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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。 

 

 

2017年は、広河隆一パレスチナ取材 50年、 

フォトジャーナリスト 50年の年になります 

記念展を開催します。賛同金のお願い。 
 

広河さんが、大学を出てイスラエルへ渡り「パレスチナ」に出会って 50年。 

「パレスチナ」は、フォトジャーナリスト広河隆一の原点です。 

その 50年、半世紀にわたる取材を記念する写真展をこの秋に開催します。 

現在、首都圏での開催を考えていますが、ふさわしい会場が確保できれば他所での開催も考えています。 

50年．この記念すべき展覧会の開催にお心寄せをお願いいたします。 

 

50 年前に焼

き付けた写

真の多くは

色あせてい

ます。それも

歳月を物語

る証ではあ

るのですが、

やはり写真

としてご覧

いただける

に耐えるも

のに焼き付

け直したり、

古びた額を

改修したり

したいと思

っています。

また最新取

材も追加し

たい、そういう経費を、この催事への賛同金と言う形でお寄せいただければと思い、この「通信」に賛

同金のお願いのチラシを同封しています。ひと口 1000 円(複数口歓迎)です。多くの方からお心寄せい

ただいて、この企画を成功させたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

50年を経ても、パレスチナを取り巻く状況は悪くなる一方です。写真展事務局は、従来このパレスチナ

取材のジャンルを、「平和への呻吟」と名付けてきましたが、この機会に、「平和への起点」とすること

ができればと願ってもいます。ご賢察いただければ幸いです。 

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


この夏の平和企画に 

『人間の戦場』セットはいかがでしょうか 
 

いままで、アフガニスタン、アジア、アフリカ、イラク、チェルノブイリ、福島、東北大震災(津

波)、パレスチナなど、主として地域別でセットを作りご利用いただいて参りましたが、このたび、

「人間の戦場」セットというのを作りましたところ好評をいただいています。 

「人間と自然の尊厳が脅かされるところ、そこを『人間の戦場』とよぶ」という、広河さんの言

葉をまっすぐ受けとめたセットです。 

この地球の上で展開する戦争や内紛、原発事故などの核汚染、そして侵略や占領などをテーマに、

「人間の尊厳を脅かす事実」を組み合わせました。1 セット 20 枚、2 セット 40 枚・・・・など、

規模はご自由です。 

写真の選定は基本的に、事務局にお任せいただきますが、見本写真カタログをご覧になってぜひ

この写真は入れてほしいというご希望は承ります。 

キャプションもこのセットとして展示していただくために、一点一点にそれぞれの地域、撮影年

月を入れたものを作っています。 

昨年できました映画『広河隆一 人間の戦場』の上映との併催で開催されるのも有意義かと思い

ます。ぜひご一考下さい。 

こんな感じのセット(組み合わせ)になります。 

◆たとえば・・・・紛争地の子どもや女性  戦闘に脅かされるいのち  原発事故  先進国

の搾取に虐げられる暮らしの姿 の組み合わせ 

◆枚数は 10点、20点、30点、40点、50点の規模   

◆ご利用価格は、公開展示 1日だけの場合  1セット 20枚 5000円  10枚の場合は半額 

        公開展示複数日の場合   1セット 4000円×日数  10枚の場合は半額 

  ◆ご留意いただきたいこと   毎年のことですが、7月下旬から 8月半ばはご利用が立て込み

ます。下記のお願いをお読みください。 

 

ご利用の多い時期の開催についてお願い 

開催日がたとえ 2-3日でも、ほとんどのところが週末を挟んでのご開催になります。 

展示日以外に設営日が必要ですし、終ったその日に返発送できない(その日の夜の宅配便トラッ

クに間にあわない)のは通常のことです。当方のホームページは、実際の公開開催日のみをご案内

しています。ですからそれをご覧になって、ひとつの会場が終ってすぐに次の会場での開催が可能

とはお考えにならないでください。その前後 2-3日は無理、そして、あなたのところへ送るための

搬送日数も必要だということをどうぞご理解ください。 

『人間の戦場』セットにしろ、従来の地域別のものにしろ、1 か所だけではなく同時に複数個所

で開催していただけるように、パネルを作ってはいますが、7月下旬から 8月半ばはどうしても他

シーズンのようにはいきません。ご意向に十分お応えできるためには、少し開催時期をずらしてい

ただくこともお考えいただければと思います。またぜひとも、早めのお申し込みをお待ちしていま

す。 

 

お礼 チェルノブイリ 30年を記念して、核事故関連の写真パネルを特別条件でご提供しましたと

ころ沢山のご利用をいただきありがとうございました。また各会場から救援募金もいただき、「チェル

ノブイリ子ども基金」と「未来の福島こども基金」へ贈ることができましたことにも感謝しています。 



2017年次総会報告 
2月 5日に開催しました。恒例の旧年度事業報告・決算報告、新年度計画と予算が主な議題です

が、今年は今後のこの法人のあり方についても話し合っていただきました。前号最終頁参照。 

事業報告などは NPO法人として公開事項ですのでいつでもお目にかけられるようにしていますが 

なかなかこの「通信」の紙幅をとって掲載することはできずにきました。今回は簡略化したもの

ですが掲載します。会費(正会員費、賛助寄付金)あってこその収支であることは、一目瞭然、写真

パネルご利用料だけでは運営は無理で、本当に皆様のご芳志のお陰で何とか継続できているのが実

情です。 

収支報告です。  かなり乱暴なものですが、紙面の都合で家計簿程度の科目にまとめました。

NPO 法にのっとった詳細な収支報告をご希望の方、ご不審のある方は総会議案書の収支計算書をお

目にかけることができますので遠慮なくお申し越しください。 
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科目 金額 備考  
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出 

科目 金額 備考 

前年度繰越金 70375  施設費 360000 家賃 

正会員費 480000  設備費 15500 ガス温風機 

賛助寄付金 701867  備品費 76248 事務所卓・椅子 

パネル利用料 431500  人件費 210000  

物販収益 52072 売上-仕入 消耗品費 84080 アスクルほか 

雑収入      8  荷送費 311352 宅配・ゆうメール 

   通信費 40442 〒・Tel   

   印刷費 42264  

   賛同金・会費 39000  

   DAYS大賞協賛 200000  

   税金 72000  

   公租公課 3200 登記用証明等 

   交際費 6799 お礼等 

   会議費 24864 総会経費等 

   交通費 42740 事務局移動費 

   講師謝金等 30000 広河さん 

   送金手数料 4703  

   パネル作成費 21384 核問題 12点 

   次期繰越金 151246  

合計 1,735,822  合計 1,735,822  

物販は売り上げと仕入れの差額のみ(収益)あげていますし、募金関連など相殺分なども削除して簡略化し

てありますので 200万を切れる決算に見えますが、実際には 300万円近いお金が動いています。しかし、10

年ほど前までは年間 400-500 万の収支でした。それを思うと本当に小さく(縮小)なっています。パネルのご

利用が減っていることが大きな理由です。広河さんの写真を、全国でもっとご覧いただかないといけないの

ですが事務局の力不足です。人件費も 2017年度からはゼロにしました。そうするとますます後継者探しが困

難になるかなとも思いますがそのためにももう少し大きな活動にしていきたいと願います。どうぞお力を貸

してくたさい。1 面にご案内しています「パレスチナ取材 50 年フォトジャーナリスト 50 年」を機会に、中

東関連などのご利用の飛躍も願っています。 

なお、この紙面では、経理のご報告しかできませんが、活動計画として前号で提案したこと＝「法人格」を

脱いで任意団体になり身軽になって活動自体を活性化する意向は可決されましたので、夏が過ぎましたら、

その線で動きたいと思っています。実態は変わりませんので、本年も、それ以降もどうぞよろしくお願い申

し上げます。 



全国各地での開催報告 
年初から 3月末までに開催していただいた写真展の報告です。有難うございました。 

★1/12～13  京都・同志社高校生徒会  福島・津波 10点 

    去年に引き続いて高校生による企画展。高校生らしい新鮮柔軟なセンスとアイデアで   

    若い人を巻き込んだ素晴らしい展示がされました。ベースにシリア難民への取り組みが

ありこの件で広河さんと交流しておられる様子が、『DAYSJAPAN』誌 2月号のフォローア

ップで紹介されていました。 

 

★1/10～3/25 大阪・リバティおおさか「難民展」 アフガニスタン 30点 

    関西圏での大きな取り組み。5 か月にわたる「難民展」の中で、3 カ月間展示していた

だきました。「RAWA と連帯する会」が展示して下さったのですが、リバティおおさかの

広い展示会場には難民支援に取り組んでいる他団体の展示もいろいろあり、幅と深みの

ある展覧会でした。UNHCR(国連高等難民弁務官事務所)のかかわりもあり、難民につい

ての学びもいくつも企画されており、難民問題が私たちの課題として厳しく提起されて

いる催しでした。 

 

★1/21    長野・教職員組合事務職員部 アフガン、イラク、パレスチナ 20点に『DAYSJAPAN』

誌 12月号のスーダン抜き刷りもまじえて。 

    去年に続いて、事務職員の方々の研究会の場での展示。スーダン派兵というタイムリー 

なテーマもまじえて、学校現場で子どもたちにかかわられる「事務室の先生方」の熱い 

おとりくみでした。忙しい 3学期の学校職場のお仕事と並行して、このような企画をし 

て下さるお気持ちをうれしく思いました。 

 

★2/5     東京・新宿・生協パルシステム 「人間の戦場」20点 

    生協の組合員さんの学習の場として企画されましたが外部からの参加もあり、映画「広 

河隆一 人間の戦場」の上映と合わせての写真展でした。写真展の方も「人間の戦場」 

セットを使っていただきました。地球の上の人間の戦場の事実とそれに深くかかわる広 

河隆一をクローズアップしていただいたという気がします。 

 

★2/22    福岡・飯塚市浄土真宗西嘉穂組   福島とチェルノブイリ 60点 

    写真展の開催は 1日だけでしたが、中々大きなお取組みのようでした。会場をお訪ねし 

たいと思いましたが、福岡までは出かけられず、事務局で思いめぐらしていたのですが、 

仏教関係の方々が西嘉穂組という地域グループ(?)の活動として、チェルノブイリ 30 

年・フクシマ 5年という重いテーマに取り組んでくださったことに心打たれました。広 

河さんの著書などもたくさんお買い上げいただきましたので引き続き学習がなされ関心 

を拡げていただけるのかなという期待も生まれます。 

        

★2/25    神奈川・小田原・地球市民フェスタ  チェルノブイリの子どもの絵 30枚 

    これも毎年・・・・何年続いているでしょうか、小田原の国際関連のフェスタでいつも 

展示をして下さいます。かつてチェルノブイリの子どもを受け入れしていた「チェルノ 

ブイリ子ども基金江ノ浦支部」のお取組みです。一般的にご利用は多くないのですが子 

ども達の絵(チェルノブイリの子どもたちが被曝の悲しみなどを描いた原画)は、アート 

としてのレベルも高く訴求力があり、好評のようです。募金活動もなされました。 



★2/27-3/4  群馬・高崎・安中ひだまりマルシェ  チェルノブイリと福島 20点 

    「3.11を忘れない！！」と力強く言い切られたテーマのもと、若いお母さんたち(?)が 

取り組んで下さったようです。安中マルシェ会場に引き続き、もう一つの会場での展示 

も企画という意気込みに感心しました。 

 

★3/4-3/5  群馬・高崎・吉井文化会館 チェルノブイリ 60点とナターシャコンツェヴェンコ。 

去年の秋ごろから沢山の時間をかけて、とてもとても熱心な準備をされ、ユニークな展 

示が実現しました。広河さんの写真集『チェルノブイリとフクシマ 人々に何が起きた 

か』をそのまま写真展として再現された感じ。「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」というテーマ別に、心こめて写 

真を選定され、特別部門として、保養で命を永らえ家庭を築いているナターシャ・コン 

ツェヴェンコの部門「ナターシャの物語」も独自に作られていました。大変な企画だっ 

たと思いますがご苦労に見合う素晴らしい展示が実現し沢山の方にご覧いただいたとご 

報告を受けています。 

 

★3/5-3/11  群馬・高崎・はるな生協  チェノブイリと福島 20点 

    2/27-3/4の安中マルシェの後、こちらへ写真パネルを移して引き続き 1週間の展示をし 

て下さいました。命を大切にされる生協活動の一環としてのお取組みと拝察しました。 

消費生活と反原発が手をつなぐことの力強さを思います。有難うございました。 

 

★3/11    三重・名張「さようなら原発 in名張」フェスタ会場で  福島 20点と「被曝労

働」の写真も 

    恒例の「さようなら原発」企画。いろいろな催しのあるフェスタの中で写真展も。福島 

最前線を、というご希望に応えたくて、広河さんの写真ではなかったのですが、別途開催 

されていた『被曝労働展』(別記)の除染(移染)作業の写真も展示していただきました。豊 

田直巳さんの写真です。三重の中でも伊勢湾沿岸からは離れた伊賀地域で、毎年根気よく 

続けられている「フクシマを忘れない！」催事です、 

     

★3/18-19  神奈川・茅ケ崎・萩園いこいの里で福島 30点と「球美の里」の展示 

   ここも恒例化しているこの時期の催事。高齢者福祉施設のロビーでの展示ですが、今年は 

   とりわけ近くの横浜における被曝児童いじめに心を痛められた主催者が、福島の子どもの 

「現実｝を知ってほしいと福島に重点を置き、そして「球美の里」で保養する子ども達の 

姿も紹介するために「球美の里」理事長(写真展事務局の理事でもある)向井雪子さんのプ 

レゼンも入れてくださいました。 

 

★3/25-31  山形・県立図書館「遊学館」でチェルノブイリとフクシマと津波 60点と「球美の

里」6点 

   一人実行委員だと言われる Nさんでしたが、Nさんを包むお仲間の協力で素晴らし展覧会 

が実現していました。実は当法人事務局の宮西は、魅かれるものがあり三重から「見学」 

にお邪魔しました。町中にある県立図書館「遊学館」のロビーでの展示でしたので、図書 

館に来られる方やその他沢山の方の来訪があり、中々盛況でした。山形は福島の隣県です 

から、避難者も多く、その方達の住宅支援打ち切りに反対運動をなさっていたり、健康診 

断の問題に取り組んでおられたり、救援活動にも大きな関心と協力を寄せていただいてい 

る方々の力の結集のようでした。開催までのご努力を強く感じました。8頁に詳報。 



こんな写真もお取次ぎできます 
 

◆「球美の里」の子どもたち 

福島の写真展をなさる方の中に、福島で被曝した子どもたちの救援のよびかけをしたい、ついて

は、子ども達の健康を守る「球美の里」の活動を紹介したいのでその写真を、と言われる方があ

ります。広河さん撮影の「球美の里」の子ども達の姿を、当写真展事務局のものと同じ仕様のパ

ネルにしたものが 6点(2017.3現在)あります。展示をご希望の場合はお取次ぎいたします。ご利

用料は別です。お申し出ください。「球美の里」東京事務局へお申込みいただいても構いません。 

「球美の里」東京事務局 Tel  03-6205-6139   Mail   Tokyo@kuminosato.net 

  

 

 

◆被曝労働の写真 

この春、事務局のある三重で被曝労働の展示をしたい団体があり、その写真を求められましたが、

残念ながら当方にはありませんでした。被曝労働に限らず福島の被曝の実態を直接撮影したものは

多くありません。フォトジャーナリスト豊田直巳さんが取材撮影しておられた「除染」作業労働の

写真をお借りしました。除染作業の実態、フレコンバックの山など・・・9 点ですが、これもご希

望でしたらお取次ぎいたします。豊田直巳さんに直接お申込みいただくこともできます。 

 豊田直巳さん Tel  070-5543-1925     Mail   naomitoyoda2001@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

おしらせ チェルノブイリ 31年・福島 6年救援キャンペーン 
 

【今中哲二 講演会】 

「放射能汚染の時代をどう生きるか、子どもたちをどう守るか」 

■2017年 4月 28日（金）19:00開演（18:30開場） 

■練馬文化センター 小ホール 

（西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線「練馬駅」北口 徒歩 1分 ） 

■定員 520名 

■入場料 予約 1000円 当日 1300円 

 

【報告】 

黒部信一 ： 「未来の福島こども基金」代表、小児科医 

佐々木真理 ： 「チェルノブイリ 子ども基金」事務局長 

■共催： チェルノブイリ子ども基金 未来の福島こども基金 

■予約受付・問合せ先：チェルノブイリ子ども基金 

Tel/fax ０３−６７６７−８８０８ 

E-mail :cherno1986@jcom.zaq.ne.jp 

※予約受付は 4/26（水）午後 3時まで。 

※詳細は、当通信に折込みのチラシをご覧ください。 
 

mailto:naomitoyoda2001@yahoo.co.jp


写真展開催お知らせ  4月～確定分   Ch=チェルノブイリ  F=福島 

とき ばしょ 分野 テーマ趣旨など 問合せ先 

5/12-14 
東京・あきるの・あき 

るのカトリック教会 
Ch・F 

見て、感じて、考えよう～チェルノブ

イリ 30年、フクシマ 5年を経て～ 

080-6595-4657 

(黒田) 

8/1-6 兵庫・伊丹・中央公民館 Ch・F 夏の平和行事  非核・平和写真展 072-784-8000 

 

 

報告-1  DAYS大賞に今回も協賛しました。 
第 13回 DAYS大賞が決定しました。今回も多数の応募作品の中から大賞、審査員特別賞、パブリッ

クプライズなどが選ばれました。当方からは副賞代として 20万円を贈りましたが、NPO法人名では

なく、従来通り「広河隆一非核・平和写真展委員会」の名前になっています。次号『DAYSJAPAN』

(5月号)でご披露されますので、ご確認ください。 

 

報告-2 「帰還の坑道」読書会 記録メモから 
 前号でご案内しました広河さんの小説「帰還の坑道」の読書会、少人数ですが第 1第 3水曜日

に続けています。まだ読了していませんが、少しずつ区切り課題として読んで来て感想を話し合う

ことから始まっていろいろな話題に発展しています。 

－難民キャンプと言うところを実際に知らない私たち。第 3世界のスラムと言われる地域などは知

っていても日常的に武器による攻撃の恐れのあるパレスチナの難民キャンプは想像を超える「暮

らし」の場。なぜそこに住まざるを得なくなっているのか・・・・もこの小説のテーマのひとつ。 

－レバノンにあるパレスチナ難民キャンプのすぐそばに、ビルが林立するベイルートがある。瓦礫

の空間と繁栄の空間の対比。 

－故郷を捨てさせられ離散の始まりを作ってしまったと思いこんで威厳を失くしている老人たち。 

－はじめの方で語られるユダヤ人の歴史についても話は拡大し深まった。ハザール帝国のこと、聖

書の「物語」ユダヤ教の経典とつながる旧約聖書にみられる「人間観」。抽象的哲学の確立する

以前に描かれた文体が語る人間観、世界観はとてもヒューマニズムにあふれているではないか。

「十戒」やモーセの律法が伝える人間味豊かな思想が、宗教団体として形作られていく過程で、

獲得した権利権威に固執する人間を作ってしまう人間の限界。 

－世界全体が、イスラエルのパレスチナ支配は良くないと思いつつ見て見ぬふりをしている、そう

いう背景の上にこの小説は書かれている。 

－参加者の中にかつてキブツで暮らした人が居て、その経験をシエアしてもらう。自分たちが選良

(神に選ばれたエリート)であるという意識は持っているが、ほとんどの若者はノンポリ。ただア

ラブに対する蔑視を根強く持っていると感じたこと。一方アラブ人の村は貧しいけれどとてもオ

ープンマインドで特に日本人には好意的 

－話は発展して・・・・人間の欲望と言うのはつまり支配欲、占領欲、他者をコントロールする欲

求に収斂するのではないか。食欲や物欲、性欲には「満腹感」(限度)があるが支配欲にはそれが

無く際限もなく支配したくなる傾向がある、というような話にも。 

－イスラエルパレスチナの関係だけでなく日本とアジアの国々との関係にも同じ構図が見られる。 

－第 5章「第七坑道」「アリの物語」、ハサン老人のことあたりから・・・現場の人々と主人公高見

との接点を通して、「問題」をクローズアップさせていく。 

－世界史の問題＝欧米の二枚舌、三枚舌。地下と言う場所について、など話は拡がり続ける「いま」

です。途中からでもぜひご参加ください。おもしろいですよ。 



事務局・宮西の山形行 
各地の開催者とお電話などしているとその写真展会場に行きたくなります。いつもそうです。しかし、実現

はしないまま、全国各地に「行きたいところ」が増え続けたこの 13年間でした。それが、今回は思いきって

山形まで行ってしまいました。青春 18切符と夜行バスを使っての長距離旅行。私物化かな、とちょっと気が

引けますが、この「通信」の頁をいただいてその山形行を報告させてください。 

 

3/25-31の山形写真展の主催者・長島さんとは「３１１」以前から電話でお話していましたが、写真展

開催は、「311」直後、確か 2013年、長島さんの居住地山形県南陽市で、福島から山形へ避難して来て

おられる方たちとの交流の場として開催して下さったのが最初です。「当事者とどんなふうに交われば

よいか」「対話の進め方は?」などというご相談もいただいた記憶もあります。 

その後、避難者のために東奔西走される長島さんの日常が、アナログ電話を通して三重の事務局まで如

実に伝わってくるようになりました。お若いころ地方議員をしておられたらしいご経験から問題の要点

を直感的に察知されて、県知事との交渉なども積極的にすすめられていく。大きな成果のあったこと、

困難だったことなど・・・・その都度お聞きしながら何のお手伝いも出来ないまま月日は流れました。

そして、今年の写真展。3月末の 1週間。今度は南陽市でなく県庁所在地の山形市。長島さんの熱いお

心入れが伝わってきました。私事ですが去年秋に連れ合いを亡くして「待つ人」が居なくなったもので

すから遠出ができるようになりました。丁度青春 18切符のシーズン。ン 10年も会っていない幼友達に

でも会うような気持ちで出かけたのです。 

でも・・・・三重と山形の距離はやはり半端ではありませんでした。東海道線でまず東京まで 1日かけ

て。ユースホステルで一泊して次の朝早く宇都宮・黒磯経由で福島へ。福島で(在来線は連絡が悪く)1

時間半待ち。その時間を楽しんだあと、いよいよ山形線に乗りました。三重から少しずつ寒い地方に向

かっているはずでしたが でも、車中ではほとんど実感はありませんでした。それが、山形線に乗った

とたん。「これはちがう!」と。「雪国のご苦労」は話には聞いていましたが私には感激の連続でした。

屏風のように山形平野(?)を囲む重畳たるやまなみ。その山肌の雪景色。 

車窓近くには処女雪が続きます。この時期でもまだ 1メートルはあるだろうと思われる積雪。心臓がド

キドキしてくるのでした。「峠」という駅辺りではほんとに「トンネルを抜けたら雪国だった」を実感。

東京を 9時 25分に乗って山形に着いたのは 18時過ぎでしたけれど、時間の経過は意識にありませんで

した。感動しているうちに着いてしまっていたのです。 

１９時に写真展会場を閉めてホテルまで来て下さった長島さんと初対面。100年の知己のように感じま

した。翌日写真展会場へ。素敵なスペースでした。達筆に大書された看板、並んでいる『DAYSJAPAN』

他の資料。図書館に来られる方がたがひっきりなしに立ち寄って下さる絶好の場所でした。長島さんの

普段のお付き合いの成果でしょうか。地元の平和センターのご手配だとか。どの写真展会場でもそのよ

うですが、ここでもこの場所で様々なうれしい出会いが 1週間の会期中にあったようです。子ども連れ

のお母さんと、市民運動家と、避難者に心寄せる方々と、また政治家とも。私が会場にいたのは 26日

だけでしたが、後の 5日間の報告でそのようにお聞きしました。 

取材の毎日新聞は、写真入りの記事でこんなふうに報道しています。 

＜・・・・長島さんは「山形の人も原発事故を自分の事として考えてほしい」とよびかけている。・・・・

長島さんは福島原発事故の避難者に対する支援の継続を求めて福島県内での街頭活動にも参加。東日本

大震災から６年がたつが、原発事故を風化させたくないとの思いで写真展を企画した。「世界中がチェ

ルノブイリで被災した子供の治療を支援している。福島もどのような健康被害が出てくるかわからず、

国が福島の人の医療を全力で支援するよう法律で定めてほしい」と訴えている＞と。 

 

へんしゅうこうき 

この通信に、対象地域のイベントの案内チラシを入れています。水俣関係のものは九州の方々に、と思いま

したが、残った分を西日本の方に同封しました。遠くて行けないと思われるでしょうが関心を持っていただ

ければ幸いです。(み) 


