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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。 

 

 

朗読集団 「国境なき朗読者たち」による朗読劇  

  The  Message  from Gaza が 2015年 2月大阪と津で上演されます。 

＜ガザ 希望のメッセージ＞ 
大阪、三重公演のご案内 

2015.2.1(日) 大阪ドーンセンター 

2015.2.8(日) 津中央公民館ホール 
脚本・演出 岡真理さんから 

2014年の夏 パレスチナのガザ地区は、イスラエルによる言語を絶する大量破壊、大量殺戮に見舞

われました。攻撃は 51 日間に及び 2200 名もの命が奪われました。その大半が民間人、500 名以上が

子どもです。そして、50万もの人々が家を追われました。ガザに対する大規模軍事攻撃はこれが初め

てではありません。６年前の 2008年 12月、ガザ地区全土に対して突如イスラエル軍による一斉攻撃

が始まりました。完全封鎖され逃げ場のない１５０万の住民たちの頭上に、22日間にわたりミサイル

や砲弾の雨が降り注いだのです。。世界中がクリスマスの余韻に浸り、新年を祝っていたその時、ガ

ザの人々は一方的な殺戮と破壊にさらされていました・・・・私たちの朗読劇「The Message from Gaza  

ガザ 希望のメッセージ」は、この出来事に対する応答として、2009年に誕生しました・・・以下略   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 NPO法人の法人認証１０周年記念企画―広河隆一写真展&講演会は、沢山の方々のご

協力をいただいて、おかげさまで盛況裡に終えることができました。 ご来場の皆さま、ス

タッフのみなさまに心からお礼申し上げます。   この報告記事は P.２ ～５に掲載 

2015年総会  ２月８日午前 10時半からを予定しています。正会員さんには、それまでに

議案書等をお送りいたします。総会は正会員さんでなくても出席していただけます。 

詳細は、８頁に。 

「ガザー希望のメッセージ公演」案内  2013 年 12月の東京公演では、予想を超えるご

来場、ご好評をいただきました。今回の大阪、三重での上演に関しまして、該当地域にはチ

ラシを同封しています。マイクなしの上演のため、会場の広さ、つまり入場者数に限度があ

ります。そのため事前予約をお受けしています。     P.1と P.8に掲載 

mailto:syashinten@za.ztv.ne.jp
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埼玉の地で誕生した広河隆一 写真展事務局「チェルノブイリと核の大地」が 2001年に三重に移り、 

2014 年 3 月に法人格を取得し、そして、10 年。この地の皆様はじめ全国からの暖かいご支援に育てて

いただいてここまでになりました。今回はその感謝の企画でした。 

しかし、その皆さんに、またまた、お力をお借りして実施することができました。本当に「おかげさま

で」を何度申し上げても追いつかない思いです。非力な事務局の準備不足を補っていただいて、成功裏に

終えることができました。 

 

広河講演 
スケジュールやご体調を知る者として無理は言えない、と遠慮していたのですが、お疲れの中、万障繰り

合わせて駆けつけてくださいました。急な設定のため、話される広河さんにも聴かれる皆さんにも決して

条件の良い場所ではなかったのですが、別記のご感想からお察しいだたけるようにすばらしい講演会にな

りました。 

広河講演は今まで 10 回以上聴いていると言われる方が「今回のが一番熱気を感じる語りで、これまで

にも増してその姿勢に敬服させられました」と言われるほどのものでした。事務局では、今、学生さんに

ボランティアでお願いしてテープ起こし中です。今号の紙面には間に合いませんが、できれば、何らかの

形にして、広めたいと思っています。 

広河さんと言えば、ほとんど、ビジュアル講演で、スクリーンに次々映し出される画像を息を詰めてみ

ながら広河さんのお話を聴くという形がほとんどだったと思います。今回は、｢写真は沢山展示されるの

だろうから、お話をじっくり聞きたい｣という要望が寄せられ、それに応えて、スクリーンなしのご講演

でした。タイトルは・・・・・ 

「市民の知る権利とジャーナリストの知らせる権利」・・・・・・・ 

権利と言う語が二つも並ぶのは堅すぎるかなという迷いもありましたが、でも譲れませんでした。 

会場に着かれた時は、「30 分も話せないかもしれない、会場の皆さんに話してもらうように進めて下

さい」とおっしゃっていたのですが、お話が進むほどに、熱気を帯び、『生き急』がれるかのように

テンポも高まり、今までの人生のすべてをかけられるかのように話し続けてくださいました。2 時間

余立ちっぱなしで。 

時宜をえた演題たったと思います。お話は、今を生きる私たちの、すべての問題に及びました。 

 

展示した写真 
(1)核関連  世界の核汚染６、チェルノブイリ 43 フクシマ 18点、関連して東日本大震災 6 

(2)中東   パレスチナ 100 アフガン 35 イラク 18 

(3)日本人の暮らしと世界  アフリカ(コンゴ共和国)12  アジア 6 

 

計 244点。多すぎてご覧になる方はお疲れになったかもしれません。 

でも、ひとつひとつの分野で見るとやはりこれだけの点数では説明不足だなあ・・・と感じざるを得ま

せんでした。それは、つまり、広河さんの取材の広さと深さの故です。 

当 NPO法人は、上記全分野あわせると、総数６１６点、そして他に少数ですが祝島や沖縄もパネルにし

ています。どうぞ、非核・平和のためにご活用ください。 

NPO 法人認証 10 周年記念企画 

被害者の側に立ち続けるフォトジャーナリスト 

広河隆一写真展&講演会 



当 NPO法人は、その定款２条に「この法人は、フォトジャーナリスト広河隆一氏の取材による写真等の

資料を維持管理し、非核平和の未来社会の創造を願う全ての人々に対して、その資料等を提供すると共に、

撮影現場の状況を伝えることにより、その理想実現に寄与することを目的とする。」と謳っています。  

広河さんのお仕事をお借りしての平和運動だという宣言です。 

それで、今回の企画を実施するに当たり、３本の柱を立て会場設営をしました。 

 

① 広河隆一の仕事 その１   取材      →膨大な写真展示 

② 広河隆一の仕事 その２    知らせること  →『DAYS JAPAN』誌の刊行など 

③ 広河隆一の仕事 その３    取材対象とのかかわり →いくつもの救援活動の紹介 

 

 

来場者の方の感想-―事後届いたメールから 
◆加害者に立つ、加害者を撮る、被害者を撮る、被害者側に立つ。報道、ジャーナリズム、そしてフォト

ジャーナリズム。講演を途中で抜けてその後 10分も見ることができなかった展示を、これらのことに

着目しながらみていて、広河隆一という存在の大きさを今更ながら感じてました。 

中には加害者を写したものも何枚かありますが、真横に並べてあり比較すると、ジャーナリズムとして

の重みが全く違うことがよくわかりました。本当に今更ながらですが…。 

印象に残るもの、写真とフォトジャーナリズムとしての重要性が比例するかは、それをみた人によるの

かもしれません。おそらく現状ではかなり難しいテーマかもしれません。また、他のフォトジャーナリ

ストは別の尺度で撮っているかもしれないので写真を比較するというのは難しいことですね。 

今回は広河さんのものばかりなので、写真を見る時に感じる微妙なストレスもありませんでした。 

先日実質広河特集号となっている DAYSJAPANの 9月号に書かれている広河さんの文を背筋を正されなが

ら読んでました。そして講演、展示写真。伝えるべきことが何なのか、そもそも同じ人間として目を向

ける所がどこなのか。ジャーナリズムの前に人間味すら問われている感じでした。 

◆ 広河さんが報道写真と関わるきっかけとなったイスラエル×パレスチナ紛争から、アフガニスタン・

イラク戦争、チュルノブイリ・福島原発事故まで、その旺盛なフォトジャーナリストとしての活動の原

点にある信念の一端に触れることができ、大変感銘を受けました。 

 加害者側がいかに「知られたくないこと」を覆い隠し、加害者側に都合のいい写真だけをそれがあたか

も真実であるかのように一方的に流しているかに気づき、それゆえに一貫して被害者側に寄り添い、そ

の隠された事実を身を挺して撮り続けて来た広河さんのフォトジャーナリストとしての毅然たる生き

様、ジャーナリスト魂に改めて畏敬の念を抱きました。 

 「フォトジャーナリストは眼前の事実をありのままを伝えればよいのだ。」という考え方に否定的で、

時にシャッターを切るより前に眼前の悲惨な状況から人々を救い出すことを優先したがため、撮れなか

った写真も多くあったことなど、人間としての生きる権利・幸せになる権利を第一に置くヒューマンな

姿勢が常に氏のジャーナリスト活動の根本にあったこと。また、氏が活動を継続できたのは、むしろそ

うした虐げられた（被害者の）人々に“背中を押されている”と思ったからだとも。（この度の福島の

子供たちのための「沖縄・球美の里」プロジェクトもその延長上にあることを理解しました。） 

  今年、国民の「知る権利」を侵しかねない法律が施行され、これから 2015 年以降にかけて私たちは

大変な時代を生きていくことになるという広河さんの警告を肝に銘じていきたいと思っています。 

 

来場者の方の感想――会場設置のノートから 一部抜粋 
◆ここに歴史の真実があると思った。ヨーロッパでは被害者面をしているユダヤ人がパレスチナでは侵略

者としてふるまっている事実は歴史の皮肉としか言いようがない。中東の子どもたちの表情と東日本大

震災で被災した子どもの表情が重なって思えたのは自分だけだろうか。 

◆先進国に暮らす私たちにできることは何なのか？ 私たちの消費行動(暮らし方)が世界にどのような

影響力を持っているのか？ 世界の貧困問題は、私たちが大きな要因になっていることを自覚する必要



があると再確認させられました。････(中略)････一人一人の力はとても小さくとも何かアクションをお

こすことの重要性を共有したいと痛感・・・・後略 

◆大国が核を無くさない限り平和は来ないのだろう・・・・また、今日 12 月 13 日は「南京虐殺」の日。

久居連隊も 3000人の殺害にかかわっていると言う・・・近隣国と仲良くしたい 

◆12 月 14 日の今日は衆議院選挙の日。この写真展と私たちの選挙。平和がおびやかされつつある、だん

だん息苦しくなる。平和利用の名の下の原発も人と地球を怯えさせている。でも、表面上は平和。胸張

って未来へ平和を！豊な地球を！とつなげたい 

◆「知る機会」を作っていただきありがとうございました。日常の中で考え続けないのは、無関心のゆえ

だと痛感しました。 

◆徴兵制が検討され始めています。あらゆる分野での空洞化が進むこの国で守るべき価値のあるものはあ

るのか。・・・・「その時」、武器をとってレジスタンス行動に行けるか?  子どもらは、あらゆる手を使

って安全な国へ避難させたい。こんな国を守るために命を差し出す必要はない。「国」＝特権階級の利

権組織のことですね。 

  

主催者側の思い 
◆写真展を開くたびに心配するのは、どれだけの方が来てくれるだろうかということです。 

今回はテレビや新聞の紹介や取材放送などが功を奏したせいもあるでしょうが、多くの方々に見ていた

だき、感激しています。京都や栃木からも来ていただきました。展示パネルの量を見たとき、準備を終

えるのにどれくらいの時間がかかるだろうと不安になりましたが、沢山の方にお手伝いしていただき、

早く終えることができました。みなさん、本当にありがとうございました。    理事Ｈ 

◆広河さんのお話をじっくりと聴かせてもらうのは何年振りだろうか。いつもは映像の説明をつなげてい

くようなお話になるのだが、今回は広河さんのフォトジャーナリストとしての軌跡をしっかりと伺うこ

とができてとても新鮮だった。２時間があっという間に過ぎた。途中で不覚にも涙が出てきてしまった。

広河さんの思いはぶれていないのに、私は初期のころの思いを忘れていた、ああそうだった、原点はこ

こだったと引き戻された。数年前に、何年かのお付き合いの延長といった感じで事務局の理事を引き受

けたのだけれど、私はいつに間にかチェルノブイリに関わるようになった時のやむにやまれぬ気持ちを

忘れかけていた。 

写真の専門学校に行かれたわけではなく、世界に発信するための手段として写真を選ばれたのだとい

うことを改めて知らされた。現在「フォトジャーナリズム展三重」という団体で「フォトジャーナリズ

ム」とは何かを問い続けている私や仲間たちに、それを示してくださったと感じた。心に残る講演会で

あった。この写真展では、FBなどでの広報のおかげでかなり遠いところからの参観者も多く、熱心に黙々

とご覧になっておられた。できればそういう参観者の声をもっと聞かせてもらうとよかったなあと、終

了してから残念に思った。ごく一部の方とはデイズを販売しながらお話しできたのだが、コーナーでも

作って、小さい輪になって話し合えたら楽しかっただろうなと今頃思っている。遠くからでも来てくだ

さるだけの魅力が広河写真にはある。    理事Ｍ 

◆ 埼玉の地で「チェルノブイリと核の大地 広河隆一写真展事務局」を担っていたのは 1991年から 2001

年12月まででした。埼玉では名前の示す通り、チェルノブイリと世界の核だけの写真展事務局でした。

それが三重に来てから、あれよあれよという間に、広河さんがジャーナリストとして撮影した写真の

すべてと言ってもいいぐらいの写真を所蔵していました。その所蔵している写真、616点、そのうち今

回は何点を展示するのか、実は展示するその日まで私たちはわかっていませんでした。 

広河さんのいろんな写真を多くの人たちに見てもらいたいという宮西さんの思いは知っていました

が、なんと 244点もの写真を展示することになりました。いえ、もっと多くの写真が用意されていま

したが、見せたい気持ちはよくわかるけど、あまりに多くては、見る人たちも疲れるだろうと推測し、

私たちが展示を担当したチェルノブイリと核のコーナーでは少し減らしました。さすがにほかの分野

までは口出しをしませんでした。熱心に観覧される来場者の皆さんにとって、減らして見やすくなっ

たのか？ 1点でも多かったほうがよかったのか？ 確信は持てませんでしたが……。 



ともあれ、広い会場も「狭い！」と感じさせるほどの写真を展示し、それを見に来てくださる方がい

らしたということに埼玉から来た甲斐があったと心から思っています。  理事 Ｋ＋Ｍ 

 

 

ＦａｃｅＢｏｏｋから 

●13 日、津リージョンプラザで広河隆一写真展と

講演会。なんでこんな写真が撮れるんだろうなあ

…。被害者の立場に立ちきって寄り添っている。

フォトジャーナリストって、ホントに命がけ。救

援の仕事もしてる。デイズジャパンも発行してる。

そしてこんな写真展と講演会を催す人たちがいる。 

←FBにあげられていた写真 

 

●ジャーナリストとはどのような仕事か、難し

い理屈ではない。加害者は、被害者を隠そうと

する。被害者の立場にたって、その事実を知ら

せ抑圧と暴力を止め、被害者を守ること。 
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          ↑ 広河講演 → 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417325841748270&set=pcb.417326495081538&type=1


 

 

 

 

レバノンへ行ってきました 

シャティーラ難民キャンプにも   森下友弥  
 
今年の 7 月 宮西いづみさんから『折り入ってのお願い。12月に広河隆一 写真展をしたいから手伝って欲しい。』

と言う内容のメールを頂きました。短い文章の中にも、思い入れが伝わってきて、直ぐに了解のメールを返信

しました。これが もし『高級家具を自宅に運ぶから手伝ってちょうだいよ。』というような内容なら断ってい

たことでしょう（笑）。現在のインターネットの活用法も、まさに この二極化が起こっており、主に自分の幸

せを伝える「かまってちゃん」タイプと、誰かを幸せにする情報を伝える人の２つのタイプがいます。どうで

もイイことを投稿し、どうでもイイ友人に、どうでもイイね！と言われないように気をつけたい所です。当た

り前の事ですが、知る事が出来なければ怒ることもできません。ひょっとしたら何気なくハンバーガーやコー

ヒーショップで支払ったお金が戦争に使われているかもしれません。 

 

福島の原発事故後、何を信じていいか分から

なくなった時、インターネットでニュースの深

層という番組を知りました。その番組に広河隆

一さんが出演され、DAYS JAPANのことをジャー

ナリストの上杉隆さん・重信メイさんが紹介さ

れていました。その後、津で広河隆一 写真展【サ

ブラ、シャティーラの虐殺事件から 30年】が開

催されることが分かり事務局へお邪魔しました。

その時が広河写真展事務局との出会いでした。 

 

3.11後の『直ちに健康に影響ない』の繰り返し

は、まるで挨拶しない親ほど子供に『挨拶しな

さい』と言っているかのようでした。そしてボ

クはメディアが報道しない事を調べているうち

にパレスチナ問題へと たどり着きました。  

 

ボクにパレスチナの事をたくさん教えてくださ

るジャーナリストは広河隆一さん以外に重信メ

イさんがいます。テレビによく出ている人々は

庶民が使わないような難しいカタカタの言葉を

使って何を言っているのか分からない時もあり

ますが、メイさんのおっしゃることは いつも

体にとけ込むように理解できるから不思議です。

そうしているうちに 広河隆一さんの話によく

登場する地名で、メイさんの育ったベイルート

が観たくなりました。メディアの『イスラム＝

恐ろしい』と言う報道よりも、メイさんのおっ

しゃる『イスラム＝恐ろしいは嘘』と言う言葉

を信じて 2012年の大晦日 ひとりでレバノンへ

向かいました。 

 

やはりメイさんのおっしゃる通りでした。住所

も番地も分からず、日本人の名前がアラビア語

で書かれたお墓の写真しか持っていないボクを

お墓の前まで案内もして頂いたり、シャティー

ラでは５歳くらいの子どもが自分の飲んでいる

ジュースを分けてくれました。そしてベイルー

トにお住まいの方が晩ご飯をご馳走してくださ

ると言うのでお邪魔すると 奥さんと娘さんが

ベランダで羊の肉を焼く準備をして待っていて

くれました。たくさんのお土産も『日本の近所

の子どもや家族や友人へどうぞ』と言って頂い

て、行きは１５kgだった荷物が帰りには５０kg

になりました。そして空港に向かう直前に機内

でお腹が空くといけないからと大きなピザを２

枚 頂きました。  

 

レバノンは子どものころから人の幸せを考える

ことが染み込んでいる社会に観えました。 も

しも、こんなアラブの素晴らしい風習が世に広

まれば、アメリカのお金や物をたくさん持って

いることが素晴らしいという思い込みは意味を

なさなくなります。だから『イスラム＝恐ろし

い』と言う報道をされてしまっているのかもし

れないとさえ思えてきたりもしながら日本へ帰

りました。 

パレスチナ情報の頁 



多くの人間が向いている方角が必ずしも正しいとは限らない。 この先  ますます権力者にとって都

合の悪い情報は入りにくくなってくるでしょうが、一人ひとりが知ろうとする気持ちを持ち 出来る

範囲で、色んな場所から誰かのことを思い、観たままに伝える。そんな みんなのちょっとした思い

が集まれば ボクは世の中を動かせる気がしています。  

 

 

  

 

 
シャティーラの子どもたちに囲まれて 

真ん中が森下さん 

家庭の暮らし 

 
 

 

 

  缶ジュース 

  をわけてく 

  れた子ども 

      → 

 

 

 

 

 

 
 

美しい古都 

レバノン 

 

 
帰還の坑道の

舞台のような

鍾乳洞の写真

もありました

が、印刷の限

界を感じて割

愛しました。 

 

    カラー写真でご紹介できなくて残念です。 

森下友弥さんのアルバムから  そこに暮らす人々に出会い、自分の目で見て 

 ～はじめてのレバノン、初めての難民キャンプ～   2013.1 



事務局から 諸連絡・お願い・お礼  
 

―10周年記念企画へのご来場ありがとうございました― 

♪ 広報から設営・会期中の会場当番・撤収まで沢山の方々のお力寄せの結晶でした。そして、沢山の方

がお越しくださいました。うれしかったです。皆様にお礼状を、と思いつつ果せずにいます。代わり

にこの機関誌をお送りいたします。 

♪ 新たに正会員、賛助会員として、ご記名下さった方、ありがとうございました。来年からの会員さん

として、いただいた会費・ご寄付は 2015.1.1付で法人会計に入金させていただきます。 

♪ ご記名のないまま、カンパ箱にお入れくださいましたご芳志は、2014 年会計に入れさせていただきま

した。ありがとうございました。 
 

―写真展・絵画展開催情報 前号でご案内以後のもの―  ●印は開催済み 
 

 と き ばしょ 分野 催事名・テーマ 問い合わせ先 

● 11/22-23 東京都内某高校 C・F 学内文化祭 ―――――― 

確定 1/21-3/23 
福島・白河・アウシュヴィッツ平

和博物館 

P アウシュヴィッツ

解放 70年記念 
0248-28-2108 

予定 2/1-4 京都・桃山・聖公会教会ほか 
C ・ 世 界 の

核・F 
桃山教会「平和を

求める祈り」の会 
0774-54-1479 

確定 2/22 埼玉・坂戸・文化施設オルモ 全 坂戸くらし展 049-283-9262 

確定 3/14 神奈川・茅ケ崎・萩園いこいの里 C・F・津波 土曜ﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ 0467-88-7513 

予定 3/17-22 栃木・小山    

 

総会案内  2015.2.8午前中に開催いたします。 
      正会員さんには、1 月中に議案書と出欠ご返信用の葉書をお送りいたします。正会員さん

でない方も、議決権はありませんがご出席いただいて傍聴・発言はご自由です。その方々

の分も当日議案書は用意いたしますが、事前にご希望でしたら 1 月末までにお申し越しく

だされば、お送りいたします。ご遠慮なくご連絡ください。 
 

朗読劇＜ガザ 希望のメッセージ＞公演 
      大阪は 2月 1日午後と夜、津は 8日午後です。その地域の方にはチラシを同封していますの

で詳細はそれをご覧の上、ご予約下さい。津公演は、午前の総会出席とかねてお越しいただ

ければ幸いです。チラシの入らない地域の方で、ご希望でしたらお送りいたしますので、当

法人事務局までご連絡ください。Tel/Fax  059-229-3078 

 

会費等の案内 
          当法人の会計年度は 1月 1日から 12月 31日です。機関誌に振込用紙を同封させていただく

のは、年に一度、多分夏～秋の号になります。それまでにお振込みくださる場合は、お手元

のものか、郵便局窓口の用紙をご利用ください。よろしくお願いします。 
 

パネルのご利用を！ 
小規模・短期間でも構いませんので、お住まいの地などでぜひ写真展・絵画展を開催してく

ださい。広河さんの写真、チェルノブイリの子どもたちの絵(原画です)を、全国津々浦々で

一人でもたくさんの方に見て頂きたいと願っています。 
 

―へんしゅうこうきー 

  あまり押しつまるまでに、せめて第 3 週末にはお届けしたいと思っていましたがやはり月末(年末)になっ

てしまいました。今年も一年、本当にたくさんのお心寄せをありがとうございました。生きにくい時代にな

ってきましたが、どうぞお健やかにご越年くださいますよう・・・・・そして、新しい年も変わらずよろし

くお願い申し上げます。  (み) 


