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とても良い季節になりましたね。雨が多いだけに、あちらこちらにみどりが溢れて気持ち
がいいです。春だと子猫が生まれる季節でもありますね。みなさんの周りにかわいい子、
いませんか？ 
 

 
 
        
 

  
ポーポキちゃんは今年も灘チャレンジに参加！ 
とき   2010年６月６日（日） 

ところ  神戸市灘区神ノ木通 都賀川公園 

交通アクセス  電車：阪急六甲、JR六甲道から徒歩 10分 

バス：神戸市バス 90・92・100系統  将軍通下車すぐ（区民ホールとなり） 

ポーポキ・ピース・プロジェクトはブースやステージ。ボランティア大歓迎！ 
 
 

 
ポーポキ in グアハン（グアム）！ 
ほんの２日でしたが、ポーポキとロニーはグアハンに行き、現地の活
動家と会ってきました。グアム島における米軍拡大計画について学び、
普天間基地の移設問題などについて話し合いました。ポーポキは友だ
ちをたくさんつくって、夏にでも再度ポーポキのグアハン版の可能性
を探りに行く予定！ 
*軍事強化に関するグアムのラジオ番組“Beyond the Fence”をぜひ聞いてく

ださい。http://itunes.apple.com/jp/podcast/kprg/id353091052 
 
 

増刷！皆様のご努力のおかげで『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 4 刷りができました！ 
みんなで力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 
 

 
アップデートがうまくいかないが、ロニーの新しいウェブサイトを教えてあ

げよう…。 http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/index.html 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
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「子どもと守る 9条の会」独自企画」               （「子どもと守る 9条のニュース」42 号より） 

「ロニー・アレキサンダーさんのワークショップ」

体験記 

       〜みなさんも紙上でご参加を！〜            

 

    

 

 

 

2010：４：18 (日) 13:30～ 

神戸市勤労会館 307 

参加者 21名（うち高校生 1名） 

 

 

ロニーさんのお話を聞き、ワークショップに参加してみたいと思ったのは、ロニーさんの

絵本“ポーポキ、平和って、なに色”を知ったことからでした。 

平和＝戦争ではない状態とくくる思考、戦争の悲惨さを強調する平和教育―私が思う『平

和』はその範疇にありました。でもそれだけではない思考・とらえ方で向き合う『平和』

をロニーさんは提示されていました。『平和』を語る切り口が違っていました。 

 

◆○△◆○△◆△○◆△○◆ 

 

「頭で考えることと、感じることは違う。頭以外の感性・身体も使って、今日は平和につ

いて考えてみましょう。」ロニーさんが最初におっしゃったことです。 

●❢ 

一本のロープ     

Ｙｅｓ☆――――――――――――――――――――☆Ｎｏ   

問：日本は今、平和だと思う？ 

あなたはどこに立つ？ 

     どのように感じる？ 

☆自分の立ち位置を決めロープを握ります。 

ロニーさんはなぜこの位置？と尋ねます。  

Ｙｅｓに近い人は「日本は今戦争をしていないから平和」 

「取りあえず平穏無事だからこの位置」 

Ｎｏに近づくにつれ「いじめの問題」「経済の格差」「子どもの貧困などがある現状は平

和じゃない・・・。」 

参加者すべての方にそれぞれの感じ方があり、理由があり、立ち位置はもちろん違い

ます。ここで感じたのは、まず自分の中で問いかけてみることの大切さです。自分がど
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う感じ考えているか確認できていないし、分かっていないことに気付きます。人とは違

うかもしれないけれど自分なりの視点を定めることが考える一歩になると思いました。 

◆❢ 

「ねこ」のポーポキ ～ ポーポキ・ピース・プロジェクト 

ポーポキはロニーさんの飼い猫です。絵本の中のポーポキは『平和』ってどんな色？どん

な音？どんな味？どんなにおい？どんな感触？どういう時？・・・と問いかけます。 

＊五感（感覚的なもの）に問いかけることで誰もが考えやすく、答えやすくなる。想像

力・好奇心をフル稼働。 

＊「ねこ」のポーポキを媒介にすることでたくさんの人（世界中の子どもから大人）に

関心を持ってもらえるような情報提供の仕方ができる。 

＊人間に話すのは難しいけれどポーポキになら話せる。 

 

多様性を認めている社会であればあるほど、話が通じない仲間とどうすれば接点が持て

るかを考えることは平和づくりの原点であるとロニーさんは語られていました。 

活動を広げていこうとする時《安心して話せる場づくり》⇔《とにかく相手の話を聞い

てみる》など実践するヒントがあるように思います。 

 

▼❢ 

ミニ・ワークショップ 

 ☆ 声を出して一緒に数えましょう・・・ 

   １・２・３・４・５・６・７・８・９・１０

と数えている間に・・・ 

  ＊10秒に 3人つまり 3秒に１人 世界のどこかで予

防できる原因で子どもが亡くなっています。ロニ

ーさんの言葉にドキッ！としました。 

 

☆ いきなりパフォーマンス 

・立ってできるだけ一つの大きな輪をつくる 

・外向けに立って目をつむる 

   ・指示された言葉のポーズを内側に向いて表現する 

      ex…ねこ → 内側を向き猫のポーズ 

    そして指示の言葉は〈暴力〉 → それぞれのイメージでポーズ 

      ほとんどの人はパンチ・殴るポーズ、中にはうつむき身を固くする（拒絶）・逃げるポー

ズなども。 

  

 ☆平和にはどれが最も重要？ （お隣の人と話し合ってみてください） 

 

     ・多様性 ・自然 ・自由 ・安全 ・富 ・武器 ・想像性・創造性 

     ・衣食住 ・行動力 ・友情 ・健康 ・いのち ・芸術 ・教育  

     ・信頼 ・コミュニケーション ・愛 ・法律 ・希望 ・社会正義 ・??? 
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☆ グループタイム：ポーポキとお散歩！絵に描き

ましょう！ 

【テーマ】平和憲法への散歩・・・どんなイメ

ージ？色？風景？ピース・ガーデン 

  ・グループごとに絵を描きお互いの作品を見合い、

質問・説明し合う 

●❢ 

参加した皆さんの感想 

 

＊ 設問が正誤でないので答えやすい・考えやすい。 

＊ 平和ということも、味・においとか五感で表現するのも分かりやすかった。 

＊ ワークショップに抵抗があったけどスッと入れた。ロープを使ったワークがおもしろ

かった。それぞれの立ち位置が分かった。 

＊ お話を聞いて、憲法や平和についてイメージが豊かになったような気がしました。 

＊ 正面から話をして、聞き出すことが大事かなぁと思った。 

＊ 日本の平和教育は悲惨な話になるが、ワークショップを体験したら未来を描ける感じ

がしてきた。 

＊ ぜひお母さんと子どもたちにワークショップを体験してほしい。そういう機会をつく

りたい。 

＊ 自分の生活の中で何が大事か？身近に引き寄せて考えられるといいと思った。 

＊ イメージ（想像力）する力が必要。 

＊ なぜポーポキなのか・・・よくわかった。 

＊ 違う価値観・考え方の人・話が通じない人とのコミュニケーションが大事。 

 

パレスチナに行かれた時１４歳の尐年にロニーさんが聞いたそうです。「日本人へのメッセ

ージは？」 尐年「みんなと友だちになって一緒にサッカーがしたい！」尐年のささやか

な思いがかなう日がくることを願わずにはいられません。 

 

（石井美津子） 
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灘チャレンジ実行委員会・情報宣伝担当 

小川 かがり 

阪神淡路大震災の復興祭として始まった灘チャレンジも今年で 16 回目。まちに転がっている

様々な問題に気づくきっかけになるような、そしてまちに住む本当にいろいろな人同士の出会い

のきっかけになるような場にしていきたいという思いを持って開催します。まつりの会場ではたくさ

んの模擬店・フリーマーケットがならび、ステージでは合気道やちんどん屋、豪華賞品のあたるビ

ンゴゲーム大会、野宿者問題を扱った風刺劇などの楽しい催しが行われる予定です。ポーポキ・

ピース・プロジェクトさんには模擬店を出店して頂いています！その他手作りのミニゲームやパネ

ル展示も行います。皆さんぜひお誘い合わせの上おこしください。 

 

とき   2010年６月６日（日） 

ところ  神戸市灘区神ノ木通 都賀川公園 

交通アクセス  電車：阪急六甲、JR六甲道から徒歩 10分 

        バス：神戸市バス 90・92・100系統   

将軍通下車すぐ（区民ホールとなり） 

 

 

地域に潜む様々な問題を発信するとともに、互いに考え、共感し、つながりあえるような場となる

よう願って開催します。 

2009年 灘チャレンジ 

ポーポキ！

ステージでの風刺劇の様子 
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Lesson 24  
今回のポガはお布団の上でできるものです。がんばって朝・晩にやってみましょう！ 

なお、それぞれを 10 回繰り返すとし、すべてを完成したら 1 セット。元気があれば 3 セ

ットをやってみてくださいね。 

 
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．さて、足を延ばして、足首を右へ回しましょう。10 回終わったら左へ 10 回。 

３．次に、足を伸ばしたまま、つま先を身体の方へ。そして今度は遠く前へ、を 10 回。  

４．最後に足の指で「グー！」とにぎって。そして「パ！」と伸ばして！を 10 回 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 24 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 3分間練習しましょうね。 

               

 

 

次回のポー会 6.10（木）  19:00-21:00  神戸 YMCA 三宮会館 304 号室   

6.6  灘チャレンジという地域まつりにポー会として参加。ボランティア：9：30現地集合 

場所：神戸市灘区神ノ木通 都賀川公園 交通アクセス：電車：阪急六甲、JR 六甲道から徒歩 10 分。

バス：神戸市バス 90・92・100系統 将軍通下車すぐ（区民ホールとなり） 

6.13  西宮母親大会でワークショップ。10：00～16：00  

14：40～15：40は記念講演：「ポーポキ、平和って、なに色？」（ロニー・アレキサンダー） 

場所：西宮市役所東館 8階 西宮市六湛寺町 3番 1 号   阪神西宮駅徒歩 3 分 

主催：第 40回西宮母親大会実行委員会 西宮市職員労働組合内  ☎0798-35-3012 

資料代：600円   保育所あります 

7.16 大阪市西成区子どもの里で読み聞かせワークショップ。現地集合；１６：００頃から。＊5月に

開催する予定でしたが、延期になりました。申し訳ありません。ご一緒にどうぞ。 

7.25  10:30-12:30 土佐堀 YMCA サマーセミナーで「ポーポキ、平和って、なに色？ ねこのポーポキ

と一緒に平和と友情を考えるワークショップ」 大阪とさぼり YMCA。 

8月 12 日―22 日頃 ポーポキ in パレスチナ３を検討中！？！ 
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・ 「みんなでやれば、何にかが変わる！」 THE YMCA No.607 June 2010, p.1  

・ [ ヒ ロ シ マ と 世 界 ：  被 爆 地 の 声  非 核 と 平 和 、 復 興 と 再 生 、 許 し と 命 の 尊 厳 訴 え ] 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja 

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 

・  “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/) 

・ 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.infactispax.org/journal/
http://www.kizzna.fm/
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神戸ＹＭＣＡ 

松田 康之 

 ポーポキと初めてであったのは 2005 年の DVD「ポーポキのピースメッセージ」でした。

ＹＭＣＡの職員研修でロニーさんとともに現れたポーポキから発せられる「平和って何

色？」「平和ってどんなにおい？」という言葉にドキッとし、その後ジワジワとポーポキの

持つ魅力に引き込まれていきました。 

 それ以降、ことあるごとにＹＭＣＡで子

ども達や指導者を対象にポーポキのピー

スワークショップを実施して頂きました。

参加者は最初は戸惑い気味ですがワーク

の途中から徐々に表情が和らいでいきま

す。ポーポキがいることで、小さな子ども

から大人まで、それぞれにとっての平和を

感じ、考えていくことが出来る。また色ん

なバックグラウンドを持った人々にとっ

て、ポーポキは本当に平和の架け橋となっ

ているんだなあといつも感動しています。

ポーポキの問いかけを受けると、ＹＭＣＡ

の根本である「ひとりひとりを大切に」と

いうことに改めて気付かされるのです。 

 世界の各地では戦火がやまず、国内でも虐待など、決して平和とは言いにくい状況が続

いています。でも、ポーポキと共に、あきらめることなく、身近なところから尐しずつ平

和が広がっていくように歩んでいきたいと思います。 
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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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