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◆この「通信」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。 

 

 

写真パネルご利用についてお願いとりわけ今夏の写真展 

   

各地で平和の行事が多い夏期は、広河写真パネルのご利用が集中します。同じ写真を２-３点パネルにし

ているのもありますが、ご希望に添えないことも少なくありません。 

今夏も、８月初旬(10 日ごろまで)、すでに何ヵ所かから開催予約をいただいています。ホームページの

開催案内に記載しているもののほかに、「ほぼ確定」がいくつかあります。 

申し訳ありませんが、今後企画される場合、この時期の開催はできれば避けてください。どうしてもこ

の時期に開催なさりたい場合、先約のパネルを外して選択していただくことになります。ご了承くださ

い。しかし、原発関連ではなく、パレスチナ・中東などの場合は、それほどでもありません。 

 

チェルノブイリ３０周年記念として、特別の価格でご利用いただいている核問題関連のパネル。この特

典でご利用いただく場合、下記３点の条件を事前にご了承ください 

   ◆チェルノブイリ、世界の核汚染、福島原発震災など核被害に関するパネルが対象ですが、イラ

クの劣化ウラン被害も含みますので、総合的に『被曝被害』を伝える展示をしていただくこと

ができます 

◆チェルノブイリ３０周年企画ですので、2017.4.25 までの開催限定 です。 

◆これらの写真を撮影された広河さんの意図にそって、展示会場に被曝している子どもたちのた

めの救援募金箱を設置する。募金箱の設置が無理な会場の場合は、「チェルノブイリ子ども基

金」と「未来の福島こども基金」のリーフレットを来場者に積極的に配布する。 

 

写真展開催会場で、広河さんの著書・写真集、『DAYSJAPAN』誌の販売をお願いします。少しですが、

販売手数料をお渡ししていますので、売り上げが多ければ、開催経費の足しにしていただけます。 

 

 

 

この「通信」のご送付に付いて 
皆様のお手元には、市民運動のミニコミが、たくさん届くと思います。それぞれ思いをこめて作成

し、発送しておられるはずですが、受け取られる側からすれば、煩わしい、読むのにも限度かある、と

感じられることも想像できます。振り込み用紙が入っていたりするとご負担に感じられることもある

でしょう。それで、一昨年暮にお送りした 62号に郵送料当方負担の「葉書アンケート」を同封させてい

ただきました。しかし、残念ながら返信されてきたものは半分にも及びませんでした。しかし「返信が

なければ送付は止める」という建前を強行するのも、やはりためらわれて、63 号にて再度返信をお

願いしました。それでもお返事のなかった方には、今号はお送りするのをやめました。正会員さんは

別です。また、ここ 3 年の間にパネルをご利用いただいた方(個人・団体)、そして、ここ 1年間に賛助

寄付金をお届け下さった方には、感謝の気持ちでお送りさせていただきます。 

事務局の勝手な判断をご容赦の上、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

①  
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②    
いろいろなハードルを越えて、各地で写真展の開催をしていただいています。ご苦労を超える感動やう

れしいご体験があるのだと思います。了えられた後、それぞれに感想を伝えてくださるのを、事務局も

うれしくおききします。とりわけ、写真展に来場された方がご自分でも企画したいとノウハウを微に入

り細に入り訊ねられたというお話は、ありがたくうれしいです。 

それを拝聴しながら、平和ってこうして波紋のように拡がっていくのだなあと感じます。 

市民のすることは、行政や企業に比して決して大規模にはなりえませんが、でも志の深さにおいては、

優るとも劣らない、といつも感じさせていただきます。有難うございます。 

主催された皆様からのご報告を十分に紙面化出来ませんが、でもその一端をごらんいただきたいと、今

号は 3頁を割きました。どうぞ丁寧にお読みくださいますように。 

お詫び 会場で撮影された写真もたくさん届けていただきます。ただ、申し訳ないのですが、この「通

信」の印刷方法では、写真を鮮明に再現できません。お許しくださいますようにお願いします。 

 

群馬県太田市で、4月 2-3 日に開催 

最大限の広報宣伝活動がもたらした大反響！ 課題は今後への継承 
 

10 年前にも「チェルノブイリ 20 年広河隆一写真展」、３年前には「東日本大震災写真展(朝日新聞社提

供の写真)」を実施しているが、ほぼ「ひとりで」の行動であった。しかし今年は、実行委員会を組織

し相談会議の回数も重ね綿密な取り組みで行った。結果、広報宣伝の展開の大きさにより、目的のひと

つ「広範な層の方に見ていただく」事の具体例を話し合った。  紙媒体(チラシ、ポスター、葉書)の

配布、区長経由で隣組の回覧板にも差し込み、市・市職組・行政センターや市立図書館等の公的機関に

も配布、関連組織へも周知、そのために市と市教委の後援も得たこと。広範なメディアへの情報提供、

民間団体・消費者団体等、医療機関、一般店舗なども対象から外さなかったこと。その結果として、他

県の運動体からも問い合わせあり。途中視聴覚資料を入手して、上映会も実施等々あらゆると言って過

言でない取り組の結果の大反響であったと思われます。3/５から最終日の 4/3までの掲載メディアは 16

件.。それらが効を奏して、会期中は、想定外の来場者があり。その方々を通してまた別の方が来所さ

れると言う波紋現象も。 

反省会での声  緩やかな集まりの中で他者の意見から学ぶことも多く実行委員会形式はよかった。 

写真と共に展示した『DAYSJAPAN』誌、その切り抜

き、DVD なども関心を持って見てもらえた。市と

市教委の後援の効果、メディアの効果、東京など

とは違って、地方ではなかなか開催されないだけ

に新鮮感が関心を呼んだと思う。周辺他市町から

の来場も予想以上に多かった。 

忘れない、忘れさせないために。また今後若い世

代に引き継ぐためにどうすべきか、今後の課題で

ある。 

事務局へのご注文 添えられた詩は感動的、作者

名を入れるように。広河プロフィールも 2011年ま

での記載では物足りない。最近のこともいれてほ

しい。      報告者 小林健一さん 

 

 

 

開 催 地 か ら の 報 告 



 

10 年前、チェルノブイリ原発事故から 20 年が

たつと気がついた頃、チェルノブイリ原発事故に

ついてもっと知らなければいけないと思ってい

ました。20年もの間、心にひっかかっていたこと

を放置していたのだからと・・・。 

そんな時、チェルノブイリをずっと取材し、写真

を撮り続けている人がいると知人から聞きまし

た。それが広河隆一さん。どんな人だろう？ ど

んな写真があるのだろうと思っていたら、ある新

聞に「DAYS JAPAN」と広河さんの記事が載りまし

た。フォトジャーナリズム月刊誌「DAYS JAPAN」

創刊３周年の記事だったと思います。末尾に写真

展を開けると言う情報が書かれていました。 

恐る恐る電話をかけてみたら、何と広河さんが

直接受けてくださいました。しどろもどろで写真

展を開いてみたいとお話したように思います。

「特定非営利活動法人広河隆一非核・平和写真展

開催を支援する会」を教えていただきました。そ

ちらに電話していろんなことを教えていただき

ました。何も知らないおばちゃんたちが、みんな 

で会場探しから始めました。最初は、エル・プ

ラザで、たった一日だけ。 

それから毎年、事故の起こった４月か、少し暖

かい６月に、JR手稲駅前自由通路「あいくる」で、

期間４～5 日から１週間程度の写真展を開催して

きました。 

写真展を開催することで、チェルノブイリを知

ることから始めて、原発、核、放射能、原爆、ヒ

バクシャ、世界の核惨事・・・等々  いろんな

問題を知りました。 

広河さんの写真は美しい。愛くるしい子どもた

ち、朽ちた家を覆う自然、窓ガラスの向こうの老

女の顔、青い空、墓、女性たち・・・・。 

キャプションを読んで、写真の背景を知ります。

この愛らしい少女がどんな病に耐えているか、も

うこの世にはいないのか、打ち捨てられた村や家

がどれだけあったのか、時の流れの悲しさ、空し

さがつらくなります。そして心に刻まれます。 

駅前連絡通路のスペースというのは、広河さん

の貴重な写真の扱いとして申し訳ないとも思い

ましたが、広河さんの写真は芸術写真ではありま

せん。より多くの人に見ていただいて考えていた

だくのが良いと思いました。 

広河さんは著書の中で、ジャーナリストは、人々

の「知る権利」に基づいて仕事をすると書かれて

います。加害の側は、被害の報道を規制し、隠し

ます。それは、私たちの「知る権利」の侵害。報

道されにくい現実を伝えて下さる広河隆一さん

のジャーナリストとしての活動並びに月刊誌

｛DAYS JAPAN」に敬意と感謝をささげたいと思

います。     サークルどこ吹く風 一同 

 

以下は、「写真展に寄せて」と題して、会場に掲出された主催者の趣旨書です。紙面の都 

合で、上記の報告文と重なる後半は略させていただきました。                               

私たちが、幌延の核のゴミ処分の問題にはじめて直面したのは 1984年です。 

翌 1985 年 11 月 23 日には、貯蔵工学センターの計画を強引に進めようと真夜中に建設候補地に

忍び込んで踏査が行われました。この日は、幌延デイとして、毎年全国から多くの人々が幌延に

集まり、反対集会が開かれます。 

1986年には、機動隊を呼んでボーリング調査を強行。力づくのやり方は、道民の根深い反発を招

きました.この幌延問題と泊の３基の原発の問題が、道内の核にかかわる大きな課題です。私た

ちは 30年以上、諦めることなく、反対運動を続けてきました。 

 1986年 4月 26日、チェルノブイリ原子力発電所の事故が起こりました。放出された放射能は、

ゴールデイウィークの最中、8000Km離れた日本に達し、私たちに強い恐怖を与えました。 

それから 25 年後に、東京電力福島第一原発事故は起こりました。広島・長崎の原爆で、放射能

の怖さを、人々が一番知っているこの国で・・・・。 

さらに 5年・・・・。2016年の今年、福島原発事故は、いまだに収束していません。 

チェルノブイリ事故から 30 年。チェルノブイリの教訓を、私たちはなぜ生かせなかったのだろ

うか？ 今も、なぜ生かせないでいるのか？       (後略) 

 

札幌で、毎年毎年開催しています・・・・・その「こころ」は・・・・ 
「サークルどこ吹く風」小笠原はや子 



西東京市でパネル展 4/10-16 

チェルノブイリを見れば、フクシマが見える 

開催期間：2016 年 4 月 10 日（日）

～16 日（土） 9 時～22 時（初日 

12 時から、最終日 17 時まで） 会

場：西東京市柳沢公民館ロビー 主

催：原発はいらない西東京集会実行

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     

 

募金箱 
 

 

展示壁面前の机に置いた『DAYS JAPAN』を手に取って読まれる方が結構いらっしゃいました。 

また、8月に広河さんの写真展を開催されるグループの方が観に来られ、写真だけでなく、被曝 

や原発訴訟など他の展示との組み合わせは想定していなかったので参考になったと仰っていました。

写真の訴求力は全くもって素晴らしかったです。＋展示全体で、原発はいらないという思いの共有が

できればとの企画でした。 

サークル活動や図書館に来る一般市民の目に止まることが大切なので、とても有意義でした。 

ロビー展示の様子を見知っている公民館職員から、写真を観る方が多いので、今回は市民の関心が高

いですね！との評価の声もいただきました。     (主催者柳田由紀子さんからのメール) 
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♪♪チェルノブイリ 30 周年特別割引ご利用の皆様へのお礼♪♪ 
チェルノブイリ 30 周年記念に、パネルご利用料の特別割引を希望される方に、いくつかの「条件」

＝ご利用パネルや、開催期間とともに、救援募金箱の設置 (それが許可されない会場の場合は、チェル

ノブイリ子ども基金と未来の福島こども基金のリーフレット配布) という重いお願いをさせていただ

いています。首相の喧伝とは裏腹に「民」の暮らしは厳しい昨今、募金箱の設置や寄付のお願いをする

ことにためらわれるお気持ちもあるかと思いますが、気持よくお聞き届けくださり本当にありがとうご

ざいます。心からお礼申し上げます。 

募金箱に集められたお金は、いったん、写真展事務局へ送っていただいて、二つの救援団体へ折半し

て送金させていただいています。そして、それぞれの団体から贈り主様(展主催者様)へ領収証が送られ

るようにしてあります。 

そしてまた、何と！そういう中から、当写真展事務局へのカンパまで集めて下さった主催者様もあり、

ありがたいやら申し訳ないやら・・・・お心づかいに厚く感謝申し上げます。 

 

 

写真展・絵画展開催報告と案内 
前号で報告以後の開催報告。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 

⑤ 

 

 

 開催日 開催場所 分野 趣旨・テーマ 主催者・問合 

終

了

事

業 

3/20-21 
京都・京都・日本基督教団伏

見教会 
Ch・F 

チェルノブイリ&フクシマ写真展

+国際女性会議参加報告会 
(個人) 

4/2-3 
群馬・大田・社会教育センタ

ー 

Ch・F 
福島・チェルノブイリその後 実行委員会 

4/3 
青森・青森・市民ホール 

Ch FFC30 周年記念とチェルノブイ

リ 30 年 
(個人) 

4/10-16 
東京・西東京・柳沢公民館 Ch・F 

チェルノブイリを見ればフクシ

マが見える 
実行委員会 

4/24 三重・津・NPOセンター 
Ch 今も続く被曝チェルノブイリ 30

年 
みえ 426 の会 

4/23-26 北海道・札幌・エルプラザ Ch チェルノブイリ 30 周年広河隆一

写真展 
実行委員会 

4/27-29 北海道・札幌・あいくる・ Ch 

5/15 富山・富山・県庁前公園 Ch・F アースデイとやま (個人) 

6/11-12 
神奈川・二宮町・生涯学習セ

ンター 

Ch ・

F・W 

「日本と原発 4 年後」上映会に合

わせて 
実行委員会 

 

 

開

催

確

定

事

業 

6/27 東京・港区・六本木ヒルズ Ch・F ビースオンウイング inTOKYO 03-3322-0353 

7/25-31 愛知・名古屋・県美術館  第 56 回あいち平和美術展 052-876-9320 
7/29-31 愛知・瀬戸・パルティせと Ch・F ピースフェスティバルせと 090-4084-5468 
8/1-2 愛知・名古屋･生協守山店 Ch・F チェルノブイリ 30 年フクシマ 5

年広河隆一写真展 
090-4084-5468 

8/3-5 東京・千代田区・東京 YWCA Ir・F 

Ch・W 

写真展「チェルノブイリ 30 年フ

クシマ 5 年」 
047-362-4857 

8/6-7 和歌山・田辺・紀南文化会館 Ch・F ピースフェスタ 2016 090-7490-5032 

8/9-14 愛知・名古屋・市民ｷﾞｬﾗﾘｰ栄 
Ch 第 56 回あいち平和美術展 

052-876-9320 

8/20-21 岡山・赤磐・健康管理ｾﾝﾀｰ 
Ch・F あかいわエコメッセ 

086-957-3515 

8/21 千葉・市原・勤労会館 
Ch・F 市原平和フェスティバル 

0436-24-6133 



第１２回 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞受賞作品展 
 

今年も開催されるというお知らせをいただきましたので、この号に、名古屋展、三重展のチラシを同封

します。また主催団体事務局さんに記事をお願いしました。 

 

名古屋展 
今年も開催できます！ 7月 16日～19日 

～地球の上に生きる２０１６ DAYS JAPANフォトジャーナリズム写真展 in名古屋～ 
久しぶりに、広河隆一さんの講演会もあります。 

7月 17日（日）午前中に映画「広河隆一 人間の戦場」を観て、午後の講演会って、どうですか。ジャーナリス

トとしての広河さんの熱い想いに触れて、市民として私たちが何をしなければならないのか・・・考えるチャン

スにしたいです。 

会場の名古屋国際センターは、名駅から地下街ユニモールを歩いて７分ほど。 

今年もフェアトレード商品の販売、ビッグイシューの販売などもあります。大手メディアには流れない世界の

現実を体験しにいらしてください。 

 

情報提供をお願いしてすぐ届いた名古屋展半田事務局長からの原稿。冒頭の「今年も開催できます !」の言

葉にあやうく落涙しそうになった私。宮西が事務局をしていた当初３年余は開催のために過分の支援金を

寄せて下さる当法人関係者がおられて助けられました。名古屋展開催が軌道に乗り『当たり前』のようになっ

て、却って、資金難に悩むようになりました。「今年はできないかも、でも」の思いで、走り回った実行委員さ

んの熱意に応えて下さる市民の方が増え浄財が集まるようになり・・・・「今年も開催出来ます！」の言葉。そ

の財政事情を知る者として、これはあまりにも真実な安堵の吐露で、心打たれました。 

 

三重展 
「フォトジャーナリズム展三重 2016～あなたに見てほしい写真がある～」 
 津市で「DAYS 国際フォトジャーナリズム大賞展」を開催し始めて、今年は 7 回目になります。毎年新たな

課題が生まれて、なかなか思うようには捗らない状況です。それでも、「DAYS の写真？毎年見に行ってる

よ。」などと聴かせてもらったりすると、少しずつ定着してきたのかもしれないという気がします。 今年は、

下記の要領で開催しますので、ぜひ会場にお越しください。また、会場設営、会場当番などのボランティアさ

んを募集中ですので、ご協力いただけますかたはご連絡ください。  （眞弓 080－5100－５448） 

日時  2016年 8月 17日(水)～８月 21日(日)10：00～19：00（最終日は 17：00まで） 

場所  津リージョンプラザ 3階生活文化情報センター（展示室） 

内容  「地球の上に生きる 2016 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞受賞作品展」 

同時開催企画  「市民メディア・ネット」主催「憲法と私たちのくらし」展  

     憲法公布 70年、憲法によって私たちのくらしがどう変化してきたのかを展示します。   

     「憲法と私」の写真を募集しています。7月 30日締め切り。詳しくは、担当者までお問い合わせく

ださい。（川辺 090-8954—1526）                         

☆参加費は無料で、皆様からのご芳志に依って運営されています。賛同していただけますかたは、 

下記口座へよろしくお願いいたします。 ★お名前公表の可否をお書きください。  

郵便振替口座  名義：フォトジャーナリズム展三重  番号：00830－1－198681 

 

そしてもうひとつ・・・・・・・ 

京都展 
今年も、京都造形芸術大学で、１０月下旬に２週間、開催していただけます。日程等詳細は次号で。 



ひ  ろ  ば 
当法人関係者からのご紹介・お取次ぎでご案内します 

 

静岡平和資料センター 企画展示 

    －ヒロシマを世界に伝える ロベルト・ユンクの生涯― 

 
６月 3日から、静岡平和資料センターで、始まっ

ていますが９月２５日までなのでご案内します。

入場無料。近県の方にはチラシを同封します。 

 

 この会期中、全期間、広河さんの 浜岡原発の

写真も特別展示されています。    → 

当法人の賛助会員である佐々木悦子さんのお取次

ぎで実現しました。 

会期中いろいろな関連イベントもあります。 

お近くの方、どうぞお出かけください。 

 

 

今年は「水俣病６０年」。水俣病が公式に確認されて６０年。今なお、苦しむ方がおられる事実

から目をそらしてはいけないと思います。認定NPO 法人『水俣フォーラム』にかかわり続けておられ

る当法人の賛助会員さん川崎操さんからのご紹介で、当法人も去年「岐阜展」の広報にほんの少し協力

させていただきました。そのご縁で、『水俣病６０年』という冊子の配布を依頼されました。経費もお

手間もかかっていると思われる冊子をこの「通信」全部に同封するほど取り寄せさせていただくのも心

苦しく、６０冊ほど送っていただきした。独断で一部の方に同封いたします。同封されていない方でご

希望がありましたら当事務局までご連絡ください。 

 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会発行の冊子 

どの故郷にも戦争に使う土砂は一粒もない 
この「通信」が届く方の中にも、辺野古新基地建設反対運動をなさ

っている方がおられると思います。 

基地をつくる＝辺野古の海を埋め立てる＝そのための膨大な土砂は

どこから来る？ そういうふうに考えられたことありますか。 

これはその土砂を搬出させられる西日本の各地の反対運動と、そ

の土砂を海に沈めるための容器をつくらされることに反対している

三重の運動も加わって、どの故郷にも戦争のために供出する土砂は

一粒も出さない、と訴えている冊子です。お読みいただくと見えて

きますが、辺野古を埋め立てる土砂の搬出を強要される同じ地域が、

何と！原発の汚染土の引き取りを強要されています。許し難いこの

事実を知って下さい。発行直後、ネットで広報したらすぐ、爆発的

に売れましたが、まだご存じない方も多いと思いますので、ここにお知らせいたします。 

搬出反対運動への 500円のカンパで、この冊子を一冊お送りします。当事務局でも扱っていますの

で、お申し越しください。           ⑦ 

 



 

未来の福島こども基金から 

福島の子どもの保養・甲状腺検診 プロジェクトに支援を！ 
「未来の福島こども基金」では福島の子ども保養プロジェクト、甲状腺検診プロジェクトを支援して

います。国内外から寄せられたカンパは、具体的には沖縄・球美の里の運営費（保養費を含む）の支

援金として、最も多く使われています。子どもたちの内部被ばくの軽減および体の抵抗力をつけるた

めに、できるだけ福島の地を離れて安全な場所で保養してもらいたいとフォトジャーナリストの広河

隆一さんが発起人となって、沖縄県久米島に保養施設「球美の里」が作られました。2012 年 7 月のス

タート以来、多くの子どもたちと保護者が滞在しています。「球美の里」は全国のみなさまのご寄付や

ボランティアとしてのご協力により成り立っていますが、同時に福島の子どもたちの送り出し窓口と

してのいわき放射能市民測定室「たらちね」の存在も大きなものです。毎回毎回、募集、参加者決定、

説明会、羽田―福島間の長距離バスのつきそいなど、さまざまな業務を担っています。担当者を決め

れば済むという簡単なものではなく、「たらちね」全体として現在、球美の里の窓口業務に携わってい

るとのことです。 

当基金では甲状腺検診やほかの測定検診費も含めた「たらちね」の運営費も支援しています。 

また、金額は大きくありませんが、3・11後、すぐに放射能の食品測定器を福島県内の団体に寄贈し

ましたが、そのメンテナンス費用も継続して支援しています。当基金では 5月末が決算月です。この 1

年間の会計、活動報告会を以下のように予定しています。ご都合のつく方はぜひご参加ください。 

 

★☆未来の福島こども基金 総会/活動報告会のご案内★☆ 

とき  7/9 （土） 14：00〜16：00（開場 13：45） 

場所    豊島区民センター 3Ｆ 第 13会議室：池袋駅東口より徒歩 5分） 

内容  ・活動報告および会計報告 

  ・記念講演 「子どもたちの健康を守るために」黒部信一（未来の福島こども基金代表・小児科医） 

  ・特別報告  福島の保護者に実施した保養アンケートの結果報告、 

沖縄・球美の里、いわき・たらちねの活動を写真と資料で世話人が報告します。 

参加無料 

問い合わせ  fromcherno0311@yahoo.co.jp  090-3539-7611 
※貴重な紙面をお借りしてご案内をさせていただきました。また、カラーチラシも同封させていただいています。 

 

◆◆◆事務局から お知らせ・お願い・編集後記◆◆◆  

① 事務局担当者の体力の衰えのためだけでなく、この事務局をいずれバトンタッチするためにも、仕事

内容をスリムにしていこうと思って、事務局仕事のひとつひとつの意味・必要性を問い直しています。

でも「写真パネルのご利用促進」は、譲れません。これだけは拡大していきたい、です。よろしく。 

② 特に今年の「チェルノブイリ 30 周年記念特別価格での提供」は、当法人の財政事情からいえばかなり

の冒険価格です。でも、だから「この機会に写真展しますっ！というお申し込みは、とてもうれしい

です。どうぞあなたの周りの方にも宣伝して、写真展開催を誘ってみて下さい。 

また、30 周年用の「ちらし」を配布できる機会がありましたら遠慮なく請求下さい。お送りします。 

③ 「通信」の送付数を、今回からかなり削減しました。「いらない」と思っておられる方にも送りつけて

いたのではないかと反省もします。皆様と心を通わせるツールへの未練はなかなか断ち切りがたくて。 

④ 立憲主義、民主主義、平和憲法・・・・・論ずるまでもない大切なことのために。今、みんな超忙し

い。お疲れもたまっていることでしょう。そんな中、体内で残酷な被曝が進んでいる子どもたちのこ

とを日夜、寸時も忘れず心にかけつづけられる救援団体の方々に感謝と敬意でいっぱいです。 

⑤ 暑いというより、熱いほどの夏になりそうな気配。くれぐれご自愛ください。そんな中ですが、お近

くの「広河写真展」「DAYS 大賞作品展」へどうぞお出かけくださいますように。  宮西記 


