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◆この機関紙は偶数月に発行しています。当 NPO法人の会員(正・賛助)、写真パネルを利用して下さった方、その他 DAYS

大賞協賛金などをお寄せくださった方にお送りしています。ご送付が 迷惑な場合は、お手数ですが Tel・Fax・Email

などでその旨お申し越しください。また当法人の趣旨に抵触しない市民運動のチラシなどを同封することがあります。 

ちらし等の同封を希望される場合は、当事務局へお問い合わせください。 

 

 

チェルノブイリとフクシマの最新取材を 

パネルに作成中です。 
政権中枢と財界

では、休止中の

原発をあの手こ

の手で再稼働し

ようという信じ

られない動きが

加速しています。 

その気配にい

てもたってもお

れないと思われ

る方々から「新

しいパネルを！」

というご要望が

事務局へ届きま

す。正直なとこ

ろ作成費財源の                       

あてはないのですが、今回思い切って新しく 10枚をパネルにさせて頂くよう広河さんに取材デ

ータの提供をお願いしました。 

７月半ば以降のご利用には間に合うかと思っています。しかし、従来夏は、いくつもの開催が

重なりがちですので、そういう場合は、１か所に３枚ずつくらい、譲り合ってご利用いただけるに

とどまるかもしれませんが、たくさんの方々にご覧いただけますよう、各地で写真展を開催してく

ださい。 

 チェルノブイリ事故後早い時期(３年目)に取材された地、28年経過して今なお、放射線量の高

い汚染地なのですが、3年経過したフクシマの現実と重ねながら、歩き取材された貴い写真です。

大切にしたいと思っています。 

http://hirokawasyashintokaigaten.jimdo.com/


写真展・絵画展開催情報  ●印は前号で予告、開催済み分  無印はこれからの開催分 

                 C=チェルノブイリ F=フクシマ A=アフガニスタン I=イラク P=パレスチナ 

 開催日 開催場所 分野 タイトル・趣旨等 主催者 

● 6/2-7 東京･品川･清泉女子大 FC フクシマ・チェルノブイリ 同大ｶﾄﾘｯｸｾﾝﾀｰ 

● 6/7-8 北海道･札幌･あいくる F 福島写真展 ｻｰｸﾙどこ吹く風 

仮 7/5-8 福島・喜多方・ P 平和のための戦争展 五十嵐 0241-45-2625 

 7/24-25 東京・国分寺・本多公民館 A・I 平和のための戦争展 増島 042-571-3365 

仮 8/5-8 大阪・泉佐野・複数か所で F 泉佐野平和展 安武 080-1448-6491 

 8/8-11 埼玉・川越・「蔵里」 絵・F 広島市民の描いた原爆絵画展 内田 090-9000-9392 

 8/14-17 静岡・静岡・市民ｷﾞｬﾗﾘｰ ※・C 2014ピースフェスティバル 静岡 YWCA054-246-8713 

 8/17-21 山口・下関・シーモール C・F 下関平和のための戦争展 勝原 090-2007-4172 

仮 8/23-24 岡山・赤磐・  エコメッセ 原田 

※は、チェルノブイリ子ども基金佐々木真理さん取材の「今、汚染地に生きる子どもたち」パネルです 

 

  福島の写真   「子どもたちの写真を」というご要望に対して 

 主催者のお気持として 写真展にインパクトのある写真を、と言うお気持ちは理解できます。 

 ご来場下さる方々の感覚も、無意識のうちに刺激的なものを求めておられることも察することが

できます。こういう社会情勢が、知らず知らずのうちに私たちの感覚を麻痺させてしまっているこ

とも想像できます。 

 しかし、広河さんはチェルノブイリの場合でも、ウクライナで展示する場合は、ウクライナの子

どもたちの顔が判るものは外されました。ベラルーシで展示するときは、ベラルーシの子どもたち

の写真は注意深く外しました。 

 福島原発震災の写真パネルの中に、被写体の子ども顔がはっきり読み取れる写真が一枚あります。

ご希望の多い写真です。しかし、広河さんから『この写真はポスターやチラシに使わないように』 

と指示されています。『その子があなたのお子さんであったら・・・・』とご想像の上、ご理解く

ださい。子どもに限らず、原発事故の悲しみや理不尽を伝えるために、個人を特定できる写真は極

力避けたいと、事務局としても留意しています。ご希望に添えないことをお詫びいたします。 

 

 

署名ご協力へのお礼 希望するすべての人に放射能検診を！  
 前号に引き続き、まだまだ事務局へ届きます。何枚にもコピーしていただいた署名用紙、お一人

の方があつめてくださる筆数の多さに圧倒されています。以下は事務局閉鎖中も含めて、この号作

成中までに届けていただいた方々です。ありがとうございした。 

 

  大津育子様(東京)、後藤朱美様(三重)、伊藤節子様(三重)、小笠原はや子様(札幌)、 

 日本キリスト教団名古屋中央教会まさ 

 

 まだまだ広めたいと思っています。引き続きよろしくお願いします 

 



2014.6.2‐6.7 清泉女子大学にて 

フクシマ／チェルノブイリ写真展 
        会場アンケートから 

 

☆決して忘れてはいけないことだ。いつか自分も勉強して自分の目で見てみたい。 

☆直視できない写真ばかり。しかし直視せねばならない。ここから学ぼう。 

☆涙が止まらない。しかし反原発の声を上げよう。 

☆チェルノブイリと福島の現実を見せていただきありがとうございます。これから何ができるか考えよ

うと思います。 

☆フクシマとチェルノブイリはまったく異なる事故であり、並列させること自体ナンセンスである。 

☆人に寄り添った写真だった。ニュースだけでは見えてこない反原発の現状を知ることができた。 

☆What caused these problems? 

☆What can we do to help the victims? 

☆What can we do to prevent such problems? 

☆政府の発表だけを信じてはダメ！自分の頭でしっかり考えなくてはネ！ 

☆今でも家族が生きる福島、自分が育った古里がと思うと胸がいたい。これから先のこと、今住んでる

友人や家族のことを思うばかりでした。 

☆原発の被害を受けた福島やチェルノブイリの町の様子が知れてどれだけ深刻かわかった。 

☆これから先のことまだわからないことがたくさんあります。不安ですが見守ってゆくしかありません。 

☆福島とチェルノブイリを同じように扱うべきではないと思います。 

☆福島もチェルノブイリもすっかり忘れて生活している自分におどろく。 

☆学外から観に来ました。知性豊かな清泉の女子大生が、こうした社会的不正義にどう向き合うのか、

強い関心があります。 

☆事実を見抜き、考え、行動する！ 

☆郡山市中心の公園の看板の表示が信じられなかった。1 時間当たり 3.8msv.なのに中学生は１時間位

に留めろと。大人でもありえない数値なのに。さらに、６月には看板も撤去されたという記述も。 

☆チェルノブイリ、3.11、決して忘れてはならない。これらは今も続いている。メディア（ニュース）

では見ることのできない写真を見ることができてよかった。 

☆広河さん、ありがとう。つながりましょう。 

☆報道番組ではわからなかったことを見せてもらえてショックです。もっと多くの人に見てもらいた

い！ 

☆小児甲状腺がん。日本の子ども達はどうなるの？ 

☆カトリック大学だけでも「反原発宣言」を出せないものか。 

☆見るのがつらい写真ばかりでした。忘れてはならないことで、知らなくてはならないことと思います。

支援活動をこれからも続けていきます。 

☆現実を知って知るだけでなく何ができるか、まずは皆に実情を知らせてゆきたい。 

☆胸ふさがれるような写真ばかり、でも辛くなるだけでなく闘っていかねば！ 

☆紅葉した木々の写真が、ただ美しかった。この写真が一番心に響いた。 

               [主催者からいただいたものをそのまま掲載させていただきました] 



パレスチナと私たちの日常    冨田正史 

 

［岡真理さんガザ報告会］ 

岡真理さんが３月に８年ぶりにパレスチナを

訪れ、完全封鎖下のガザにも１週間ほど行って来

られました。岡さんは帰国後、「ガザに入り、ガ

ザの人々の肉声を聞いた者の責任として、ガザに

ついて、可能な限り、社会に発信していきたい」

と、5月 22日大阪、6月 7日京都、6月 10日東京

と、ガザ報告会を精力的に行っています。「三重

でも報告会をして下さい」とお願いしたところ、

快く引き受けていただき、6月 28日に津市で開催

の運びとなりました。 

私は、5月 22日の大阪での報告会に参加しまし

た。「構造的暴力と人権 私たちに何が問われて

いるのか～封鎖下のガザを訪ねて」と題する報告

会は、日本友和会読書会の主催で行われました。

日本友和会は、キリスト者の平和団体です。 

ガザは現在、外国人の立ち入りが厳しく制限さ

れており（エジプト側からの入域も、昨年７月の

エジプトの政変以来、たいへん困難に）、岡さん

は日本ボランティアセンター（ＪＶＣ）のスタッ

フとしてイスラエル側から入域したということ

でした。 

パレスチナ、ガザ、ガザ地区にある８つの難民

キャンプの地理的位置。 

そして、1947年の不公平、不公正な国連パレス

チナ分割決議。「非ユダヤ人」を排除（虐殺・追

放）し、70～100 万人もの多くのパレスチナ難民

を生んだ 1948 年の「ユダヤ国家」イスラエル建

国。1967年の第三次中東戦争時のガザ、ヨルダン

川西岸、東エルサレムなどの軍事占領。2006年の

パレスチナ評議会選挙でのハマースの勝利に対

して開始され、翌 07 年のハマースによるガザ実

効支配に対して本格化し、現在に至るイスラエル

によるガザ封鎖。ガザで 1417 人もの人々がイス

ラエルによって殺傷された 2008年 12月から 2009

年 1 月にかけての 22 日間のイスラエルによるジ

ェノサイド（ガザ戦争）。シオニストが一方的に

作った「ユダヤ人国家」イスラエルによる不法な

パレスチナ占領と、それに抵抗するパレスチナ人

の歴史を現在に至るまで、ガザを中心にして初め

て聞く人にもよくわかるように話していただき

ました。 

そして、写真やご自分がガザで撮影してきたビ

デオも提示、上映しながら、封鎖という構造的暴

力によって人権をはく奪されているガザの人々

の現状について話していただきました。 

日程の都合等、可能であれば、ぜひ 6 月 28 日

の津市でのガザ報告会（挟み込みチラシ参照）に

ご参加ください。 

 

［キファーハ・アフィーフィーさん講演会「パレスチナわが愛」］ 

6 月 5 日、京都大学で京大大学院人間・環境学研

究科岡真理研究室主催の、キファーハ・アフィー

フィーさんの講演会「パレスチナ わが愛」があ

りました。会場では岡さんの「思想としてのパレ

スチナ」ゼミの学生・院生のみなさんが作成した

詳細な資料集が配布されました。その資料集を見

ながら（というか抜粋して）、参加報告とします。 

 キファーハさんは、1970年、レバノンのシャテ

ィーラ難民キャンプに、パレスチナ難民の 2世と

して生まれました。1982 年、12 歳の時、イスラ

エル軍がレバノンに侵攻、ベイルートを占領。シ

ャティーラ及び隣接するサブラー難民キャンプ

で 2千人以上が殺される大虐殺が起きました。シ

ャティーラ虐殺及びその後の内戦（キャンプ



戦争）を生き延びたものの多くの家族を失い、パ

レスチナ人同士が争う姿に痛みを覚えたことか

ら、14歳でパレスチナの解放のために闘うことを

決意。18歳の時、イスラエルに対する武装抵抗運

動に身を投じましたが、南部レバノンのイスラエ

ル国境付近で軍事作戦遂行中に捕虜となり、南部

レバノンの収容所で拷問に耐えながら 6年間を過

ごしました。「パレスチナ里親運動」でキファー

ハさんの妹メルバットさんの里親となり、その家

族と出会った広河隆一さんらの尽力によって

1994年に解放された後は、パレスチナ難民の孤児

を支援する「ベイルート・アトファール・アル＝

ソムード（ソムード子どもの家）」の活動に参加。

96年には獄中の同志と結婚、母となりました。現

在はベイルートで家族とともに生活しています。 

講演会では最初、広河隆一さん制作の「パレス

チナ 1948ＮＡＫＢＡ」アーカイブス版より抜粋し

た映画「キファーの物語」の上映がありました。

続いて広河隆一さんが「私にとってのパレスチナ

問題とは何か」と題して、パレスチナとのかかわ

り、キファーハさん救出、家族との交流などにつ 

いて話されました。キファーハさんの講演「難民

として生きる」は、大阪大学教員の福田義昭さん

の通訳、岡さんの司会で行われました。 

獄中での理不尽な暴力＝拷問。獄中で密かに、

毛布を下地に、服の糸をほどいて縫った伝統的な

パレスチナの刺繍。1994年に解放された後に知っ

た 93 年のオスロ合意への失望。パレスチナ解放

への希望で拷問に耐えた抜いた獄中生活の方が、

オスロ合意を知ってしまった解放後よりも幸福

だったというほど、その失望は深い。結婚して母

となり、家族と生活しながら、パレスチナ解放の

ためにはいつでも闘うというキファーハさん。キ

ファーハさんたち女性が、そしてパレスチナの

人々が闘う、闘いを決意する。闘い続けなければ

解放を勝ち取ることができないパレスチナの現

実。 

自らの時間や、経済的状況、そして健康をも顧

みず、彼女ら、彼らに寄り添う、広河さんや岡さ

んたち。それに続こうとする岡さんのゼミの学

生・院生のみなさん。 

そして、私たちは…。 

 

［イスラエル首相ネタニヤフ来日］ 

5 月 11 日から 14 日まで、イスラエル首相ビンヤ

ミン・ネタニヤフが来日。12日には日本国首相安

倍晋三と会談しました。日本の国家安全保障局と

イスラエルの国家安全保障会議との会合を行う

ことで合意。防衛当局間の交流も進め、自衛隊幹

部をイスラエルへと訪問させるということです。 

安倍政権はすでに昨年 3月、F-35戦闘機の共同

開発への参加を、武器輸出三原則の例外とし、日

本産の部品を組み込んだ F-35 戦闘機がイスラエ

ルに渡ることを、事実上、可能としました。さら

には、今年 4月、安倍政権は武器輸出三原則自体

を国会で議論することも無しに閣議決定のみで、

撤廃してしまいました。 

そして、今回のネタニヤフ首相との会談で、諜

報・軍事分野での日本・イスラエルとの関係強化 

に合意したということです。（ヤフーニュースの

志葉玲さんの記事より） 

これは、日本が、イスラエルによる違法なパレ

スチナ占領、虐殺、犯罪に加担するということで

す。 

これに対して、11 日東京、14 日京都で抗議集

会が開かれ、首相会談の当日 12 日には首相官邸

前で抗議行動が行われました。 武器輸出解禁、

集団的自衛権行使等の安倍政権の戦争国家化政

策は、アメリカの軍事同盟国イスラエルを援助し

て、パレスチナの人々に敵対することになるので

す。 パレスチナ問題は、まさに他人事ではあり

ません。 

 

  いろいろな集会に精力的にさんかされての報告でした。 



～展示写真見本集の更新をします～ 

―大竹財団さんのご支援を得て― 

写真展を企画していただくための大事な資料である「見本写真一覧」(カタログとよんでいます)、

この写真展事務局が埼玉から三重に移転後の早い時期に作りました。ご利用いただける写真のミニ

サイズの一覧冊子で、「チェルノブイリと核の大地」「アフガニスタン難民キャンプ」「イラク」「パ

レスチナ」の４分野にわけて作成しましたがすでに 10年以上経ちました。 

当初作成した分を使い尽くしてしまった分野、また、その後増え続けたパネルは、とりあえず、

コピーで捕捉したりしてきましたため、現在、非常にご覧いただきにくいものになっています。 

3-4年前に、広河さんの活動を高く評価してくださる(財)大竹財団さんに出会いました。 

近年、企業の CSR(社会貢献)とかいって、財政力の弱い市民団体の活動を支援してくださる傾向

が出てきていますが、平和や核の問題に取り組む活動を対象にしてくださるものは皆無という感じ

でしたが、大竹財団さんは広河さんのお仕事をよく知っていて下さり、「もっともっと広河さんの

作品を広めてください」という激励の言葉と共に、このカタログを作り替える費用の助成を約束し

てくださいました。 

しかしその直後「３１１」がおこり事務局は忙殺されていましたので、大竹財団さんのご好意に

応えられずに年月が経ちました。この春再度の申請をしましたところ、快く受理していただけまし

た。この貴重な助成金で、カタログを全面的に作成替え(更新)したいと思っています。 

もちろんすべての経費を助成金で、というわけではなく、当然自助努力も求められています。 

それで、いつもお願いばかりで心苦しいのですが、この「カタログ更新事業」への賛同カンパを

募集させてください。下記の通りよろしくお願いいたします。 

 

 

← 

現行のもの 

 

 

 

「貸し出し写真見本一覧」の冊子=カタログ  更新費用カンパのお願い 

8月頃の完成を目途に作成準備に着手しました。 

まだデータ揃えの段階で、カラー印刷にするか、従来のようなモノクロにする、何部作成するか、

など思案中ですので、全経費が見通せないのですが、全額助成金ではなく、自助努力も求められ

ていますので、この件限定でのご支援カンパをお願いします。 

同封の振り込み用紙に カタログカンパと明記してください。 

〒振替口座 名義=広河隆一写真展開催を支援する会  番号=00880-7-185006   

 



事務局からのお知らせ・お願いなど 

事務局の宮西が、少々体調を崩して５月から６月半ばまで休ませて頂きました。その間、事務局電

話の不対応などでいろいろご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 

6月 16日から復帰しています。従来通りよろしくお願いします。 

 

 ■先日、パレスチナからキファーという女性が来日しました。パレスチナに関心をお持ちの方に

とっては、お会いしたかったと思われたでしょうに、事務局が機能不全中でしたため、みなさまに

ご案内ができませんでしたことをお詫びいたします。 

キファーは、広河さんの里子であったメルバットの姉。レバノンのシャティーラ難民キャンプにお

ける虐殺を生き延びた後、故郷の地パレスチナを取り戻すために軍隊に入り、、その結果イスラエ

ル側にとらえられ、南レバノンの獄中で 6年間を過ごしています。 

想像を絶する拷問の日々を毛布や衣類から抜き取った糸を材料に刺繍作品を作り続けた強い精神

力。事務局・宮西も是非とも会いたいと思っていたのですが、入院中でかないませんでした。 

首都圏・京都の方々は、彼女に会っていただく機会があったと思います。その希有な機会に恵ま

れた方々の感想などをお聞きしたいと思っています。7月末日までにお寄せ下さい。 

この号の「パレスチナ」の頁に、京都集会でキファーに会った当法人理事・冨田が短い報告を書

いていますが、もっと多くの方の感想をお聞きしたいと思っています。 

キファーに会われての感想、お聴きになった講演の報告など、どんな形(手書き原稿の郵送・FAX

送信、Eメールに添付の送信など)でも構いませんので、当事務局までお寄せ下さい。小さなお礼を

差し上げることができると思います。お待ちしています。 

 

      ■ 事務局取り扱い販売品のご案内 

  『DAYS JAPAN』誌 各号  ない号もありますのでお問い合わせください。 

  広河隆一さんの著書    絶版になっていて入手困難なものも少しですがあります。 

    広河写真によるポストカード    チェルノブイリ・パレスチナ 

  福島菊次郎さんの写真集(DAYSJAPAN社発行) 

  当法人関係者のご著書   東井令『浜岡 ストップ原発震災』 特別価格でご提供できます。 

               吉井友二『これからの脱原発・平和教育・教科書』  〃 

  その他、特別扱い品  小出裕章『隠される原子力 核の真実』        特別価格 

             石橋克彦 『原発震災 警鐘の軌跡』         特別価格 

             小澤祥司 『飯舘村 6000人が美しい村を追われた』  特別価格 

             恩田勝亘 『原発に子孫の命は売れない』       特別価格 

 在庫の有無、売価については事前にお問い合わせの上お申し込みください 

 いずれも新品ですが、限られた事務局スペースの都合で廉価でお分けいたします。 

へんしゅうこうき 

予定通り 6月半ばに復帰は致しましたが、日常的には、少しペースダウンせざるを得ませんこと 

をお許しください。この事務局の仕事を最優先するために、他の活動からは手を引いていくつもり

ですが何かと手落ちも出てくると思います。どうぞご寛容の上ご協力をお願いします。(み) 

 



ギャラリー 
新しくパネルにした写真たち   すべてカラー写真です。 

ここに掲載の 8枚は、チェルノブイリ    表紙の写真はフクシマ 

別途、28年経過したチェルノブイリと 3年目(2013.8)の福島県郡山市を実際に歩きながら計測した

放射能汚染数値を地図上に落した汚染マップ(「グーグルアース」／DAYSJ APAN 編集部作成」2

枚も展示用パネルにしました。8 月からご利用いただけます。 

 

    

 


