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ポーポキは、夏をゆっくり、のんびりすごす予定ですが、ぜひ参加した
いイベントは大阪市西成区の三角公園で８月１３日―１５日に開催され
る釜ケ崎夏祭りです。三角公園は、JR 新今宮駅または地下鉄の動物園前駅
から徒歩約８分。紙芝居劇団むすびがむすびを販売するので、お手伝いも
するかもしれません。みなさんもどうぞ。 
 

 
 
ポーポキは最近、たくさん新しい友だちができました。奥田光子さんという友だち

のおかげで米国サンフランシスコ市の精神科医ベスさんと仲良くなりました。他の

友だちは例えば、ニュージーランドのオークランド市に住んでいるキャサリンさんと

いうお医者さん、同じくニュージーランドのクライストチャーチ市で平和活動や研究

をしているレイジェリさん、米国シアトルで保育園の先生をしているジュリーさんも

います。どうぞよろしくね！ 
 

 
 

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 

 

 
相変わらずアップデートはあまりしていませんが、ロニーの新しいウェブ

サイトは： http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/index.html 
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子どもの里の読み聞かせ 

 

平山 幸太郎 

 

 7/16金曜日に子どもの里へ読み聞かせに行ってきました。メ

ンバーは、アレキサンダー先生、さとこさん、永重さん、JICAの

中川さん、ネパールからの留学生のアスターさん、正田さん、

西村くん、廣瀬さん、そして平山の９名で行いました。約一時間

半のプログラムは、最後までとても楽しいものになりました 。 

 

プログラムを始める前に、子どもたちと一緒にサッカーや縄

跳びをして遊びました。疲れを知らない子どもたちにとても驚か

されました 

 

 読み聞かせでは、真剣にこちらに耳を傾けてくれました。英

語も読んで欲しいとのリクエストがあったり、アスターさんのネ

パール語での読み聞かせがあったりと、とても興味深いもので

した。 

 

 

 読み聞かせ後、子どもたちに協力してもらい、一つの「作品」

を描きあげました。模造紙を四分割にし、４つのグループに分

かれて、「友情」をテーマに思い思いに絵を描いてもらいました。

子どもたちの豊かな感受性、僕たちとは違った視点から、とて

も多くの絵を描いてくれました。最終的に繋げ合わせた絵は、

どこか暖かいものを感じました。 

 

 このプログラムを通じて、多くの事を考え、多くの事を感じ、ま

た学びました。本当に様々な事を、子どもたちから学ばせても

らいました。子どもたちに教えるのではなく、子どもたちから学

ぶ事のほうが多かったように思います。 

 

 最後になりますが、今回のプログラムに参加していただいた方、子どもの里の皆様、そして子ど

もたちに深く感謝します。ありがとうございました。 
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Lesson 26 
先日、歯医者さんに行ったおかげで今回のポガのテーマは、口ポガです！歯茎を健康に、し

かも気持ちが良いです。始まる前に必ず手を洗ってくださいね。 

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、口の中に指を入れて、上段の歯茎、とりわけ後ろの方の歯茎をマッサージ。 
３．次に、下段の方も同じようにしてみて…。 
４．最後、顔に手を当てて、あごの筋肉をマッサージ！ 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 2６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 8.23（月）  19:00-21:00  神戸 YMCA 三宮会館 421 号室   

8.4-6 広島 YMCA 国際青少年平和セミナー（International Youth Peace Seminar）でポーポキ！ 

   対象は高校生中心。詳しくは、お近くの YMCAにお問い合わせください。 

8.9-10 第７回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー 場所：JICA兵庫  

９日 15:00-16:30 『ねこのポーポキと平和のモビールづくり』 詳しくは JICA 兵庫 総

務 課  多文 化共 生セミ ナー 担当  メ ール： jicahic-event@jica.go.jp  FAX: 

078-261-0342 

8.23 ポー会  19:00-21:00 神戸 YMCA 三宮会館 421号室←部屋が違うのでご注意ください！ 

ポーポキの友だちから  

8.13-15 釜ケ崎夏祭りで紙芝居劇団「むすび」というポーポキの友だちたちがおむすびを販売し

ます。ポーポキは手伝いに行きたいと考えています。詳しくは、むすびのブログ  

http://musubiproj.exblog.jp/i7/ をご参照。 

9.11 小森陽一さん講演「井上ひさしを語る」18:30 開演 場所：中華会館 東亜ホール 

078-392-2711   参加費 1000 円 連絡先：神戸演劇鑑賞会 事務局 078-222-8651 

mailto:jicahic-event@jica.go.jp
http://musubiproj.exblog.jp/i7/
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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/
http://popoki.cruisejapan.com/archives.html
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西村 維城 

  

ポーポキとの出逢いは半年前、大学院への入学がきまりポー会への参加と森住卓さんの写

真展に参加したことがきっかけでした。ポーポキは、私に平和についての新しい考え方を教

えてくれました。それは、平和は人間だけの問題ではなく、この地球に暮らしている全ての

生き物に関係しているものだということです。人間は、自分勝手です。自分たち人間が生活

していくことが最優先され、時には自然を破壊し、人間が人間を攻撃することもあります。

ポーポキには、人間を含めた沢山の友達がいます。きっとポーポキの考える平和は、友達が

沢山いるぶんだけ複雑なことなのかもしれません。ポーポキの目に映る平和はどんな感覚な

のでしょうか。想像することが難しい世界です。 

  

 もう一つポーポキは私に大切なことを教えてくれました。平和という感覚がどのようなも

のなのかです。それは、人や感じ方によって違います。ポーポキは、平和を色や味、臭いで

感じています。5感で平和を感じる。なかなかできないことですよね。 

 ポーポキは、私たちに沢山のことを伝えようとしています。全てを理解して意識すること

は難しいことかもしれません。なんとなく、過ごしている時間の中に、平和な時間はきっと

存在していると思います。ポーポキの伝えようとしていることを一つでも汲み取り平和を意

識して感じてみることで、同じ感覚がまた違って感じることができるのではないでしょうか。 
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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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