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今年のキーワード：『好奇心』 

 

 

 

1. 『ポーポキ、平和ってなに色？ポーポキのピース･ブック１』、『ポーポキ、友情っ

てなに色？ポーポキのピース･ブック 2』の活用を通して、ポーポキの仲間を増や

します！ 

2. 好奇心をもって、多くの友だちから学び、そして一緒に学びあいます！ 

3. 国内外のワークショップなどでは参加者が自らの好奇心を表現できるような場づ

くりをします。 

4. ポーポキ・ピース・ブックなどをさらに活用し、仲間を増やします！ 

5. 周りの状況（ハンセン病などに関心を持ち、旅行や体験についてお互いに報告し合

い、継続的にとりあげます！ 

6. 周囲の人にもよろこびを提供し、みんなで喜びを分かち合います！ 

 

皆様のご参加をお待ちしています。本年もよろしくお願いします！ 

  

2011 
Year of the  

Rabbit! 

 

HAPPY NEW YEAR 

 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
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実は・・・ 

みなさまのおかげでポーポキ・ピース・プロジェクトが 5 歳になりました！ 
これからもどうぞよろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
もうすぐ！ 
昨年、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、 
世界ハンセン病ディの企画を考えました！ 
「ポーポキと一緒にハンセン病を考える～みんなで学びあいましょう」 
 日時：２０１１．１．３１  １９：００～２０：３０ 
 場所：神戸ＹＭＣＡ三宮会館 ３０４号室 

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！ 
ポーポキのお友だちののぶこさんから届いた平和： 
｢今日の終わりにポーポキの笑顔に癒されつつ、１月１
７日が普通に過ぎていくことの幸せを感じました。｣ 
 

＊ポーポキの１．１７メッセージに対して、たくさんの心のこもった
コメントをいただきました。ありがとうございました！ 
まだ見ていない方もいらっしゃるかもしれませんので、この「通信」
の５ページに載せました。ご参照ください。 
 

mailto:popokipeace@gmail.com
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先日、安斎育郎ファミリーからポーポキ

とロニーのところにお手紙と感謝状が

届きました！ 
 

「２０１１年の初めに、素敵な葉書を頂

きました。安斎ファミリーは、たくさん

の年初のお便りの中から勝手にお気に

入りを選ばせて頂きました。心より感謝

します。」 
 

安座ファミリー、ありがとう！ 
 

 

 

 

 

 

 
2010年の活動と言えば・・・。写真を見て、思い出してください。 

（わからなかったら、「ポーポキ通信」のバックナンバ

ーをご参照！ 

http://popoki.cruisejapan.com 
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2011.1.17  KOBE 

あの日から 16 年。 

It has been 16 years since that day. 

 

 今年もポーポキは泣く。 

 Popoki cries this year, too. 

 恐怖を思い出して、泣く。 

He remembers the fear, and cries. 

 悲しみを思い出して、泣く。 

He remembers the sadness, and cries. 

 無力感を思い出して、泣く 

He remembers the feeling of helplessness, and cries. 

 

 

  今年もポーポキは微笑む。 

Popoki smiles this year, too. 

 人の親切さを思い出して、微笑む。 

 He remembers people’s kindness, and smiles. 

 生きる喜びを学んだ自分を思い出して、微笑む。 

  He remembers he has learned to love living, and smiles. 

 自分にもできることがあると自覚し、微笑む。 

            He realizes there is something he can do, and smiles. 

 

 

 

 

ポーポキの涙も笑顔も送ります。 

We are sending you Popoki’s tears and his smile. 

世界をやさしく見守りながら、一緒に泣く。そして、笑う。 

While we look caringly on the world, let’s cry…and laugh…together. 

 

ポーポキ・ピース・プロジェクト 

Popoki Peace Project 

2011.1.17 

 

 

 



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

6 

 

 

Lesson 32 

さて、ポガをして、リラックスしましょう。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．では、背筋を伸ばしながら右足を伸ばし、左ひざを立てて座ってください。右足

を伸ばしたままあげて…。 
３．次に、反対の足も。 
４．最後に大きく息を吸って、吐いて…。両足にチャレンジ！あげてみてください。 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 32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 2011.1.31  ポーポキ・ピース・プロジェクト新年特別企画 

「ポーポキと一緒にハンセン病を考える ～ みんなで学びあう」  

報告者：さとこ＆ロニー、ほか 神戸 YMCA 19:00～20:30 Rm.306  無料。 

2.17  ポーポキの特別ポスターセッション 国際学学会 カナダ・モントリオール市 

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？？？ 

8 月 ポーポキの参加はまだ決まっていませんが…。 International 

Institute for Peace Education （埼玉で開催）詳しくは www.i-i-p-e.org   

http://www.i-i-p-e.org/
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*  ポ ー ポ キ 通信のバ ッ ク ナ ン バ ー ：

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

・ 「省窓」 『神戸青年』 No.606 2011.1.2 p.1 

・ 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』 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・・・。） 

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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多田茉莉絵 

私にとってポーポキとは、人とのつな

がりです。 

大学院に入って、私の生活は一気にあ

わただしくなりました。学問においては

たくさん先生と出会い、さまざまな先生

のレンズを通して学問を正面から見たり、

ななめから見たりし、また一人図書館の

隅で、今まで気づかなかった学問の深さ

に一人驚く毎日です。そして何よりも、

たくさんの友達ができ、友達と話をして

いるうちに外が真っ暗になっていた日も

少なくはありません。 

研究科の生活もさることながら、特定

非営利法人AMDAでボランティアをした

り、ポーポキ・ピース・プロジェクトに参加し始めたりと、最近私の周りにはたくさんの人が

います。そのような場所に私が向かって行っているのでしょうか。 

AMDAでインターンシップをさせていただいたときに、ある方が言っておられました。「人

は、人とつながっているというそれだけで心がほっとするのだ」と。 

先日の2011年1月17日で阪神淡路大震災から16年がたちました。私は7歳でしたが、今でも鮮

明に当時の様子を思い出すことができます。私の住んでいる須磨では被災した方も近くにいま

した。また震災学習をする際には、近しい人を亡くしたために泣いてしまう生徒もたくさんい

ました。しかしその中でも、「誰かとつながっているとことで、安心ができた」と人はいいま

す。私も震災のときに小学校へ水をくみに行きましたが、そこで近所のおじちゃんや、友達の

おばちゃんの姿を見ては安心した気持

ちになりました。 

阪神淡路大震災のようなパニック状

態の中でも、また日々の生活の中でも、

いつでも誰かとつながっていることが、

人の心を強くするのだと思います。私は

このような人とのつながりを持って、今

までと変わらずこれからも生きていき

たいです。ポーポキと出会ったのもそれ

が講じてかもしれません。でももしかし

て、すでにポーポキに出会っていたのか

もしれないとも感じています。 
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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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