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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。 

 

 

広河写真展事務局の春 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春まだ来の 2 月 17 日、事務局へ大きな荷物が届きました。開け

てびっくり。中から出てきたのは「桜」。送付伝票には「啓翁桜」と。 
大きな枝が 10本も(この写真は半分の 5本です)。つぼみはまだ固く。送り主は、いつもこの事務

局を心にかけて下さる山形の Nさん。つい先日も「山形は、まだ雪に埋まってるだよ」とお電話い

ただいたばかりでした。啓翁桜って知りませんでした。パソコンで調べてみたら、山形の特産品。 

突然に華やいだ事務局でした。カラーでなくて残念ですが皆さんにも「春」のおすそ分けです。 
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2 月 8 日、2015 年総会を開催しました。 
2月 8日(日)に今年の総会を開催しました。NPOとはいえ、商法上の「法人」と位置付けられて

いますので、法律上は「社員総会」と呼ばれます。数年前、「社員」なんていやだとおっしゃって

正会員をやめられた方がありましたが、お気持ちはわかる気がします。 

なにはともあれ、基本的に、年に一度の総会です。全国各地に居られる正会員さんに、三重にお

集まりいただくのは無理と判りつつ、経費その他を考えて事務局地元での開催になってしまいます

ことを申し訳なく思っています。 

しかも、午後の「総会記念事業」にもお誘いしていましたため、総会(会議)自体は午前の開会に

なり、10時半から 11時 55分の開催でした。遠方から交通費を使って出席して下さった方、お気持

ちを委任状に託して下さった多くの会員さんにおわびとお礼を申し上げます。 

前年度の活動報告と決算報告、監査報告をご承認いただいた後、新年度の活動計画と予算案を、

これからのこの法人のあり方と絡めていろいろお話し合いいただきました。 

今年は、定款変更、役員変更などはありませんでしたか、今後の活動の仕方、予算措置などに関

して真剣に話し合っていただいた上、この NPO法人を維持継続していくために、いくつもの改革案

が提起され、審議し、決定していただきました。 

大きく変わることがあります。以下にご報告しますが、その前に、急遽のお知らせ事項 2件。 

 

 

★ これをお送りする封筒の宛名のそばに貼ってある小さな黄色の丸シールは、2015年分正会員費ご

納付済みの印です。2014 年中に 2015 年分としてご納付いただいた分にも貼付しています。正会

員費につきましては、別途領収証をお送りしています。 

★ また、賛助ご寄付金の領収証につきましても、メール便の内容物についての規制が厳しくなり、

私文書(領収書等)の同封が「法違反」に問われる例も出てきましたので、次号以降、領収証を同

封しています場合は、ヤマトのメール便ではなく郵便局の郵便で機関誌をお送りいたします。メ

ール便の方が、お届け不能(部屋番号記載がなかったりご転居後の場合、空家のポストにおしこま

れたりせずに、こちらに戻されてきますので、事務局としては安心なのですが。 

 

 

 

★ 第 11回 DAYS大賞への協賛について 

  この機関誌がお手元に届くころ、東京・なかの ZERO小ホールにて、DAYS JAPAN 11周年記念行事

が開催されています。そこで第 11回 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞の受賞作品の発表と来場

者によるパブリックプライズの審査会が行われます。この DAYS大賞への協賛金として、毎回、前年

の秋ごろから当年 1月頃まで、皆さまから寄金をお願いしてきました。しかし、今回は致しません

でした。何かときびしい世相になってきました中、つねづね賛助ご寄付をお願いしている当法人と

して、名称こそ「非核・平和写真展委員会」とはしていますものの、同じ皆様に別枠でのご寄付を

お願いするのはやめようと思ったからです。しかし、DAYS大賞の趣旨への尊重･賛意はありますので

協賛はする。その財資は一般会計の中から捻出する。 

広河さんの取材写真をお借りして活動している当法人として優先すべき任務である以上、何とか、

して、と思いました。とりあえず、従来の 30万円を 20万円に減額させていただいて、第 11回大賞

に、20万円ですが、副賞代としてお贈りいたしました。 

  

 

 

総会で可決された改革事項 

 
★写真パネルご利用事業の促進 

  広報用リーフレットは一昨年暮れに品切れになった時に作成(手刷り)した暫定版しかない。 

しかしこういうリーフレットをお金をかけて作成・無作為に配布することの費用対効果に疑 

問があるので、ターゲットを決めて、配布機会のあるときに、その状況に合わせて随時作成、 

また、可能性のある団体等に直送する。今年の事務局の作業として配布先の模索をする。 



★一方で、従来以上に、維持運営経費の削減への努力をする。 

  ① 法人事務所を移転する。施設費の削減。詳細 8頁。 

  ②  機関誌の発行回数を減らす。印刷費、送料の削減。3月初め、6月末～7月初、8月末～

9月初、12月末を発行予定とする。この法人でないとお伝えできない事柄を精査して記

事にする。ダイジェスト版は年間 2回くらい。 

  ③ 法人認証 10周年事業は滞りなく終えることができたので、当面、財政負担を生じるよ 

うな自主事業は企画しないで、日常業務(パネル貸し出し)の推進に努める。 

   ④ 「賛助寄付金」で支えて下さる方々に、手を変え品を変え、いろいろな名目でご寄付を

お願いするのを減らす。そのために、DAYS大賞協賛金も、従来のように別枠拠出をお願

いするのではなく、一般会計の中から捻出できるようにする。 

これにつきましては、今年(2015年大賞)からすでにそうしています。 

   ⑤ 他団体、関連運動への賛同金・協賛金等も、当方の力量相応に抑える。賛同金を要請さ

れた場合も、姉妹団体であること、または、基本的にその事業が当法人の写真絵画パネ

ルを利用して下さることを前提にする。 

       ※「姉妹団体」=広河さんが立ち上げられた救援活動・情報提供の団体等。 

   ⑥ 新しいパネル作成は、経費と共に、今後の維持管理も考えて、原則として行わない。 

 

★現事務局長の健康上の問題から、後継者養成に力を入れる  

    事務局労働に関して、時間制限なし、無償という非常識な現体制を改善していく。ボラン 

ティア精神を基本とするも、社会的に通用する労働時間・報酬の実現を目標として設定す 

る。そうでないと、今の社会状況の中で責任感を持った後継者を育てることは至難である。 

事務局任務の一覧表の作成。 

 

★2015年事業具体的に。 

2014年決算に比して、かなり縮小した 2015年予算案が可決された。 

当法人の本来業務である事業費の対象になる事業、つまり、広河さんの取材写真が広く展

示されるための活動は進めながら、管理費の対象になる事業は極力減らして行く方針が確

認された。別表をご参照ください。 

 

2015 年活動計画案-具体的に 

 

通年 

パネル貸し出し事業の推進 

10周年事業における広河講演の冊子化・・・・春までに。テープ起こしは完了 

展示用通キャプションの点検  キャプション冊子の点検 写真データの整理 

 

 

月別実施 事業 

1 26日までに文書理事会 (前年度決算等の確認)、 

2 

初旬 文書理事会(総会準備)、 

8日 午前に総会、総会後「ガザ」朗読劇公演に参加 

月末 機関誌 59号発行(特集=総会報告) 

3 事務所移転作業に着手  

4 移転完了 登記 

7 初旬 機関誌 60号発行 特集=夏の開催展案内 

フォトジャーナリズム展三重の応援 

8 フォトジャーナリズム展三重の応援 

9 月末 機関誌 61号発行   特集=夏の開催展の報告、秋の開催展の案内 

12 月末 機関誌 62号発行 特集=1年の総括、来年総会の予告 



写真展・絵画展開催情報  今年に入ってから 6月 4月末まで ●印は終了分 

 

 開催日 開催場所 分野 趣旨・テーマなど 問合先 

開催中 
1/21 

～/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年記念企画 
0248-28-2108 

● 2/1-4 京都・桃山・聖公会教会 CWF 「平和を求める祈り」  (終了) 

● 2/22 埼玉・坂戸・オルモ 全 坂戸くらし展  (終了) 

予定 3/14 神奈川・茅ケ崎・萩園いこいの里 CF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・まちかど美術館 AIPCF 広河隆一非核平和写真展 080-3400-0343 

予定 6/7 愛知・春日井・市民会館 C 春日井 9条の会催事  

A=アフガン I=イラク C=チェルノブイリ F-福島 P=パレスチナ W=世界の核 

 

 

チェルノブイリ 29周年企画 
 関係団体の企画をご案内します。いずれも残念ながら当法人の写真・絵画パネルのご利用はありませ

んが、それぞれ有意義な催しです。お近くの方には広報チラシを同封しています。ご参加ください。 

★東京 チェルノブイリ 29周年救援キャンペーン 講演会&チャリティコンサート 

「チェルノブイリ・福島  保養―子どもたちを被ばくから守るとりくみ」 
     と き：4/24（金）19：00開演 （18：30開場） 

会  場：文京シビックホール 小ホール  

入場料： 2000円 事前予約制 定員(340人)になり次第締め切ります。  

      講  演：鎌仲ひとみ  演奏：印田千裕&印田陽介(デュオヴァイオリンとチェロ) 

主  催：チェルノブイリ子ども基金+未来の福島こども基金ほか 

問い合わせ： 03-6767-8808(チェルノブイリ子ども基金) 

 

★三重 チェルノブイリと福島について 山崎せんせいと話そう! 
とき： 4月 25日(土) 開始：14:00  開場：13:30 

場所： コミュニティホール ジョイフルプレイス (近鉄「伊勢中川駅」東口「まぜ歯科」隣) 

入場： 無料  募金箱(集会経費のためのカンパ箱)は設置します 

主催： 三重チェルノブイリ被曝児童救援募金 

問い合わせ：主催団体事務局 Tel 0598-42-8875 

 

★三重・当法人事務局 移転・新事務所開きを兼ねて、チェルノブイリ 29周年を心に刻む集い 

    ＤＶＤ上映「チェルノブイリ 28年目の子どもたち」低線量長期被曝の現場から」 

とき： 4月 26日(日) 10時～16時 フレックスタイム 繰り返し上映します。 

場所： 新事務所「樹影舎」１Ｆ  津市丸之内 1-18（新町通り中尾カメラ店の向い） 

入場： 無料   

主催：  当法人（問合せ 059-229-3078） 

 

ボランティア募集 
① 機関誌発送作業   予定=3月 9日  6月 29日  9月 7日  12月 21日 

            事情によって変更があるかもしれませんので、お越しいただける方は事前に

事務局へメールまたは電話にてご確認ください。 

② 日常的な事務局業務   活動に関心と興味を持っていただくために、簡単な作業の応援をお願いし 

  たいと思います。たとえば、キャプションの見直し、パネルの点検、保管箱 

の補修、データの整理などいろいろな作業がたまっています。 

月曜日～金曜日。10時～17時の間ご自由な時間にお越しください。 

作業の算段がありますので、必ず、事前にご連絡ください。 

③  ホームページの管理・更新、 

FaceBookやツィッターも、なかなか手際よく使いこなせていません。ネット関連の作業に関

して、助言・助勢いただける方ありませんか?  お申し出をお待ちしています。  



チェルノブイリの頁 

 

 的中した広河さんの予言 

 ～「私たちがみんな死んでしまっても・・・・」～ 

「よげん」には予言と預言がありますが、「預言」はイスラム教にしろキリスト教にしろ、神の言葉

を預かって語ること、と言う意味で多分に宗教的ニュアンスを帯びています。そして、それは神から人

への一方的な「ご託宣」であって当たるも当たらないもありません。しかし、「予言」は、何かの能力

によって先のことを見通して語ること、という、いかにも「人間臭い」営みのひとつで、当たる場合も

当たらない場合もあります。しかし、私の知る限り、広河さんの予言はいつもあたってきました。神わ

ざではない予言が「当たる」のは、一つの事象に対する深い洞察の結果なのだと思います。多くの経験

に裏付けられた洞察の。そして、私がお聞きした広河さんの予言は、いつも、暗く悲しいものでした。 

 

その最たるものが、チェルノブイリ事故から何ほども経っていない頃に聞いたこと「今生きている私

たちがみんな死んでしまってもこの地の悲劇は続くだろう」という予言です。 

今年 2015年４月 26日で、チェルノブイリは、事故から満 29年経過したことになります。 

この頃、私の周囲でも、一人前の社会人の方から「実はチェルノブイリの時、まだ生まれていなかっ

たんです」「僕の生まれる 5 年前の事なんですよ、チェルノブイリは」と言うような言葉をよく聞きま

す。「29 年」と言うのはそういう重みです。そういう言葉を聞きながら、私は、広河さんがあの時に言

われた「今、ここに生きている私たちがみんな死んでしまっても・・・・」という予言を思い出すので

す。今年、満 29年です。この 4月 26日から、あの地の人々にとっては、「あれから 29年目の日々」が

始まるのです。 

 

ここに一枚の DVDがあります。「ルポ チェルノブイリ 28年目の子どもたち」。 

今から一年前の 2014.4.26から始まった 28年目を生きる子どもたちのルポルタージュです。 

 28 年経って・・・子どもたちは病気です。罹病率も、病気の種類も増えています。 

勿論、いろいろな見解はあります。検査機器の精度の向上も否定はしません。でも、医者ではない教

師、事故前から教師をしているという女性の「事故前、子どもたちはもっと元気でした」と言う直感的

な言葉には説得力があります。免疫力の低下、造血機能の低下が、子どもの身体のあらゆるところに障

害をひきおこしているということにも。かつては、甲状腺の病気と白血病が被曝による象徴的な病気と

して周知されていました。いまは、あらゆる病気がも子どもたちを襲っています。  

よくわからない異常も多く、それらはチェルノブイリとの因果関係が証明されにくいとも。 

広河さんの予言が、的中している、という悲しい事実が厳然とあります。 

 

しかし、同時に、この国(ウクライナ)がそれを受け入れ、直視し、真向おうとしている事実もありま

す。良心的な医者たちによる被災者のデータベースの作成、その分析・・・・「事実を知ることは、怖

いけれど、知らない不安よりはいい」という当事者の言葉も出てきます。その事実に対処してくれる行

政への信頼でしょうか。勿論私の、ごくわずかな当事者との交流の中ででも、政府や地方行政への不満

はたくさん聞いています。打ち切られる支援施策、保証の縮小・・・・ 

しかしそれでも、この国(ウクライナ)の、被ばくした子どもたちへの姿勢から、日本は学ぶものが沢

山あるはずです。日本の政治家が沢山ウクライナに「学び」に行っているのに、現実的な政策として何

も反映されないのはなぜでしょうか。私たちの、政治への要望の弱さなのかもしれません。 

4月 26日、事務局で、この DVDの上映会をします。(詳細４頁のチェルノブイリ２９周年企画の欄ご参照) 

(事務局・宮西記) 

 



パレスチナの情報の頁 

朗読劇「ガザ 希望のメッセージ」を聴いて 

前号でご案内しましたように、「国境なき朗読者たち」による朗読劇＜The Message from Gaza＞の

三重公演が、当法人事務局のある津センターパレスビルの中にある津中央公民館ホールで開催され

ました。総会出席者は、その日午前中に総会を終えて、午後はその三重公演に参加ました。当法人

の理事二人が、この三重公演の火付け役だったのですが、お陰さまでよい成果を得ることができま

した。その報告です。 

 

この朗読劇は、前号で岡真理さんの言葉を引用して紹介しましたように、完全封鎖され、逃げ場

のない 150万人のガザ住民たちへの熾烈な攻撃(2008)に対する応答として誕生したものです。 

４つのテクストによって構成されています。４つのテクストとは、 

① 2008年暮に始まった空爆下のガザから連日連夜、停電中は自家用ジーゼル発電の電気を使っ

て「今、ガザで何がおこっているか」を発信し続けたサイード・アブデルワーヘド教授(アル・

アズハル大学)のメール「ガザ通信」 

② 1972年に、36歳の若さで暗殺されたパレスチナの代表的作家ガッサン・カナファーニー(当

機関誌 56号で紹介)の短編「ガザからの手紙」 

③ 2003年、ガザの人々の人権擁護活動のためにガザに赴いたアメリカ人女子大生レイチェル・

コリンが、アメリカの家族に送ったメール(レイチェルはイスラエル軍のブルドーザーに轢き

殺される) 

④ 攻撃のさなか、ガザで活動を続けた「インターナショナルズ」と呼ばれる世界の若者たちの

証言 

この 4つのテクストを、アラブ文学者の岡真理さん(京都大学教員)が脚本にまとめられました。 

 

上演してくださった朗読集団「国境なき朗読者」たちは、「つばめクラブ」のプロデュースによ

って結成された京都の市民・学生の有志の方がたです。学業や勤務のかたわら、寸暇を割いて厳し

い練習を重ね、京都、東京、広島、大阪などで上演してこられました。余談ですが、この「つばめ

クラブ」のツバメは、あのオスカーワイルドの童話「幸福の王子」の主人公に出てくるつばめにち

なんでいるそうです。 

 

さて、2月 8日の三重公演。マイクなしの上演と言うことで、100人程度という制限で広報した

のですが、実際には 140人を超える方々に聴いていただきました。この朗読劇の伴奏になるピアノ

演奏をしてこられたピアニストの田村喜久子さんが、今回、この上演に合わせて作られた曲が、冒

頭で演奏されました。壮絶で悲惨な世界の現状から、絶望、やるせなさ、切なさの中に深い優しさ

と静かな希望が貫かれた、会場を大きな感動で包みました。 

 

そして始まった朗読・・・・・1時間 45分は、重すぎ辛すぎる内容にもかかわらず、短く感じて

しまうほど聴く者の心をとらえて離さない迫力と訴求力に満ちていました。 

 

地方都市のご多分にもれず三重県津市は、まぎれもなく高齢社会です。定刻に入場される年齢層

に、最初、若い朗読者たちは、戸惑い不安に襲われたと言われました。しかし、空襲・爆撃を経験

している世代の方々です。「ガザ」については何も知らなかったと言われる方も含めて、十分に心

で受け止めて頂いたようで、終演後、あちこちで、朗読者と固い握手が交わされていました。 

 



以下は、当日の来場者の感想です。たくさんの方がアンケートに応えてくださいましたが、内容

的に共通したものをまとめて、報告させていただきます。この脚本の神髄が多くの方にきちんと受

け止められた、と感じる言葉たちです。 

 

★まず、なんといっても＜ stay human ＞について 
―「Stay Human  この言葉に尽きますね」 

 

 ―「STAY HUMAN  忘れないよう、失わないよう 強くありたいです。ガザの人々の苦しみを周りの人

にも伝えられるよう強くありたいです。」と書かれた方もあります。 

 

―「印象に残った言葉は、Stay Human と人間としての応答です。」 

 

―「殺す側でなく、人間としてあり続けたいと思いました」と書かれた方も Stay Human を心に刻

まれたのだと思います。 

 

―人間の側に立ち続けること、連帯、共感、想像力、心に止めました。 

 

★その次が、「想像力」について 

 
   ― これから TV を見るとき、映像の後ろで、そこに住んでいる人の生活がどうなのか 想像できる

ようになれると思いました。今憲法９条を守る闘いを続けていますが、平和憲法を世界に大声で

表明する政治家がでるようにがんばらなくては。 

 

 ― なぜ人はこのようなことを平気でするのか、人間のすることに、そして自分の心の中にあるもの

に考えさせられました。 

 

★「朗読」という表現の力についても・・・・ 
  ―見ていて、聴いていて、からだがほてるというかドキドキドキドキしていました。どうしたらこ

んな惨状がとめられるのか、何ができるのか、誰かの犠牲がなければとめられないのでしょうか 

 

―目をさまさせてくださってありがとう。平和なんてみじんもない。正義とは何か、考えさせられ

た大切なときをいただき、感謝します。 

 

―これを機会にガザの事、勉強します。朗読で伝えるってこんなに素晴らしい事かと感動しました。 

 

―朗読劇ってどんなものかわからないまま参りましたが、とてもよかった、感動しました。 

 

  ―声と映像だけなのにこんなに感動を受けたのは我ながらびっくりです。半世紀以上も危険にさら

されている人がいることを改めて知りました。ほとんど、日本から遠い国の事と言う程度の認識

しかなかったので。 

 

★作者への敬意 

 
ここまで来る道すがら、学者としての社会的責任を、社会に対して言葉が持つ力を考えてきました。

前者に関しては、４つのテクストが進むにつれて一つにつながっていくことに感動しました。Reality

と Realは違いますが、オリジナルなテクストの持つ力に近づくことで、realityが出ていました。 

 

★「暖房が利き過ぎ、気分が悪くなった」と言う主催者へのお小言も多かったのですが、古いビル

で調性ができなかったのです。お詫びします。 

★中東問題にほとんどベースのない三重で、これだけの方が集まられたということへの率直な驚きの言

葉も聞きました。後につなげていきたい、としみじみ思っています。またご案内します。 

 



事 務 所 を 移 転 し ま す。 
 

現在の事務所スペース、「地方都市」「市の財産」とはいえ、この家賃で写真パネルの維持管理にこれ

だけ好条件と言うのに未練を断ち切れなかったのですが、消費税 UP のあおりも受け、年間８０万円を

超える家賃は、年間決算額３００万円程度の NPO法人としては、大きすぎると決心しました。理事会で

も何度も話し合っていただき、総会の議決を経て、4月末に正式に移転いたします。 

 

でも・・・・変化は楽しい。すぐ近くですので、周りの皆さんのお車を借りて少しずつ写真パネルを

移動していただいています。４月末まで契約期間がありますので、ぼちぼちペースで、古い書類など懐 

かしみながら作業中です。新しい事務所の情報をお知らせします。(５月１日から) 

 

移転先住所      〒514-0033三重県津市丸之内 1-18 樹影舎 1F  

電話/FAX ・Email     変わりません。 

交通アクセス     近鉄津新町駅下車。踏切を越えて 「新町通り」商店街を東へ徒歩約 10分 

             津新町駅は、急行停車駅ですが特急は止まりません。特急で来られる

場合は津駅で下車、 南(松阪伊勢方面)へひと駅=4分乗って下さい。 

自家用車の場合    住所は変わりますが、従来の事務所の近くです。 

駐車場について 

有料パーキングが目の前にありますが、無料の市役所第 2 駐車場が便

利です。津警察の西隣・高山神社の鳥居の前から入庫。樹影舎まで徒

歩 5 分。土日は施錠されていることもあるようですが、その場合は市

役所へ止めてください。樹影舎まで徒歩 10分。 

 

もちろん、現在の事務所よりはかなり狭くなりますが、当法人の所蔵(貸し出し用にしているも

の)パネルのみの保管にして、全倍パネルなどはそれぞれの所有団体にお返しいたしましたので、

思ったほど窮屈ではありません。 

 

お気軽にお立ち寄りください。卓を囲んでおしゃべりしたり、『DAYSJAPAN』誌をごらんいただいた

りのゆとりは十分あります。 

フェアトレードのコーヒーも引き続きお出しできます。 

 

緑のほとんどない町のど真ん中ではありますが、建物の名前にあやかって、「こかげ」になれれば、

と願っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

へんしゅうこうき                              
 

★この機関誌を作成している事務局長も、後期高齢者。もともと近視だったところに、老眼が加わって、

パソコンだから何とか書けるの、という状態です。手書きにすると自分の書いている文字が二重に見

えて自分でもわからなくなり、乱筆をはるかに超える筆跡になってしまいます。文明の機器は便利、

とすっかりパソコンのキーボードに依存している昨今です。ときどき、手書きのお礼状がうれしいと

言うお言葉をいただくこともあるのですが、正直、身のすくむ思いです。 

山形から届いた啓翁桜を眺めながら、流麗なやまと文字でお礼状が書けたらなあ・・と思った早春で

す。 

★福島原発震災から４年。昨日 3月 8日、三重でも「さようなら原発パレード」を行いました。それに

合わせて、「さようなら原発 市民作品展」も去年から実施しています。ステージものでなく展示もの

でご自分の気持ちや意思を表現する方もいらっしゃるとの思いで始めたのですがなかなかユニーク

な作品が並んでいます、パレードは昨日終りましたが市民展のほうは今日も。その会場の片隅で発送

作業してもらっています。 

★新しい事務所開きは、4月 26日です。P.4のチェルノブイリ 29周年記事のところをごらんください。 

 フレックスタイムです。ご自由にお立ち寄りください。               み                          

 


