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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。 

◆60号から「機関誌」という名称でなく「通信」としています。本来内部情報誌ではありませんので。 

 

 

 

報道写真家とフォトジャーナリスト 
 

広河さんはご自分のことを、写真家でも報道写真家でもなくフォトジャーナリストと称される。 

字数制限の多い小さなミニコミをつくつている者としては 10 字分必要な「フォトジャーナリスト」よ

りも 5字で書ける「報道写真家」としたい誘惑もある。 

でも、何となく広河さんのご意向を憶測するつもりで「フォトジャーナリスト」を使ってきたが、そ

の意味を本当に分かっていたかどうか自分でもわからない。どう違うの？ という問いが当法人にも届

くことがある、その時その時、的確にこたえることができてきたと言いきる自信は勿論ない。 

 

 そんなとき、映画「セバスチャン・サルガド 地球へ

のラブレター」を観る機会を得た。 

名古屋上映のチラシを入手して、夏ばて最中ではあっ

たが、「これだけはどうしても観たい！」とでかけた。 

この NPO 法人にかかわらせていただいてはいても、写

真に関しては 120％も素人の私である。そんな私が、サ

ルガドの写真には深く心ひかれてきた。なぜかわからな

いまま、あの不思議な三角形ともいえる構図に観入り、

不思議な光に心を射られてきた。 

さて、出かけていく前にふと思いついて、何年か前、

東京都写真美術館でサルガド写真展が開催されたとき、

その会場で姜尚中さんと対談されたときのテレビを収録

したものがあったのを思い出して見直してみた。 

そこでサルガドさんは言っておられる 

 

「フォトジャーナリストと報道写真家は違います。ジャ

ーナリストは、単にそこに居るのではなくて、その対象

に全人間的にかかわる、カメラを持つ動機がそこにある

限り。写真を撮って、撮り終ったらそこを去る、という

のではないのです。」 

 

経済学者がふとしたきっかけで手にされたカメラ。レン

ズを通して対象を眺めることに心を奪われ、以来、飢餓のアフリカ、世界の労働者、環境・・あらゆる

テーマに飛び込んでいかれたサルガドさんは、社会の矛盾やひずみ、そこにおける人間のありようをド

キュメントとしてとらえていく・・・映画を観終わってすぐ、もう一度観たい、と思ってしまった。 

 そして、広河さんが、取材・発表にとどまらず、なぜそこまで、と思うるほど、取材した人たちのそ

の後にかかわり続けられる理由(わけ)が、少しわかった気になったのであった。 文責：宮西いづみ 
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こんな組み合わせの展示が、各地で始まっています。 

 

その 1 
従来は、パレスチナ、アフガニスタン、イラク・・・・というふうな地域・国別に展示されてきました。

近頃は・・・・主催者が定められたテーマに添って、写真を選択して、その気持ちの表現として展示す

る、というやり方をなさる主催者が少しずつ出てきています。 

それぞれ、全く自由でユニークな写真選択です。 

この夏、こんな組み合わせで展示された会場がありました。ご紹介します。 

 

開催地 テーマ 展示されたパネル 

三重・津  

戦火の下の子どもたち 

     １セット 20枚 

Af－26，28，29，36，42，60，70 

Ir－9，11，13，19，38，41，44 

P－38，49，129，196，201，202，204 

埼玉・鴻巣  

平和を考える親子のつどい 

     １セット 20枚 

Ac－4，14，18 

Af－12，18，56，68 

Ir－6，14，32，45，47，49 

P－23，26，42，89，114，192，202 

岡山・赤磐  

放射能に襲われる子どもの

いのち 

     １セット 20枚 

Ir－9，12，41，44    

Ch－88，110，119，128，132，156 

W－1，2，4，7，19 

F－9，12，32，35，36 

日本－ヒロシマの「貞子の折りヅルの像」の写真 

 

Acはアフリカコンゴ共和国、Afはアフガニスタン、Irはイラク、Chはチェルノブイリ、Fは福島 

Wは世界の核汚染、Pはパレスチナ。そしてそれぞれミニタイトルを付けてあります。 

 

これは一つの例です。ご利用写真は、写真見本カタログから自由に選んでいただけます。 

チェルノブイリやパレスチナは写真の数がとても多いので、もっともっと違った角度での選択もできそ

うな気がします。写真を選定するために、それぞれの実行委員会内で沢山話し合いをされ、そのことが

良い学習にもなったという報告もいただきました。 

「放射能に襲われる子どものいのち」のテーマにイラクが入っているのは、原発関連だけでなく、劣化

ウラン弾の被害もとりあげられたからです。 

今後も、広河さんの取材写真を、柔軟な感性で主体的に選択し、生き生きと展示してくださるといいセ

ットができるのではないかと思います。 

 

その 2 
もう一つの新しい試みは、チェルノブイリ事故や福島原発震災のようなとてつもなく大きな出来事を単

純に時系列(撮影年月日順)に並べるのでなく、いくつかの「章」に分けて、それぞれに詩を添えるとい

うやり方です。このアイデアに、津市ご出身の詩人萩邱子(はぎたかこ)さんが詩を作ってくださいまし

た。 

 

今のところ、まだチェルノブイリと福島のカテゴリーだけですが、おいおい他の分野のものも作ってい

ただける予定です。パレスチナなどは、「私自身がもっとパレスチナの歴史などを学んでから」と言わ

れていますが。 

 

写真と詩を組み合わせた展示、と言うのは、イメージしていただきにくいでしょうか。 

たとえば、こんな詩があります。(右頁)  従来のキャプションはそのまま使いながら、そこに当事者

の『思い』を添える、というくらいのお気持ちでいかがでしょうか。 

この夏の時点では、時間的ゆとりが無く、パソコン文字で掲出用のパネルにしましたが、できたら、「詩」

にふさわしい風情のある書体に、いずれはしたいと思っています。 



 

 
 

 

 

 



「フォトジャーナリズム展三重 2015 

～あなたに見てほしい写真がある～」を

終えて 
                   「フォトジャーナリズム展三重」事務局担当 眞弓千

重子 
 

 この国際的な写真展を、三重県津市で開催し始めて今年で 6 回目になった。開催に関しては様々な課題が

ある中、最大の難題は今年も開催経費。有料にしようかという議論を毎年するのだが、大都市でしか見られ

ない国際的な写真展を地方の若者にも「見てほしい」「気軽に足を運んでほしい」の思いを優先して今年も無

料公開とした。 

「第 11 回 DAYS 国際フォトジャーナリズム大賞展」に併設する当団体独自企画を、今年は「沖縄から考える

戦後 70年展」とした。会場の津リージョンプラザには、図書館や保健センター、イベントホールもありそこ

へ訪れる人達の立ち寄りもあり、来場者数は例年を超えた。初めての方も多く、「世界中でこんな大変なこと

が起こっていたのか」と衝撃をうけられたという言葉もアンケートには多く残されていた。 

 

どの方もじっくりと時間をかけて写真を見つめ、キャプションを読み、アンケートに丁寧に記入され

ていた。半日近く会場におられる方もあった。遠く県外から来られた方もあり驚いたが、そういう方の

ほとんどは『DAYS JAPAN』の読者や FB などで知った方だった。その事実に、この展が、もっと多くの

県で開催されたらなあ、そうすればもっと沢山の方にこの現実を伝えることができるのに、と思う。 

家族で来られて、父母や祖父母が子どもたちに説明をしながら見ておられる姿はほほえましかったが、

子どもたちの真剣なまなざしを見ていて「これ以上どこの国でも戦争はあってはならない」と強く感じ

た。「外国の戦争の写真を見ると、日本の戦争の時も同じやった。」と話しかけてこられた高齢の方もあ

った。「もう何十年も前から問題になっていたのに、まだこんなことが起こっているんやね。」と、女性

差別の強制結婚の写真に怒りをあらわにされた女性もあった。 

静かにご覧になっているので、傍へ行ってお邪魔をするわけにはいかないのだけれど、時折観覧者の

近くに寄るといろんな感想が投げかけられた。思わず誰かに漏らしてしまいたくなるほどの驚きや悲し

みや怒りを、どなたも持たずにはいられなかったのだろう。DAYS 展の写真には大きな力があると思う。

『DAYS JAPAN』誌で見るより、また、大きな映像で見るより、全紙や全倍の写真は訴えかけてくるもの

の質が違うと感じる。 

私たちは「フォトジャーナリズム展三重」と銘打っているが、まだ「フォトジャーナリズム」につい

てよくわかっていない。毎年 DAYS 展を開いて、いろいろな人の声を耳にし反省もしているのに、これ

から何をしていけばいいのかまだまだ模索中である。でも、来年も苦労しながら DAYS 展を開いて、そ

の中で考えていくような気がしている。 

今年の開催にあたりましては、この通信での呼びかけに応えて全国各地から温かいお志を寄せてくだ

さるかたがいらっしゃいました。郵便局まで出かけて行って振込用紙にご記入くださる、そのお気持ち

を受け取らせていただくとき胸が熱くなりました。ここにもご支援くださる方がいらっしゃる、という

ことを強く感じるのです。心よりお礼を申し上げます。ほんとうにありがとうございました。  



 

フォトジャーナリズム展三重の併催企画として 

沖縄の今につながる戦後史のふり返りを 

～「沖縄から考える戦後７０年展」～ 
                              実行委員  川辺一弘 
 

 「今年の独自企画は何にする？」と問われて、迷わず「沖縄から考える戦後７０年をやりたい。やる

べきではないか」と答えた。戦後 70 年の節目、各地で戦争展、戦後の歩みをふり返る企画はたくさん

開催されるだろう。でも、辺野古新基地建設に県民あげて反対の意志表示を明確にし、キャンプ・シュ

ワブのゲート前での座り込み、大浦湾でのカヌー隊の抗議（実行委員のメンバーも参加）を続ける沖縄。

一切それらを無視し暴力的に強行する政府と防衛省、海上保安庁の姿を見るに付け、本土（ヤマト）で、

沖縄の今につながる戦後史のふり返りこそ必要ではないかと思っていたからだ。 

  

1972 年に平和憲法の日本国に復帰することで

米軍基地の重圧と人権抑圧、アメリカのベトナ

ム戦争への加担から解決されることを願った。

それは実現したのか。否！。とすると日本国に

日本国憲法が適応されていると言えるのか。 

  1995 年の米兵による少女暴行事件とそれに

対する抗議の８万５千人の県民集会、それから

20年。何が変わったのか。考えれば考えるほど

「沖縄展」こそ、戦後 70年企画にふさわしいと

思った。 

フォトジャーナリズム展だから、「沖縄展」にどのよ

うな写真を展示するか構想はいろいろ広がった。ベ

ースにしたのは、沖縄県が 1997 年に発刊した冊子

「沖縄からのメッセージ」だ。それ以後の動きは、

沖縄の地方新聞などを利用した。実行委員のメンバ

ーが辺野古や高江で撮った写真があったので、それ

を今の沖縄を伝えるものとして展示しようと考えた。 

 浅見裕子さんの写真集「沖縄 道ジュネー 犠牲

と抵抗の歳月」の写真も紹介したいと思った。今の

沖縄の日常風景の中に戦後の沖縄の歩みが凝縮され

たショットがすばらしいからだ。４月になって、辺野古現地で市民が撮った写真展の開催を知った。問

い合わせると写真を貸してもらえるという。基地建設予定地のある大浦湾の海の豊かさを写した写真も

あるという。願ったりかなったりだった。 

 沖縄戦を抜きに戦後の沖縄は見えてこない。展示のスタートを沖縄戦においた。「捨て石」とされた

沖縄戦の位置づけは、戦後の日本政府にとっても常に捨て石であったことがふりかえってみると明らか

になってくる。難民収容所に入れられ、居住地や農地を米軍基地に奪われた戦後は、ヤマト（本土）と

まったく異なる苦難の始まりでもあった。 

 ２部構成にした。第１部は「写真と資料でみる沖縄の戦後７０年」とりあげたテーマにかかわる浅見

さんの写真をそこに展示し、今と重ねてとらえるようにした。第２部は「写真展～辺野古の今」として

辺野古写真展実行委員会の写真を展示した。第２部の展示をめぐって、行政の名義後援の取消問題が起

こることは想定外だった。これについては抗議と要望をしており、今後も不当性を糺していく予定だ。

来場者が沖縄展の写真やキャプションをじっくりと見てくれていた。若い海兵隊員が浜辺に座っている

浅見さんの写真を見ながら、「こんなこと初めて知りました。」という年配の方とその不合理について対

話した。写真を見つめながら歴史をふり返り、今の有り様を直視する企画を今後も続けていきたいと感

じた。歴史とその総括をフォトジャーナリズムとして構成していく試みは成功したのではないかと思う。 



 

2016年版も購入してください！  チェルノブイリ

救援カレンダー「母から子へつなぐ 命・希望」 
チェルノブイリ事故 10 年目から広河隆一さんの写真でカレンダーを作り販売してきました。おかげさ

まで毎年大きな収益が生まれ、子どもたちのための救援費となっています。事故から 30 年、福島原発

事故から 5 年目の 2016 年のカレンダーはどうしようか？相談の結果、割と早い時期に中心となる写真

の主を決めていました。それが、ナターシャ・コンツェベンコです。 

今年 2015年版も表紙はナターシャ親子でした。それなのにまた 2016年もナターシャ？と思われる方も

いらっしゃるかも知れません。 

ご存じと思いますが、福島では小児甲

状腺がんが多発しています。どんなにか

被ばくした子どもたちや親ごさんたち

は不安なことでしょう。 

ベラルーシで甲状腺がんを手術した

少女が成人して、結婚後、親になってい

る姿を見てもらえば少しでも励ましの

メッセージになるのではないか。彼女は

13歳のときに手術を行い、15歳のとき、

チェルノブイリ子ども基金・奥羽支部の

招待により来日しています。当時（1998

年夏）の写真もカレンダーの最後のペー

ジに、小さいですが載っています。また、

滞在中の大部分を過ごした岩手県奥中山教会の写真も載っています。お母さんと共に約 1か月、文字通

りの保養をしたのです。帰国後、毎日が夢のようでした、という手紙を送ってきています。 

 

以下は子ども基金のニュースレター（No.35）に掲載した奥羽支部の人たちの声； 

◆海で泳ぐのは初めてとのことで、一日中三陸海岸で遊びました。海の水はしょっぱい、波がある等、

生まれて初めての海水浴に夢中でした。浜できれいな石を拾い、パパのお土産にと沢山持って帰り

ました（Kさん）。  

◆私は、もっと大きくなって、電車に乗って、飛行機に乗ってベラルーシに行ってナターシャに会い

に行きます。私が行くまで病気に負けないで元気でいてほしいです。私は、募金やバザーをする人

のお手伝いをして薬を届けてあげたいのです（Yちゃん～6 年生）。 

Y ちゃんはその後、ベラルーシに行くことができたでしょうか？もしかしてまだ行ってないかも知れま

せん。広河隆一さんは何度もベラルーシの取材に行き、元気に過ごしているナターシャに会っています。 

K さんの感想を読んで、沖縄・久米島の保養施設「球美の里」に来る子どもたちと同じだ、と思いまし

た。違う点は、海がないのではなく、海はあるのです。あっても久米島に来て、初めて海に入るという

小さな子どもたち、前には入ったことがあるけれど、今はプールしか入れないという子どもたち～久し

ぶりの海水浴にはしゃぎます。福島の子どもたちもお土産にと石や貝を拾って帰ります。その福島の子

どもたちの写真もカレンダーに掲載しています。ナターシャの今のように、みんな元気に大人になって

ほしい、と心から願わずにはいられません。     文責：チェルノブイリ子ども基金 向井雪子 

 

購入方法  同封のちらしをご覧ください。申し込み先を記載しています。「チェルノブイリ子ど

も基金」／当法人事務局＝「広河隆一写真展事務局」、どちらからでもお求めいただけます。 
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以前この通信(元「機関誌」)には、「発言・表現」という読者の皆さまからの投稿で作る頁がありま

したが、ご投稿が途切れるままにその頁も無くなっています。今回賛助会員さんからこんなご意見が届

きましたので掲載させていただきます。この問いかけを皆様と共有したくて・・・・。 

 

福島菊次郎さんの写真デジタルデータ化について思う 
賛助会員 中尾進 

  

7 月 12 日付「中国新聞」に、報道写真家の福島菊次郎さんの 20 数万枚ものネガがデジタルデータ化

されることになったという記事が掲載されました。 福島菊次郎さんのネガをデータ化するのは東京の

「共同通信イメージズ」という会社で、記事によれば「9 月をめどに主なネガの画像処理を済ませ、運

営するホームページで有償提供する予定」とのことです。ようするに民間企業が福島さんのネガを借り

受けてデータ化し、写真を使いたい場合はこの会社にお金を払ってデータをインターネットからダウン

ロードするということになります。 

 お金を払って写真を買うということ自体は、現代が資本主義社会

であるということ、写真家の知的財産権保護の観点から言えばべつ

におかしいことでもなんでもないのですが、それでも何か私にはひ

っかかってしまうのです。これまでもさまざまな現場で闘ってこら

れた方々の魂を揺さぶり続けてきた福島菊次郎さんの写真をいか

に保存していくのかという問題は、福島さんが現在 94 歳の高齢な

だけに切実な問題としてあったと思います。 

 福島さんのネガを今後は誰が保管していくのかについてはさま

ざまな意見があると思います。私は東京の民間企業でなしに、なに

かしらの公的機関が保存していくべきだと思っています。日本はオ

リンピックという国策事業には何千億ものムダ金をつぎ込みます

が、写真ネガや地域の文化資料の保存といった文化事業の振興のた

めに予算を組むということについてはまるでお粗末な国です。公共

図書館も民間委託が進んでいて、最近では佐賀県武雄市がツタヤに

図書館運営を委託して、誰も読まない古書を大量購入していたこと

が問題となりましたね。 

 福島さんの地元の山口県には、宮本常一の残した資料を保存・研究している「周防大島文化交流セン

ター」があります。そのような機関が菊次郎さんの写真を保存していくのがもっともよい道だったので

はないか。そんな気がしてなりません。 

 

 

 

この問題は、当法人事務局の問題でもあります。現在維持管理しているのは、紙焼きした写真をパネルにしたものです

が、併せて一部、写真データそのものをお預かりもして、チラシやポスターの作成用に提供しています。紙焼きした写真

は、歳月による劣化を避けられないいわば消耗品ですが、それでもかけがえない歴史的資料だと思っています。それを資

金･人手不足が常態化している小さな NPOで維持管理するのは、手に余る任務だと感じています。 

かといって・・・・この日本に、この任務を誠実に担ってくれる公的機関があるでしょうか。信頼しきれない気持が事

実です。たしかに、公的機関は資金も人手も NPOとは比すべくもなく潤沢だとは思います。しかし公的機関は、いわば体

制権力の事務局です。そこに、体制権力と対峙する取材データの維持管理を委ねることが、私は怖いのです。不安なので

す。「市民による行政監視」という手はありますが、それはあまりに非力なものでしかありません。そのような不確かな

ものに依拠する勇気もないまま、中尾さんのまっとうなご指摘にたじろいでいます。 

命と、時間と、半端じゃない取材経費をかけられた取材データを、広河さんは「平和と反核のためなら」と無償で提供

してくださっています。その広河さんは、「人々の知る権利に背中を押されて権力に立ち向かっていく」と言われます。

本当のことを知りたい、とその背中を押す者こそが取材されたものを守るべきだと、私は思うのです。 

中尾さんが投げかけて下さったこの大切な問いを、皆さんと共有したい、共に考え続けていきたい、答を見つけたいと

思います。ご意見をお寄せ下さい。                    事務局・宮西いづみ(2015.9) 

   



開催情報   前号以降から年内 9/20確定分 ●印は実施済み 
 とき ばしょ 趣旨・テーマなど 分野 

● 7/16-22 兵庫・伊丹･ﾗｽﾀﾎｰﾙ 平和パネル展 Ch Af Ac Ir F P 津波 

● 7/31-8/2 三重･津・ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 津平和のための戦争展 戦火の中の子どもたち 
● 8/5-7 大阪・泉佐野・市民交流ｾﾝﾀｰ 2015泉佐野平和展 F 
● 8/8 埼玉・鴻巣・生涯学習ｾﾝﾀｰ 平和を考える親子の集い 2015 Ac､Af ､Ir ､P 
● 8/11-16 東京・世田谷・美術館 世田谷平和美術展 Ch の子どもたちの絵 
● 8/16-21 山口・下関・シーモール 第 34回平和のための戦争展 F 

● 8/22 東京・新宿･ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ 平和の集い Ir 
● 8/22-23 岡山・赤磐・市図書館 第 17 回エコメッセ 放射能に襲われる子どもたちの

いのち 

● 9/8-13 愛知･刈谷･市美術館 第 38 回三河平和美術展 Ch 

 11/16-20 東京・中野区役所･区民ホール 平和企画展示 戦下の中の子どもたち 

写真展を開催してくださる方の多くはリピーターで、新しいところへ拡げていきたいと願ってはいます

が、なかなか具体的な動きにならないのが現実です。そんなとき、「未来の福島こども基金」のニュー

ズレターに当方のチラシを同封していただいたことがきっかけで、パルシステム東京という生活協同組

合の平和活動として綿井さんの映画「チグリスに浮かぶ平和」の上映会場で広河さんのイラク写真を展

示してくださいました。なかなか盛況だったようです。会場写真を送っていただきました。ご覧くださ

い。 

使われているイーゼルは、当事務局からお貸しして

いる物です。皆様もどうぞご利用ください。 

 いずれもパルシステム展会場で ↑→ 

事務局からのおしらせ・お願い 

①パネルご利用料金の暫定割引  事務局移転に伴い、

運営経費を多少おさえることができる見通しが出てきましたので、ご利用料について理事会で検討中です。

新価格の適用は来年になると思いますが、移転後、暫定的に、１セット１日 1000円の割引をさせていただ

いています。 

② パネル送料はご利用者の実費負担でしたが、事務局からの距離によって差が大きいことは不本意ですの

で、往路分だけですが全国一律 1荷 1500円にしました。業者払いとの差額は事務局で負担いたします。 

③ 前号に郵便振込用紙を同封させていただきました。沢山の方からご芳志をおよせいただきましたことに

心からお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

④ 当事務局では、広河講演の窓口としては対応していません。広河さんに講演をお願いなさりたい場合は、

広河事務所にお問い合わせください。Tel :03-5376-7898 

⑤ 今号に同封させていただく写真パネルご利用案内のリーフレット、あなたの近くのイベント会場での配

布、ニューズレターに同封などが可能でしたらぜひお願いいたします。広く広報したいと願っています

ので。 

(続く)   ※ この続きは、送付用宛名の書いてある用紙の裏面に記載しています。ご覧ください。 

 



(お知らせ続き)  「通信」送付者宛ての増頁です。 

 
10 年ほど前になるでしょうか、いかなる「国策」だったのか、お役所主導で B 紙が A紙に急速に切り替わっ

ていき、市民運動などが買いこんでいた B4 用紙や B5 用紙が、未使用のまま、とり残されました。拘って使

い続けていても、やがて需要の多寡が価格に響き、サイズは大きいのに B5 より A4 の方が「安く！」なり、

中途半端に残った B紙は行き場を失いました。「あなたのところなら使ってくれるでしょ」と持ち込まれ預か

っていましたが、事務所が狭くなって以来置き場に苦慮していました。 

それで、今回、それをアドレスシール代わりに使いました。 

封筒も、従来のクラフト封筒(茶色の紙封筒)よりクリア封筒の方が安いので使っていますが、中味の記載が

丸見えだから、配達人さんにとっては、宛名を読み取りにくいだろうなあと申し訳なく思っていました。そ

れで、今回(多分今回で残余紙を使い尽くします)だけこんな方法にしました。 

B5 サイズの紙 1 枚。宛名だけではもったいないので、この裏面に、事務局からのご連絡事項を書きました。

大切なことも記していますので、捨てないでお読みください。 

 

 

事務局からのお知らせ(「通信」P.8 の追記) 

 

◆宛名の傍に貼ってある小さな橙色の丸シールは、2015年正会員費納付済みの印です。あ

りがとうございます。 

◆正会員さん以外にも、写真パネルのご利用、賛助寄付金やもろもろの使途指定ご寄付、

行事や日常的な作業へのご協力など、この法人は多くの方に支えられています。その方々

に「通信」をお送りしています。お名前の公表が何かとトラブルのもとになる時代にな

ってきましたので控えていますが、心から感謝しています。 

★「広河さん」をテーマにした映画・『広河隆一・人間の戦場』が、今年 12 月新宿 K’s シ

ネマを皮切りに公開上映が始まります。事務局に近い名古屋では、来春草々に名古屋で

も名古屋シネマテーク」での上映が決まっています。この日程に合わせて、当法人の総

会を、来年は名古屋で開催しようと思っています。正会員さんだけでなく沢山のご関係

の方と、この名古屋上映を鑑賞したいと考えての企画です。日程決まり次第、詳細をホ

ームページの「おしらせ」に UPします。 

★来年 2016 年は、チェルノブイリ 30 周年です。世界にこれ以上の記録はないと言える広

河さんのチェルノブイリ取材の写真展を各地で開催していただきたく、特別セットを特

別価格で提供しようと準備中です。詳細は次号でご案内します。2016年中の、＜広河隆

一・チェルノブイリ取材のすべて写真展＞の計画を始めてください。 

 


