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ポーポキ通信 No.51 2009.11.20 
popokipeace@gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com 

 
１1 月！今年は後一カ月しかありません。ねこはそろそろコタツに入る季節で
すが、秋晴れの青空と紅葉がきれいです。昼は外で遊び、晩に『ポーポキ、
友情って、なに色』を友だちと一緒にコタツで読むのも良いかもしれませんね。 
（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！ 
         
 
 
 
 

 
 
 

 

ポーポキの Tシャツができあがりました！ 

サイズ：SS,S,M,L,LL(少し大き目) 

カラー：グリーン、ピンク、黄色、白。 

値段：\1500 入手方法：popokipeace@gmail.com へメール

でご相談ください。なお、事前連絡があれば。次回のポー

会（11.24）に持っていくことが可能です。 

 

 

お待ちして

います！ 
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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・総務) 

 

 

 

 

 

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。 

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 

 

裏面のピース・マップ

情報もみてね！ 
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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 Fax (078-803-7395; 神戸

大学大学院国際協力研究科・総務）又はメール(popokipeace@gmail.com)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  

http://popoki.cruisejapan.com;  popokipeace@gmail.com; Fax: 078-803-7116  

*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@yahoo.co.jp
mailto:popokipeace@gmail.com
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 第 37 回全国平和教育シンポジウムに参加しました 

田村かすみ 

 

9 月 27 日（日）広島女学院大学で開催された第 37 回全国平和教育シンポジウム分科会

において、「ポーポキ、平和って、なに色？」ワークショップを開きました。 

１時間半の時間で 20人の出席者が集まりました。参加者の中には自分のお父さんと一緒

に参加した小学生や、高校生のグループもいらっしゃいました。年代と職業を超えて、ポ

ーポキと一緒にゆったりと平和について考える時間になりました。 

一人ひとりが 3枚から 5 枚の「ことばのない絵本」を描きました。「ポーポキ、学ぶって、

どんな色？」というタイトルです。絵は苦手だという方は多かったのですが、予想以上に

楽しかったと最後には多くの方がおっしゃいました。 

最後に鑑賞会をしました。そのうち、参加

者の一人が、作者の意図を教える「答え合わ

せ」が欲しいと意見を出して下さいました。

私はことばによって、作者のイメージが限定

されるかもしれないと考えて、あえてそれを

省きましたとお答えをしました。すると、そ

の方は、ことばによる説明がなければ鑑賞者

に意図は通じないし、理解もきちんとできな

いのではないかと反論されました。私もその

意見に共感します。ことばが理解や認識を支

えるのは確かです。しかし、私はこのワーク

ショップではことばを介さずに描くことに力点を置いたのです。みなさんはどうおもいま

すか。私は今後もこの「宿題」を考え続けようと思います。 

最後に、高校生が終わりにこう告げてくれました。「ポーポキに出会えてよかったです！

自信と勇気をポーポキからもらいました。」 

写真 上）えっ、絵本を書くんですか？！絵を描くの

は苦手です…。 

左）いざ描いてみれば、力作揃い。 

右）これ、面白いねえ。  

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
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第３７回神戸市北区母親大会 2009.10．25   

 
１０月２５日にロニーは神戸市北区のしあわせの村で開催され

た第３７回神戸市北区母親大会の参加者の皆さまと学びの時間を

共にしました。下記の感想文は、主催者の方から送られてきたもの

です。 

 

○プロジェクターを使っての講演は、わかりやすかっ

た。講演が今まで聞いたことのない内容だった。どの人

からでも入りやすい｢平和｣の突っ込み方だった。「共に

行動する」経験も初めてであった。「みんなで一つのこ

とを行動する」ことの意義はあった。本当に戦場となっ

ている所へも出かけて、ポーポギの活動をされているこ

とに驚いた。 

 

○ポーポギ 平和って何色？アレキサンダー先生の

本を読ませていただきましたが、今日のお話の中味に中々辿りつけませんでした。今日の

お話を伺って、そうか、そういう「メッセージ」だったのかー。ざっと読んで横に置いた

自分を改めて見つめ直しています。「ネコ」の絵本―ではないんだ・・・・・と。私たちの

「平和」の色、花を咲かせることを楽しくしたいなあと思います。 

 

○平和について改めて考えさせられました。戦争の現実にない日本はありがたいと感謝し

ますが、戦争の為にたくさんの人々の死にそれにより、九条が生まれ、今があると思いま

す。分かち合うこと。ぜいたくをやめて恵まれない世界の子ども達に何かできることはな

いか考えてゆきたく思います。今回は貴重なお話をありがとうございました。 

 

○ポーポキが猫だというのがわかってお話の内容が少しずつ分かってきました。私ももっ

と平和を難しい話や言葉ではなくて誰でも気軽に入っていけるような輪にしていったらい

いと思います。難しすぎると、現代の特に若者たちは近づいてこないと思います。私はね

こより犬が好きなのでポーポキが犬だったらもっとよいのになんて思って聞いていました。

長く平和運動にかかわってこられたロニー・アレキサンダーさんだからこそこういった発

想ができるのだろうなと心から思います。楽しい講演をありがとうございました。 

 

○ずっと以前から一度お聞きしたいと思っ

ていたアレキサンダー先生のお話が伺えて

とてもうれしく思いました。五感、心、全身

をつかって平和を考え、行動していくことの

大切さ、いろんなことを想像しながら生命を

大切にすること、まさに母親運動だと思いま

す。格差をなくし、弱者が大切にされること

が平和にしていくことの第一歩だと思って

います。今日は久しぶりに始めてお目にかか

った方とも肩を組み同じ方向を考える動作

ができた。楽しい学習会でした。ありがとうございました。 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
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アメージングタイランドから学ぶこと 

吉岩正人 

今、私はタイにいます。タイに来て 2 ヶ月程度です

が、住み慣れた日本との違いを日々発見しながら楽し

んでいます。ご存知の通り、タイはとても暑い国です。

人だけでなく、もちろん犬も鶏も水牛も、そして猫も

みんな日陰を好みます。そのため、木陰や車の下など

に犬、猫、鶏が勢ぞろいして休んでいる光景も目にし

ます。よく犬と猫は仲が悪いと言いますが、この暑さ

の中ではそんなことを言っていられないのかもしれま

せん。（もちろん喧嘩をしている光景もみますが･･･）

このように、タイで見かける動物達はとても仲良しで

す。暑さや空腹からかもしれませんが、私は同様のこ

とを人々に当てはめることができると思いました。人

も動物なので環

境やその時の状

況に順応して生

きているという

ことです。環境が

変われば、心境も変わります。そして、物事の考え方、

捉え方も変わります。もちろんポーポキが伝える平和

や友情の色も変わるでしょう。私はポーポキと出会い、

平和や友情とは何かを自分なりに考えるようになり

ましたが、今回の経験で改めて一言では語れない多様

なテーマなのだなと感じることができました。 

 

  

 

写真の説明 

タイの地方の家は高床式の家などが多いのですが

街中の家は普通の民家で入り口をシャッター等で完

全に閉め切る家が多いです。そんな街中に住むネコ

を激写したのですが、夕方になり家主が早々にシャッ

ターを閉めてしまったようで家に入れなくなったネコ

がいました。 

 家主はネコ好きのようで他にもネコを数匹飼ってい

たのですが閉め出されてしまったネコは一匹のようで

家の中から他のネコが心配そうに覗いている様子です。（よく見ると家の中から覗いているのは白いネコだけで

はなくて、右側に黒いネコもいます）。 

その他の写真は白いネコがシャッターによじ登り、家に入ろうと頑張っている様子と結局入れなくて途方に暮れ

ている様子です。最終的に隣人の方が家主に連絡し、その後無事に家の中に入ることができました 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
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Lesson 18 
今回はバランスを中心にします。バランスを崩しても大丈夫な場所でしてくださいね。  

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、左足を上げて片足で立ちましょう。しっぽは頭の上、手は腰に。 

３．次に足を入れ替えましょう。しっぽは足に合わせて！ 

４．最後は逆立ち！自信がなければ、うつ伏せになって、ストレーチ！ 

５．できた、できた！！！ では、できたポーズをどうぞ。 

 
 

第 18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。インフルエンザはまだまだ続いているようです。手洗い、

うがい、そして規則正しい生活を。もちろん、ポガも…。 

 

 

 

  

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？」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」14：00-16:00。西宮市役所東館大 8階大ホール。申し込：西

宮市 役所 秘書・ 国際課  （原水爆禁 止 西宮協 議会 事務所 。 Tel:0798-35-3473, 

hisyo-kokusai@nishi.or.jp, 参加者全員の名前、住所、「平和のつどい参加希望」） 

12.23-2010.1.4 ポーポキ in パレスチナ・イスラエル２  

2010.7 ポーポキ・ピース・チャレンジ 森住卓写真展 セッティング 手伝ってくれる

ボランティア大歓迎！ 神戸学生青年センター 

2010.1.8-14  ポーポキと一緒に平和を探そう！ポーポキ・ピース・チャレンジ 森住卓

写真展、講演（8 日）、ポーポキのピース・マップ作り（9日）会場：神戸学生青年センター 

2010.1.8 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～  神戸学生青年センター   申込：

popokipeace@gmail.com 又は Fax: 078-803-7295（〆切 12 月 16 日） 

2010.1.30 「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@yahoo.co.jp
Tel:0798-35-3473
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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 地元ゆかり 6 名がパネル

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 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
http://www.kizzna.fm/
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藤本瑞穂 

  

天気のいい日は、屋根に布団

を干します。太陽の匂いをいっ

ぱい吸い込んだ布団で眠る日は

とても幸せな気分になります。 

 子どもの頃、私の家には三

毛猫がいました。名前は「みー

こ」と言います。彼女もそんな布

団が大好きでした。夕方、布団を

取り込もうと屋根を見たら、ふわ

ふわの布団の上にいつもみーこ

が寝ていました。 

  

ある晴れた日曜日、いつものように布団で寝ていたみーこが

あまりにも気持ち良さそうだったので、私もみーこの横で寝てみたく

なりました。屋根の上で太陽の光を浴びながら仰向けになると、目

の前に広がるのは青い空と白い雲。目を閉じると聞こえてくるのは

風の音だけ。こんな場所を独り占めしていたみーこをちょっとうらや

ましく思いました。 

 

この日以来、私はよくみーこと屋

根の上で川の字になって眠りました。

なんて平和なひとときでしょう。今で

も布団を干すたび思い出します。同

じ空の下、すべての人が安心して

眠れる日が来ることを祈ります。 

 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
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さらにご協力ください！ 

 ポーポキ･ピース･プロジェクトは、『ポーポキ、平和って、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

ポキのピース・ブック２』（エピック、２００９年）を題材に、全身で平和の意味を

探り、一人ひとりの「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

体です。２００６年に設立されて以来、日本国内外で幅広く平和のためのワー

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売上や寄付によって行ってい

ます。 

 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 

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。 

 

 

 

 

 

 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
mailto:popokipeace@gmail.com
file:///F:/Popoki%20Tsushin%20No.37-/　　　　　　http:/popoki.cruisejapan.com

