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ポーポキ通信 No.63  2010.11.28 
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http://popoki.cruisejapan.com 
 

神戸ではそろそろ本格的な冬になります。外の猫たちは心配ですね。部屋の猫

たちはきっとホットカーペットやこたつを待ち構えています。この「ポーポキ

通信」を読んで少しでも暖かくなるように…。 
 

 
        
 
   
 

 
ポーポキは宮古島でハンセン病や日本軍「慰安婦」について 
学ぶ機会がありました。みなさんにシェアしたいので、 
特別ポー会と世界ハンセン病ディの企画を考えました！ 
「ポーポキ in 宮古島～ポーポキが感じたハンセン病と慰安婦の現状」 
 日時：２０１１．１．３１  １９：００～ 
 場所：神戸ＹＭＣＡ三宮会館 ３０６) 

ぜひご参加ください。 
 

 
 「一言の平和」コーナー 
あなたは今日、どんな「平和」に出会いましたか？ 
ぜひお聞かせください。ポーポキのメールpopokipeace@gmail.com へ！ 
入院中のポーポキのお友だちのおこめさんから届いた平和： 
｢みんなが朝、おはようと声をかけあえる。それは安心とともにすごく平和な
瞬間です。｣ 
 

 
先月紹介した堀越健志ニャンのパレスチナ記事。 
ＹＭＣＡのＨＰでご覧になれます。 
http://www.kobeymca.or.jp/kobeseinen/pdf/2010_09_3.pdf 
ぜひ読んでくださいね！ 
 

 
 
ポーポキとロニーは、徐々に活動を再開しています。
ご理解、ありがとうございます！ 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
http://popoki.cruisejapan.com/
mailto:popokipeace@gmail.com
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ポーポキ、ボトルキャップアートになる 

＠神戸 YMCA 国際協力バザー 

記事：廣瀬 献児 
ポーポキは、１０月１７日 三宮ＹＭＣＡ会館にて行われた、神戸ＹＭＣＡ国際協力バザーでボ

トルキャップアートになってきました。その模様をお伝えします。 
 
このプログラムは、「ＮＰＯ法人 エコキャップ推進協会」のキャンペーンである、集めたボトル

キャップの個数にあわせて子どもたちにワクチンを送る活動のためにボトルキャップを回収し、同

時に再利用（ＲＥＵＳＥ）と再生(ＲＥＣＹＣＬＥ)を考えてみようという目的で行いました。 
 
またプログラム開催がＹＭＣＡ国際協力バザーということもあり、ポーポキと神戸ＹＭＣＡ国際

ボランティアリーダー会(国ボラ)がコラボレーションしながら進行しました。 
 
国際バザーの前日では、完成品サンプルとメッセージボードを作成しました。作業はポー会メン

バーが中心となり、もう少し国ボラと協力できればよかったと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
バザー当日では、たくさんの子どもがポーポキのボ

トルキャップアートに参加してくれました！  
子どもの中にはキャップの貼りつけ方を工夫した

り、自分のアイディアを表現する子もいました♪ 
 
 

 
 

参加メンバー 

今から何するのか

キャップを分類して 

ボードに貼り付けて・・・

楽しい♪ 

チャペル入口でお

出迎え 
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最後に、いろいろな表情を浮かべるとってもカラフルなポーポキが完成しました！！ 
バザーの最後にカレッジのチャペルでボトルキャップアート活動のアピールをしました。 
会場に来ていたたくさんの人に参加していただき、感謝です。 
完成したボトルキャップアートは、バザー終了後に解体してす

べてリサイクルに回しました。 
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 何より、子どもたちが夢中になってアートを楽しんでくれたことがすばらしかったです！ 
環境問題やごみ問題も同じように楽しみながら解決していくことを切に望みます。 

 

 

みんな夢

中で作っ

てる！ 

参加してくれ

て あ り が と

どうやって

くっつけよ

うかな？ 
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Lesson 30 

さむくなってきましたね。首が痛くなったり肩こりしたりする季節です。今回のポガは肩を

中心にします。楽になるといいですね！ 

 
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、肩をできるだけ高く上げましょう。 
３．肩を楽なところまで戻してから後ろへ回しましょう。 
４．今度は前へ回して！良かったらしっぽも回してみてください。 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 30 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＆新ポ会 1.6 17：00～ 神戸 YMCA 三宮会館 304  

12 月 子ども向けの『ポーポキ・ピース・ブック』の読み聞かせ？？？ 

12.27-28 ポーポキin 全国YMCA中高生のためのイングリッシュ・キャンプ(東山荘) 

2011.1.31 特別ポー会と世界ハンセン病ディ集会：「ポーポキ in 宮古島：ポーちゃ

んが感じたハンセン病と慰安婦の現状 ～ 人間の手を借りて」 報告者：さとこ

＆ロニー 神戸 YMCA  Rm.306 19:00～ 無料。 

2.26-27 ポーポキ in 第 11 回中日本地区 YMCA グローバル教育研修会｢平和をつくり

だすこと～知ろう、考えよう、伝えよう｣。六甲山 YMCA 

3 月  ピースマップ・プログラム準備、練習 

4 月‐5 月 ピースマップ・プログラム 

ポーポキの友だちより： 

・ANPO A film by Linda Hoaglund. 『ANPO』は、日本で生まれ育ったアメリカン人リンダ・ホーグラン

ド監督が、60 年安保を知るアーティストたちの証言と作品を通して、日本とアメリカの関係の問い直しを日本

人に迫るドキュメンタリーです. (URL: http://www.uplink.co.jp/anpo/introduction.php より) 

http://www.uplink.co.jp/anpo/introduction.php
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*  ポ ー ポ キ 通 信 の バ ッ ク ナ ン バ

ー：http://popoki.cruisejapan.com/archives.html 

・ No.1 ｢『ポーポキ、平和って、なに色？』の背後にあるもの｣ (連載) とさぼりライフ第 19 号 2010.10:4 

・ 堀越健志「シリーズ：こくさいのまで⑮(パレスチナについて) 『神戸青年・Kobe YMCA News』 No.604 

2010.9-10 

・ 「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

洋東南アジア婦人協会） No.63 2009.12, p.5.  

本汎太平

AI 

・ 「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 GAID

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・・・。） 

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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坂本庸秀 

 

我が家には犬（雑種）がいます。次男（現在高校３年生）を幼稚園に迎

えに行った妻が、子犬を「壊さないように、こぼさないように」揃えた掌

に載せて帰ってきました。実家が食品を扱っているので犬はおろか「ペッ

ト」に無縁だった彼女にとって、人生で初めて触った犬でしたが、その感

触の愛らしさに手放せなくなったのでした。結局、一緒に捨てられていた

数匹の中から、「一番やさしい顔をしている」のを私が選んで連れ帰ったが

今の犬です。（妻はその時「犬の顔が「やさしい」って、ヘンな人と結婚し

ちゃったかも？」と本気

で思ったそうです。） 

もう１３歳になりま

すが、おやつ大好き、ド

ッグフードよりご飯、散

歩大好き、気に入らない

呼びかけは人だろうが

犬だろうが無視、風通り

と日当たりが一番いい

場所で昼寝、集金が来て

も足下で熟睡、近所の評

判は「ホンマに静かなワ

ンちゃん」。…そうか「や

さしい」と「ボーっとし

てる」は紙一重で見分け

が付かなかったか…。い

や、毎日平和に暮らす犬

の幸せについて書こう

と思っていたんですよ、

「ボーポキ」なんて落ち

じゃなく…。 
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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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