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◆この機関紙は年間４回発行し、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、その他さまざまな形で

協力して下さる方々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。 

◆この号から「機関誌」という名称でなく「通信」としました。本来内部情報誌ではありませんので。 

 

＜展示＞することの大切さ 
 

写真展開催のハードルが、どんどん高くなっています。 

当法人の写真パネルも、事務所に滞在している期間が、往年の何倍かと感じるほど長くなっています。 

「フォトジャーナリストの仕事は、取材撮影が半分、それを多くの方に見ていただくことが半分」、と言

われます。それを思うと、お行儀よく事務所の棚に収まっているパネルたちを、送り出したい思いが募り

ます。 

「写真は、パソコンで観るもの」となってきている、という言葉もよく耳にします。映画が、映画館の

スクリーンから、テレビ画面に急速に移行していった時期を思い出し、少し、気弱になっていました。 

 

そんなとき、何かに促されるように、第１１回 DAYS フォトジャーナリズム大賞の、最初の公開展を観

に行きました。８月には事務局地元の三重でも開催するのに、わざわざ東京までと思いましたが、何かに

動かされるように、これだけのための東京行きを強行していました。 

世田谷生活工房のギャラリーは都会の雰囲気を漂わせた、この大賞展には少し狭いけれど品の良いスペ

ースでした。かなり長い時間会場にいました。そして、気づいたのが「展示することの大切さ」でした。 

 ３月に、DAYSJAPAN１１周年の集いに参加し、パブリックプライズの選考にかかわらせていただきした。

それは、会場の大きなスクリーンに映し出される作品を観て投票する形式でした。 

 その時は、それなりに心打たれた作品に誠実に投票したつもりでした。そして、全来場者の投票による

選考結果にも、納得できました。参加できたことに満足感もありました。 

・・・・しかし、生活工房のギャ

ラリーで、全倍、全紙、半切に焼

き付けられた組写真たちと真向か

うと、誌面やパソコンで見るのと

はまるで異質の衝撃に襲われまし

た。 

『DAYSJAPAN』の誌面やパソコン

で見ることも、一つの手段ではあ

るでしょうが、こうして真向かう

ことの重さは予想外でした。 

←去年の DAYS大賞展@三重 

 

DAYS大賞作品展も、広河さんの

写真展も、市民の手で開催するのは、なかなかハードルが高い上、会場に足を運んでいただくこともまた、

困難な社会情勢になりつつあります。しかし、実物と向き合う時の感動衝撃を思うと、やはり、自信を持

って、「写真展を開催してください」と訴え続けようと思いました。 

 事務局としましては、当法人写真パネルをご利用いただく場合、せめて経費面だけでも、いくらかご負

担を減らすことができるよう、来年度の事業計画に当たっては、優先検討しようと思っています。 

全国津々浦々で、広河写真展や DAYS受賞作品展が開催されることを願っています。 
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写真パネルの選定と展示の仕方  新しい(？)試み 
 

今、ご利用可能パネルは、全部で 616。その中で「チェルノブイリ」は 157 点、「パレスチナ」は

207点。これだけの数の中から、写真展を開催しようとされる主催者が、展示可能な 20点や 40点を

選択されるのはかなり難しいと思います。というより、20点や 40点を時系列で並べても、チェルノ

ブイリ 30年やパレスチナ 70年を、本当に伝えることができるのかな、と思います。 

ここ何年か、そんなことを悩んでいたとき、某美術館の展示を見て、ヒントを得ました。 

 

従来のような作家別の展示でなく、テーマを決めて作品が集められていました。著名な老大家も新

進作家にもその垣根なく、そのテーマに魅かれて来観される側の心に添う展示でした。 

  

それで、当写真展事務局も考えました。 

その 1 当方が提供できる 616点の広河さんの写真の中から、あなたが展示なさりたい意図に沿ったも

のを、分野・撮影年に拘らずにピックアップしていただき、それを、あなたのテーマを掲げて展示し

ていただく、という方法です。 

その場合、あなたが写真を選んでいただくのがベストですが、趣旨、テーマを示していただいて、

写真の選択は当事務局に一任していただいてもかまいません。事務局でテーマと展示ご希望枚数に沿

った組み合わせをいくつか作り、それをお示しして、その中から選んでいただくという方法です。 

ただし、この場合は、既製のセットではなく、いわばオーダーセットになりますので、少し時間的ゆ

とりはいただけるようお願いします。 

たとえば・・・・・ 

―「戦火の中の子ども」というふうなテーマで 1セットの展示をご希望の場合、アフガン、イラク、

パレスチナなどから 20枚を選びだし、簡単な説明をつけてご提供する。 

―「放射能に襲われる子どものいのち」なら、チェルノブイリ、福島、世界の核汚染 だけでな

く、イラクやアフガンの劣化ウラン弾被害の子どもの写真もいれて組み合わせる。 

―「私たちの暮らしの陰で」なら、アジア、アフリカ、世界の核汚染などからもピックアップして

組み合わすことなどもできるかもしれない。 

 

その 2 もう一つは、選んでいただいた展示ご希望の写真に、それに添った詩をつけてお送りしてい

ます。数枚の写真をひとつの群にして、ひとつの詩を添えて、コアのように展示していただくとい

う方法です。チェルノブイリと福島の分野の写真で、6月から実行し始めています。 

 

 

勿論従来のような展示をしていただくことも OKです。 

どの方法で写真を選び展示されるかは、まったく主催者のご自由です。 

こんなやり方もある、とお心にとめておいていただければ、と思いこのお知らせをします。 

事務局も、古いセンスと頭脳で、日々あれこれ考えています。もっと別のユニークな展示方法もある 

と思います。どうぞアイデアをお寄せ下さい。 

そうなんです。広河さんの写真を行儀よく並べるだけでなく、当法人がお預かりしている写真を手

段にしていただいて、あなたが、伝えたい思いを伝える・・・・そんな表現に取り組んでいただ

ければ嬉しいです。非核・平和のための新しい展開が始まるかもしれない、それはとても意義あるこ

とだという気がするのです 

 



写真展・絵画展開催情報  確定(利用申込書受理済)分＋予約分  ●印は実施済み 

Ch=チェルノブイリ F=福島 Af=アフガン AC=アフリカ コンゴ Ir=イラク P=パレスチナ 

 開催時 開催場所 分野 趣旨、テーマ、タイトルなど 問合せ先 

● 3/14 
神奈川・茅ケ崎 高齢

者福祉施設 
Ch・F・津波 土曜ミュージックサロンで 

終了 

● 3/17-22 
栃木・小山・まちかど

美術館 

Af・Ir・P 

・Ch・F 
広河隆一非核・平和写真展 

● 6/7 
愛知・春日井・市民会

館 
Ch・F 憲法 9条平和の集い 

● 6/19-21 
北海道・札幌・手稲駅

市民通路 
Ch・F 

「チェルノブイリと福島の今」

広河隆一写真展 

確 7/16-22 
兵庫・伊丹・ラスタホ

ール 

Ch・F・Af・

Ac・Ir・P 

・津波 

 

平和パネル展 

 

072-784-8148 

予 7/31-8/2 
三重･津・リージョンプ

ラザ 
(検討中) 津 平和のための戦争展 080-5128-8718 

確 8/5-7 
大阪・泉佐野・北部市

民交流センター 
F 2015泉佐野平和展 080-1448-6491 

確 8/11-16 
東京・世田谷・世田谷

美術館 
Chの絵画 世田谷平和美術展特別展示 03-3302-1140 

確 8/16-21 
山口・下関・シーモー

ル 
F 

第 34 回下関平和のための戦争

展 
090-2007-4172 

予 8/22-23 
岡山・赤磐・市中央図

書館 
(検討中) 第 17回あかいわエミメッセ 086-957-3516 

確 9/8-13 愛知・刈谷・市美術館 Ch 第 38回西三河平和美術展 0566-98-3355 

 
★事務局宮西が、三重の救援団体を担っていたころ、「子ども基金」作成のチェルノブイリ救援カレンダ

ーは、現在のものよりずっと大型で、1 年終わったら切り取ってホームギャラリー用に、という触れ込

みでした。印刷もよかったし、そのようにしていました。今回の引っ越し作業中にそれが出てきたので、

3月末発行の機関誌ダイジェスト版でご案内したら、早速リクエストあり。『日本と原発』上映会の会場

ロビーなどで展示していただきましたが、その後も続いてご利用申し込みが来ています。正規のパネル

ご利用料収入が貴重な財源である当方としましては、複雑な気持ちもなくはありませんが、でも、写真

情報としては全く遜色ありませんし、使っていただいてうれしいのは事実です。96年取材くらいまでの

ものしかないのですが、無料！というのがキーワードと言う気もします。 

 

★このことからも、現在の写真パネルご利用料は、市民運動体にとっては決して安易な額でないことを改

めて思いました。移転して事務局の家賃も軽減していますので、理事会にご利用料の値下げを提案しよ

うと思っています。ただ、事務局が維持できなくなっては元も子もないので慎重に検討してみます。 

ご意見をどうぞお寄せ下さい。FAX 059-229-3078  または Eメール syashinten@za.ztv.ne.jpへ。 

先日、広河さんとも話したのですが、広河さんご自身「近年、写真展の開催が困難になってきている」

ことを強く感じ取っておられるようでした。 
 

最近事務局が読んだお薦め本など 
●『終わりなき危機』日本のメディアが伝えない、世界の科学者による福島原発事故研究報告書 

      世界の科学者たちは、フクシマをそして日本政府をこう見ている  

ヘレン・カルディコット監修  20人の科学者による論文 20 ブックマン社 1800円 

●『環境と正義』日本環境法律家連盟(JELF)の機関誌 2015.6号  特集:原発事故を考える 

●『チェルノブイリの子どもたち』チェルノブイリ子ども基金ニューズレター2015.6号 

 

科学者、法律家、救援団体の情報・視点・分析・究明は、とても参考になります。 
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請求書、領収書等のご送付に関して・・・・おしらせとお願い 
定期刊行物のニューズレターへの信書(領収証や請求書、私的通信文など)の同封が厳しくチェックされる

ようになり、今までのように安易に「通信」と同送することができなくなりました。今後は下記のように

させていただきます。いずれも、パネルや商品をお送りするときに選択していただけるようご案内します。 

 

◆請求書(＋お支払い用振込み用紙) 

請求内容 送付方法 備考 

パネル利用料 

① 送付パネルに同梱 開梱→設営時のお忙しい中になることが多いと思

います。紛失しないよう気をつけてください 

② Eメール添付または FAX送信 朱肉での押印はできません。 

③ 別送 朱肉押印の正規請求書です。郵便書簡で送ります 

物販商品代 

④ 商品に同封 但し宅急便扱い(多量)の場合のみ 

⑤ 振込み用紙のみ商品に同封 振込み用紙記事欄に代金を記載します 

⑥ Eメール添付または FAX送信 朱肉での押印はできません 

 ★物品代は特にご要望がない限り請求書は発行しません。振り込み用紙に代金を記載します。 

 

◆領収書 

領収内容 送金方法 送金方法と領収証のお届け方法 

パネル利用料 

郵便振替 

 

郵便局発行の受領書は、正規領収書として認められていますのでそれを

お手元で大切に保管してください。別途領収証が必要な場合はお知らせ

下されば、発行して郵便書簡でお送りします。 

銀行振り込 領収証を発行して郵便書簡でお送りします。 

現金ご持参 その場で領収証を発行します。 

正会員費 

賛助ご寄付金 

ご送金方法に関係なく、領収証を発行します。領収書不要と添え書してくださる方も

ありますが、当方の事務処理上かならず領収証は発行しますので、お送りさせてくだ

さい。お手渡しまたは郵便書簡を使います。 

 

 

写真・絵画パネルの送料について・・・ご負担軽減のおしらせ 
2 年ほど前までは、ヤマト運輸が、利用頻度が高いことを理由に、特別サービス価格で引き受けてくれ

ていました。(遠隔地でない限り 20枚 1梱包は税別 1000円で) しかし、陸送に関するさまざまな法規制

が厳しくなり、次第にサービス提供が減り、今は、20枚 1梱包は 170サイズの規定価格になっています。

皆様にとっては急激な値上がりと感じられるでしょうし、とりわけ、東北以遠、中国四国以遠はかなり大

きな送料負担をしていただかなければならなくなっています。この値上がり、特に地域によってのご負担

に大きな差があることは、事務局としては、どうにも承諾しがたく感じています。 

それで、利用者の皆様には、全国一律 20枚 1梱包を 1500円(1/2セットは 1200円)のご負担を限度とし

てお願いし、業者からの請求金額との差は、事務局で負担することにします。対象は往路送料のみ 

従いまして、今後は、国内どこで開催していただいても、1梱包の送料は、パネル 20枚入りの箱=1500 

円、10枚入りの箱=1200円となります。ただし早朝配送など特別な場合はご容赦ください。 

ここ 1－2年大きな送料を負担していただいた方には申し訳ありませんが、この「送料一律」の規定は、

今年 6月からのご利用分に適用させていただきます。また、取扱業者は、基本的に、従来通りヤマト運輸

を使いますが、地域よってはゆうパックにさせていただきますことをご了解ください。 

 



広河隆一非核平和写真展委員会の頁 
 

DAYS国際フォトジャーナリズム大賞 

受賞作品展を開催する実行委員会を 

応援してください！ 

 
DAYS 大賞協賛金をお願いし、贈るために、NPO 法人名ではなく、

「広河隆一非核・平和写真展委員会」という名の会をつくり、法人とは収支を別にした運営をしてきましたが、

実際には、この機関誌の届く範囲の方々に、協賛金の拠出をお願いしてきました。しかし、いろいろな名目で

ご寄付をお願いするのが心苦しく、今年の第 11回大賞協賛金はお願いしないで、法人の一般会計から捻出いた

しました。(前号記載の総会報告をご参照ください。) 

第 11回も素晴らしい作品が、世界中から沢山寄せられました。すでに３月には審査が終り、『DAYSJAPAN』５

月号から、受賞作品の誌上紹介がされています。公開展示会は、５月 29日～6月 21日の東京世田谷の生活工房

ギャラリーを皮切りに、全国各地での開催が始まりました。１頁(表紙)にも書きましたように、「展覧会」には、

誌面やパソコンで写真を観るのとは比すべくもない訴求力があります。 

しかし、この写真展は、レベルとしてもサイズとしても、かなりハードルが高く、市民の力だけで開催する

ことには躊躇されることも理解できます。そんな中、長年にわたり開催を続けている実行委員会を二つ紹介し

ます。 

●彼らの情熱と苦労に対して、賛同金という形で、全国からの応援をお願できれば幸いです。 

 

 

★名古屋展 
第一回から、今年の第 11回まで途切れることなく開催を続けています。「20歳になった記念に、なにかでか

いことをしたいと言っている大学生が岐阜に居る、彼女と協働して」と、広河さんに言われて、当法人事務局

の宮西が開催場所を求めて名古屋の街を歩き回ったことに始まります。NPO 法人ということで公的機関の信頼

を得ることができ、開催場所を名古屋国際センターに定めました。爾来ここでの開催が続いています。 

「DAYSJAPAN サポーターズクラブ名古屋」が主催を引き受け、そのつながりの方々から物心両面のご支援を受

けてきました。回を重ねるに従って、知名度といいますか、市民権を得てきています。当初(11年前)燃えた実

行委員の多くは、フォトジャーナリストとして、また各地の平和運動の担い手として巣立っていきました。そ

の半面、毎年新しい若者がとびこんできます。入れ替わりの多いその若者世代を見守り、当初の志を継承して

いる熟年メンバーの確かな下支えがあってこその継続と実績です。しかし、開催経費にはいつも薄氷踏む思い。

「もう今年が最後になるかも」と、毎年思いつつ続いています。「DAYS JAPAN」発刊の志を、ずっとずっと維

持し継承している「DAYSJAPANサポーターズクラブ名古屋」です。    今年は 9月 19日から 23日に開催。 

 

★三重展 
第一回からこの大賞作品展を名古屋で開催し、同時に横浜や東京の展覧会場にも足を運び、若い人たちが刺

激を受け感動し心を震わすのを目にしました。これだけの文化と情報が都会の若者にしか提供されないのは一

種の差別だと思い、三重の地でも開催することになって今年で 6 回目。若者たちに・・・ターゲットを絞った

以上、無料開放。それを支えてくださいと地域社会によびかけながら開催してきました。狭い地方社会では、

この写真展に限らず何かと言うと賛同金をお願いする対象はどうしても同じ方々で、その心苦しさに耐えなが

らですが。また、国際レベルの作品情報に止まらず、地元・足元の、志の高い新進フォトジャーナリストにも

発表の場を与える、というスタンスも貫いています。また、県内の、非戦・原発・公害・戦争責任・沖縄 etcetc

に取り組む他団体とも協働し、展示に幅を待たせています。高齢化の地方社会では、在宅介護の担い手でもあ

るメンバーも多く、資金不足と共に人手不足も重くのしかかる実行委員会ですが、志は揺らぐことなく、特に

今年は、戦後 70年を意識した沖縄問題にも大きく深く取り組みます。  今年は、8月 5日から 9日荷開催。 

 

お 願 い ！この二つの実行委員会を賛同金で支えてくださいませんか。 大きな後ろ盾がないまま市民

の力だけで続けている実行委員会です。全国から応援してください。お願いします。 

 

賛同金の振り込み先 いずれも郵便振替口座です。郵便局窓口の用紙でお願いします 

・名古屋実行委員会 名義＝DAYS 名古屋展実行委員会    番号＝00860-1-185915 

・三重展実行委員会 名義＝フォトジャーナリズム展三重  番号＝00830-1-198681 



こんな情報 TUPより  

 イスラムのガンディーことバーチャー・ハーンの再発見 
――――――――━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

インド独立の父、マハトマ・ガンディーの名を知らない人はいないでしょう。非暴力、不服従を柱にす

えた市民運動を忍耐強く先導したことで、世界史に名を残します。ガンディーは、ヒンドゥー教徒とイス

ラム教徒とが共存するインド亜大陸全体の統一を希ったものの、それを快く思わない過激派により暗殺さ

れました。 

  一方、そのガンディーの盟友であり、同じく非暴力運動で名高いバーチャー・ハーンの名を知る人は

どれくらいいるでしょうか。ガンディーがおもに現インド側で活動したのに対し、同じく派閥主義に反対

してイスラム側で活動した指導者がハーンです。何度も投獄され、牢で過ごした時期が長かったとはいえ、

ハーンが没したのは 1988年と比較的最近の話です。しかし、このバーチャー・ハーンは、日本でも欧米

でもほぼ無名の人物でありましょう。白状すれば、訳者もこの記事を読んではじめて知った次第です。 

  本速報記事の原著者ヒースコート・ウィリアムズは、英国在住の詩人であり俳優です。とくに、環境

問題や政治問題をテーマにした詩作で知られます。ウィリアムズも、バーチャー・ハーンを知らず、比較

的最近「発見」しました。そして、ハーンの生涯を語った最新の詩(「調査的詩」を謳う)を発表するにと

もなって、氏がガルフ・ニュースに寄稿した記事が本稿です。 

  さて、平和憲法を持つ日本は、すくなくとも建前としては、国家として非暴力主義を標榜しています。

しかし現実には、日本政府は、2001年以来の米英を中心としたイスラム世界への軍事侵攻に常に積極的に

協力していて、「非暴力主義」とはとても言えません。とりわけ好戦的な現政権が平和憲法の根本をも脅

かす雰囲気もある現在、日本人こそ、バーチャー・ハーンを「再発見」する意義が高いかと感じます。 

(翻訳・前書: 坂野正明/TUP) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ムスリムの平和の英雄はなぜ受け容れられ難いのか?」 
 ヒースコート・ウィリアムズ 2015年 5月 30日 16時 25 分 (出版) ガルフ・ニュース特別寄稿 

 

先の火曜日、私の故郷、オックスフォードの大学にて、カタルのシャイハ・モザ[#]の講演があった。そ

のなかで女史は、ムスリム[イスラム教徒]が、欧米のマスコミによる、暴力的なイスラム過激派の報道の

なかで「非人間化」されていて、「何か恐ろしげで得体のしれないもの」として扱われている、と訴えた。 
○訳注[#]  カタル」は湾岸諸国の一つ、俗にカタール。現地語(アラビア語)に  忠実に、ここでは「カ

タル」と表記。シャイハ・モザは、カタル国前  首長の第二妃。 

    
[その主張に]私は同意せざるを得ないし、またそういった現象が格別目新しいものだとも思わない。実際、

イギリスの世俗紙は、国内および海外のムスリムを時代遅れで敵意に満ちたものと描くことに力を注いで

きた。思うに、私たちがイラク、リビア、シリア、イエメンを爆撃し、無人戦闘機を送りこむ際、そうい

う印象操作のおかげで、たいして気兼ねなくムスリムを殺せるというものだろう。 

平和主義で思慮深く、創造的なムスリムという存在が見えにくくなっているのは、マスコミのせいだけ

ではない。私たちが学んだ歴史の授業もまたそうであった。 

9/11事件のあと、身の置きどころがないような気分に否応なしにされているムスリムの友人が幾人もい

る私としては、平和主義者のムスリムがどこかにいただろうか、と気になった。そして、そういう人々が

実際にいて、なかでももっとも重要な役を果たしたのがパシュトゥーン人の「平和戦士」バーチャー・ア

ブドゥルガッファール・ハーン[†]ということを私は見つけ出した。バーチャー・ハーンは、マハトマ・

ガンディーの親友であり、実際、ガンディーはハーンを評して「奇跡」と言ったものだ。あらゆる意味で

ムスリム世界のガンディーと呼ぶにふさわしい人物だ。 

○訳注[†]   ガンディー(本名: モーハンダース・カラマチャンド・ガンディー)を  呼ぶときにしばし 

ばつけられる敬称「マハトマ」["偉大なる魂"]と  同様、「バーチャー」も敬称で、"酋 

長のなかの王"という意味。  本来の名前ハーン・アブドゥルガッファール・ハーンに対 

して、  バーチャー・ハーンとしばしば呼びならわされる。 

 

ムスリムの若い世代にとって、ハーンは素晴らしい、また驚くべきお手本になろう。しかし、今年 3月ロ 

ンドンの国会議事堂広場でガンディーの銅像がお披露目されたのに対し、バーチャー・アブドゥルガッフ 

ァール・ハーンのほうは、今の時代、その名を聞いたことがある人すらほとんどいない。1940年代、イン 

ドで宗派間の衝突によって国内がばらばらになりつつあった時代、この穏健なパシュトゥーンの大偉人は、 



非武装の男と少数ながら勇敢な女たち、計 10万の強者からなる「イスラム平和軍[‡]」を結成した。 
○訳注[‡]    「フダーイー・ヒドマトガール (Khudai Khidmatgar)」["神の信奉者"、 通称「赤シャ 

ツ」としても知られる]のことを指していると思わ  れる。  次節で述べられるデモ参 

加者が射殺された事件としては、多数の  フダーイー・ヒドマトガール構成員が犠牲者 

となった  キッサ・フワーニー市場大虐殺が有名。  なお、この節で筆者の言う「イン 

ド」とは、独立前のインド、  すなわち現在のパキスタンとバングラディシュも含めた 

インドを  指していることに注意。 

 
ガンディーと肩をならべて、バーチャー・ハーンは、大英帝国による占領からの解放と平和を目指した運

動をひきいた。ハーンの支持者は大規模デモで街路を埋め、同志の数十人が英国側に射殺されたときも、

復讐しないことを確認した。 

植民地支配する大英帝国側にとって、かくも強力で、かくも悪名高く、大いなる脅威と見なされたハー

ンは、煽動罪のかどでくりかえし投獄された。96年の人生の少なからずを牢獄で過ごし、高齢になってか

らもそこで拷問を受けた。 

ではなぜ、バーチャー・ハーンは人々から忘れ去られてしまったのだろうか? 

その理由の一つは、ハーンの同国人や行きすぎた狂信的ムスリムが、インド周辺地域史を自分たちのも

のとせず、外国の都合で塗り替えられることを許してしまったことにある、と言わざるを得ない。 

25年前に「冷戦」が終わって以来、西側諸国には真の意味で実在する脅威は存在していない。しかし、

「戦争」なくして、軍備の必要もない。私たちは新しい敵を必要とした。アフガニスタンでソビエト連邦

への主要な対抗手段としてムジャーヒディーン [イスラム宗教戦士]を配備していたものだが、その 10年

あまり後、西側(特にアメリカ)はイスラム過激派を公共の第一の敵と見なすことに速やかにしたのだった。 

イスラムは、世界の政治的枠組のなかで、共産主義にとってかわるものとなった。恐ろしくて、残虐で、

情け容赦なく、異質なものとして。そんな印象が政府やマスコミの類を通じて広められた結果、平和を愛

するイスラム教徒とは、矛盾語法として聞こえるようになったのだった。平和を愛するキリスト教徒、ヒ

ンドゥー教徒、シーク教徒、ユダヤ教徒はいくらでもいるというのに。 

戦争は儲かる商売であり、明白な敵が存在しない現代、「対テロ戦争」(つまりは「対イスラム過激派」)

が世界の兵器産業を潤している。現在 1年あたり 1.3兆[米]ドル (4.77兆[UAE] ディルハム)の市場価値

がある。愛らしい共産主義などかつて論外だったであろうと同じく、愛らしいイスラムなどもってのほか

だ。そんな時、バーチャー・ハーンのようなムスリムの平和主義の象徴は、金を動機に歴史を書きかえる

際、邪魔者でしかない。 

また、イスラム世界を細分化、弱体化している宗派主義の問題もある。それが現在、中東を覆う大混乱状

況の核心でもある。バーチャー・ハーンは宗派主義と闘い、ハーンが先導した運動はすべてを包込む、 

寛容性に富むものだった。 

もし世界の 16億人のムスリムが団結したら、どれほど強力なものになることだろうか。そうなっ 

たら、イスラエルは、大手を振ってパレスチナ人の土地を奪い、ガザで虜囚になっている民衆を攻撃し続

けることができるだろうか? 西側企業は、地域の天然資源を採掘して、地元の人々にその利益を還元する

ことなく、儲け続けることができるだろうか? [中東]地域にまつわる巨額の軍事支出が今後とも必要に

なるだろうか? 

これらからどういう結論を導こうとしているかお分かりだろう。「分断して統治せよ」とは、「アラブ

の友人」こと T・E・ローレンスが最初に使った表現であり[§]、中東で植民地支配への反乱勢力を抑圧

する(または少なくとも先延ばしさせる)有効な処方箋だと証明され、インドにも適用された政策だ。 

     ○訳注[§]    「分断して統治せよ」は、ローレンス以前にも、(英語圏に 限らなければ)少なくと 

も世界的には使われていた表現である。 たとえば、ゲーテ(18-19世紀)の箴言の一 

つに、「分断して統治せよ  政治家は叫ぶ。団結して率いよ、それが賢者の合言葉。 

」とある。 

 

バーチャー・ハーンが再発見され、イスラム世界が、自らの平和的なロールモデル、ムスリムのガンディ

ーたるイスラムの象徴的人物の権威を取戻すことが、私の望みだ。 
○『バーチャー・ハーン: イスラムの平和戦士』ヒースコート・ウィリアムズ作の調

査的詩。Thin Man Press より 2015年 6月 2日に出版、Amazon から入手可能。 

 
※ＴＵＰについては、以前この通信(もと機関誌)でもご紹介していますが、良心的な翻訳者の方々の集団で。

おりおりに貴重な国際情報を翻訳して届けてくださいます。 



事務局からのお知らせ・お願いなど 
 

 お陰さまで、沢山の方のお力を借りて移転は完了しました。 

狭いところへの運び込みのため、一度にはできず、少しずつ運んでいただいては片付け・・・を繰り返しま

した。狭くはなりましたが、大型パネルは本来の所有団体に返し、

積年の諸々は未練を断ち切って始末しま

したので、当方の所蔵パネル 616枚プラス

予備、そして絵画パネルは収まりました。 

4 月 26 日の事務所開きには沢山の方が

入れ替わり立ち替わり来て下さいました。

今もいろいろな方が訪れて下さる楽しい

事務所になっています。お近くにお越しの節は、どうぞお立ち寄り

ください。唯一の不安だった湿度。移転当初は、非電化工房の除湿

器でいけると思いましたが、最近のようなお天気が続いていますと

とても力及ばす、悔しいけれどエアコンフル回転という状態です。 

 

① この号から「機関誌」でなく「通信」にしました。当初から堅すぎる名称に悩んでいましたが、諸団

体のニューズレターと間違われないよう、この名前を使ってきました。このたび、改変いたします。

発行号数は継続しますのでこの号は「通信」60号になります。 

② 送付宛名の傍に貼っている小さな色丸シールは、2015年分正会員費ご納付済みの印です。 

③ 今号に、皆様に振り込み用紙を同封させていただきます。正会員費、賛助ご寄付金、また物販品代金

の送金にお使いください。 

④ 次号は、9月末に発行します。発送作業は 9月 28日を予定しています。近くの方のボランティア応援

をいただければありがたいです。場所は事務所。10時からフレックスタイムで。 

直前に変更になる場合もありますのでお越し下さる方は前日にでも、事務局へご確認下さい。 

Tel 059-229-3078または 090-1239-1410 または Email  syashinten@za.ztv.ne.jp へ 

⑤ 事務局は水曜日を定休日として、他の日は、基本的に在所です。が、土日はどうしてもいろいろな行

事があり参加することが多いですし、また一人事務所のため、平日も、郵便局や銀行に出かける時間

など不在になります。お越し下さる場合は、事前に電話などで予告下さるようお願いします。 

⑥ 年齢・体調を意識して、この事務局の仕事以外は手放したつもりなのですが、人手不足の「田舎」で

は割り切ることが難しく、ずるずると引きずっています。せめて新しいことには手をつけない、と決

意していた矢先、もろ地元三重県津市のこととして、このお届け通信の宛名用紙の裏面に記載のこと

が持ちあがりました。逃げることは許されないとの思いで、当事務局の支障にならない早朝ビラまき

などに参加しています。関心を持っていただき、全国からの応援がいただければうれしいです。 

 

★すでにお聞き及びと思いますが、フォトジャーナリスト広河隆一さんをテーマにした映画『広河隆

一 人間の戦場』(監督：長谷川三郎)の作成が時間をかけて進められてきましたが、最終段階に至

っています。7月に初号試写会が行われ、12月から劇場公開が始まります。その後全国各地での上

映がはじまります。当法人としては全面的に協力したいと考えていますので、お近くで上映会があ

る場合は、ぜひお出かけください。  この件、今後の「通信」誌上、ホームページで順次お知らせいたします。 

 

 

へ･ん･し･ゅ･う･こ･う･き 

市民運動のニューズレターは経費節減のためだと思いますが、サイズ(B5版)も使用文字も小さいものが

少なくありません。しかし、当法人のものは、「わが身を省みて」、文字も大きく行間も可能なら少しで

も広く・・・と意図しています。当方にもいろいろなニューズレターをいただきますが、なかなか読め

ません。ハードルは文字が小さいことなのです。伝えたい・受け取りたい双方の願いに適うには、ゆっ

たりした紙面作りのできる「経済力」がいるのかな、とちょっと悲しくなることもあります。(い) 

mailto:syashinten@za.ztv.ne.jp

