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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。 

 

重要前号にこの「通信」受取りのご意思確認のアンケートを入れさせていただきました。ご返信の 

ない方にも、今回に限りお送りいたします。お手元の返信葉書(切手不要)でご返信をお願いします！ 

 

 

チェルノブイリ 30 年、福島５年  

新しいパネルを作りました。 
 

 

 

 

事故後 30年。 

かつてのバラの街「プリピャチ」 

の、「いま」です。 

 

文化都市の面影はなく、あの当時

平均年齢 25 歳だった住人はいま

どこに・・・・・ 

 

 

 

 

 

福島。事故後 5年 

みどり豊かだった日本の故郷、

「日本一美しい村」といわれた

ところも・・・・・・農地にも

山ふところにも、フレコンバッ

グが積み上げられ、そして増え

続けるばかり。 

海岸線では、汚染水のタンクが

並び続ける 
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2016 年総会を開催しました。「当法人の実態」 
2 月 7 日、名古屋国際センターにて、開催しました。正会員さんの過半数により成立します。当法

人の正会員さんは、全国に居て下さるのでなかなか一堂に会していただくのは困難ですが、委任状を

あわせて、三重・愛知の出席者で成立しました。 

議案は、型とおり、2015 年の事業報告と決算報告、会計監査報告と 2016 年の事業計画、予算案で

す。複式会計に素人の事務局は、毎年、会計専門家の監事さんからご助言・ご指導をいただいて何と

か NPO法にのっとった収支計算書、貸借対照表、財産目録を作成します。これを総会に提出します。 

これらは「公開」が原則なので三重県の公式サイトには毎年公開されますが、この「通信」(以前

の「機関誌」)紙上には載せていませんでした。今回、2015年決算をここに掲載します。 

事業収入(パネル貸し出し料)よりも、会費(正会員費)と共に、沢山の方からお寄せいただく賛助寄付

金に支えられている法人で、抜き打ち査察に来られた県の担当者が驚かれたことがあります。 

支出の中に、税金 7万円があります。写真パネルのご利用料をいただいているということが、収益事

業とみなされ、それによる収益が無くても、最低均等割りが課税されます。県税として 2万円、市税

として 5 万円です。NPO の収支計算書の書式は、管理費と事業費に分けて記載しますが、ここには、

まとめた金額でお目にかけます。 

収入科目 金額 備考 

前年度からの繰越金 110871  

正会員費 490000 一部は 2014年中に受領しているため実人数分より少ない。 

賛助寄付金 1011828 賛助寄付金、使途指定寄付、カンパ、元「大賞」会計の残金な

ど 

パネルご利用料 622000 23か所 142日間 

物販売上 542133  

雑収入(預金利子)    23  

収入計 2776855  

 

支出科目 金額 備考 

施設費 427428 センターパレス 4カ月  樹影舎 8カ月 

電気代 53509 樹影舎へ移転後 

人件費 380000 10000×2  30000×12 

消耗品費 119430  

印刷費 64150 「通信」 ダイジェスト版 広報チラシ アンケート葉書 

通信費 A 117182 郵便局関係 ゆうメール 

通信費 B 59012 NTT  インターネット(4月まで、解約料) 

荷送費 198874 宅急便、ヤマトメール便 

会費   2000 津市市民活動センター 

賛同協賛費 225000 DAYS大賞 子ども基金イベント DAYS展(三重・名古屋) 

事務所移転費用 57076 大きな車 1回 パソコン移転 作業協力者へのお礼含む ほか 

備品費 46388 新事務所除湿器  蛍光灯など 

仕入れ費 593924 DAYS出版物 岩波新書 ナターシャ CD  カレンダーなど 

会議費・交際費 44545 総会費 事務所開き接待費 餞別 

交通費 24360 東京行き補助 カレンダー行商 

パネル作成・買取 220000 旧団体の所蔵品を引き取り 

租税公課 70000 県・市民税 

雑費 3592 振り込み手数料など 

次年度繰越金 70375  

支出計 2776855  



総会では、会計報告だけではなく、去年の法人の活動報告と、今後(2016年)の取り組みについてもご

検討いただきました。 

去年の反省 

事務所移転により、経費縮小を図りながら、パネル利用の拡大を目指したこと。しかし、時代の趨勢

だけではなく、事務局の力不足もあり十分にできなかった。それでも、いろいろな方のお取組みによ

り、年間 142日間、どこかで広河さんの写真が展示されていた実績に、感謝しました。 

総会で承認された今年の活動計画を議案書から抜粋・転載します 

§ 方針 

  ・1945年の敗戦以来、この国と世界の市民が希求してきた「平和世」の存続が非常にきわどい

ところに追い込まれている状況を受け止め、定款第３条に立ち返り、誠実に資料提供をする。 

定款第３条：(前略)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。 

・事務局後継者探しに徒にまい進することなく、現体制で、できるところまで担う覚悟を引き受

けていきながら、天の配剤を待つ。非科学的な表現ではあるが、本当に必要になった時、必ず

そういう方が出て来て下さることを信じています。 

§ 具体的に (これは抜粋です。) 

・新規パネルの作成   

・DAYS大賞協賛 法人会計の余剰の範囲で。 

・今後広河さんの取材を追って新しい写真を次々にパネル化していくことは無理なので、新規作

成は、慎重に限定し、現有パネルの最大限の活用を図る。 

・「チェルノブイリ 30周年」と「フクシマ５年」をリンクさせて、核発電による被曝の再発をさ

せない活動。具体的には、そのために企画される市民等の運動のバックアップをする。パネル

利用料の値下げ。高校生企画への特典などを可決しました。 

 

総会記念企画  

名古屋シネマテークで映画『広河隆一人間戦場』を鑑賞、広河トークを聴く。 

ここまでは計画通りでした。 

しかし・・・・シアターは超超満席、サポーターズクラブ名古屋の半田さん、当事務局の宮西は、

入場を諦め、それでも何人かにお詫びしてお帰りいただきました。立錐の余地もなくなったシアタ

ーには、熱気と感動があふれ、所定のトーク時間が経過してもたち去る方はほとんどなく、支配人

のご好意で別室を用意していただき、そこへ移動。畳の部屋で、文字通り、広河さんとひざを突き

合わせて熱い話し合いが続きました。「実は、今日は 3月号の入稿日なんです!」という編集部から

の”早く帰京してもらって!”コールに応えて、無理やり懇談会を打ち切り、お呼びしたタクシー

に広河さんを押し込んだのでした。 

皆さんの熱い心と視線を受け止めて、手際良く、でも的を得た司会をして下さったのは名古屋の

市民運動のリーダー小野政美さん、不用意な事務局を補って、急遽携帯電話で録音して下さったの

はサポーターズクラブの今井美和さん。人の流れを手際よく捌いて下さったのは半田博子さん等、

デイズサポーターズクラブ名古屋のお力を借りて、総会記念企画は、予想以上の充実の時間になり

ました。ありがとうございました。別室に移ってからの収録ＣＤ、ご希望の方にお貸しできます。 



 

 “同世代に震災を受け継いでほしい”  
                                            同志社高等学校二年 高橋花音 

 

 2016年 1月 21日   “復光” ―３．１１私たちが受け継ぐ― 

～２０１６ 広河隆一氏東日本大震災・福島原発事故写真展～ 

と題して、同志社高校で東日本大震災・福島原発事故写真展を開催しました。２０点の写真をお借り

し、校内展示しました。当日には推定 80名以上の生徒と教職員の方々にお越しいただきました。 

  

 「高校生に震災を受け継いでほしい」私がこの写真展を開催しようと思ったきっかけは、主に二点

の出来事があります。時系列順にお話ししようと思います。 

 

 

２０１１.３.１１。私は中学受験を終え、あと

一週間で小学校卒業を迎える予定でした。テレ

ビで流れる”気仙沼“の文字。私のうつろな記

憶にある気仙沼の町の外観が所々、流されてい

く…。被災地と化した父の故郷を、はじめてそ

こで目の当たりにしました。もし、あの屋上で

手を振っているのがおじいちゃんたちだった

ら…。もし、あそこで流されていそうになって

いる人だったら…。嫌な予感ばかりが頭をよぎ

りました。両親が帰宅し、何度も電話を掛けま

したがその日は繋がりませんでした。 

 ２０１１.３.１２。いつも通り、私は通学

しなければなりません。学校につくと、昨日と

全く同じ光景。震災があったことなど誰も気に

も留めていないような様子でした。震災があっ

たため臨時集会が行われるという担任からの

連絡の時、私の心を最も傷ける出来事がありま

した。担任は真剣な顔をして、震災の状況をク

ラスの皆に説明します。さすがに皆もシーンと

静まった緊迫な状況でした。そんな中、私の後

ろでくすっと笑う声が聞こえました。私の友達

でした。その子も関東に遠い親戚がいた様なの

ですが、担任の話も聞かず、隣の子がふざけて

いたのに笑ったようです。私はそれが、とても

許せませんでした。私のおじいちゃんの安否は

まだ、分からないという状況で、しかも先生が

話していて皆が耳を傾けているという下で、日

本中が切羽詰った状況で、よくふざけて笑える

な、と悔しい思いでいっぱいになりました。そ

れから三日から一週間が経った頃、ようやく祖

父母・父の親戚の安否を大体確認することが出

来ました。祖父母は無事だったものの、親戚を

５人亡くし、５戸流されました。 

中学校入学時、地理の先生に教わった言葉が

あります。「勉強ではなく、学習をしろ。」この

言葉によって、私は震災に関わっていくことを

決意しました。いま、学ぶべきことは何なのだ

ろうか？そう考えた末、思い出されたのは小学

生の卒業間際での悔しい思いを思い出しまし

た。関西と東北では、同じ日本国内であるはず

なのに、あの時分割されているようだった。物

質的には全く被害はなかったけれど、精神的に

は被害を受けたようだった。そして、現在進行

中の問題…。そこで”心の被災”があることを、

震災の恐ろしさを関西の同世代に伝えたい、こ

れなら私にも出来る協力ではないかと思った

のです。そして中学校三年間の夏休みを通して

気仙沼周辺の状況のみに着目し、調査しました。 

 

 二点目の出来事に移ります。昨年１１月に、

京都造形芸術大学で催された『DAYS JAPAN 地

球の上に生きる２０１５』に赴きました。NPO

法人 広河隆一非核・平和写真展開催を支援す

る会さまのチラシを、そこで拝見しました。



比較的、安価で写真展が出来ることを知り、”

同世代に震災を受け継いでほしい“この忘れか

けていた想いをしっかりと行動に移しておき

たい、高校生だからこそ知っておかないと、と

思い、急いで先生に提案しました。私は心広い

友達にも助けられ、このような形で小さいなが

ら展示会を無事、開催することが出来ました。 

  

 

 

← 

写真提供 

「朝日中高生新聞」 

2016.1.24号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が、写真展を企画したきっかけでありま

す。東日本大震災に限りませんが、このような

震災・紛争によって人生の方向性が変わった人

は多くいらっしゃいます。 

私に関しましては、被害そのものは間接的む

しろ受けていないと言われても良いほどですが、

震災の影響を受けた一人として歩んでいます。

また、私の同級生で中学校生徒会長をしていた

子は、東北に最初あまり乗り気ではなく行かさ

れたようなのですが、実際に東北へ赴き「僕に

できることを立ち上げたい」そうして、“ひまわ

り”プロジェクトを始動してくれました。（この

“ひまわり”という名前は、震災半年前に再築

した親戚の家が全て流され何もかもなくなって

しまった家裏のがけに一輪だけひまわりが見え、

当時東北には多くのヒマワリが植えられていま

したが、私はその一輪のひまわりだけがとても

力強く特別なひまわりに見えたというエピソー

ドを引用し名づけてくれました）本当に嬉しい

ことです。彼の行動によって、同志社中学校生

徒会が受け継いでくれるのですから。このよう

にして、少しずつでも輪が広がっていったらな

と願うばかりです。 

 

今回の写真展では、６６名の方々に署名・アン

ケートに協力していただきました。やはり５年

という月日が、人々の記憶から遠ざけられてい

たようです。福島第一原発事故には、様々な学

問が関与しています。自分が関与すべき学問は、

どれなのか？広河さんの写真を通して、真剣に

向き合っていただけたのではないかという意見

がたくさん寄せられました。 

 

東北では、そっくりそのまま昔の生活を取り

戻す“復興”（再び興す）ではなく、人々の生活

に光（笑顔、希望、新しい風）を与えるような

“復光”をしていくことを願って。そして、本

校からもその復光の手助けをしていく人が輩出

されてほしいとの想いをこめて、この題を掲げ

ました。話や言葉、経験を「受け継ぐこと」で

未来を変えられるかもしれないという希望と共

に。 

広河さんが映した、鮮明なひとびとの生活、

いまも続くこの生活。他人ごとではないのだと

強く訴えられているような心持になりました。

本当に貴重な体験をさせていただき、ありがと

うございました。心から感謝いたします。 



写真展・絵画展開催情報   
2016年になってからの開催報告。予告はご利用申込書受理済み＝開催確定分。 最新情報はホームページで 

ご確認ください。Ch=ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ F=福島 Ir=ｲﾗｸ W=世界の核 

 

新年からさまざまな趣向で、各地で開催してだきました。内部研修会のため一般公開は不可でした 

が、学校事務職員の先生方が、「世界の子どもたち」の平和を願って展示してくださいました。 

東日本大震災で、身内を亡くした京都の高校生が父の故郷の「復光」を願ってひたむきに取り組ん 

だ展(4-5頁参照)、「日本と原発」上映会場での併催企画、恒例になっている地域行事での展示など、 

皆様の熱い意図のお取組みに心打たれました。 

3 月後半以降も、「チェルノブイリ 30 年・福島 5 年」を風化させるわけにはいかないという主催者

のお気持ちが伝わってくる「展」が続きます。ここにはまだ掲載していませんが未確定・ご検討中の

ものも沢山あります。あなたもどうぞ企画なさってください。事務局ではご相談に応じます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆ナターシャ・グジーからご協力のお願い◆ 

翼に平和をのせて ～ピース オン ウィング～ プロジェクト 

2016 年 4 月、チェルノブイリ原発事故から 30周年。あの日、当時 6 歳の少女だったナターシャ・グ

ジーは原発から 3.5キロの所で被災しました。そして・・・・今なお続く事故処理と健康問題、そし

て内戦状態の故国にナターシャは心を痛めています。 

と同時に、5年前の福島の事故による子どもたちの不幸、さらに、71年前の広島長崎での被爆にも

ナターシャの心はおよびます。 

今回、30年前の事故で今なお苦しむナターシャの故国ウクライナへ、日本から平和と友好の印とし

て、ナターシャ・グジーが受け取った「禎子の折り鶴」が、その想いや願いと共に寄贈されることに

なりました。その翼には、人々が笑顔で暮らせる平和への願いがのせられています 

ピース オン ウィング～翼に平和をのせて～プロジェクトは、「禎子の折り鶴」に込められた想い

のもとに、日本とウクライナの平和交流をおこないます。 
 

この号に挟み込みのチラシをどうぞゆっくり読んで下さい。そして、折り鶴に託して、両国の、

そして世界の平和を深く希うナターシャの思いに、あなたのお力も重ねてください。 

 開催日 開催場所 分野 趣旨・テーマ 主催者・問合 

終

了

事

業 

1/9 神奈川・横浜保土ヶ谷公会堂 Ch･F･W 「日本と原発」上映会場で WE21ジャパン他 

1/16 
長野・松本・あがたの森文化

会館 

全分野 長野県学校事務研究集会 

～子どもと平和～ 
県教組事務職員部 

1/21 京都・京都・同志社高校 F･津波 「復光―311 私たちが受け継ぐ 同志社高校生徒会 

2/28 神奈川・小田原・川東ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ Ch 絵 地球市民フェスタ 2016 子ども基金江の浦 

3/4-6 
香川・高松・市民交流プラザ Ch・F 福島の子どもたち 香川へおい

でプロジェクト 

同プロジェクト 

3/6 神奈川・茅ケ崎・いこいの里 Ch・F あの日を忘れない 土曜サロン実委 

 

 

開

催

確

定

事

業 

3/20-21 
京都・京都・日本キリスト教

団伏見教会 

Ch・F チェルノブイリ＆福島写真展+国

際女性会議参加報告会 
090-5068-4389 

4/2-3 群馬・太田・社会教育ｾﾝﾀｰ Ch・F 福島・チェルノブイリその後 0276-22-4110 
4/10-16 東京・西東京・柳沢公民館・ Ch・F ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘを見ればﾌｸｼﾏが見える 042-461-3246 
4/23-26 北海道・札幌・エルプラザ Ch チェルノブイリ 30 年 広河講演 011-665-1717 

090-5982-4034 4/27-29 北海道・札幌・あいくる Ch チェルノブイリ 30 年 

4/24 三重・津・NPOセンター Ch チェルノブイリ 30 周年 080-5100-5448 

8/3-5 東京・千代田区・東京 YWCA 
Ch・W・

Ir・F 

写真展「チェルノブイリ 30 年フ

クシマ 5 年」 

NCC^e0 核問題委

員会・内藤 



◆広河さんの新しい写真集◆ 

写真記録 チェルノブイリと福島  人々に何が起きたか 

チェルノブイリ 30年、福島 5年 命の写真集 です。 
300頁に及ぶ写真記録、カラー写真/モノクロ写真。 

この「通信」の印刷では、この一冊のイメージすらお伝えできないことをとても残念に思います。ぜ

ひお手にとってください、としか言えません。「核に決別できない現代世界への、預言の書」として

贈り物にもお使いください。 

定価 4000円(税込)+送料 250円ですが、法人関係者、先着 30名様に特別価格(先行予約と同じ 3500

円)送料・支払い振込手数料当方負担でお送りいたします。定価 4000円の 4回払いも可。 

目次から  

Part 1  チェルノブイリ 30年  

チェルノブイリ原発ゼロ地点／死の街プリピャチ／消えた村々／汚染地の人々               

      病気と死／3つの物語(タチアナとアリョーナ  ナージャ  ナターシャ) 

    Part 2  福島 5年 

      東日本大震災の発生／そして原発は爆発した／放射線汚染／ふるさと 

  Part 3  チェルノブイリから福島を考える 

 

巻頭の１頁に、ひっそりと「加害者は必ず被害を隠す」との言葉が記されています。小さな、平凡

な活字なのに、まるで刻まれた墓碑銘のようにみえます。 

広河さんがいつも言われる言葉です。だからこそ、真摯なアーカイブスが必要なのだと。 

 

 

◆新しい写真パネル◆ 

◆今までの写真パネル◆ 

―第 1頁でご紹介していますが。この度、チェルノブイリ 6点、福島 5点をパネルにしました。 

最新取材写真です。多数の取材写真の中から 11点を選択するのは至難でした。 

―この 11枚の見本写真は、現行のカタログ(写真見本冊子)への追加頁として、写真展開催希望の

方に、メール添付でお送りしています。 

―しかし、最新取材だけで「チェルノブイリ 30年」を伝えられるわけではありません。1989年か

らの 157点の取材写真と共に、「人々に何が起きたか」を展示していただければと思います。 

―「何枚展示したら 30年を伝えられますか?」という質問をお受けすることがあります。難しいご

質問です。 

―まずカタロク(下記写真の冊子)の全写真をご覧いただいて、主催者の方々で、『物語』を編んで

いただければと思います。たびたび開催してくださる方で「開催するたびに核事故を学びなおし

ます」とおっしゃる方があります。当方作成のカタログを学習資料として、チェルノブイリ 30

年に思いを馳せ、あなたの展覧会を作っていただけはうれしいです。 

 

 

← この見本全覧は、当法人が所蔵し貸し出し用展示パ

ネルにしている全写真を網羅しています。写真展開催希

望の方の資料として、大竹財団さんのご支援を受けて作

成したものですが、現在、在庫部数にゆとりがあります

ので、喫緊に、写真展開催の予定のない方にもご希望で

したらお送りいたします。しかし、広河さんの写真集と

して販売するものではありません。あくまで「資料」と

してご覧ください。ご連絡下さればお送りいたします。 



事務局からのいろいろなお願いとお知らせ 

◆ 今号に振り込み用紙を同封させていただいています。年間、ご都合のよいときに賛助寄付金等を

おふりこみいただければさいわいです。よろしくお願い申し上げます。 

◆ 既にお知らせしていますように、チェルノブイリ 30年の今年、チェルノブイリ、そして関連の原

発事故関連の福島のパネルを特別価格で貸し出ししています。対象はチェルノブイリ 30年にこだ

わって、来年の 4月 25日までの開催分限定です。 

この号に挟み込みのチラシをご覧の上、あなたも写真展の開催を計画してください。 

★また、このチラシを広く配布していただける機会を、ぜひご紹介ください。 

 

◆ 広河さんの新しい写真集(P.7にご紹介)を、特別条件でお頒けします。まだ入手しておられない

方、この機会をご利用ください。 

 

◆『DAYS JAPAN』2016.2号 特集「平和を叫び続けろ！」 とっても良い特集号と思って沢山取り寄

せたのですが、事務局の事情で販売活動に動けなかったため、残っています。この号が手元にある

のは、いま とてももったいない、定期購読なさっていない方、どうぞお求めください、また若い

方へのプレゼントとしてもご指定先へお送りいたします。送料・送金手数料は当方負担、誌代 843

円のみです。 

 

◆もう一冊、3月号は特集「チェルノブイリ現地報告」  

と「福島 5年」です。こちらも、お勧めです。 

未入手の方、2月号と同様の条件でお送りできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1月 30日、東京で開催された「福島原発事故刑事訴訟支援団発足集会」に参加してきました。映画

『日本と原発』『日本と原発 4年後』をご覧になった方は、これだけの事故の責任者が罪に問われ

ることなく、平然と暮らしていることの不正義を強く感じられたと思います。検察庁が不起訴にし

たものを検察審査会が撤回し、強制起訴されましたが裁判闘争は長い道程です。この刑事訴訟を市

民の手で支えるためにご協力ください。パンフレットを同封します。 

 

◆編集後記に代えて 

 この国の過去に、未来に、さまざまな思いの錯綜する春。老いにも病にも疲労にも負けているわけ

にいきませんね。全国皆様のご健闘のニューズに支えられています。ありがとうございます。 


