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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下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等を同封することがあります。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。 

 

 

更新カタログできました 
～つきましては・・・ふたつのお知らせとお誘い～ 

 

 当法人事務局が 2014.7現在、展示用パネルに加工して所蔵している 616点の写真すべてを、カラー

写真はフルカラーで、モノクロ写真は白黒で掲載いたしました。別冊で、全写真のキャプションも添付

しています。展示写真を選択されるに際して、確かなご参考になると思います。 

 しかし、これは、広河さんのミ

ニ写真集として販売するものでは

ありません。あくまでも、写真展

を企画してくださる方に参考資料

として提供するものです。 

 開催のお問い合わせがあった時

に、即、無料でご提供するのでな

く、最初に 1000円を借り受けさせ

ていただき、写真展が実現しまし

たら返金する、という方法を取ら

せていただこうと思います。財政

事情の厳しいときですのでどうぞ

ご理解下さいますようお願い申し

上げます。(仮受金額は検討中) 

なお、カタログが完成しました

時に、正会員さんとカタログ更新カンパをお寄せくださいました方には、1部ずつお送りいたしました。

その時期に振り込み用紙にカタログカンパと明記していただいてなかった方にはまだお送りしていま

せん。もし、明記しなかったけれどカタロクカンパのつもりだったとおっしゃる方にはお送りしたいと

思っています。ただ、カンパ(寄付金として送金)はしたけれどカタログはいらないとおっしゃる方もあ

りましたので皆さんに一律にお送りするのはためらいました。入手ご希望でしたらお手数ですが、事務

局までご連絡ください。 

尚、このカタログの更新を急ぎましたのは、実は、事務局に大きな事情がありました。現事務局長が、

このまま事務局の責任を担い続けることが健康上、困難な状況になっています。このカタログの整備に

よって、皆さまからの写真パネルご利用への対応が随分やりやすくなります。この事務局の仕事を、安

易だというつもりはありませんが、楽しい仕事であることは間違いありません。あなたに、この仕事を

引き継げないか、どうぞ真剣にご検討くださいませんか。引き継いでいただくに当たっての条件等を最

終頁に記載しています。ぜひお目通しの上、お考えくださいますようお願いします。 
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広河さんの写真を展示して 
東京・国分寺で「平和のための戦争展@国分寺」 

国分寺9条の会事務局代表・増島高敬 

   

開催趣旨・意図と背景 7月24日（木）・25日（金）の両日、東京の国分寺市本多公民館で「平

和のための戦争展@国分寺」が行われました。当日は平日にもかかわらず150人余りの参加があり、

成功のうちに終わることができました。前期試験中の大学生など若い方々や事務局メンバーが知ら

ない方々も多く、内容も好評でした。 ホームページ  

http://kokubunji-9zyo.cocolog-nifty.com/  に報告がアップされています。「活動報告」→「バ

ックナンバー」→2014年7月と進むと見ることができますので、そちらもごらん下さい。 7月1日

に「集団的自衛権の行使容認」が閣議決定され「戦争する国」への動きが急速な中で、憲法9条を

守る意義と「今日の戦争の実相」を伝えたいという趣旨から、アフガニスタン・イラク戦争など「今

日の戦争とはどういうものか」に焦点を当てた企画を考えました。とくに今の大学生・高校生の年

代の若い人々にとってはイラク戦争でさえ小学校以下のときのことです。アジア・太平洋戦争どこ

ろか朝鮮戦争もベトナム戦争さえも遠い過去の「歴史上の出来事」になっています。かつてのアジ

ア・太平洋戦争の体験を継承することの大事さは重々承知しつつも、あえてこのような企画を立て

てみたわけです。   

広河さんの写真 そこで、広河隆一さんのアフガニスタン・イラク戦争の写真55点をお借りし

て展示することにしました。 また「イラクの子どもを救う会」の西谷文和氏が現地をルポしたDVD

「イラク 戦場からの告発」・「ジャハーダ イラク民衆の闘い」・「GOBAKU アメリカは誰と戦

っているのか」 の三本も放映しました。 広河隆一さんの写真は 衝撃的なものでした。テロリス

トを殲滅するという「大義名分」のもとに何の関係もない女性や子どもたちなど多くの市民を巻き

込み犠牲にしていく「今日の戦争」は、まことに「イラク戦争は子ども殺戮の戦争だった」という

広河さんの訴えの通りでした。三本のDVDも、イラク戦争の実相をリアルに伝えていて、息を呑む

思いでした。 

 平行して、映画「ファルージャ」も上映しました。この映画はイラク戦争当時の高校生だった

伊藤めぐみ監督の作品で第一回山本美香祈念国際ジャーナリスト賞受賞を受賞しATP若手映画プロ

ジェクト第一回支援作品に選ばれるなど、注目を集めた映画です。伊藤さんは写真展事務局の宮西

さんとも旧知の間柄だということです。私も10年前の東京での「高校生イラク反戦集会」の実行委

員長であった白木真帆さんといっしょにこの映画を観たとき伊藤さんと白木さんを引き合わせた

のがきっかけでこの戦争展での上映になりました。上映終了時には伊藤さんがスピーチしました。

スピーチ後の話し合いでは大学生など若い方の発言が多く「『国』と個人』の関係について考えさ

せられた」など自立した自分の意志を持とうという気持が強く伝わってくる感想がありました。 

また、テアトルエコー所属の若手女優・黒川なつみさんの朗読もありました。黒川さんはイラク

帰還米兵や帰国後自殺した米兵の母親の手記と小説「茶色の朝」を朗読したのですが、会場の全体

が息を呑むような感銘的なものになりました。「茶色の朝」の朗読は当会のホームページから入っ

てyoutubeで視聴することができます。 

  

全体を通して、写真・映画・DVD・朗読と文化的にも良質なものを提供し「今日の戦争」の実態を

多面的に伝えることができたと自負しています。「今日の戦争」は近代兵器の投入（試用さえある！）

により子どもや一般市民の犠牲が膨大で悲惨であること、侵略した側の兵士たちにも戦死だけでな
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く帰国後の深刻な心的障がいに悩まされ自殺・社会復帰できないなどの問題が無数に生まれている

ことなどが分かり、戦争によっては何事も解決しないことが明らかにすることができたと考えてい

ます。 

 会場風景は写真をご覧ください。 

 

 

 

←   → 

広河写真展 

 

 

 

 

 

←朗読する黒川なつみさん 

↑会場に置かれた感想ノート    ↑講演する伊藤めぐみ監

督 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ↑「ファルージャ」の上映に詰めかけた人々 

←来場者が持ち込み掲示されたなかにし礼さんの詩 

 

 

 

 



10月 13日 京都大学 ラジ・スラーニさん講演会 

「ガザに生きる～自由と尊厳を求めて」 
待ちに待ったスラーニさんの講演会は、11・12日の東大の後の京都は、巨大台風のさ中という悪条件。「最

悪(最善?)少人数でラジさんの謦咳に接するという、贅沢きわまりない時間になるかも」という岡真理さんの

予想に反して、吉田南キャンパスの地下大講堂には続々参加者が集まってきた。熱気という言葉がとても真

実味を持っていた。完全に台風を忘れる数時間だった。この法人関係者はもとより何人もの知人にも会えた。

この機関誌には中尾進さんに報告・感想の寄稿をお願いした。写真も By中尾さん。 

 

 

ラジ・スラーニさんの講演を聴いて     中尾 進(賛助会員・大阪在住)  

                       

 この講演会は当初は 7月に予定されていました。みなさんもご存知のように、2000人を超える

方々が虐殺された今年 7月のイスラエルによるガザ攻撃のため、10月のこの日まで延期され、開催

が実現したのです。おりしも台風直撃のため講演会そのものを中止せざるをえないのではないかと

いうことも心配されたのですが、困難な中、来日され、パレスチナ・ガザに生きる民衆の声を届け

に来られたラジ・スラーニさんの講演会をなんとしても実現したい、パレスチナと日本の民衆の連

帯を深めたい、その思いで予定どおり講演会を行なうことを決めたのだそうです。 

 この日の企画は 2部構成になっていて、第 1部は、フリー・ジャーナリストの土井敏邦さんが「停

戦」後の今年 8月ガザに入り取材した映像を 1時間 30分ほどにまとめたものが上映され、第 2部

はラジ・スラーニさんの講演と質疑・応答という構成になっていました。 

 開会の前に、土井敏邦さんのドキュメンタリー『ガザに生きる』から 10分ほどの抜粋映像「ラ

ジ・スラーニの道」が上映され、続いて岡真理さん（京都大学教員）から主催者あいさつがありま

した。第 1部では、最初に土井さんから「ラジ・スラーニさんの話を理解するのには映像が手っ取

り早いので、まずはこれを観てください。」と最新の取材映像の紹介がありました。私も、爆撃に

よるガレキの山々の様子などの映像は比較的「見慣れ」てはいるのですが、でもやっぱり爆弾の傷

跡の生々しい映像を見せられると非常につらいものがありました。土井さん取材の映像は、イスラ

エルのガザ攻撃はもう本当にひどい戦争犯罪としか言いようがないということを示すものでした。 

 第 2部のラジ・スラーニさんの講演でも触れられていましたが、今回のイスラエルのガザ攻撃は、

人々が生活していくのに必要なインフラや産業基盤の徹底破壊が特徴点だということです。発電所

から農地、工場にいたるまで根こそぎ破壊していったのが、イスラエルの軍事作戦だったそうです。

兵士同士が一対一でやり合う戦闘行為を指して「作戦」というのが言葉の正しい使い方だと思いま

すが、人々の暮らしそのものをすべて破壊する、こんなものを「戦争」だとか「作戦」と言ってい

いのかどうか、これは「犯罪」としか言いようがないと思います。ラジ・スラーニさんは、イスラ

エルの行為についてもう何度も何度も「犯罪」という言葉を使っていました。 

 土井さんの映像で出ていましたが、発電所の破壊で電力が極端に不足していちばん困っているの

が病院なのだそうです。人工透析のためのポンプがしょっちゅう停電で止まるという事態に陥るな

ど、高度先進医療がとりわけ困難になっているのだそうです。災害時を除いて日本では今のところ、

しょっちゅう停電になるという事態はありませんから、電力不足という事態になるといったいどう

いうことになるのか、ハッとさせられました。日本の支配層がさかんに喧伝する「原発がないと電

気が足りなくなる」というのとはまるで次元の違う話です。 



 建設資材工場など工場という工場が破壊されたということですが、私が驚いたのは製菓工場もイ

スラエルが徹底して破壊したことです。これはお菓子の原料も「化学薬品」という認識をイスラエ

ルが持っていることの表れだと思いました。今回のガザ攻撃の口実もハマスによる「攻撃」への「報

復」だとイスラエルはしていますから、武装闘争の条件になりそうなものは一切合財破壊してしま

うということなのだと思います。イスラエルはそんなにパレスチナの人々が怖いのでしょうか。 

 土井さんの映像でも、ラジ・スラーニさんのお話でも出ていましたが、イスラエルの攻撃でガザ

から出ようという人は誰一人としていないこと、イスラエルはパレスチナの民衆の尊厳と誇りを挫

くことは何一つできなかった、その意味でイスラエルは敗北しているという言葉がとても印象的で

した。ここが最大のポイントなのではないでしょうか。 

 翻って日本の状況をみると、かつての天皇の軍隊はアジア侵略戦争でイスラエルと同じようなこ

とをやっています。戦争責任追及はほとんどと言っていいほどなされていません。安倍極右政権が

戦争への道を突っ走っているなか、私たちの今後の生き方が問われているということをあらためて

感じたとともに、困難ななかでお互いに助け合い、不屈に生き抜いているパレスチナの民衆との連

帯を深めていこうと思った講演会でした。 

         満席の会場                 (左)ラジ・スラーニさん (右) 通訳の中嶋寛さん                  
 

★他の参加者から・・中尾さんの報告以外に印象に残ったこと 
 

＜ネタニヤフ・安倍会談そしてソニー＞      冨田正史 

ラジさんの講演の中に、5月 12日のネタニヤフ・安倍会談と、ソニーの話が出てきました。 

安倍政権はすでに米国の F-35 戦闘機開発への参画を閣議決定し、三菱重工等日本企業の部品を

組み込んだ戦闘機がイスラエルに渡ることを可能としています。さらにこの会談で、イスラエルと

の軍事協力強化を決めました。パレスチナを不法占領し、虐殺を繰り返すイスラエルを「積極的平

和主義」の名のもとに支援するということです。また、日本を代表する企業ソニーの製品が、パレ

スチナ人を殺戮するイスラエルの兵器に使われています。ソニーの製品は、ベトナム戦争の時にも

ベトナム人を殺戮する米国の兵器に使われました。金儲けのためなら何をしてもよいのでしょうか。 

米国との軍事同盟とともに、イスラエルとも軍事協力を強化する安倍政権。「死の商人」三菱重

工やソニー。このような日本の政治経済のあり方を変えていく。それが、パレスチナとの連帯でも

あると思います。 

 

         ＜戦争犯罪として裁き、責任者を処罰する＞    宮西いづみ 

ラジさんが講演の終盤で、国際法を使って、この犯罪を裁くことを熱く提案されたことは私の心

を揺さぶりました。イスラエルの、そしてそれを許している世界のありようを「犯罪」として裁き、

そして責任者を処罰する。2000年の国際女性戦犯法廷が掲げた理念を同じ言葉で力説されたのです。

そして最後に一段と力を込めて発せられたひと言 ” We shall overcome！”を万雷の拍手が包む

中、ご講演は終わったのでした。 

 We shall overcome someday   deep in my heart  I do believe・・・・ 



「いつでもどこでも放射能健康診断を求める」 

100 万人署名は、現在 11 万余(中間報告)     前川孝 

 

広河写真展開催を支援する会のみなさん、ご協力大変ありがとうございました。 

期間を来年３月末に延長してまだまだ取り組んでいます。 

実行委員会では逐次、環境省に提出行動をおこなっています。 ７月２５日の提出行動には、福島

みずほ参議院議員も同席。「１

８歳以上も対象に本人データ

の開示を。福島県以外でも健診

を、といった切実な要求が実現

していない。子ども・被災者支

援議員連盟で健康診断の法律

をつくる動きもあるが時間が

かかる。この場で一歩踏み込ん

だ回答と施策の前進を期待す

る」と環境省に訴えた。  

井戸川実行委員長は、「私は双

葉町町長当時、ヨウ素反応があるうちに健康調査をしてほしいと何度も声を大にして国に要求した

が、やらなかった。環境省のあなたたちは公務員をやめなさい」と詰め寄った。 

署名呼びかけ人の日本消費者連盟共同代表の古賀真子さんは、「今日の回答は残念。引き伸ばしと

ごまかししかない。」と怒りの発言でした。 

札幌で署名に協力いただいた藤田さんが、週刊ＭＤＳに投稿していただいたものを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この署名実行委員会は、写真にありますように、６月東京で結成され、福島県双葉町の元町長の

井戸川かつたかさんが実行委員長を引き受けていただき、今回の福島県知事選挙に立候補されてい

ます。わたしもその応援に土日を利用して福島にはいりました。（今号がお手元に届くころには結

果が出ています。投開票は１０月２６日） 

井戸川さん以外の候補は、福島の原発廃炉は言うものの、健康被害、避難の権利、チェルノブイ

リ並みの放射能の抑え込みは公約にせず、ひたすら福島復興を訴えています。どの候補も被害はな

かったかのようです。 

この署名はまだまだ多くの数を必要としています。引き続きご協力よろしくお願いします。 

 

 

 福島原発事故後、放射能から避難した方が北海道にもたくさんいます。今も札幌市に１５００

名、北海道全体では２６００名がさまざまな不安をかかえながら暮らしています。 

いまだ避難を余儀なくされた方がいる一方で、事故の責任をだれもとらないまま原発再稼働にひ

た走る政権に憤りでいっぱいです。政府や東電の責任で放射能健診を受けられるようにすること

は当然のことでしょう。放射能健診署名活動は、教会関係、近隣知人、サークル、自主映画上映

会、各平和講演会会場などで仲間とともに集めました。多くの賛同を受け、３月末に２４５名、

６月に３２５名分を送りました。ここには避難家族の方々の署名も含まれています。７月も時間

の許す限り署名を集めたいと思います。希望するすべての人の健診実現のために、みなさん頑張

りましょう！（７月に投稿していただきました） 



写真展・絵画展情報 公開可の分のみ掲載   ●は前号ご案内を含む開催済み分   

無印は今後の予定(確定分) Ｃ＝チェルノブイリ P=パレスチナ  Ｉ＝イラク 

 

例年になく、大学祭での開催がない、と感じられると思います。開催はされているのですが、学外からの参観の拒絶だけ

でなく、諸事情により、広河写真展であることの広報を禁止されることもあり、残念ですがここにご案内することができ

ないものもあります。 

   

 パネル送料に関するご連絡 
    写真パネルの搬送料は、返送時は主催者の方に元払いしていただきますが、往路は事務局で元払い

しておいて、その実費を主催者様に後日請求するという方法を取ってきました。元払いの方が着払いよ

りいくらか廉価だからです。そして、往路、つまり事務局から送りだす場合、従来は、いくらかのサー

ビスがあり、多分返送時に元払いしていただく価格よりも往路送料は安かったと思います。しかし、今、

宅配便の送料のサービス扱いがとても厳しくなり、従来のような好意的な配慮がなくなりました。  パ

ネルご利用料の請求書に、往路送料の実費を記載するとき、急激な高騰に事務局としても戸惑い、心が

痛みます。しかし、ご請求額は、業者規定の価格ですので如何ともできません。どうぞご理解ください。 

   

 機関誌発行経費節減のために 
 この機関誌は、正会員、賛助会員さんのほか、パネルをご利用いただいた方にご利用後 5年間お送り

してきました。当然、時を追って増えてきて、送料が財政を圧迫するようになりましたので、2年前、3

年間賛助寄付金のお振り込みがない方と利用後 5年経過した方を、事前にお断りした上で、送付名簿か

ら削除させていただきました。 

今年もその作業に着手しかけたところ、不思議なことに、懐かしい方からのご利用打診や賛助金のお振

り込み、物販のお申し込みなどが続きました。忘れられていたのではない、心にかけていてくださった

のだと感激しました。そして安易に送付名簿から抹消することを思いとどまりました。下手な編集の機

関誌ですが、続けてお送りいたします。なるべく大きな文字で、と思いますが限界もあります。お目が

悪くなられたりしてお読みいただけないなどの理由でご不要の場合だけどうぞご連絡ください。 

なお、送付経費節約のために、現在の隔月発行(年 6回偶数月)を来年から 4回にさせていただくことを

検討しようと思っています。来年度の総会(2月初め開催予定)で決めさせていただきます。 

 

振り込み用紙を同封します 
 今号に振り込み用紙を同封させていただきます。年一度といいつつ、カタログ更新カンパをお願いし

た直後で心苦しいのですが、ご無理のない範囲でご賛助いただければ助かります。社会事情の厳しくな

ってきた昨今、写真展開催という事業は経済的にもハードルが高くなってきています。そんな中、広河

さんの写真展を開催しようとして下さる方のご負担が少しでも軽くなりますよう、お寄せいただく賛助

寄付金を使わせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。金額はご自由です。 

またこの NPO法人を主人公である正会員としてお支え下さることはとてもありがたくうれしいことです、

今年度の正会員費をすでに納付して下さった方にはアドレスシールに小さく丸い色シールを貼らせて

いただきました。まだの方、どうぞよろしくお願いします。 

 

              開催日 開催場所 分野 タイトル・趣旨等 主催者・問合 

● 9/27 千葉･船橋･東葉高校 Ｃ 学園祭(すずかけ祭) 文化祭本部 

● 10/14-18 福岡・北九州・黒崎 COMCITY Ｐ 広河隆一ガザ写真展 
DAYS 大賞展に併

設 実行委員会 

● 10/19 東京・中央区・銀座ブロッサム Ｐ 
パレスチナ子どもの里親

運動 30周年企画 
里親運動事務局 

 11/1-3 大分・中津・中津文化会館 Ｃ 中津教育文化祭 
080-5204-6812 

(奈良) 

 11/16 
京都・綾部・高津コミュニティ

センター 
ＣＩ 綾部平和健康まつり 

0773-42-0440 

(京都共立病院・

河合) 



更新カタログの入手をご希望の場合 
1頁に記載していますとおり、正会員さんと、カタログ更新経費カンパをお振り込みくださった方に

は、お送りいたしました。そのおつもりだったのに、振り込み用紙に「カタログカンパ」と記載をしな

いまま 6月～8月にお振り込みくださった場合は、一般の賛助寄付金の扱いになっています。もし、カ

タロクカンパのつもりだったとおっしゃる方はどうぞお申し出ください。お送りいたします。 

 

 

事務局後継者募集  条件について 
現事務局へ通っていただけるのがベストですが、ご自宅あるいはお近くにに写真パネルの保管・

発送作業に適確なスペースある場合、そこへ事務局を移転することはできますので、全国の方を

対象に後継者を募集します。しかし日本列島の、極端に南北の方面ですと、利用者へのパネル発

送の送料が高額になるのでなるべく真ん中あたりがいいかとは思います。また、メールでのご利

用申し込みへの対応、データ送信、ホームページの更新など初歩的なパソコン操作ができること。

できたら経理を引き受けて下さるもう一人の方が近くにおられること。その他の詳細は、宮西ま

でお電話(090-1239-1410)下さるか、予告の上、現事務局へお越しください 

 

 

ボランティア募集 

① 12月の当法人主催の 法人認証 10周年記念広河写真展の応援  12/14-16 ご都合のつく時間。 

② 12月発行の機関誌 58号の発送作業  12/19 10時～17時  ご自由に 事務局での作業です。   

③ 更新カタログに分野別に通し番号を付けました。今後の作業として、同じ番号を写真パネル、キ

ャプション収納箱につけます。この作業を、事務局に出向いてして下さる方。ご都合のよいとき、

いつでも・・・・歓迎。お越し下さる前日までにご連絡ください。 

 

 


