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今月は、メールのハッキング事件から持ちこたえようとしています。
いつものように情報いっぱいの｢ポーポキ通信｣に早く戻るように頑張っています！

新しい本ができました！
『ポーポキ友情物語 東日本大震災で生まれた私た
ちの平和の旅』は、只今発売中です。
被災地などで展開している「ポーポキ友情物語プロ
ジェクト」の記録です。売上の一部は被災地へおくる
予定です。ぜひ回りの方々に広めていただきたいと思
います。(エピック 2012.1．17 発行)。(カ
ラー・64 頁・A5 判・バイリンガル日英・1500
円(税込))
国内の本屋さん・ amazon.co.jp, 出版社
エピック、ポーポキ・ピース・プロジェクト
などで入手できます。
新本が新聞で紹介されました！ 下記のサイトへどうぞ。
http:popoki.cruisejapan.com/monogatari.html
←神戸 YMCA でも販売していますよ！

３月のポー会は、学習ポー会です！
みんなで「いのち」について考えたいと思います。
日時：２０１２．３．１０(土） １４：００-１７：００
場所：神戸 YMCA 三宮会館
持参するもの：① 持参するもの：五感をとおして、「いのち」を示すもの。（例
えば、一枚の写真、特定のにおいや味や感触をするものなど（1 点）、
② マイカップ、③ できれば好きなお菓子(少々）
「一言の平和」コーナー
ポーポキのお友だちで神戸 YMCA の国際ボランタリーリーダーをしている
友里ニャんから届いた平和：「電車の中、赤ちゃんの笑顔で周りの人

達が笑顔になり、温かな気持ちが広がっていく。」
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 ronniandpopoki (at) gmail.com！
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2 月 9 日にポーポキの電子メールアカウントは何者かに乗っ取られました。
ポーポキの友だちにロニーがイギリスでお金を盗まれて困っているというメッセージが送られま
した。このことでご迷惑をおかけして申し訳ありません。実は、こういうメールは結構あります。
受け取ったメールは、スパムかどうかがわからないときは、質問などして必ず確認してください。
パスワードを教えたりお金を送ったりしないようにしてください。
多くの人が心配してくださったことに感謝します。
また、久しぶりに友だちに連絡が取れたことがうれしかったです。
新しいアドレスは、次のとおりです。
ronniandpopoki(at)gmail.com
＊ML をつくり直すように努力しています。今回のポ
ーポキ通信送信で 1 通以上のメールが届いたりなど、
丌都合なことがありましたら、ご連絡ください。
今後ともよろしくお願いします。

Lesson 45
今月のポガのテーマは足です。癒されるといいね。

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、仰向けになって、両足としっぽを高くあげましょう。お尻もどうぞ！
３．次に、左足を顔の方へ持ってきて、右足としっぽを長く伸ばしてみましょう。
４．では、足を入れて変えて…！
５．できた！できたポーズをどうぞ！
お疲れ様でした。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。
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次回のポー会

3.10(土) 神戸 YMCA 301 号室 14:00～ (下記を参照)

2.25-26 「第 12 回（2011 年度）中日本地区 YMCA グローバル教育研修会」にポーポ
キ！六甲山 YMCA。 対象：ＹＭＣＡの国際活動・グローバル教育に関心のある方。
3.4 『ポーポキ友情物語』販売！ 神戸栄光教会
3.8 人権講演会にポーポキ(＆ロニー)。尼崎市立塚口総合センターと塚口本町人権
啓発推進委員会主催。午後７時～８時３０分。 場所：尼崎市立塚口総合センター
集会室尼崎市塚口本町２丁目２８番１１号。
3.10 学習ポー会 下記を参照。
3.21 ポー会 19:00～ 神戸 YMCA
6.3 灘チャレンジ (予定)
6.9 ポーポキ at 子どもの里 (予定)
7.7 HIV/AIDS イベント
11 月 「平和と健康」 兵庫医療大学

私たちは今、生きている。
それって、どういうこと？
いのちって、どんな色？においは？
いのち。いきる。うまれる。
いちど、一緒に考えてみよう！
日時：2012.3.10（土）14:00-17:00
場所：神戸 YMCA 三宮会館 301 号室
対象：興味ある方なら、どなたでもＯＫ！
言語：主に日本語。英語もＯＫ！
主催：ポーポキ・ピース・プロジェクト

持参するもの：①五感をとおして、「いのち」を示すもの。（例えば、一枚の写真、特定の
においや味や感触をするものなど（1 点）、②マイカップ、③好きなお菓子(少々)
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ポーポキ通信のバックナンバー：http://popoki.cruisejapan.com/archives.html




「布に希望 60 メートル」 阿久沢悦子 『朝日新聞』 2012.1.21 (兵庫・29 面)
｢平和祈る声まとめ本に｣ 斎藤雅志 『神戸新聞』 2012.1.19 (伝える 1・17 3・11、22 面)
K. Wada. “Conversations with Ronni Alexander: The Popoki Peace Project; Popoki, What Color is Peae?
Popoki, What Color is Friendship?” International Feminist Journal of Politics Vol.13, No.2, 2011, 257-263



S. McLaren. “The Art of Healing”(Popoki Friendship Story Project) Kansai Scene. Issue 133, 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




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.























ヒロシマ平和メディアセンター

「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・・・。
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私にとってのポーポキ～それは未知の人にもつながる友情のかけ橋
福島章子
昨年１１月２５日～２７日に沖縄で
日本平和大会が開催され、それに先立つ
２４日・２５日に『軍事基地のない非核
平和のアジア太平洋めざして』の国際フ
ォーラムが行われました。これにはグア
ム・フィリピン・マーシャル・パラオ・
ハワイ・韓国から１５人の代表の方々が
参加しました。特に沖縄の米海兵隊の
「移転先」とされているグアムからは、
「グアム平和正義連合」のリサリンダ・
ナティビダドさんほか若い方々を中心
に１０人もが参加して、
「沖縄が困って
いる海兵隊は、グアムでも困るんです」
と訴えられました。そして率直にその理
由を話し合い、「日本でもグアムでも困
る海兵隊は、アメリカ本土に戻って解決されるべきだ」と、お互いに理解し合ったのです。そして
リーダーのリサリンダさんは、実は去年ポーポキがすでにグアム現地で交流していたのですね。な
ので、私はロニー・アレキサンダーさんに出かける前にメールで紹介していただいて、当日会場で
あいさつが出来たのです。ポーポキは友情のかけ橋と言えるでしょう。
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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。また、2011 年に起こった東日本大震災
をきっかけに活動をしており、『ポーポキ友情物語 東日本大震災で生まれた私たちの平
和の旅』という本を 2012 年 1 月に発行します。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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