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ポーポキ at 大阪・とさぼり YMCAサマーセミナー！  
もうすぐですよ！ 7 月 24 日 10：30 スタート！ 
とさぼり YMCA でお待ちしています！ 
（詳しくは｢ご一緒にどうぞ｣をご参照ください。） 
         

 
 
8 月 6 日。一緒に｢核｣のことを考えませんか？ 

日時: 8.6   8:00-9:00 （Part 1）（くわしくは p.2 を参照） 
場所: 神戸市東遊園地（神戸市役所南） 
 
原爆を考えながら、『今日』について自由に話し合いましょう。 
 

 
。「一言の平和」コーナー 
ポーポキのお友だちのけんじぃさんから届いた平和： 
 「ぼくに帰るところがあって嬉しいから、だれかの帰ると
ころも大切にしたいと思います。」 
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！ 

 

 

「ポーポキ友情物語」プロジェクト 専用ページ！！！ 
 

（プロジェクトについては、4ページにもご参照ください） 

ポーポキ友情物語プロジェクトの最新作品などを見たりできる 

ページがポーポキの URLにできました。 

http://popoki.cruisejapan.com/monogatari.html 
（お詫び：今月は「ポーポキの被災地支援インタビュー」は休ませていただきます。） 

 

 

 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/monogatari.html
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ポーポキ・ピース・プロジェクトからのお誘い 

日時：Part 1: 2011.8.6  08:00 (雨天決行) 

場所：神戸市東遊園地(神戸市役所南) 

Part 2: 神戸 YMCA 306 09:30～11:00 

 

1945年 8月 6日。ヒロシマの上空に炸裂した原子爆弾

が想像を超えるような破壊や苦しみをもたらし、｢核時代｣の幕開けとな

りました。その意味を今一度、考えてみませんか。 

 

夏の朝一番にその瞬間を全身で感じることからはじめよう。 

黙とう。お祈り。ダイイン。瞑想。絵描き。太極拳。歌。ご自分にあった

方法で原爆が投下された 08:15 を迎えましょう。*その後は、ポーポキ

友情物語の記入、戦争体験や原子力政策を語ったりする予定。 

そのエネルギーからなんらかの「平和」がきっと見つかるでしょう。 

 

 

 

An Invitation from the Popoki 

Peace Project 

Date/Time: Part 1  2011.8.6  08:00 

Place:  Higashi Yuenchi Park (south of Kobe City 

Hall) 

Part 2: 09:30-11:00 Kobe YMCA 306 

 

6 August 1945. The atomic bomb that exploded over 

Hiroshima brought unimaginable destruction and 

suffering, marking the beginning of the Nuclear Age. 

Won‟t you join us to think about what that means? 

 

Early in the morning, try to „feel‟ that instant with your entire body. 

Silence. Prayer. Die-in. Meditation. Drawing. Tai Chi. Song. You can experience 08:15, 

the moment the bomb was dropped, in the way that suits you best. *Part 2: Drawing 

on Popoki‟s Friendship story banner, talk about war experience, nuclear policy, etc. 

From the energy of that moment, we will be 

able to find some kind of “peace”. 

主 催 ： ポ ー ポ キ ・ ピ ー ス ・ プ ロ ジ ェ ク ト 

http://popoki.cruisejapan.com   

お問い合わせ：popokipeace @ gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com/
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多田茉莉絵 

2011年 7月 11日。この日私はアレキサンダー先生と、

スザンナさんと山田さんと一緒に奈良の畿央大学の美術

教室にいました。なぜならその日は人々の健康と平和を

考えるためのポーポキ・ピース・プロジェクトのワークショ

ップをしにやってきたのです。 

その日招待してくださった、堀内先生は、授業が始ま

る前、「みんな話を聞いてくれるか心配だわ」ともらしてい

たのですが、私たちがワークショップの準備をし始めると、

興味津々のようでした。 

はじめは平和について少しお勉強をしました。そして教室

にいた 89人もの看護学生たちが、ポガを楽しそうにやっ

てくれた後、ワークショップが始まりました。「平和にはど

れが最も重要？」という問いかけに対して、あらかじめ候補として挙げられているもの、たとえば自

由、多様性、いのち、信頼などは、みんな最初の数秒で選んでいました。しかし、芸術に×をつけ

ているグループも多くみられました。「なぜ?」と聞くと、たとえば、デザイン性を重視したものは、身

体に障害を持ったひとが生活するときに邪魔になる可能性があるのだと言っていました。なるほど、

ワークショップに参加してくださった学生たちは介護士などの実習を終えてきたばかり。視点がす

でにプロフェッショナルです。 

次はグループでお絵かきタイムです。模造紙を配り始めると、学生たちは早くお絵かきがしたく

てうずうず。お題は、ピース・ガーデン、または平和で安心・元気な街づくり。学生たちは描きだした

ら止まらない様子で、創造的なとってもかわいい絵を描き始めました。 

絵を描くときは、みんな自然と会話がはずんでいるようでした。「次これ描こう!」とか「こんなんど

う?」とか夢中になって描いている姿を、「私も入りたいな～」と思いながら見ていました。あるグル

ープは、「ピース・ガーデンではそれぞ

れのポーポキがしっぽとしっぽでつなが

っているんです」と言い、またあるグル

ープは「平和の街は、すべての生きもの

が住めるような場所なんです」と教えて

くれました。最後に、各グループで描い

た絵をみんなと一緒に見てみると、口々

に「かわいい～」という声が。みんな子

どものように楽しそうで、こっちまですべ

ての作品に「かわいい～」と言ってしま

いました。私はポーポキ・ピース・プロジ

ェクトのワークショップが初めてでしたが、

平和を考えるきっかけになったのではと

強く感じています。 
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あなたも周りの人と布をつくってみませんか？  

詳しくはポーポキにメールへ。 Information: popokipeace@gmail.com 

次のリンクで最近のプロジェクトを見ることができます。 

View the most recent work of the project at: 

http://popoki.cruisejapan.com 

 

                

 

Length/長さ: ≦５meters(つないでいく) 

We will connect the sections 

Width/幅 45cm   

＊Hem the edges/縁かがり縫いをする 

Fabric：cotton broadcloth/ 

素材：綿ブロード。 

Color: Very light pink, or as you like 

色：薄いピンク、又はお好きな色 

 

出来上がった布をポーポキ・ピース・プロジェクト宛(657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1神戸大

学大学院国際協力研究科 ロニー・アレキサンダー方)へお送り下さい 

Please send finished sections to: Popoki Peace Project, c/o Ronni Alexander, GSICS, Kobe 

University, Rokkodai, Nada-Ku, Kobe 657-8501 JAPAN 

 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
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Lesson 38 

今月のポガのテーマはタオルでストレッチです！少しでも楽になるといいね！ 

 
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、立ちましょう。タオルを両手に持ちながら、上へストレッチ！しっぽも・・・。 
３．次ぎに、タオルを持ちながら左へストレッチ！ 
４．そして右へ！ 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 38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 2011.8.6  神戸 YMCA 306 9:30～ (Nuclear Issues) 

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 スタ

ッフは 10：00 に集合 

8.6  8:00  「核を考える」 神戸市東遊園地で集まりましょう。 

8.8 「多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー」でポーポキワークシ

ョップ   JICA ひょうご  詳しくは JICA ひょうご担当： 078-261-0342 

jicahic-event @ jica.go.jp (二日間のセミナー、申し込みが必要) 

9 月 8 日―16 日 ポーポキ in グアム！？！（予定） 

9 月 17日-20日 ポーポキ in 被災地 （予定） 

9.27 ポー会 神戸 YMCA  19:00-  Rm.306 (ピースマップの準備会を兼ねて)   

10.10 ポー会 ピースマップ 下見 13:00 ポートアイランド 兵庫医療大学 

10.22 Peace As A Global Language （甲南大学）でポーポキ友情物語展！  

11.12 「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 

11.26 YMCA と一緒に｢ポーポキのミニ平和映画祭｣ 終日 神戸 YMCA 
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 ポーポキ通信のバックナンバー：

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

・  

・ McLaren, Sally. “The Art of Healing” in Kansai Time Out June 2011, p.10 
(kansaiscene.com) 

・ 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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私にとってのポーポキ 

 

 スザンカ・ハニバロバー 

 

子どものころ平和ってなんだと思う？と聞かれたことがあります。平和って？・・・「戦争がないと

き」、「国と国は仲が良いとき」…でも「国」・「戦争」・「平和」って何かなぁ～言葉が難しくて、平和っ

ていうのはとても遠くに感じていました。 

 そのころ近所に住んでいた親友がいて、一緒に遊ぶのが大好きでした。春になると池の側でおた

まじゃくしを数えたり、夏は近くの森でキノコ狩りをしてその晩お父さんにご飯を作ってもらったり、

秋になったら雨に濡れないようにアリの小さな家を作ったり～自然との触れ合い、季節の新しい発

見はいつもとても楽しかったです。人と人との親交、人と自然との親交って、小さな平和かもしれま

せんね。でもときどき、私がやりたかったことと友達がやりたかったこと、嬉しく思ったことは違って

いました。一人一人の幸せ、一人一人の小さな平和が違っていたら...それも平和？ 

世界にはいろいろな人・考え方・感じ方があります。その一つ一つを理解するには難しいときも

ありますが...その一つ一つを大切にして、リスペクトして、一つの小さな平和と考えれば...いつか

大きな平和につながるのでしょう。 

  

私にとっては、平和はもう遠くないです。今はすぐ近くに、「私の心の中に」あります。 

 

ポーポキありがとう！ポーポキと友達になったおかげで、いろいろな色・形・匂い・サイズの平和

に気づくことができました～！ 

  

ポ～～～ポキ！これからも私たちの世界...皆にとって平和な世界にしていきましょう。 

 

 

私の新しい友達です。「Pejsek」と言います。よろしくお願いします。 
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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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