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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。 

 

 

 

来年はチェルノブイリ 30周年です 
全国各地で、広河隆一チェルノブイリ写真展を！ 
30周年事業として、特別価格でパネルをご提供します 

 
 この NPO法人の前身は、埼玉県で、チェルノブイリ事故直後、この事実を伝えようとして生まれた

「チェルノブイリと核の大地 広河隆一写真展事務局」でした。1986年の大惨事が日本にもようやく

伝わり始めてきた 1991 年のこと。そのことを知って日本各地で立ち上がった市民による救援活動を

広河さんの取材写真はけん引しました。 

  あれから 30年、その頃の写真は少し褪色しかけています。それだけの年月が経ち、人々の記憶か

らも遠去かりつつあります。でも、現地の実情は、1991年ごろ広河さんがよく言われた「今、生きて

いる私たちがみんな死んでしまっても、この悲劇は続くだろう」という予言を的中させています。 

忘れてはならない 20世紀の科学信仰の罪を伝え続けていきたい、30周年がひとつの分水嶺になる

気がします。ぜひぜひあなたの身近かなところで写真展を開催して、知らない人、忘れかけている人

に伝えてください。そのために、特別な価格設定でパネルを貸し出します。 

 

30周年「勿忘!」の思いこめての、貸し出し条件 
・2016.1.1～2017.3.31までの開催分  

・予約・申し込み受け付けは、2015.12.20から  

・内容   広河さん取材のチェルノブイリ写真のパネルと補助パネル(広河プロフパネルも含む)  

        パネルの選定は、基本的に事務局でする。 開催者に「カタロク」は提供するので、どうしても  

       この写真はという希望はお聞きし考慮する 

但し 同時期開催の他所と重なった場合は事務局で決定。  

・貸し出し条件(特別価格)  

  (A)20枚セット＝1梱包      公開展示 1-2日間の場合  5000円 (含：往路分送料) 

                                   3-7日間の場合 10000円 (含：往路分送料)  

  (B)40枚セット＝2梱包     (A)の倍額  

 ・その他条件  

  ① 返送分の送料は、主催者負担 

② 会場に「チェルノブイリ子ども基金」募金箱を設置すること。募金箱設置が無理な会場の場合、 

振り込み用紙挟み込みのパンフレットを、来場者に積極的に配布する。 

  ③ 募金協力を訴えるために、「現在まだ、チェルノブイリ救援が必要である旨のメッセージパネル」 

を掲出する。        その他については当事務局にお問い合わせご相談ください。 

mailto:syashinten@za.ztv.ne.jp
http://hirokawasyashintokaigaten.jimdo.com/


２０１６年総会に先立ち、理事会で決定した事項 

 
  

２月７日に総会を開催  記念行事は映画観賞 賛助会員さんもどうぞ 

◆ 2016年総会は、名古屋で開催します。 

◆ 総会後、記念行事として、広河さんの映画(右頁参照)が、名古屋シネマテークで上映されるのを、

ご一緒に鑑賞したいと思っています。この日、広河さんも来名の予定です。 

◆ 総会は、正会員さん以外の方も出席していただけます。議決権はありませんが、当法人の活動決

算などをご覧いただき、自由にご発言もしていただけます。 

★場所   名古屋国際センター和室 

★時間   10時～12時 総会と昼食 その後、シネマテークへ移動(地下鉄)  

  

   (1) 会場アクセスは、この「通信」をお送りする宛名用紙の裏面に記載しています。 

(2) 正会員さんへは。事前に議案書を送ります。出欠返信をお願いします。 

(3) 正会員以外の方は、総会出席のご意向を、宛名用紙の裏面に記載の FAXで連絡、または

同事項を電話にて、１月末日までにお知らせ下さい。             

 

 

 

2016年からのパネルご利用料を改訂します 
 
◆ 20枚 1セット  1日利用  5000円      複数日利用  4000円×開催日数   

      0.5セット、1.5セット以上の場合 比例した増減額  

      開催日数 8日以上 １割引き      開催日数 20日以上 別途ご相談  

◆ パネル送料  往路分 一律１荷 1500円   

          実費との差額は事務局で負担します。  復路分は主催者が実費負担  

 

 ※絵画パネル利用料は変更はしない。   送料のみ写真パネルの変更に準ずる 

 

 

 

チェルノブイリ３０周年記念 広河取材写真パネルの特別貸し出し 

 
◆ チェルノブイリ 30周年 チェルノブイリパネルの特別貸出しについて、表紙(P.1)のご案内を 

お読みください。そして、積極的なご利用をお待ちしています。 

◆ この件をお知らせするチラシを別途作成し、広く配布したいと思います。 

各地のイベントでの配布の機会や、いろいろなニューズレターなどの同封できるところをご紹 

介ください。 

 

 
 

◆その他事業計画につきましては、総会終了後、次号「通信」(63号・３月末発行予定)でお知らせ 

します。 

 



 
 

広河さんが被写体の映画 
ができました！ 

 
・12月 19日(土)から、 

 新宿 K’s シネマで 

・1月横浜 

・2月名古屋 
その後各地で劇場上映 

 

当法人は、この上映の応援団にな

っていますので、全国共通の特別

招待券を預かっています。当法人

にご関係の方に、おわけできます。 
  

2月 7日(日)当法

人の年次総会に

合わせて、名古屋

シネマテークで

の上映が決定！ 

広河さん講演も。 
 

詳細は、左頁とこの通信送付

をお送りする宛名用紙裏面

の、総会案内をご覧ください 

 
 

『広河隆一 人間の戦場』公式 facebookページ 

https://www.facebook.com/ningennosenjyo/?sk=photos 

『広河隆一 人間の戦場』公式 ホームページ http://www.ningen-no-senjyo.com/ 
 

 
フォトジャーナリストとしての広河さんの濃厚な 70年が 98分に圧縮して描き出されます。そのため、 

完成前の先行試写会のあと、「ナターシャ・グジーやキファやメルバットが出て来ないのはなぜ?」とか、

「もっとあのところも描き出してほしかった」などの声も聞こえましたが、ナターシャ・コンツェヴェン

コに関することにかなりフィルムを使われていることに、「的確な保養をさせてあげれば、被曝しても子

どもたちは生き延びることができる」ということを、広河さんは、今一番伝えたいのではないかと、私(当

法人事務局の宮西)は受け止めました。 名古屋の後、大阪、神戸・・・・とロードショーが続きます。 

お近くでの上映がありましたら、全国共通の特別招待券をお使いください。お送りします。 

https://www.facebook.com/ningennosenjyo/?sk=photos
http://www.ningen-no-senjyo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

今号にみな様宛のアンケート葉書を同封します。返信＝ご回答をお願いします 
 

返信〒代は事務局負担になっていますので、ど

うか必ず返信をお願いします 

設問は、今後もこの「通信」をお送りし続けて

いいいかということ①と②だけです。 

すでに申し上げていますように、現事務局長

が老病のため交代して下さる方を募っています。

お引き受けいただくために、現状の「仕事」を

なるべくスリムにしておきたいのです。(新しく

引き受けて下さった方が、また拡大発展させて

くださるのはご自由です)  その一つとして、お

送りする通信を、もしかしたら、「ほしいと思っ

ていないのに・・・・」と思っておられる方も

おられるのではないか、と思いお訊ねさせてい

ただきます。どうぞご回答をお願いします。 

    

  不出来ですが、ホームページも開設してはいますので、それをご覧いただければ「通信」

も毎号、送付より少し遅れますが UPしていますし、最新の開催情報もご覧はいただけるので

すが、インターネットをなさっていない方には、この「通信」が大切な情報提供のツールで

あり、事務局との絆だと思っていますので、今後も送らせていただければうれしいです。 

 

ついでに在庫書籍の特価販売のご案内を載せていて、紙面作りのミスで、そちらのスペ 

ースが大きくなってしまっていますが、よろしければご注文ください。特別価格になっ 

ています。そして送料も支払い送金手数料事務局負担にしています。 

 

事 務 局 か ら の お 願 い で す 。 

ご 回 答 を お 願 い し ま す ！ 



パレスチナの頁 

♢パレスチナの女性が作る「アシーラ石けん」の今♢ 
 

アラブの春以来、中東を取り巻く情勢は混迷を深め、とりわけ昨今の IS の台頭は世界の注視を集めてい

ますが、その一方で、パレスチナ問題はなくなったかのように、取り上げられることが少なくなってしま

いました。 

時折、イスラエル軍とパレスチナの若者の悲しいまでの力の差を見せつけられるくらいでしょうか。 

パレスチナの母親は、どこかで投石やデモなどがあると、わが子が加わっていないかと連れ戻すために必

死で探し回るそうです。けがなどの心配ばかりではなく、イスラエルによって裁判なしに投獄されること

は始終あることですから、親としては気持ちが休まることがないでしょう。 

一方、デモや投石などに加わる若者たちは占領による閉塞感をどこかにぶつけずにはいられないというこ

とでしょう。 

 

♢アシーラ石けんを作っている女性たち♢ 

彼女たちも母親です。デモに行っているかもしれない子どもの心配

をしながら、家事をし、ささやかでも生活費の足しにするために石

鹸作りに出かけます。 

アシーラ女性組合（ベツレヘムの難民女性たち）が作っている無添加のオリーブ石け

ん（アシーラ石けん）を日本で輸入・販売をするようになって６年たちました。初め

のころは、その品質の良さで、思いのほかよく売れていました。 

女性たちも頑張って、従来のアシーラ石けんにパレスチナで採れるハーブ（タイム、カモミール）や、[死

海のミネラル塩]などを加えた３種類の新製品を開発しました。日本ではその中の「死海のミネラル入り」

の石けんを従来の石けんと共に輸入することにしました。 

アシーラ女性組合でも世界的な不況、特に EU諸国の不況のあおりで資金援助が減りました。 

原料のオリーブオイル調達の資金繰りに苦労することが恒常的で、女性たちへの給料の支払いもしばしば

滞っています。原材料費を含む物価高のため、石けんの価格もしばしば値上されています。 

 

♢石けんの日本での売れ行き・・・ご支援のお願い♢ 

 

日本側では、現地の価格値上げと急激な円安のダブルパンチで輸入コストが高騰したため、石けんの販売

価格を見直さざるを得なくなりました。それに加え、その後の東北の震災、国内の沈滞ムードなど悪条件

が重なり、販売量は目に見えて落ちています。 

世界から見放されていると思って嘆いているアシーラの女性たちをもう少し元気づけたいと思っていま

す。ネットでも購入できます。http://www.friends-aseela.net/ この URLの「ショッピング」から購入

できます。因みに オリーブオイルだけの従来の石けんは１個 700円・死海のミネラル入りは１個 840円  

送料は別途ご負担ですが、5,000円以上のお買い上げは送料無料です。 

ご注文は 電話・FAX：045-894-0763 でも注文できます。 

「日本ではパレスチナのことを忘れていないよ！」と、彼女たちへのメッセージになります。 

ご支援をお願いします。            

フレンズ オブ アシーラ      山田雅子 

 

http://sunbula.org/products.php?id=1b65ay112218Y1b65a
http://www.friends-aseela.net/
http://sunbula.org/products.php?id=66288y418440Y66288


 

DAYS JAPAN写真展 in名古屋について 
  

みなさまのおかげで、11回目の写真展、入場者数１０５０人ほどで、終了しました。ありがとうござ

いました。まずは、今年実行委員に参加した高平紗弥果さん（24歳）の感想です。 

 

 

「意志ある表明を」それが今回、実行委員として写真展に関わり、心に抱いた気持ちでした。 

委員会に参加した当初は、周りの人の意見がはっきりしていて尻込みしました。何かを話そうにも

意見も無ければ知識もなくて何も喋れない。何も分からない。「私、場違いだったかなぁ」と感じた

ことも度々。ですが、1年 MLを受け取り、委員会に参加して、ようやくほんの少しだけ以前よりも世

界が見えるようになった気がしています。 

そして、分かったことがひとつ。物事を理解するには時間がかかる。慣れるにも時間がかかる。で

も、一度世界に足を踏み入れたら進み始めるのはきっと難しくない。断片的にでも話の内容が分かる

ようになれば自分の意見が出来てきて、人の意見を聞きたくなり、もっとそれについて知りたいと思

う。ようやく 1年かけて、そのモードに片脚を踏み入れられた気がします。 

今回の写真展の中で個人的に印象に残ったのはワニ皮の写真でした。もっと詳しく言えば、以前に

DAYS JAPAN 4月号で取り上げられた、ワニ皮、ミンク毛皮生産の特集です。目にした写真があまりに

衝撃すぎて、しばらくその事実を信じられませんでした。生命を素材として使い捨てる様子は、「あ

りえない」の一言に尽きますが、実際それはありえている訳で。無知とはこんなにも罪なものかと自

身を恥じました。 

そして、「知らない」は「何もしていない」のではなく、「沈黙の承認」をしているのだと気づきま

した。そこに意志があってもなくても意味は大して変わらず、「反対していない」という事実が全て

だと。今まで「世界について知りたい」そう思ってきましたが、世界を知るというのは、世界の国々

の状況を知るのではなく、そこから「地球に生きる自分の立ち位置を知る」という方が本来の意味に

近いのかもしれません。報道されなければ「ない」のも同じ。それを「在る」ものとして顕在化させ

る DAYS JAPANという雑誌の偉大さを私は初めて感じることが出来ました。 

また、デモのような市民活動や専門家としての研究活動のように真正面から問題にぶつかっていく

取り組み方だけでなく、書物を購入する、ネットで調べる、DAYSのようなイベントに参加するなど、

様々な意思表明や参加・応援の仕方があって、それがまっすぐに「問題をどうにかしたい」という大

義でなくても、「頑張っている友人を応援したいから」「友人が興味関心を抱くもの何なのかを理解し

たいから」「ちょっと気になったから」、そういう些細なことでいいのだと思った。 

自分の関わりたいときに、関われる方法で関わっていく。それでいいし、それが大切なのだと写真

展に関わる人を見て感じました。何かしたいと思ったときに、想いを共有できる人がいて、想いを行

動にする場所がある、その環境の存在が何よりもまずは大事。DAYS写真展はその 1つの形であると 5

日間の写真展で感じました。 

 

 

事務局として私がかかわりだしてからは、会場はずっと名古屋国際センターです。名古屋市の後援

を受けていますので、会場費が半免になります。経費の 4割近くかかるのは、写真を貼る壁造りの費

用です。写真が立派なので、展示する壁が大事になります。これは、とても良心的な作業をしてくだ

さる専門業者に依頼しています。 

実行委員会が一番力を入れているのは広報です。チラシ作製は、デザインソフトが使える若者が毎年

ネット印刷で 3万部作ります。チラシを拡大したポスターも地下鉄国際センター駅改札口に掲示しても

らっています。国際センターさんとは長いつきあいになりますので、外国人向けの情報誌に英語・ポル

トガル語の広報も載せてもらっています。 



写真展全体でかかる経費は、約 80万円ほどです。そのうち 30万円ほどを毎年多くの方々から賛同金

としていただいています。残りは、入場料金（５００円）と会場カンパや物販利益から出しています。    

開催期間中は、ボランティアの方々に助けてもらっています。名古屋のボラみみというボランティア

情報誌を通じてのボランティアや実行委員の友人知人、以前実行委員だった人などが協力してくれます。

昨年からは、会場でも次年度ボランティア募集をしています。   

数年前から始めたフェアトレード商品の販売は、世界の現実を知った来場者の方へ、買い物をするこ

とで国際貢献することもできるというヒントです。オゾンさんの協力で委託販売させてもらっています。

この商品を買うのが楽しみで来場してくださる方もいます。 

ビッグイシューさんとの協働も数年前から始まりました。写真展を出会いの場とも考える私たちは、

多くの市民団体のチラシを受け入れ、前日準備の挟み込み作業は定番です。 

また、今年は、DAYS大賞以外にも、今話題になっている沖縄問題を提起するために、長年取材して

いる浅見裕子さんの特別展示「米軍のいすわる島 沖縄」をさせてもらいました。 

 

７０年間も外国の軍隊が駐留することの異常さに気がついて欲しいというのが狙いでした。 

そして、制圧者の一員である兵士だが、実は彼らの命も「コマ」に過ぎない、戦争を続ける国の若者

の悲しさを、彼らが体に刻んだ「刺青」をとおして伝えたかったのです。 浅見裕子 

 
 

最後に、学生の実行委員の感想です。 

 

 

この写真展は、もともとは Twitterで知りました。 

また、DAYSも定期購読しており、大学の図書館にも置いてあるので、身近なものでもありました。 

ゼミが、地域開発・国際関係の専門であることから、よく Twitterや書籍からも情報を得るように 

しています。その情報源として、最も観るものが DAYS JAPANです。 

写真は、真実を伝えるのにとても適していると言えます(沖縄戦の白旗の少女のように、時に写 

 真は嘘をつく、という話もありますが...)。そして何より、圧倒的にわかりやすいところにあると 

思います。辛い写真も多々展示されていましたが、多くの観覧者のかたが真実をその目で見たので 

はないかと思います。  

ただ、僕と同年代の観覧者があまり見られないのが少し寂しい気持ちになりました。 

同年代にこそ、観てほしい。現実から目を背けないでほしい。その思いで、今年の大学祭では 

DAYS JAPANのミニ写真展を開催する予定です。 

もちろん、来年の名古屋の写真展にも、より多くの学生が訪れることを願っています。 

 昨年 2014年は、観覧者としての参加でしたが、写真展を観て、ぜひ多くの人に真実を伝えるこ 

とができればと思い、今年は実行委員として参加しました。しかし、他の予定と重なってしまい、 

最後の 2日ほどしか関わることができなかったのが本当に残念でした。 

来年は、ぜひとも全日参加したいと思っています。 

 写真展を通して、多くの人がこの地球上で起こっていることを知り、明日からの行動を変えて 

いけたらいいですね！                      中村 空慈 

 

  

 写真展は、DAYS JAPANを知るきっかけに、世界の現実を知るきっかけに、と続いていますが、実

は、もう一つ、実行委員やボランティアとしてかかわる者が、変わり、動き出すきっかけにもなって

います。 

実行委員から羽ばたいて、各地で活躍している若者たちを眩しい想いで見ている私は、年取ったんだ

なあ・・と思うのであります（笑）        「名古屋展」事務局責任者・半田博子 



 写真展・絵画展情報   前号ご案内以後～現在確定分まで 

   F=福島 Ch=チェルノブイリ Af=アフガン Ir=イラク P=バレスチナ  W=世界の核汚染 

 

 

 事務局からの連絡 併せて 編集後記 
 

宛名用紙のお名前の傍に貼ってある色丸シールは、2015年正会員費納入済みのしるしです。今年度分未納

の方は年内にお振り込みくださるようお願いします。 

正会員さんには、1月半ば過ぎに、2016年総会議案書お送りいたします。 

 

過去５年間に写真パネルをご利用いただいた方、３年以内に賛助寄付金（カンパ等）をいただいた方、そ

の他お世話になった方を「賛助会員」さんとして、この「通信」をお送りしています。議決権はありませ

んが、総会にご出席いただけます。2016.2.7の総会にご出席希望の場合、宛名用紙の裏面に、必要事項を

ご記入の上、ＦＡＸで事務局までお送りください。 あるいは。同事項目を電話・メールにてお申し越し

ください。 TEL/FAX  059-229-3078 メールアドレスは syashinten@za.ztv.ne.jp 

 

★総会の場所、名古屋上映会場、当日の時間割なども、宛名用紙の裏面にご案内しています。 

 

非核・平和を願う市民にとって、大荒れの一年でした。皆様さぞお疲れと思います。安保法制も秘密保護

法もとりわけ辺野古に関しては厳しさもひとしお。当法人の理事の一人も辺野古に行きっ切り。那覇に家

も借りて、日常の大半を沖縄暮らし。本名は伏せて「トミー」という名でカヌーや抗議船に乗って闘って

います。あちらで「トミー」に会われたら、声をかけてください。 

 

広河さんが「球美の里」の理事長を降りられ、後を任されたのが、当法人の理事・向井雪子さん。埼玉時

代の写真展事務局の設立にかかわり、その後「チェルノブイリ子ども基金」の責任を担い、現在は代表理

事。当法人としても欠かせない強力な理事のひとり。３足のわらじ！です。 

 

地方都市に事務局を置いていますと、東京などでの市民運動とはかなり遠いのですが、それでも、「地方」

なりに市民運動の展開はあり、当事務局も何かと慌ただしく、至らないことの多かった今年でした。 

 

そんなこんなで、理事や事務局の力不足を補って下さる方が周りに居て下さり、支えられて今年も最後の

「通信」をお送りできることを感謝しています。どうぞ来年もよろしくお願いします。 

 

次号は、3月半ば発行の予定。発送作業をお手伝い下さる方、日時をお知らせしますのでご連絡ください。 

 開催日 場所 分野 趣旨・テーマ 主催者 

 

 

事 

業 

終 

了 

10/31 三重・名張・市武道館 F 「日本と原発」上映会場で 実行委員会 

11/2-4 
大阪・泉佐野・下瓦地域文

化センター 
Ch・F 下瓦屋地域文化祭 実行委員会 

11/16-20 東京・中野・区民ホール 
Af ・

Ir・P 

平和企画展示「戦火の中の

子どもたち 

中野区政策室企画分野

平和国際化担当 

11/20-29 
長野・上田・ルヴァン信州

上田店 
P うえだ平和映画祭併催 実行委員会 

11/22 三重・津・サンワーク津 F 「日本と原発」上映会場で 市民有志 

11/25-28 京都・京都・京都 YWCA P パレスチナの子どもたち 京都ＹＷＣＡ ブクラ 

12/13 三重・伊勢・シティプラザ F 「日本と原発」上映会場で 市民有志 

 

来 

年 

1/9 
神奈川・横浜・保土ケ谷公

会堂 

Ch・F・

W 「日本と原発」上映会協賛 ＷＥ21 ジャパンほどがや

＋ＷＥ21ジャパン旭 

3/4-6 

 
香川・高松・IKODE Ch・F 

チェルノブイリ 1986・フ

クシマ 2011・そして現在  

福島の子どもたち香川

へおいでプロジェクト 

8/3-5 東京・千代田区・東京 YWCA 
Ir・Ch 

F・W 

「ノーモア・ヒバク」広河

隆一写真展 
NCC核問題委員会・内藤 

mailto:アドレスはsyashinten@za.ztv.ne.jp


番外  宛名表記用紙の裏面 

 

編集後に発生の連絡事項など 
◆  

◆ 同封チラシ案内  今号に下記のものを同封しています。 

全国対象 ① １月 30日(土)「福島原発刑事訴訟支援団」発足のつどい 

                  たくさんの方が集って下さいますように・・・・ 

      ② 映画『広河隆一 人間の戦場』ちらし 

             12月 19日から東京上映です。 特別鑑賞券を 3頁にご案内 

  事務局近域対象 ① 2月 14日(日)『日本と原発 4年後』上映会 ＠津   

② 2月 21日(日) 武藤類子さん講演会  ＠四日市 

 

◆ 映画『広河隆一 人間の戦場』特別鑑賞券 入手ご案内  

    1100円の全国共通券を当法人からお送りします。電話､FAX、Eメールでご連絡ください。全

国共通券なのでプレゼントにも使っていただけます。 

 

◆ 総会関連   2016年総会に出席してくださる方へ 

2月 7日（日）10時から  名古屋国際センター和室 

 名古屋駅からの道順 

①地下鉄利用 名古屋駅から地下鉄桜通り線でひと駅「国際センター駅」下車 

   ②地下道を歩く 雨天寒暖無関係。ユニモールという地下街の中を 10分ほど 

歩くと、終着地点が、国際センタービルの地下階です。 

    ③地上を歩く 名古屋駅の桜通り口を出ると正面進行方向に広い通り（桜通り）があります。

それを 10 分ほど歩くと、泥江（ひじえ）交差点に行き当たる。

その左前方が国際センタービル。 

いずれも駅から所用 10分ほど。国際センタービルに到着されたらエレベーターで５階へ。 

 

 総会スケジュール 

10時から総会  正会員さんには事前に議案書をお送りします。正会員以外の方には当日お渡しし

ますので、1月末までに下記のＦＡＸを事務局へお送りください 

   総会後、昼食兼ねて懇親会  粗餐ですが総会参加者には事務局で用意します。 

   昼食後、シネマテークへ移動。当日のシネマテークの時間割はまだ定まりませんが、それに間に合

うようにご一緒に移動します。所要 30分弱（地下鉄 5つ目の駅） 

  ★広河さんは緊急取材事件が発生しない限り来て下さいます。総会にも出ていただけるか、映画館で

のトークだけになるかは、未定です。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

正会員さん以外の方の「2016年総会」参加申し込み 

  ●お名前   

  ●当日連絡ができる方法(携帯電話番号または携帯メールアドレスを) 

 

●映画観賞券(事務局で用意します)の必要枚数      枚 

 
 

 ＦＡＸ 059-229-3078へ送信してください。同事項をメールでのお知らせも可  
 


