
 

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  通信  第 65号  2016.9.25発行 

＜非核・平和＞写真展事務局 
514-0033 津市丸之内 1-18 樹影舎１F   Ｔ･Ｆ 059-229-3078 
Email  syashinten@za.ztv.ne.jp   URL http://hirokawasyashintokaigaten.jimdo.com/  

      郵便振替口座 00880-7-185006 広河隆一写真展開催を支援する会 

 

◆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。 

 

 

 

チェルノブイリ事故 30 周年 心に刻むため 
             理事 向井雪子 

 

当 NPO 法人「広河隆一写真展事務局」では、チェルノブイリ事故 30 年を機に、改めて核の怖さ、放射

能の被害について考えてもらいたいということで、特別な企画をたてました。 

本年 1 月から来年の 4 月 25 日まで、原発がテーマであるなら、格安にて写真展を開催できること、た

だし、チェルノブイリ子ども基金、未来の福島こども基金の両団体へのカンパを募ること、という条件付

きでした。その企画に則って開催してくださった団体からは、二つの救援団体「チェルノブイリ子ども基

金」と「未来の福島こども基金」に、すでに、カンパが送られてきています。 

たまたま、この夏、この趣旨を理解して開催して下さったふたつの写真展を見る機会がありました。私

が訪れた会場のひとつは、8 月 3 日～5 日まで東京 YWCA のロビーで開催された「チェルノブイリ 30 年フ

クシマ５年」。主催は NCC 平和・核問題委員会。長年、平和と核について取り組んでこられた団体です。

中心となった内藤新吾牧師は「原子力行政を問い直す宗教者の会」の活動にも積極的に取り組んでおられ

る方です。 (下の写真 左) 

 そして、東京・品川区民ギャラリーで 9 月 2 日～4 日まで開かれた「チェルノブイリからフクシマ」

広河隆一写真展。こちらの開催は実行委員会。品川区民を中心として大田区民など近隣の市民で構成され

ていて、定期的に「原発いらない！さよなら原発 品川パレード」を開催しているグループでした。 

他にも前号で報告の群馬県やまた富山、青森などでも、この趣旨をご理解いただき。被曝した子どもた

ちを心にかけて下さるご支援金をありがたく思っています。          (2頁以下へ続く) 

                                         

←東京 YWCAの会場  ↓品川の会場募金箱と共に署名簿なども 
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チェルノブイリ事故 30 周年記念 
    各地で開催された写真展の報告 

表紙ページでの報告は、いずれも首都圏での開催展ですが、他に前号で報告の群馬県やまた富山、そう

そう青森でも。そして 7-8月には下記のようにいろいろなところで取り組んでいただきました。 

開催報告  前号報告後～今号発行まで       Ch=チェルノブイリ  F=福島 

とき 場所 分野 テーマ・趣旨 主催者 

6/27 東京・六本木ヒルズ Ch・F 核の悲劇を繰り返さないために ピースオンウィング 

7/25-31 愛知・名古屋・県美術館 Ch あいち平和美術展 実行委員会 

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 inせと 実行委員会 

8/1-2 愛知・守山・生協守山店 Ch・F Ch30・F5 広河隆一写真展 個人と生協 

8/3-5 東京千代田東京 YWCA Ch･W･Ir･F 広河隆一写真展「核」 NCC平和・核問題委員

会 

8/5-7 三重・津・リージョンプラザ 全分野か

ら 

子どもと戦争 津平和のための戦争

展 

8/6-7 和歌山・田辺・紀南文化会館 Ch・F 紀南ピースフェスタ 2016 実行委員会 

8/6-8 埼玉・川越・ウエスタ川越 F 原爆絵画展 実行委員会 

8/9-14 愛知・名古屋・市民ギャラリー Ch あいち平和美術展 実行委員会 

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

8/21 千葉・市原・勤労会館 Ch・F 2016市原平和フェスティバル 実行委員会 

8/24 京都・京都・造形芸大 Ir･Af･Ac･

P 

(映画製作 場面作りののために) 芸術学部 

9/2-4 東京・品川・区民ギャラリー Ch・F Ch30・F5 広河隆一写真展 実行委員会 

              

東京ＹＷＣＡ会場 

チェルノブイリと福島とそれに加えてウラルの核惨事の写真など、総数 100点にも及ぶ展覧会でした。ロ

ビー全体とさらに階段も使った展示は壮観でした。多くの人たちの目をひいたことと思います。 

YWCAにはスイミングスクールやフィットネスクラブがあり、また、さまざまな女性問題を扱う学習会が企

画されたりする、交流の場でもあります。多くの人々が行き交う場にチェルノブイリや福島の写真が展示

されたということに意義があったと思います。 

 

東京・品川区民ギャラリー 

ここは、大井町駅直結のイトーヨーカ堂の 8階にあるギャラリー。実行委員会は品川区民を中心として大

田区民など近隣の市民で構成されていて、定期的に「原発いらない！さよなら原発 品川パレード」を開

催してい小川幸子さんたちのグループの主催でした。 

私は最終日に行ったのですが多くの人がギャラリーにいっぱい、いらっしゃいました。それもそのはず、

その日は首都圏に避難されている福島の人たちを招いてのトークイベントの最中だったのです。 

そんなイベントがあるとは知らないで行ったので、「トクをした！」気分になりました。テレビのニュー

スなどで官邸前行動のことが出るとき、よくうつっている Kさんは避難したときのナマナマしい状況のお

話しでした。もう一人の方は保育士として仕事をしながら一人で子どもたちを育て、同時に避難先の地域

で、福島のことを語る活動をされていることを話されました。もう一人、今は中学生の男子が小学生のこ

ろに自らビデオメッセージを作りそれを本人とお母さんの解説つきで上映（このビデオには残念ながら間

に合わなかったのです）。広河さんの写真をバックにみなさん、熱心に聞き入っておられました。 



   

2016.8.3-5    東京 YWCAで  ↑→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

↑ 

←  

品川区民ギャラリー 

                 ↓  

 



 

あいち平和美術展 ～アートに託された反核・平和への思いと共に広河写真も～ 

 
この主催団体は、反核・平和への思いを会員さんがそれぞれの手法で表現される会です。油彩画、

日本画、写真、工芸、塑像、彫刻などいろいろです。展示の中には、お若い方の作品もありましたが、

会場でお会いした方々のほとんどは、敗戦後 71 年の日々を「ふたたび戦争はしない」の思いで生き

て来られた世代、とお見受けしました。 

その反核・平和へのお気持ちを表現される作品展です。魂の力を感じる作品たちでした。毎年開催

されていますから、この 1年間のご精進の成果発表でもあるのかもしれません。 

その展示壁面のひとつを広河写真に提供してくださいました。今回が初めてではありません。 

この夏は、7 月の末に 7 日間、愛知県美術館で、8 月半ばには 6 日間、名古屋市民ギャラリーでの

開催でした。私は 7月展しか参観にいけませんでしたが、秀作の並ぶ会場で、アートの力をまぶしく

感じたひとときでした。                     上は中日新聞 8/11の記事 

 

津・平和のための戦争展 ～～過去の被害展示の中へ『今日の問題』も～～ 
これも毎年、根気良く続けられています。行政との共催になっているためか、『過去のこと』、つま

り津市の空襲被害を後世に伝える展示が主流です。その中へ、ここも毎年「現代」を伝える一角を必

ず作って下さいます。毎年趣向を凝らしたテーマが提示されて、当事務局はそれに添った展示を作ら

せていただいてます。今年は「戦火の中の子どもたち」でした。 

所蔵全パネルの中から、大人たちが引き起こす戦火に、身も心も焼かれる子どもたちの姿を 30点

並べさせていただきました。既成のキャプションだけでなく、それぞれの状況を物語る説明パネルも

オリジナルに作りました。パネルのご利用が一番多い 8月初め、後手に回った事務局の作った解説パ

ネルには、いくつもの変換ミスがあったらしく、訪れた会場で貼り紙して訂正されているのを見て、

とても恥ずかしく思いましたが、これだけの大規模展示を設営される中で、実行委員さんたちが、稚

拙な説明文を丁寧に読んでくださっていることに内心は感謝していました。 

 

会場で撮影した写真を紛失していますので、以下の報告でご想像下さい。 

大きなタイトルは、戦火の中の子どもたち アフガニスタンで、イラクで、パレスチナて゜日本で、 

そして添えた説明パネルは    

イラク       イラク戦争は子どもの殺戮戦争だった 

アフガニスタン   無差別攻撃の犠牲はいつも子どもたち 

パレスチナ     難民キャンプの暮らししか知らない子どもたち 

日本        折りヅルの像を作り上げた子どもたちの原爆投下への悲しみ 

  ・・・・・・などという説明を添えて、それぞれの分野の写真を展示していただきました。 



 

静岡で、ロベルト・ユンク展 
広河さんの「浜岡」写真も併設(6月～9月まで)   
静岡駅前の静岡平和資料センターで、6月 3日から 9月 25日まで、ロベルト・ユンク展が開催され、そ

の一角に、南海トラフの上に建つ、広河さんの浜岡原発の写真も長期間ずっと展示されました。 

当法人の賛助会員・佐々木悦子さんのお取次ぎ。

佐々木さんは高校の先生をなさっていた頃、文化祭

などでよく写真展を開催してくださっていました

が、退職後はこのセンターのボランティアとして

「静岡平和資料館をつくる」準備に携わっておられ

ます。8月半ば、参観の機会があり、見せていただ

いてきました。 

ユンク関連の展示パネルは、広島平和資料館から

の帯出品でしたが、広島原爆のことだけでなく、「禎

子の折り鶴」のことや、核の平和利用の非合理性(原

爆と原発は同質の罪)まで展示されている、充実し

たものでした。そういう場で、広河さんの浜岡の写真は、「フクシマ」以後、この国に不安をまき散らし

続ける原発に対する、主催者の方のお気持ちをさりげなく伝えているようでした。地元の空襲記録の展示

もありました。丁度小学生の団体が見学に訪れていました。小さなスペースでしたが、とても意義深く感

じました。 

 

 

 

南海トラフの上に建つ 

浜岡原発     →→ 

広河隆一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユンク関連展示の一部↓     



奪われ続ける非核・平和の情報を取り返すために 

DAYS大賞受賞作品展の開催を！ 
ジャーナリズムがじわじわと首を絞めつけられていく現状に手をこまぬいているわけにはいきません。 

ジャーナリストが命を賭して取材して来て下さるものをなるべく沢山の方にお取次ぎしたい・・・と常々考え

ています。その思いは広河さんの取材写真だけでなく、他のフォトジャーナリストの方々の作品にも及んでい

ますが、いま、私の手の届くところで、レベル高くまとまっているひとつが、DAYSJAPAN国際フォトジャーナリ

ズム大賞作品群だと思っています。それで、この写真展を全国各地で開催していただきたい、当法人は、(株)

デイズジャバンとは、別組織ですが、そこに心を定めお願いします。 

とはいえ、これは、半切サイズという扱いやすい大きさに統一した広河写真のパネルとはちがって、市民の

財力・スキルではちょっとハードルの高い大型写真展でもあります。それでも、その展示会場でこんな声を聞

きます。 

「DAYSの誌面で観るのと、やっぱり迫力がちがうねえ・・・」「大きく焼き付けられていると誌面では気付か

なかったものがみえてきますね」って。 

デイズ社が全力挙げて、世界中から公募し、選考し、展示パネルに作られた 80余点(2016年の場合)のこの展

覧会を、もっともっとあちこちで開催していただきたいと願います。それで、2016 年大賞展を終えられた三重

の実行委員会に実現への過程をお聞きしました。 

県庁所在地とはいえ、典型的な後進県・三重の地方都市での開催です。「津でもできるのだったらうちでも」

と思っていただきたくて(三重の実行委員さんごめんなさい)ご寄稿をお願いしました。 

 

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

「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～」を 

終えて       「フォトジャーナリズム展三重」事務局・眞弓千重子                              

津市で「DAYS国際フォトジャーナリズム大賞受賞作品展（DAYS展）」を開催するようになって、今年は

7 回目である。7 回を数えても、その準備や運営がスムーズに進められるというわけでもなく、毎年新た

な課題が生まれて、まるで綱渡りをしているような不安定な状況で開催にこぎつけた。ともかくも、今年

も 8月 17日から 21日までの 5日間の会期を無事に終えられてほっとしている。 

昨年は「DAYS 大賞展」に「沖縄 70 年展」を併設したが、辺野古の写真やそのキャプションに対して、

現政権の方針に対して中立でないという理由から、開催期間中に市や県や教育委員会の後援を取り消され

るというハプニングが起こった。それに対して「フォトジャーナリズム展三重」実行委員会として十分な

対処もできないまま、今年の準備に入った。 

後援許可があると学校や公共施設での広報がスムーズにいくことから、今年も後援申請をしたけれど、

従来のようには、すぐには認められなかった。何回も交渉を重ねたうえで、不本意ながら、今年の併設展

示として企画していた「憲法誕生 70年」は外して、「DAYS大賞作品展」のみの後援なら許可されることに

なった。 

そのため、やむを得ず「憲法と私たちのくらし～日本国憲法誕生 70 年の今と未来～」展は、非後援企

画として「市民メディア・ネット」という団体名で開催し、憲法を身近に考えてもらうための展示を行っ

た。 

しかし、参観者からは、この「憲法と私」の写真企画は参加型の取り組みとして大変好評であり、

今後も続けていただきたいという意見がたくさん寄せられた。(アンケート等) 

昨今の表現の自由に関わっての情勢の中で、この後援取消問題は、わが弱小団体もじっくりと取り組ん

でいかなければならない大きな課題である。単独で難しければ、他の団体や市民と協力していく必要があ

ると思う。 

 

今年は、チラシやポスターの印刷費を大幅に抑え、大賞受賞作品以外のパネル借用費用が発生しなかっ

たこともあり、経費の面では例年より余裕が生まれたのはありがたかった。その分を、昨年までの来場者

に来場と賛同のお願いを 850通以上送る費用に充てることができた。結果として、多くの方から温かいお

志をいただいた。そのお気持ちがうれしい。このような写真展をやることに意味があるのだろうかと常に



疑問に感じているのだが、支えてくださる方があると背中を押される気持ちになる。 

そして、設営や会場番に来てくださるボランティアさんには心から感謝である。 

会期中、津市ばかりでなく三重県内の他市町、そして県外からの来場者も目立った。その方達との会話

やアンケートからは、「来てよかった」「雑誌で見ているより実際の写真からは伝わってくるものがある」

「こんな展覧会があることをどうしてもっと知らせてくれないのですか」「心が苦しくなった」「世界には

悲惨な現実がある」などの声が聞かれた。特に初めて来られた方には印象が強烈だったようだ。「また、

これからもやってください」という声も多い。それで、来年もやるのかなあという気になりつつある。 

但し、課題は多い。DAYS展の写真を見て感動してもらえても、三重県では『DAYS JAPAN』の定期購読が

それほど増えないこと、写真に表現されている問題が日本の現実から遠く感じられること、またその問題

を解決するための活動に結びつかないこと、フォトジャーナリズムとは何かが十分に理解されていないこ

と、などなど。フォトジャーナリズム展を開くだけでやっとの状態の私達には重すぎる課題である。 

でも、この広河写真展事務局通信を手にされた方が、日本の各地で「DAYS国際フォトジャーナリズム大

賞受賞作品展（DAYS 展）」を開催してくださると、本当にうれしいのだけれど。一度やってくださいません

か 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



今後の予定 この「通信」発行後 確定分 

とき 場所 分野 趣旨・テーマ 問合せ先 

9/28-29 三重・尾鷲・尾鷲高校 F・津波 高校文化祭 学外非公開 

10/13 愛知・名古屋・緑区古鳴海公会堂 Chの絵 未定(里親・里子の話あり) 090-4084-5468 

10/22-23 群馬・沼田・中央公民館 Ch・F Ch30年・F5年広河隆一写真展 090-8454-3075 

10/30-11/2 愛知・瀬戸・パルティせと Ch・F Ch30年・F5年広河隆一写真展 090-4084-5468 

10/31-11/3 東京・文京・シビック F 球美の里 4周年イベント 03-6205-6139 

11/5-6 埼玉・所沢・山口公民館 Ch・F Ch30年・F5年広河隆一写真展 04-2923-1871 

11/22-23 岐阜・岐阜・市文化センター P ぎふアジア映画祭特別企画 058-262-6200 

 

★未確定のもの(ご利用申込書未受理)は、掲載していません。最新情報はホームページをご覧ください。 

 

◆この秋に、セルビアで開催して下さるお話があり、準備が進んでいます。99%確定ですが、ご利用申込

書を受理しましたら、ホームページに UPいたします。久しぶりの海外展です。 

 

◆チェルノブイリ 30 周年特別貸し出しは、チェルノブイリ福島世界の核問題などの原発関連パネルを来

年 4月 25日までに実施のもの限定です。ご利用規定詳細は、前号に記載。 

 

◆「やってみたい」と思うけれど、具体的にどのように動けばよいかわからない方に、事務局は相談に乗

らせていただきます。ひとり事務局のため不在の時間もありますが、その場合は 090-1239-1410へ遠慮

なくお電話ください。 

 

 

DAYS大賞展も挑戦してみませんか 
6 ページにも書きましたが、DAYS 大賞受賞作品展もどうぞお考えください。受賞作 80 点の展示は大規模

になりますが、「ミニ展」は、お取組みしていただきやすいと思います。 

当法人のパネルと同じ大きさの半切サイズのパネル 20 点を 1 セットとして、(株)デイズジャパン社か

ら借りることができます。広河さんの写真ではなく、全世界から公募した作品ですので、テーマも実にい

ろいろあります。とりわけ今年は難民問題が沢山ありました。毎年 8月に平和展を続けておられる大阪泉

大津市の団体さんが、この夏はこのミニ展に挑戦されました。開催問い合わせ・申し込みは(株)デイズジ

ャパンです。Tel  03-3322-0233へ。 

 

 

事務局からお願い・お知らせ 
① この号に振り込み用紙を入れさせていただきます。 

今年度分の正会員費がまだの方、どうぞよろしくお願いします。 

また、賛助ご寄付も、金額・回数ともご自由ですが、年 1回程度お願いできれば幸いです。 

この通信をお送りするアドレスシールに、オレンジ色の丸シールが貼ってある方は、今年の

正 会員費を納付いただいた方です。また青色のシールが張ってある方は今年 1月以降賛助

ご寄付をいただいている方です。ありがとうございました。 

② 事務局の力不足で、この号もパレスチナ中東の記事がありません。1982年の 9月 18日前後、サブラ・

シャティーラ難民キャンプにおける大虐殺に思いを馳せています。レバノンもだけれどガザはどうな

っているの?・・・・そして、イラク、シリア、クルドの難民は???  事務局は、おかげさまでいくつ

かの団体から中東情報もいただいていますが、それらを消化しきれぬまま、「通信」の紙面に反映出来

ないことをお詫びいたします。 

③ 11月に、岐阜市で開催されるアジア映画祭で、「パレスチナ」を展示していただけること、とてもうれ

しく、体調整えて見せていただきに行こうと思っています。                 事務局・宮西 記   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


