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ポーポキ通信 No.52 2009.12.15 
popokipeace@gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com 

もう 12 月！ポーポキは、こんな寒いときに大掃除なんかしない！夏まで待ってする！皆様はい
かがでしょうか。お忙しいと思いますが、ゆっくりと準備を済ませて、良いお年をお迎えください。 

 

 

 

 
 

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！ 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
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ねこのポーポキと一緒に灘区の平和を探しましょう！ 

 

PART 1  フォトジャーナリスト 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

  

「いのちって、なに色
いろ

？」 
         期 間：2010年 1月 8日(金)～1月 14日(木） 09:00-22:00 

（ただし、初日は 15:00より;最終日は 15:00まで） 無料 

PART 2   講演
こうえん

:「レンズ
れんず

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

)   http://www.morizumi-pj.com/index.html 

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

                        

スケジュール 

13:30 ワークショップ 

14:00  森住卓さんの話 

14:15 グループ・タイム  

14:30 出発！ 

15:30 ピース・マップづくり 

16:30 まとめ:マップ発表   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

灘の平和って、 

どんな色かしら？ 

対  象：1 時間の街歩きができる方 

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 (078-803-7295・神戸

大学大学院国際協力研究科・総務)でお申し込ください。 

参加申し込み締め切り：2009.12.21（月） 

参加申し込みの〆切：2009.12．16（水） 

 

会場: 神戸学生青年センター 

(阪急六甲駅より徒歩 5 分)  

Tel: 078-851-2760; Fax: 078-821-5878 

神戸市灘区山田町 3－1－1－1 URL: http://ksyc.jp 

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
http://www.morizumi-pj.com/index.html
http://popoki.cruisejapan.com/
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← 安斎育郎＆ロニー・アレキサンダー“ピース・トーク”  1.25 

 

 

ピースウォーク in 三宮 1.25 →    

 

 

 

 

 

「ポーポキと一緒に平和を創り出す集会 パレスチナ編」   
2.12 

 

 

2.28 青少年団体連絡協議会リーダー研修会 ＹＭＣＡ 

 

 
 

 

 

← 海に行ったポーポキ 

 

 3.17 姫路市でこどもたちとの 

      読み聞かせ会 → 

 

 

 

              

 

 

『ポーポキ、友情って、なに色？      

ポーポキのピース・ブック２』発行！ 
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← 新型インフルエンザ！ 

 

 チェンマイ YMCA 

   で歓迎されました！→ 

 

 

 

 

 
 

 

← 6.7 灘チャレンジに参加！ 

 

ワークショップ in こどもの里 

6.19 → 

 

 

                   6.28 ポーポキ at  

                「ナクバ１９４８」上映会→ 

 

 

 

 

ポーポキ in ハンガリー 

IIPE 7.29～ 

 

 

 

 

 

 

← ポーポキの多文化共生ワークショップ  

『多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー』     

JICA ひょうご 8.11 
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     ← NPO法人 W・I・N・G－路をはこぶ－  

   Tamariba でのワークショップ 9.5 
 

 

 

       ポーポキ at パシイワ 

             (日本汎太平洋東南アジア夫人教会) 

     9.7 大阪ホテルグランビア → 

 

 

 

第 24 回「異文化談話会」 

 でポーポキ！9.26 

沖縄にも 9.25↑ 

 

 

 

 

 

 

  第 37 回北区母親大会 

  しあわせの村 10.25 

                 

    

 

 

 

 

 

兵庫国際高校にポーポキ 10.16↑   

 

                    

      

          ポーポキＴシャツ！ 

 

 ポーポキ in パレスチナ＆イスラエル２  

2009.12.23 – 2010.1.4 

              ポーポキ at 平和のつどい 西宮市 12.13

mailto:popokipeace@yahoo.co.jp
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Lesson 19 
プレゼントの季節！ポガをしながらプレゼントを開けてみよう！  

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、足をのばしたまま、前へ右手を伸ばしてリボンをつかむ。左手でもつかむ。 

３．次にリボンを左手に持って、力いっぱい上へ。しっぽにも力を入れてね。 

４．では、最後に右手もあげて、仕上げに力を入れて、リボンを引っ張って！ 

５．できた、できた！！！ では、リボンと一緒にできたポーズをどうぞ。 

第 19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。たくさんのプレゼントでポガの練習ができるように…。 

 

 

12.19  ポー会 14:00 下見 神戸学生青年センター、18：00 灘区薬剤師会(ウェルブ

六甲６F) ポー年会 19:00- 

12.23-2010.1.4 ポーポキ in パレスチナ・イスラエル２  

準備会： 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2010.7 17：30, 8 日 11：00 

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 21 日） 

  スラッフ：11：00 集合 

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
mailto:popokipeace@gmail.com
http://dankaiaction.jp/


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

7 

 
 

・ 区民情報誌「なだ」 2009.12, p.2. ポーポキ・ピース・チャレンジ情報。  

・ 「『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  Ｒ

ＳＴ/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 
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川東しのぶ 

 沖縄の一言感想 

  １１月２０日から３泊４日で 何度かの沖縄へ行って来ました。今回は南部中心に。まずは『ひめ

ゆりの搭・資料館』へ。ガマを覗き「恐ろし～」と呟きながら資料館へ行きますと「私はひめゆりの

生き残りです」と おっしゃる語りべの方のお話しを聞かせて頂く事が出来ました。 「こわくて、お

腹が減って、血を見ても、死体を見ても、バラバラになった手足を見ても何も感じなく、自分が生き

ているのかさえわからない位フラフラになって……亡くなった友達のことを思うと生きていて良い

のかとズーと思いつつ、この年まで生きて来ました。今は一人でも多くの方に『戦争は絶対にして

はいけない』を伝わるためにここで話をしています。平和祈念公園にもぜひ行って下さいね、亡く

なった方々のお名前を見て下さい。沖縄は昔から食べ物が少なくて、子どもが生まれると食べ物

に関係ある名前をつけて、その子が一生食べ物に不自由しないように願うんです」  ……平和祈

念公園で犠牲者の方々のお名前を見て来ました。『カマド』『ウシ』『ナベ』『コメ』……。 １１月なの

に沖縄は暑くて、でもいろいろなお名前を見せて頂いている間は暑さを忘れる位でした。 青い空

と青い海を見ながら那覇市まで戻りますと市場には元気なおばあや若い人々があふれていて思

わず「ほー」と大きい息をしてしまいました。  沖縄は海も空もきれいで、一年中いろいろな花が咲

いていて、食べ物も美味しくて、元気いっぱいの人々が沢山で、大好きです！！！ 

写真：沖縄南部から見た海 (ﾛﾆｰ、2009.9) 
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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。 
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mailto:popokipeace@gmail.com
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