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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルビアで広河隆一写真展 

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


「セルビアで写真展開催を希望しています」 宮川日護

さんという宗教団体の高位聖職者らしい方からの最初の

お電話に事務局は緊張しました。久しぶりの海外展。現

地とどんな言葉でやりとりするのか？ 

  どんな会場なのか？  その地の人々に関心はある

のか？ 

でも・・・・便利な時代です。現地在住の方とのメール

（日本語！）のやり取りで事は進みました。 

そのメールを少しご紹介します。 

宮川日護さんのご紹介でメールさせていただ 

いております。私はヨーロッパのセルビア共 

和国に２０年ほど在住しております片野優 

（かたのまさる）と申します。 個人的には 

作家・ジャーナリストの仕事をしております 

が、同時に平和・文化・教育のための現地法 

人を運営し、これまで反核展示、環境展示、 

孤児院への支援、日本文化の紹介などを行っ 

てまいりました。この度、ぜひとも広河隆一 

氏の写真展を首都ベオグラードで開催したい 

と希望しております。 （中略） 

セルビアは貧しい国ですが、福島原発事故直 

後（一定期間）は、ヨーロッパの中でもっと 

も福島の被災者の方々に寄付金を送った、非 

常に親日的な国です。また、１９９９年に 

NATOによる劣化ウラン弾の空爆を受け、と 

りわけ子どもたちが被ばくした国でもありま 

す。 そんな国の人々に、日本が、世界が誇 

る写真家の広河隆一氏の平和へのメッセー  

ジを贈りたいと心から願っております。 

そんなことでスタートしたセルビア展でしたが、開 

幕直後の片野さんからのメールには 

すでにご説明しましたように、オープニング 

にはイェリザベータ王女をはじめ、たくさん 

のご来賓の方々にお集まりいただきました。 

その席でセルビア語に翻訳した広河隆一氏の 

メッセージを読みあげ、会場にもプロフィー 

ルと一緒に掲げておきました。 

会場は、市内の中心にある映画館・展示ホー 

ルでしたので、特に土日に多くの市民に鑑賞し 

ていいただけました。大成功の展示になったこ 

とを、本当に嬉しく思っております。 

その様子を写した写真を添付いたします。   

広河さんが世界最高峰の写真家であること、 

また原発の恐ろしさをセルビアの人々に多少な 

りとも理解してもらえたことに満足しています 

                         ② 



この「通信」の表紙にＵＰしたのは首都ベオグラードに貼りだされた今回の写真展のポスターですが、 

その催事の正式名称は「ノーモア・フクシマ！ チェルノブイリ 30年・福島 5年 広河隆一写真展」  

主催団体名は 「セルビア平和・教育文化協会(SOKA)」だそうです。 

 

以下は、広河さんからセルビア展来場者へ送られたられたメッセージです 

会場に掲げられました 
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セルビアの皆さまへのご挨拶 

 

この度は私の写真展を開催していただき、本当にありがとうございます。 

私は大学を出てすぐに中東のイスラエルに行きました。その 1967年という年は、第 3次中東戦

争が起こった年で、私の到着から 2週間後に始まったこの戦争で、私は初めてパレスチナ問題を学

びました。それからレバノンの戦争、アフガニスタンの戦争、イラクの戦争と、私は多くのことを

学びました。 

私に、ジャーナリストは何をしなければならないのかを教えてくれたのは、被害者たちでした。残

念ながら戦争ではジャーナリストの多くは、加害者の側から取材をします。特に今世紀冒頭からの

アフガニスタンやそれに続くイラクではそうでした。そして加害者はいつも自分たちのせいで発生

した被害を隠します。 

 同じ構造が、核の被災地でも言えます。核爆弾でも、原発でも、もたらされた被害に責任ある人々

はいつも、被害の実態を隠そうとしました。原子力を推進しようとする国も産業も、隠そうとしま

す。そして科学者たちは、被害者を助けるよりも、研究対象としてみます。 

 これはチェルノブイリでも福島でも同じです。チェルノブイリでは私たちが支援してきた子ども

が何人も亡くなるのを見届けました。甲状腺がんや白血病です。しかし科学者たちは、この子ども

たちの死は放射能とは関係ないと言います。同じ症状で運び込まれた人でも、3か月以内に死んだ

人は放射能のせいだと認め、3か月を少しでも過ぎてから死んだ人は、放射能のせいではないと言

いつのります。甲状腺がんは、病院で死んだ子ども以外は放射能とは関係ないと言います。実際に

はウクライナで病院で甲状腺の手術直後に死んだ子は 5人ですが、そのあとに亡くなった事故当時

の子どもたちは 260人にも上ります。このほとんどは事故との関係を認められていません。 

 私は福島第一原発事故の翌日福島県に入り、その次の朝に原発から 3キロの所まで行きました。

政府も東京電力も、漏れている放射能は微量で、人体には影響はないと言い続けました。その時私

と友人の放射能測定器は 3台とも針が振り切れましたが、それは機械が壊れているせいだと言われ

ました。2 か月たって私が浴びた放射能は１・５m ㏜だと知らされました。4年たってさらに 4ミ

リシーベルトだったと知らされました。私の振り切れた測定器の横に立って写っている男性（Ｆ－

6の写真）は、2年前、つまり事故後 3年ほど経って亡くなっています。 

 私はチェルノブイリでも福島でも救援団体を作り、多くの子どもたちのケアをおこなっていま

す。本当ならこうした救援は事故に責任ある国や電力会社がしなければならないのに、彼らは被災

者の世話を一切行いません。自分たちの責任を認めたくないからです。 

 放射能は何世代にもわたって被害をもたらします。人間だけではなく、地球の上に生きるあらゆ

るものに影響を与えます。私たちにはそのようなものを選択する権利はない、と私は考えます。人

間や自然界のすべてのものの尊厳を踏みにじる、原発、核爆弾、そしてあらゆる戦争を私たちは選 

択してはならない、と。 

 セルビアの皆様とも、そのような気持ちで心をつないで、ともに生きていきたいと思います。 

 

2016年 11月 4日  広河隆一 

 



催報告愛知県瀬戸市在住の伊藤展子さんは、今までも折々に地域のいろいろな機会に写真展を開催して下

さってきましたが、とりわけ今年は、その回数は４回を数えました。その二つをここにご紹介します。一つは

自主保育の場で、ご自分の里親体験を語りながらチェルノブイリの子ども達の描いた絵の展示。もう一つは地

元の公共施設パルティせとでの写真展です。 

 

  チェルノブイリ 30年福島 5年の今年            伊藤展子                 

３０代ぐらいのお父さんと５歳ぐらいのお子さんが手をつないで見に来てくれました。福島原発の写真の

前では、お父さんはお子さんにキャプション以上の説明を熱心にされていました。しかし次のチェルノブ

イリ原発事故の写真の前では言葉もなく「遠い外国のお話だね」と・・・・・３０年とは、人間の世界で

はそう言うことなのだと知らされました。 

チェルノブイリ原発事故とはたぶんお父さんの小さいころか、生まれる前の遠い外国の出来事なのでしょ

う。 

しかし放射性物質ストロンチウム 90が半分になるのに２８・８年かかり、セシウム１３７が半分になる

のに３０年、ラジウム２２６の半減期は１６００年、プルトニウム２３９の半減期は２．４万年、ウラン

２３８の半減期は４５億年と人間の世界の感覚とはまったくかけ離れている年数です。 

放射能は無くす手立てが分からない、人体への影響がいつまで続くか分からない。今だに人間がコントロ

ールできない物質。 

福島原発事故から５年たった今、日本は放射能汚染による被害をできるだけ小さく、できる事ならなかっ

たことにしたいという感じを受けてしまうのは、私だけではないはずです。今もなおチェルノブイリ事故

の影響は終わっていません、福島の原発事故後の影響による子どもたちを守らなくては。 

 

私達は、[原爆症で苦しむのは自分達で最後にして欲しい]と切に語られた広島、長崎の被爆者の方々の願

いをかなえることはできなかった。また、チェルノブイリの子ども達の絶望や生きたい思い、勉強したい、

遊びたい、運動したい、の夢や希望にもどれだけ応えられたのだろう。 

もう福島の子ども達を犠牲にすることは、許されない。ベラルーシの保養施設を手本とした沖縄での保養

や、世界に名前も知られていない町や村で行われている小さな活動こそが大切、大きな力になると考えて

います。 

 

★自主保育で、伊藤さんの話を聴いたお母さんたちの感想文 

 

：たくさん得ることがありました。チェルノブイリは遠い国の事だと思っていたけど、今の福島の何十年
後をチェルノブイリと重ねて考える事が出来た。 

 伊藤さんの様な人達が世の中を少しずつかもしれないけど動かしているのかなって思った。今日お話し

てくださった事に感謝です。 

 

：お話を聞いてすごく勉強になって色々考えさせられました。放射線って目に見えないし匂いも味もなく

て、でも何百年何千年って単位で、影響が出続けるもので、特に子ども達に影響が出やすいというのが

すごく怖いなって思った。老い先短い私達と違って未来ある子ども達のために何が出来るか考えるいい

きっかけになりました。 

 

：原発の話が聞けて本当に良かった。日々いろんな事が起こってるから風化していく、子ども達の未来が

心配になりました。 

 

：利己的かもしれないけど絶対に自分の子どもにはそんな経験をさせたくないです。 

 

：身近なところにこんな活動をしている人がおるんだなあと考えさせられました。 

 

：すごい悲惨な経験をしたから、あんな絵が書けるんだなと思いました。本当の絵を見る事で心に恐怖を

覚えたりもしましたが、見せてもらえて良かったです。  

 

：自分の子どもには絶対に経験させたくないです。 
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保育の場で、子ども達を遊ばせながらチェルノブイリの絵を見て里親報告を聴く↑ 
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人 た

ちも集まるオープンスペースでの展示↑ 

 

 

 

その他の開催報告  前号報告後～11月末まで 

開催日 会場 分野 趣旨・タイトルなど 主催者 

9/28-29 三重・尾鷲・尾鷲高校 Ｆ・津波 高校文化祭 高校ＪＲＣクラブ 

10/13 愛知・名古屋・古鳴海公会

堂 

Ｃｈ絵 里親の報告を聴く会他 自主保育伝治山 

10/22 京都・京都・ＮＨＫビル Ｃｈ・Ｆ 教育改革キャンペーン きょうと教組 

10/22-23 群馬・沼田・中央公民館 Ｃｈ・Ｆ Ｃｈ30年・福島 5年写真

展 

実行委員会 

10/30-11/2 愛知・瀬戸・パルティせと Ｃｈ・Ｆ Ch・福島原発事故写真展 実行委員会 

10/31-11/3 東京・文京・シビックセン

ター 

Ｆ 沖縄・球美の里４周年イ

ベント 

沖縄・球美の里 

11/5-6 埼玉・所沢・山口公民館 Ｃｈ・Ｆ Ｃｈ30年・福島 5年写真

展 

９条の会所沢やま

ぐち 

11/17-20 セルビア共和国 Ｃｈ・Ｆ・津波 東日本大震災・原発事故

写真展 

 

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 

実行委員会 

11/30-12/4 宮崎・宮崎・県立美術館 全分野 ドキュメンタリーフォ

トフェスティバル宮崎 

実行委員会 

12/7-11 熊本・熊本・国際交流会館 Ｃｈ・Ｆ Ｃｈ30年・福島 5年写真

展 

熊本・原発止めい女

たちの会 

 

 



 

２０１６年秋、各地の写真展を終えて 
 

「このごろ写真展の開催が少なくなっている」と感じていたのは錯覚だったかもしれません。１-５頁

で紹介の、セルビアや愛知県瀬戸など以外にも、この秋、各地で、いろいろな趣向で開催していたただき

ました。パネルたちは結構忙しく事務局の棚を出たり入ったりしたのでした。 

 

そのみなさんから開催報告をいただたくことができずにいますが、事務局との連絡の中で印象に残ったこ

とを書いてみます。動機やお取組みの姿などをご紹介します。開催を考えつつ迷っておられる方のご参考

になれば、と思いますので。 

 

◆尾鷲高校  ＪＲＣというクラブの活動として、文化祭で展示されました。顧問の今津先生は、以前か

ら、学校や地域を舞台に写真展やナターシャ・グジーのコンサートなどを手掛けてきて下さった方。30年

経過しても「伝えていこう」のお気持ちは健在。若い世代への継承の確かさを感じました。 

 

◆きょうと教組  先生方ご自身の啓発と学びに生徒さんや保護者もまきこんで、広く伝えて行く試みを

見せてくださいました。 

 

◆群馬・沼田の公民館  ４月初めに同県太田市で開催された写真展に来場されたのがきっかけで、沼田

でも・・・と企画していただきました。広報力の弱い市民運動は、誠実な方から方への波紋のような広が

りに助けられます。 

 

◆所沢の公民館  地域の大きな催しの中、一角を確保された９条の会が、さらにその中のパネル１枚を

舞台に「原発の悲しみ」を伝えようとして下さいました。限定されたスペースを最大限生かすべく展示パ

ネルの選定に意見続出。熱いご相談が重ねられたようでした。 

 

◆宮崎での大きなドキュメンタリーフェスティバル。当事務局としては、ご意向に添えたかどうか不安も

残りますが、広河写真としては全倍パネルも動員しての出展でした。 

 

◆熊本国際交流会館  お申し込みをいただいた直後の熊本地震。心配しましたが開催の動機は揺るがず、

少し落ち着かれてすぐ「やります」のご連絡。何かとお忙しいお母さんたち（？）が寸暇をやりくりして、

パネルを選び準備してくださっている様子が三重の事務局まで伝わってくるのでした。 

 

 

これからのこと 新しい年に向かって 
１２月Ⅰ３日、うれしいことに、もう、来年のご予約が届いています。正規のお申込書がまだ届かないも

の含めて 9件。確定（ご利用申込書受理）は下記の通りです。最新情報はホームページをご覧ください。 

とき ばしょ 分野 趣旨・タイトル 問い合わせ 

2/22 福岡・飯塚・明信寺 Ｃｈ・Ｆ 西嘉穂組原発専門委員会 0948-22-4358( 明

信寺) 

2/27-3/4 群馬・安中ひだまりマルシェ Ｃｈ・Ｆ 3/11 を忘れないーチェルノ

ブイリ フクシマ写真展 

027-323-2762( 宮

原) 3/5-3/11 群馬・安中 はるな生協 Ｃｈ・Ｆ 

3/4-5 群馬・高崎・吉井文化会館 Ｃｈ チェルノブイリー人々に何が

起きたのか（仮 

027-388-5585( 郡

山) 

3/18-19 神奈川・茅ケ崎・萩園いこい

の里 

F  ・球

美の里 

「3.11 あの日を忘れないー

―球美の里保養プロジェクト 

0467-88-7513( 宇

都) 

8/1-6 兵庫・伊丹・市立中央公民館 ＣＨ・Ｆ 中央公民館 夏の平和行事 072-784-8000( 市

立中央公民館 



§1 2017年新しい取り組み 

『帰還の坑道』の読書会をします！ 
中東・パレスチナ問題への入門として。 

当法人は、広河隆一さんの取材作品のパネルを貸し出ししている団体ですのに、従来、とりわけこ

こ数年は「核問題」に比重がいっていました。福島以後の社会情勢ももちろんありますが、広河さん

のライフワークの半分(以上?)は中東・パレスチナだと知りながら複雑な気持ちもありました。しか

も「非核・平和」の『平和』の起点がそこにあることも知りながら。 

日本人には、パレスチナ問題は馴染みにくいと言われる方もありますが、パレスチナ問題に少しで

も本気で、触れてみたら、日本の近代史、近隣アジアの国々への侵略占領が酷似に見えてきます。国

内的にも、沖縄やアイヌに対して、帝国日本につながる「わが国家」がしてきたことが、パレスチナ

問題とオーバーラップします。 

そのことに気付きつつ、もともと、チェルノブイリ救援で広河さんとつながった事務局宮西は、逃

げていてはいけないと思いつつ、パレスチナ中東問題には、中々本腰になれずにきました。 

2 年前の総会記念企画として、岡真理さんのガザ攻撃の朗読劇を取り上げた時、岡さん翻訳のアラ

ブ文学を「通信」(当時は「機関誌」)紙上で取り上げご紹介もしています。ガッサンカナファーニー

の短編小説たちですが、文学、フィクションの形をとったものが、わかりやすい、との思いこみでし

た。しかし、単発に終わりました。 

フィクションと言えば、広河さんの唯一のフィクション大作『帰還の坑道』(初版は『破断層』)が

あります。当事務局としてもご紹介し少なくない方に購入していただきました。パレスチナを背景に

した小説です。 

しかし、それを読まれた方のお声がまだ聞いてありません。もしまだ読み切れずに置いてある方が

あれば、この機会にぜひ読んでいただいて共に話し合いたい・・・・そう考えて、「帰還の坑道」を

読む、を来年 2017年の取り組みにしたいと思います。 

具体的には・・・・こんなふうに考えています。三重の読書会にくることはできなくても、メールや

郵便でご参加ください。 

 

◆月 2回早朝読書会 

第一第三水曜日 10時～12時  第一回は、1月 18日 

アスト津３階 交流スペース テーブル⑧  参加費無料 

内容  第一回は、 全体像、基礎知識等。序章から第４章「砂嵐」(P.9～P.51)を読んで来る。 

最初の２-３回は宮西がプレゼンをさせていただきます。後は話し合いで。 

 

津での読書会に参加できない方は、レポートで参加してください。レポートと話し合いの内容と併せ

てまとめ、毎回のミニ記録とし、参加者に送ります。『帰還の坑道』をまだお持ちでない方はこの機

会にお求めください。特別価格 1600円のみ(送料送金手数料共事務局負担)・手渡しの場合 1500円。 

 

当面の予定 

第一回 1/18  序章から「砂嵐」まで  作品のアウトラインと「難民キャンプ」 

第二回 2/1   P.104(「アリの物語」)まで  アリの物語=故郷喪失物語を中心に 

第三回 2/15   P.152(脱出)まで  トンネル工事の工作から、高見の脱出(一時帰国)まで 

 



 

§2 この法人の今後のこと 
 

毎年今頃の季節、前頁にご案内の通り、早々と来年のご予定が届きます。そのお電話を受けながら、事務

局は心弾みます。来年と言っても、もうほんのひと月先なのに、年が変わるということは、そこに洋々た

る未来が開けている気がするからかもしれません。 

しかし、実は、理事会は、この会の先行きについてここ数年悩みを深めてきました、 

 
時代閉塞の現状を肌で感じる昨今、市民活動も何かと困難になってきています。この法人を、このまま続

けて行くにはいくつかのハードルがあると感じます。それを今号で皆様に率直にお訴えして、衣替えしよ

うとしていることについて、ご理解を賜りたいと思います。 

 

重荷のひとつが、ＮＰＯ法人という「法人格」。法人格を取得して 12 年半、まだ知名度のなかった当初、

県外などで何かをするとき、この団体を保証するものとして、「法人格」はとても力になりました。でも

その反面、実は毎年、過分の税金(法人税)を納付しなければなりませんでした。 

パネルの貸し出しにご利用料をいただくということは、収益事業を実施しているとみなされ、税金を納

めなければならないのです。会費やご寄付で支えられている当法人は事業収益だけですと赤字なので税金

といっても均等割り、いわゆる住民税的な最低額なのですが、それでも県税 2万円、市税 5万円。毎年こ

の納付時になると 7万円が惜しくて惜しくて・・・出金をためらい続け、でも、結局は納付してきました。

ＮＰＯ法で決まっている以上、脱税はしたくないし。このことは、ここ数年ずっと理事会の懸案事項でし

た。 

そして、いま、来年に向けて提案させていただきます。結論は総会での議決によりますので、今申し上

げますのは、あくまでも 2017年総会への提案としてなのですが・・・・ 

法人格をもう「脱」ごうかと思います。 

「広河隆一写真展事務局」もお陰さまである程度の知名度をいただいていますので、法人格がなくなっ

ても不自由はないと思います。代わりに納税も不要になり、いろいろな義務や制約からも自由になります。

介護や子育てや防災事業ですと、「法人格」を持つ団体には、行政から優先的に委託される事業というの

があり、財政の裏付けもあるので、貧しい NPOには魅力なのですが、残念ながら、当法人が手をあげられ

るような「非核・平和の委託事業」というのは、今の行政からは、まず見込めません。ですので、法人格

がなくなったからといって、とりたててデメリットは思いつきません。 

理事会で熟慮の上「法人格」からの脱皮を方向づけました。プロセスとしては、この団体のまま法人格の

み返上ということはできませんので、いったん法人としては解散し、しかし、パネルご利用に支障が生じ

ないように、ほぼ同時に任意団体（法人格のない市民団体）を立ち上げる、という経緯になります。総会

で可決していただいたら、来年秋ごろに法人としては解散し、新しく任意団体として再出発する、という

ことになる予定です。皆様にパネルをご利用いただく事業は、特段の変化なく継続いたします。 

他にも可能な限り経費節減にも努め、皆様へのご寄付の負担を少しでも減らせればとも願っています。 

このことにつきまして、正会員さんでなくともどうぞご意見をお聞かせ下さい。 

 

事務局からの連絡事項・編集後記 

★ 12/23三重県のＮＰＯ行事 アスト津の 3階で開催される「ＮＰＯ見本市」みたいなのに出展します。活動

内容の紹介展示と少し販売もできます。お近くの方、同封チラシご参照のうえ、お越し下さい。 

★ 総会 2017年総会を 2017年 2月 5日に開催します。ご予定に入れておいてください。 

★ 2016 年正会員費を納付していたただいた方は宛名シールにオレンジ色の小さな色丸シールが貼ってありま

す。正会員さんで今年度会費未納の方は年内にお振り込みください。年明けに総会議案書をお送りします。 

★ 核問題関連のパネルご利用についての「チェルノブイリ 30周年記念価格」の適用は 4月 25日までの開催分

限定です。計画をお急ぎください。 

★ 新しい年の挑戦「パレスチナ・中東問題への学び」、どうぞご参加ください。当写真展事務局として、パレ

スチナ中東問題に、来年は大きく力を入れられればと願っています。お知恵をお寄せ下さい。 



 


