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被災地のみなさまへ 
 
謹んでお見舞いを申し上げます。 
 
信じられない天災に加えて、絶対に許す
ことができない人災・・・。私たちには
何ができるかを考え、実行に移したいと
思います。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

友だちになろう！ 

Let’s be friends! 

 

一日も早く生活が安定し、平和に
なるように祈っています。 

 

｢ポーポキ、平和って、なに色？ポーポキのピース・ブック１」より  
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ポーポキの被災地にいる友だちへ 

 

さとこさんより 

【東北関東大震災支援に行ってきました】 

 私が所属している団体の一つＡＭＤＡのメンバーの一員として１７日～２３

日の一週間岩手県釜石市と大槌町で医療・物資等の支援活動を行ってきまし

た。詳しくはポー会でも報告します。 

 

 

ロニーより 

カナダ・モントリ

オール市で学会

に出席しました。

所属分科会のメ

ンバーにアピー

ルしてみたら、米

ドル・カナダドルで総額約

13 万円の寄付を頂きました。神戸 YMCA を通して被災

地へ送ることになります。義捐金にもみなさんのお気づ

かいにも感謝！ 

 

 

米国・ピッツバーグ市こども博物館でポーポキの読み聞か

せをしました。地震が起こった直後で参加した子どもたちが 被災地の子どもたちへメッセージを描いてくれしま

した。これも YMCAを通して被災地へ届ける予定です。今後も子ども博物館とつづけて交流する予定です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左) ライヤンくん(5 歳) ｢ぼくは知りま

せんでした｣  絵は、溺れかけている人

が船や長いスノーケルを与えることによ

って助かっていることを表わしていま

す。蛇の意味は不明。｢知らなかった｣と

言っていたのですが、ニュースで見てい

るイメージと私の話が合致してこの絵に

なっただろうと思います。 

 (右) トリさん (9歳) 「日本の子どもた

ちへ。だいじょうぶですか？本当に、み

んなには早く元気になってほしいです。

地しんとつなみが起こらなかったらよか

ったのに、と思います。人が傷つくと、本

当に辛い気持ちになります。私たちは、

みなさんのために祈ります。」 

(左)現金の一部。(右) 募金箱。ロニーに

ポーポキと並ぶ Aleksi くんのポーポキ。 
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東北関東地方の友だちに送るメッセージをつくる子どもたち 

(2011.3.14) 
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「一言の平和」コーナー 
ポーポキのお友だちのさとこさんから届いた平和： 
｢朝 目を覚まして、いつもと変わらないことを確かめる幸せ。｣ 
 
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！ 

 

 
ポーポキがアメリカの国際政治学会に登場！！！ 

 
2011.3.17
カナダのモ

ントリオール

市で開催さ

れた学会。ポーポキの活動紹

介、手法や理論などを説明する

ポスターセッション。たくさんの

人が見て、ポーポキに関心を示

し、友だちになりました！ 

(ロニー) 

 

 
  ポートアイランドの“地域連携プロジェクト”に応募しました。 

 平和と健康をキーワードに地域で展開するプロジェクトになるので、こ

れから「ピース・マップ作り」「小学校での絵本の読み聞かせ」など皆さん

と一緒に考えて行きたいと思います。ご協力宜しく！！ （さとこ） 

 

 

 

 

『ポーポキ、げんきってなに色？ポーポキのピース・ブック３』(仮

題)の作成を始めました。今年中に出したいと思います。みなさん、

よろしくお願いします！(ロニー) 
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ポーポキの友だちからの問いかけ 

 

ポーポキにイドさんという新しい友だちができました。イドさん

は、『ポーポキ、友情って、なに色？ポーポキのピース・ブック２』

をヘブライ語に翻訳しました。 

 翻訳してから、以下のメールを送ってきました。みなさんにも考

えていただくために翻訳してここに貼りつけます 
 
 

「ポーポキが聞かない大事なこと（だからぼくは代わりに聞

く）・・・ 。」 
 
 

「質問は 

１． ポーポキをバラバラに食い散らしたがっている近所でもっとも冷酷な犬に公園で出会ったとき、

ポーポキはどうしたら良いでしょうか？ 

２． 友情の意味は、素敵な友だちを放棄して、新たな公園を探すこと？ 

３． 平和のために抑止力は必要？ 

４． 平和のためには友情は必ず必要でしょうか？」 
 

 

 

 

 

4月から新しい生活を始める友だちへ！ 

ぼくの宝箱を覗いてみてください。 

必要とされているものがあればいつでもどうぞ！ 

 

 

     

  



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

7 

 

 

 
Lesson 34 

今月のポガのテーマは深呼吸とリラックス！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、立ちましょう。手を上に伸ばして、大きく息を鼻から吸って！！！ 
３．そして、口から息を吐きながら力を抜いて・・・。 
４．今度は手を横へ伸ばして大きく息を吸って、吐いて・・・。 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 34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 2011.4.16  イチゴ狩り＆ポー会 JR 三ノ宮駅山側 12:30  

（参加される方は 4月 10 日までにご連絡ください） 

 

6.5  灘チャレンジ！お祭りでポーポキは模擬店とステージの予定。スタッフ募集中 

6.11 大阪市西成区子どもの里で読み聞かせプログラム 

7.24 とさぼり YMCA サマーセミナー2011 10：30-12：30 ワークショップ 

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   

9 月 ポーポキ in グアム！？！ 

10 月・11 月 「ピース＆ヘルス・マップ」ポートアイランド・下見などの準備と実

施 

 

夏～秋 ポーポキの被災地支援プログラム！！！！ 

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 
・ R. Alexander. (2010) “The Popoki Peace Project: Creating New Spaces for Peace in Demenchonok, E., ed. 

Philosophy after Hiroshima. Cambridge Scholars Publishing, pp.399-418  

・ 「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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にしだかすみ 

この一週間、私は「普通」ではいられなかった。本も読めなくて、散歩にも出られなくて、ひたすら

毎日ニュースをみるか、原発の情報を集めていた。でもそういう日々にも終わりは来た。 

私は覚えておかなければならない、こんなに強く衝撃を受けたことを。圧倒的な大災害のまえに、

今まで大切だと思ってきた様々な事柄を矮小化してしまったことを。今まで、自分が行ってきたア

カデミックな意見や主張に不誠実さを感じたことを。被災した女性や子どもの平和について、被災

したLGBTが必要としている特別なケアについて、思い出させてくれた人たちのことを。原発が、常

に誰かの生命の犠牲のうえに存在するエネルギーであるということ、そのとてつもない恐怖を覚え

ておきたい。今まで、脱原発を実現可能な目標だと信じていなかったことに対する、後悔の気持ち

を。コントロールできない感情をぶつける私のことを心配して、一緒にいてくれた友達と、ジンジャ

ーティーを作ってくれた薫さんのことを忘れない。私も、そんな優しいポーポキたちみたいになりた

い。 

 

← クライストチャーチの聖堂も、

地震で崩れてしまった。町のシン

ボル。 

 

 

 

 

 

 

 

「普通」に戻るってどういう状態？ → 
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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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