・マップ発表 
17:00  解散 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
mailto:e-mail:%20popokipeace@gmail.com
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第 24 回「異文化談話会」でポーポキ！ 
 

 9 月 26 日（土）に、ポーポキとロニーとさとこさんは、大

阪産業大学・梅田サテライトキャンパスで開催された「異

文化談話会」に参加しました。「ポーポキ、平和って、なに

色？～身体・五感を通して、異文化を解く」というタイトル

で、議論はもちろん、お絵描きやポガなどもして、楽しく勉

強しました。今回のテーマは「異文化とポーポキ」でした

が、色々な国や状況でポーポキを使ったことや、さまざま

な相手がポー

ポキの友だち

になってくれている経験から学んだことを話しました。

このような「参加型発表」は異文化談話会において珍

しい手法だったようですが、みなさんはとても元気よく

参加してくださいました。ありがとうございました！ 

（ロニー） 
 

「ねこ」たち → 
 

絵 
 

 
絵について協

議する参加者たち→ 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

9 月 22 日から 25 日まで、平和、基地、戦争体験などの話

を探しに沖縄に行ってきました。早速、国際道のジュンク

堂でポーポキに出会いました！→ 
 沖縄国際大学の安良城米子先生に普天間基地や嘉手

納基地を案内していただきました。沖縄国際大学で構

内に米軍のヘリが墜落した時の体験をその現場の前

で話をうかがって、本当に基地と共に暮らす「恐怖」

を実感できました。また、話によると安良城先生のお

家に猫たちがいて、先生はさっそくポーポキの友だち

になりました！ 
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 安良城先生に、座間味島で住民の強制集団死

についての証言を集めている宮里義治さんに紹

介していただきました。宮里さんは島のあちら

こちらを案内し、「玉砕命令はあった」という事

実をそれぞれの現場で熱心に語ってくれました。 

 座間味は本当にきれいな島!義春さんにサ

ンセットを見るもっとも良いスポットに連れ

て行っていただき、そして晩は一緒にお酒を

飲んで美味しい食事をいただきました。 

 

チビチリガマで亡くなった人たちの冥福を祈るポーポキ→ 

 
 

 
 
 

 
 
10 月 16 日に兵庫県立国際高等学校で国際科専門科目「国際関

係」の授業をしてきました。生徒たちの積極性に感銘を受け、とても

楽しい時間を一緒に過ごすことができました。みなさん、ありがとう

ございます！またお会いしましょう。 
（ロニー＆ポーポキ＆ソフイアさん） 

   

 



popoki.cruisejapan.com 
popokipeace (at) gmail (dot) com   

6

みんな、いつの日か

「先生」って、なに色？ 

ロニー・アレキサンダー 
 

 晴れた日の夜。よく見ると、キラキラと輝いている星

の間に踊っているポーポキが見えます。今日はその

ポーポキに、蝋山道雄先生という新しいお仲間がやっ

てきました。はしゃいでいるポーポキを叱りながら勉強

させますか。それともにっこりと笑って一緒に踊ります

か。真面目でお勉強が大好きな先生ですが、本当は

遊びも大好き…。 
 ポーポキとの再会はなん年ぶりでしょう。子ねこのポ

ーポキを、バスケットに入れて、一緒に新幹線に乗っ

て蝋山先生の家まで遊びに行ったのはもう 20 年も前

のことでしょう。 初は怯えていたポーポキが慣れてくると、堂々といたずらするようになってしま

いました。走りまわるポーポキをやさしい眼差しで見守る蝋山先生でしたが、言動は相変わらず

厳しい。それこそが「先生」、ですね。 
 昔、平和研究という長い道を歩き出したばかりの私に蝋山先生がある日、一生の課題になるよ

うな質問を投げかけました。「平和より大事なものはないのか？明日の正義や自由は、今日の平

和より尊いのでは？」、と。「平和」を追求する私に対して、突っ込んだり、反論したり、ときに叱っ

たりしてくださった蝋山先生でしたが、いつも真正面から話を聞いて、ごまかしをせずに対応してく

ださいました。「ぼくと同じ意見じゃなくてもいいよ。ただし、ぼくを説得しないとダメだね」、と。イラ

イラすることもありましたが、そんな蝋山先生はまぶしく、カッコよく…。本物の先生、いや、本物

の人間に見えたのです。 
 空で遊ぶ蝋山先生とポーポキを想像しながら、先日、先生に 後の別れ

を告げました。そのとき、ふっと思ったのです。平和より大事なものはいの

ち？愛？希望？常に好奇心を持ち続けること？それとも、いのちや愛、希望、

好奇心こそが平和を意味するのかな、と。 
いのちあるものは

は必ず死にます。平和はいのちを喜ぶこ

とだとしたら、その平和は同時に尊敬する相手との別れをゆっ

くり悲しむことでしょう。今日は、ここまで育てたくださった先生

に感謝すると共に、誓います。いのち、愛、希望、そして好奇心。

これらを持って、与えられた課題を追求し続けます。ポーポキ

と一緒にね。合掌。 
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Lesson 17 
もうすぐハロウィーン！今日はハロウィーン・ポガをどうぞ！ハロウィーンパーティの前

にでもどうぞ！＊今回のポガは立っても座ってもかまいません。 

１．いつものように、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、右の手を頭の上へ伸ばしながら左へストレッチ！ 

３．次に反対側へ！尻尾のストレッチを忘れずにね。 

４．そして、最後に両手と頭を前へ！尻尾は後ろへストレッチ！ 

５．できた、できた！！！ では、できたポーズをどうぞ。 

 

 

第 17 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 

練習するのを忘

 

れないようね。 

10.24  ポーポキ・ピース・チャレンジ 下見 14：30 神戸学生青年センター集合 

12.23-20 ２  

セッティング 手伝ってくれる

2010 に平和を探そう！ポーポキ・ピース・チャレンジ 森住卓

2010

センター  申込：

 

 

 
 

 

10.25 第 37 回北区母親大会  13：30－15：30 しあわせの村・たんぽぽの家 

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

12.13  「ポーポキ、平和って、なに色？」（仮題）西宮市、市教育委員会、原水爆禁止西

宮市協議会「平和のつどい」14：00～。 

10.1.2 ポーポ in パレスチナ・イスラエル

2010.7 ポーポキ・ピース・チャレンジ 森住卓写真展 

ボランティア大歓迎！  

.1.8-14  ポーポキと一緒

写真展、講演（8 日）、ポーポキのピース・マップ作り（9 日） 

.1.8 森住卓 講演 18：30～  神戸学生青年センター 

2010.1.9  ピース・マップづくり 13:30～ 神戸学生青年

popokipeace@gmail.com 又は Fax: 078-803-7116（〆切 12 月 16 日） 

.1.30 「人間は平和を創ることができるのか？」13:30～16:30 大阪市立2010 総合生涯学

習センター 電話・ファックス：06-6428-1402（今村）主催：団塊アクションネット

ワーク http://dankaiaction.jp 500 円  

mailto:popokipeace@gmail.com
http://dankaiaction.jp/
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・ 「『ポーポキ、友情って、なに色？』」 「私のいち押し」 奥田光子 THE 

GAIDAI 2009.7.17 No.243 

・ 「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  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 

制作」 2008.10.8. 10 面 

・ 「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

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

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 

地元ゆかり 6 名がパネル

時間！？！にわ

月(夏)に「人
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れだけに語られた証言を次の世代が語り継

の一つです。 

正田眞次 
 
チビチリガマは、私に「戦争」の悲惨さの何たるかを最も解りやすく

教えてくれた場所です。 

そこに初めて立って以来、私は若者とともに何度も訪れました。オキ

ナワの「心」、平和の「思い」を少しでも伝えるためです。 

1987 年沖縄国体のソフトボール会場で、知花昌一さんが日の丸を焼き

捨てたのには重大な理由がありました。知花さんは児童文学者下嶋哲朗さんの呼びかけで、

集団自決があったというガマの調査に参加し、遺骨や日用品が散在したガマを発見します。

彼が少年時代に遊んだ草原の下にあったのですが、生き残ったおばあたちは、戦後ずっと

沈黙してきました。 

1945 年 4 月 3 日、住民 85 名がここで火を放ち、毒薬や刃物による集団自決を強いられ

たのです。その中には１、２歳の幼児もおり、母が子や娘を殺し、嫁が舅、姑を殺害し、

自殺しました。「米軍の捕虜になって辱めを受けるよりも死を」という皇民化教育がもたら

した悲劇です。 

戦争の体験者は、その惨状を沈黙しやく、そ

ぐ責任は非常に重要だと言わねばなりません。チビチリガマは、確かにわたしのポーポキ

 

チビチリガマの前にあるガジュマルの木と「チビチリガマのうた」

の歌詞の掲示↑ 

 
読谷村の陶芸の「やちむんの 窯の前で→ 

 

里」にある登り



さらにご協力ください！ 

 ポーポキ･ピース･プロジェクトは、『ポーポキ 、なに色？ポーポキ

のピース・ブック１』（エピック、２００７年）、『ポーポキ、友情って、なに色？ポー

身で平和の意味を

ひとりの「発見」を平和の創造に役立てようとする小さな平和活動団

平和のためのワー

売上や寄付によって行ってい

ま

す。一緒に活動なさりたい方はぜひご参加ください。（ポー会の開

催

、平和って

ポキのピース・ブック２』（エピック、２００９年）を題材に、全

探り、一人

体です。２００６年に設立されて以来、日本国内外で幅広く

クショップなどの開催を続けてきました。活動の資金はすべて本の

す。 

 これからも平和を考えるためのピース･ワークショップ、読み聞かせ、ピースキャンプ参加、ポー

ポキのピース・ブックの翻訳（『ピース・ブック１』は既に１０ヵ国語に翻訳されている）、『ポーポキ

のピース･ブック３』の執筆などの活動を中心に活動を続ける予定です。定期例会「ポー会」を月

に一度のペースで開催していま

については、ポーポキ通信の「ご一緒にどうぞ」の蘭をご参照されたい。） 

 また、こういった活動に対してのご協力、ご支援をぜひお願いいたいと存じます。本の購入・寄

付・本についてのコメント、感想、注文などについては、popokipeace@gmail.comへ お問い合わせ

ください。 

なお、本についての問い合わせや注文は、お近くの書店、アマゾン、あるいはエピック（TEL: 

078-241-7561･FAX: 078-241-1918）へどうぞ。 

 

ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace-at-gmail.com 

opoki.cruisejapan.comhttp://p

popoki.cruisejapan.com 
popokipeace (at) gmail (dot) 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 

 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 

 

 

 

口座名 

何口でも結構です。 

 
 


	ポーポキ通信 No.50 2009.10.26
	popokipeace@gmail.com  

