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増刷！ 「ポーポキ、平和って、
なに色？ポーポキのピース・ブ
ック１」の第 刷りができま
す！
みんなでちからを合わせて売
りましょうね。 

＊売上のすべてはポーポキ・ピース・プロジ
ェクトの活動費として使われます

・プ

報

あたらしい学年になりました！ 

ポーポキとポーポキ・ピース・プロジェクトは新しい友だちに歓迎の気持ちをも

めて、ようこそ！よろしくね！。 

内証ですが、ロニーの新しいウェブサイトを教えてあげよう…。
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アメリカの国際政治学会でポーポキ！

ポーポキは、２月にアメリカのニューオーリ

ンズ市で開催された｢

｣研究大会に登場！「声を描く」とい

う特別展示の一環でした。また、同テーマについ

てのセッションでロニーがポーポキ・ピース

ロジェクトの活動を事例に人権教育について

告した。ジャズを聴く暇もなく、まじめに勉強す

るポーポキでした。 

 

International Studies 
Association

 
 

 
: 

 http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/index.html 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
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ポーポキ

松田

 

２０１０年２月１１日、ポーポキが三田に初上

陸！！この日は三田市国際交流協会主催の国

際交流ＤＡＹでした。たくさんの人が集い、日

本語のスピーチコンテストがあったり、WORLD 

COOKING があったり、カフェ･フェアトレードが

あったり。。。そんな中でポーポキが親子を対

象に大活躍！年齢も様々な約２０人の親子が

集った会場は、わくわくドキドキという雰囲気

に包まれていましたが、ブロックで猫をつくり

始めるや、子どもも大人も色んなアイデアを出

し合うようになっていました。面白かったのは

誰も「そうちゃうで！」と言わず、「それおもろいなぁ」とか「うわ～、すごいしっぽや

なあ」などお互いの工夫を認め合っていたのです。その後もグループ毎にイラストを描い

たりする中で、平和って何色？どんなにおい？暖かい？涼しい？色んな言葉やイメージが

部屋中いっぱいにあふれていました。三田の街が少し優しくなった、そんな一日でした。 

 

「中日本地区ＹＭＣＡグローバル教育研修会」 
研修会の目的、内容、参加者の感想、研修を終えて 
 

『平和をつくりだすこと』 ～第１０回中日本地区 YMCA グローバル研修会～ 
(財)滋賀 YMCA 武市 岳 

 
 
２月２６日～２７日、六甲山 YMCA にて第１０回中日本
地区 YMCA グローバル研修会が行われました。神
戸・和歌山・京都・岡山・大阪・奈良・滋賀のそれぞれ
の YMCA から国際リーダー、野外活動リーダー、神戸
YMCAタイワークキャンプ参加リーダー、YMCAスタッ
フ、講師らの３８人が参加しました。 
 
『平和をつくりだすこと』をテーマとして身近な事から世
界的な事を視野に参加者と共に考え、共有し、共感し
ながら希望を見つけました。 
 

 ピースワークショップ in さんだ！！ 

 康之 
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1 日目の講義では、『五感で平和を考える』（講師ロニー 
アレキサンダーさん）をテーマにグループワークを交えな
がら身近な平和について考えました。何が平和で何が
非平和なのか？そこにどのようにして私たちは関わって
いったら良いのかを参加者と正面から向き合いました。
また、ポーポキのピースブックを利用して、ポーポキとい
うより身近な存在を通してみんなで考える事が出来まし
た。参加者が経験してきたエピソードに基づいて個々に
語り、グループで経験が共有されていく中で、参加者間
の距離
が縮ま

り、心を開いて語り合うことができました。ポーポ
キの持つ籠のなかにあるキーワードでは、どれ
が大事だとか、傷ついたりしたことだとか、が共
有され、参加者は「こんな自分だったら」「これが
できたらいいな」なおイメージを創ることができま
した。 
 
２日目は、『平和なところはどこ？・ともに生き
る』（講師：中尾 秀一さん）氏に地図を前にしな
がら平和を考え、映像を見て感じた事を話し合
いました。ベトナムからの難民やボートピープル、
偏見や差別などを今現在の平和をより具体的
に話し合うことができました。 
 
この研修を通じて、たくさんの人と関わり話し合い気づきを持つ事が出来ました。知識を得ること
も大事だが、知ろうとする心や問題に対して関心を持って関わって生きたいという想いを各地へ
発信するため散会しました。 
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パレスチナでは、３月３０日は「土地の日」です。

多くのパレスチナ人は、占領によって、土地を奪われています。

占領が一日も早く終わり、

パレスチナ人の土地が彼らへ戻されるように祈っています。

ポーポキとポーポキ・ピース・プロジェクトは、

パレスチナの友人たちの戦いを支持しています。

今日、あなたは何をしますか？

パレスチナ人の友だちへのメッセージを書いて、

私たちに送ってみませんか？

Happy Land Day   30 March 2010 

 

Popoki and the Popoki Peace Project support their friends in Palestine in their struggle to end the occupation 

and to recover their rightful lands. 

What will you do today to show your support? 

How about sending us a message to send to our Palestinian friends? 
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パレスチナ人すべての人が、一日でも早く安全に 
暮らせますように。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本からお祈りしています。 
 
 
 

 
2010.3.30 Misato SASAKI  

佐々木美智  
 

 

他にたくさんのポーポキ・ピース・プロジェクトのメンバーが思いやお祈り
を贈りました。 

みなさま、ありがとうございました

I wish all of you can live safely as soon as possible! 

I pray for you from Japan. 

Many other Popoki Peace Project members sent their prayers and best wishes, too! 

 
Thank you all very much 
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Date & Time // Tuesday, March 23.  19:00－20:30 
Venue// Kobe YMCA 
Participants// Guests: 8, Staff: 8 

Photos & Text: Shiro NAGASHIGE 
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 報告会の後、ゲストと３Ｐスタッフ 
でパレスチナ問題・課題を振り返り 
☆☆まず現実を認識することが 
    スタート・・・ 
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参加者からの声

今回はパレスチナ旅行の第 2 弾の報告を聞くことが楽しみでした。第 1 弾の旅に参加してい

た私には、知っている人たちの名前が出てきたりして嬉しい気持ちがしました。報告の中で、分離

壁の前では救急車までも止まり、患者さんをイスラエルの救急車に乗せ換えなければいけない、

という話が出てきました。待っている間に命を落とす患者さんもいると・・。私は前回の旅で、分離

壁へのショックを感じましたが、今回の報告を聞き、さらにその壁の問題の大きさ、息苦しさ、作っ

てしまったものを一体この後どうするのか？という疑問が大きくなりました。 
また、前回には「たくさんのオリーブが植えられている土地なのだな・・。」と思っていましたが、

それがパレスチナの人々が自分たちの土地である主張として行っている、ということも驚きでした。

そうやって入植者への対抗をしている、と。そのひとつが”Olive Tree Campaign” 20 ドルの寄付

で1本のオリーブの木をパレスチナの地に植えられる運動。これなら自分にも参加できるかな・・・、

と思いました。（浦井加奈） 

 

ポーポキ、ボランティアって、なに？

4 月 11 日にポーポキとロニーは、神戸大学の新入生を歓迎する企画の一つとして、ボラ

ンティア活動に関心を持っている新入生を相手に講演をしました。(神戸大学学生ボラン

ティア支援室主催)。ポーポキは新入生のみなさんと友だちになり、一緒に活動すること

を期待しています。写真：林泰三さん 
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Lesson 23  
新学期が始まり、毎日長い時間をパソコンの前で過ごしています。あなたはいかがですか。

みんなのリフレッシュのためにポガをしましょう。 

 
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、右手を頭の横において、その重みをつかって優しく首を左へのばしましょう。

３．次に、左手で首を右へのばす。

４．楽になりましたか？では、立って・・・。そして上へすとれーーち！口やしっぽを忘

れないでね。

５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！

第 回目のポガ･レッスンはこれで終わります。少しリラックスできましたか？毎日、深

呼吸・笑・リラックス、そしてポガを最低

               

 

 

5.6（木）  ポー会 19:00-21:00  神戸 YMCA 三宮会館 304 号室   

4.18 「ポーポキ、平和って、なに色？ 世界を舞台とするポーポキ・ピース・プロジェクト  ワークショ

ップ主催：子どもと 9条を守る会。13：30～。神戸市勤労会館 307 

問い合わせ： TEL&FAX   078-991-9080（角屋）・078-882-4388（広木） 

4.28 「ポーポキ、ジェンダーって、なに？」17：30－19：30。神戸大学国際文化学部 K402 教室。主

催：神戸大学学生震災救援隊。共催：神戸大学都市安全研究センター、他。お問い合わせ：救援

隊 TEL:078-881-4755 E-mail:qen@qqqqlove.net 

5.21 大阪市西成区子どもの里で読み聞かせ会。１６：００頃から。 

6.6  灘チャレンジ参加予定。詳しくは次号。 

6.13  西宮母親大会でワークショップ。詳細は次号。 

7.25  土佐堀 YMCA サマーセミナーでワークショップ参加。詳しくは次号。 

8 月中旬 ポーポキ in パレスチナ３！？！ 

ポーポキの友だちより： 

5.11 ｢野宿者問題に関する講演会｣ 生田武志氏。17：30‐19：30．神戸大学国際文化学部B102.主催・

問い合わせ：神戸大学都市安全センター学生ボランティア支援室 Tel: 078-803-6256; Fax: 
078-803-6028, e-mail: svs@port.kobe-u.ac.jp
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3 分間練習しましょうね。 

 

, URL: http://www/org.kobe-u.ac.jp/svsc 
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核 と 平 和 、 復 興 と 再 生 、 許 し と 命 の

02_ja
・ [ ヒ ロ シ マ と 世 界 ：  被 爆 地 の 声  非 尊 厳 訴

え ] http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=201003121406086  

・  “Human Rights, Popoki and Bare Life.” In Factis Pax Journal of Peace Education and Social 

Justice Vol.3, No.1, 2009, pp.46-63 (http://www.infactispax.org/journal/

2010.3.15 中国新聞  ヒロシマ平和メディアセンター 
・ FM COCOLO 76.5 ‘Heart Lines’ 2010.1.9  Interview: Ronni on Popoki in Palestine 

) 

・ 西出郁代 「ポーポキ、平和って、なに色？ﾛﾆｰ･アレキサンダーを迎えて」 

『PPSEAWA』（日本汎太平洋東南アジア婦人協会） No.63 2009.12, p.5.  

・ 「友情」第 2 号 2009.11 伊丹市国際・平和交流協会 年間事業報告 pp.1-2 

・ 「ともに・・・」 No.29 2010.1 家庭と保育所、学校園、地域を結ぶ在日外国人

教育情報誌  ポーポキ・ピース・チャンレジ情報 p.12 

・ 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 (関西外大通信) 

・ 「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 (北九州市立男女共同参画センター｢ムーブ｣) ｢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･ジェニスン） 

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 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja
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佐々木美智 
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 「私にとってのポーポキ」には 2 回目の投稿になります。今回は、私

が調査対象としているブラジルについて少しお話したいと思います。ブ

ラジル(Brazil)は、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)と並び経済発展が著し

いBRICsと呼ばれている国のひとつですが、実は所得格差が最も激しい国のひとつ1でもあ

ります。 

 先日、4 月 5 日、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ州では数十年ぶりの集中豪雨を記録

し、洪水や土砂崩れにより、二百数十名の方が死亡し、数千人が未だに避難生活を余儀な

くされています。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロはポーポキが生まれた神戸の街と少し

似ており、山々と海に囲まれた街です。しかし、神戸と違うところは、スラム街が山側に

集中し、富裕層はリゾート開発された海側に居住しています。今回、犠牲になった人々は

山側のスラム街に住んでいた人々が大半を占めているそうです。富裕層は鉄筋コンクリー

トの頑丈に建てられたマンションに住み、スラムの人々は脆弱なバラックの住居に住み、

自然災害時の被害の大きさにも格差があります。 

  これから復興作業が進んでいくと思いますが、今後路上で生活せざるを得ない状況に陥

るだろう貧困層を考慮に入れた復興であってほしいと切に願います。犠牲になった二百数

十名の方々に哀悼の意を示し、数千人の避難を余儀なくされている人々が一日でも早くよ

り良い生活に戻れることを心から祈っています。 

  来月から約 10 年ぶりにブラジルへ行く予定ですが、ブラジルの人々にもポーポキのこと

を知ってもらい、少しでも格差是正について考える一歩になってもらえればなと思います。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真:98 年にリ 味です。）で

出会ったこどもたち。あれから 10 年以上たった今もこんな風にみんな、笑って生きていてほ

しいなと思います。 

                                           

 

オ・デ・ジャネイロのファヴェーラ（ポルトガル語でスラム街という意

 
1 世界銀行、World Development Indicators でブラジルは有効データ回収 126 カ国中 11
位。 

2007



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 
opoki.cruisejapan.com

   http://popoki.cruisejapan.com 
popokipeace (at) gmail (dot) com   
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http://p  
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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