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戦車に追われたことがあるか 

銃口から逃げ惑ったことがあるか 
            

―DAYS 大賞一位の作品から シリア、パレスチナ、広河さんー 
 

いつの間にかもう秋！ きのうは夏だった(立原道造)・・・・あさっては９月。 

４月にはチェルノブイリを思い、９月にはパレスチナを思うのはあまりにも固定観念でしょうか。そもそもパ

レスチナの理不尽は何も９月だけではなく、ガザ猛攻は 2008 年の 12 月でしたし、第２のナクバとも言われる

ジェニン難民キャンプの大破壊は２月でした。年がら年中、暴力にさらされているパレスチナを９月だけ思い

起こすわけではないのですが、やはりシャティーラのことは脳裏を離れません。その９月です。 

 

ところで前号をお届してからの２か月の間に、名古屋

と東京と横浜と津で、今年の DAYS 大賞受賞作品が展

示されました。ご覧になった方も多いと思います。今

年の一位作品について、どんな思いを抱かれたでしょ

うか。私は津の展示場でこの作品と真向かいました。

６日間の会期の間、何度もその写真の前に立ちました。

何度目だったでしょうか、はっと思い当ることがあり

ました。 

｢広河さんが、難民キャンプで戦車に追いまわされた

時、こんな顔して逃げ回わったのではなかったか｣と。唐突かもしれません。でもいままで、広河さんがイス

ラエルの戦車に追われて難民キャンプの中を逃げまどったということは聞いていてもその時どんな顔をして

おられたか、想像したことはありませんでした。大賞一位の作品が捉えた、この恐怖にひきつった顔に、その

ときの広河さんが重なったのです。 

あれほどの犠牲を生んだ前大戦のときですら日本で、現実に地上戦の場と化して民が銃口や戦車に追いかけ

回されたのは、沖縄だけなのです。「本土の」私たちは空襲の恐怖は知っていても戦車に追われる恐怖は体験

していないのです。パレスチナの難民キャンプで、それを体験した広河さんは、この男性の顔をどんな思いで

みられたのだろうか、とふと思ったのです。 

この作品が捉えている｢必死の形相｣の男性がうまく逃げ延びることができたのかどうかわかりません。助かっ

ていてほしいと祈る気持ちになる以外、彼の心に添うことすらできない私たちだと思い知ります。でも、もし

この写真をオキナワの人が見られたら、その時心にきざすものは、私たちには想像もできない現実的な恐怖感

なのだろうという気がします。     写真は広河さん撮影。この銃口は広河さんの方に向いているのです。 



 

9 回目の「DAYS JAPAN 写真展 in名古屋」を終えて 

                名古屋展事務局長:半田ひろ子 

DAYS JAPAN 写真展、無事 9 回目を終えて、ほっとしておられる半田事務局長に、公的なバックアップ

もないまま、DAYS 大賞作品展を市民の力だけ９回通してやり続けて来られた(これは名古屋だけです)

苦労話と、それゆえにこその喜びと、併せて毎年の工夫の数々を寄稿していただきました。 

 

◆資金のやりくり 

今年の来場者 930 人は、財政的には、なんと

か赤字を出さずにすんだぎりぎりの結果です。 

4年前には助成金、3年前は NHK に取り上げられ

る、2 年前には篤志家からの大口寄付、という

幸運が続き、お金の心配はしなくてすんでいま

した。 

が、今年は、正直、赤字をかぶる覚悟を密か

にしつつ、初日を迎えていました。会計担当者

から、賛同金の金額が予算の三分の一を超えた

と聞いた時、本当にありがたく、市民ひとりひ

とりの貴重な志が、この写真展の財政を支えて

くださったのだと、改めて、呼びかけに応えて

くださった方々に深く感謝を申し上げます。困

っていると言うと、助けてくださる方がいると

いうことは、この写真展の歴史でもあるのだと、

痛感しました。 

  

 

◆地元の活動を、新しい視点を 

併催企画の幅広さも、私たちの自慢です。実行

委員の希望をもとに、最初は、DAYS で著名なジャ

ーナリストに講師として来ていただいたりしまし

た。でも、もっと近くに、地道に活動している方

がいるという実行委員の意見から、地元の方を中

心にと変わってきました。 

講演会だけでなく、一昨年は、前夜祭として、

ワークショップ形式の参加型イベント。昨年は、

20代の若者会議を中心とした話し合い企画。今年

は、東北・関東からの避難者のネットワークと連

携しての企画。参加型の企画の試行錯誤をしてき

ました。 

それらが実行できたのは、実行委員がそれぞれ

に活動していることが背景にあります。 

今年で 3 回目となるビッグイシューとの協働もそ

うです。ビッグイシューのボランティアをしてい

る実行委員が窓口となってくれたことが大きかっ

たです。写真展とビッグイシュー、一見なんのつ

ながりもないように思えますが、世界の貧困や格

差を伝える写真展と、日本のホームレス支援活動

は、結びついていると考えます。 

知ってもらうこと、それが写真展の大きな目的

だと思うからです。 

4 年前から取り組んでいるフェアトレード商品

の販売もそうです。世界の児童労働や貧困を知り、

何かしたいと思う人に、買うことでの貢献を提案

したかったのです。このフェアトレード担当は、

大学生の実行委員が担当してくれています。 

 

 

◆若者の参加 

実行委員それぞれの人脈を通じて、大学の先生た

ちへ学生の参加を本格的に呼びかけ始めたのが、3

年ほど前からです。多くの先生方が、学生の参加

を促してくださり、授業の一環として取り上げて

くださる先生もいらっしゃり、学生の来場者が増

えてきています。また、「ボラみみ」（ボランティ



ア募集 NPO）を通じて、多くの学生ボランティア

が、会場当番として参加し、DAYS JAPAN と出会い

ました。毎年、新たな若者たちが、実行委員会に

参加してくれています。写真展は、「貧困」「格差」

「難民」「紛争」「飢餓」「児童労働」「女性の人権

侵害」など、多くのテーマの写真があります。非 

常に間口が広いといえます。だから、参加しやす

いのかもしれません。ただ、そこから、どう自分

の中で深めていけるのか、そこは、実行委員会と

しては、できていない部分です。学生の実行委員

は、毎年入れ替わるの実情です。 

 

 

◆障害者・経済的弱者への配慮 

３年前、ろう者の講師の方の一言がきっかけで、

手話通訳・パソコンテイクを導入しました。講演

会へのろう者の方の参加はまだ多くはありません

が、この試みは、私たちに、当たり前に講師の話

を聞くことができない人の存在を気づかせてくれ、

企画するときの心構えを教えてくれました。 

 また、貧困・格差に取り組む実行委員から障害

者だけではなく、無料で入場してもらう方法はな

いかと意見が出ました。結果、招待券という手だ

てを使って、気軽に入場してもらうことができつ

つあります。  

 

◆実行委員と支えてくれる方の多様性  

こうして、振り返ってみると、写真展実行委員の

一人一人の力を改めて感じます。 

毎年、「DAYS のチラシは、すごいね」と言われま

す。若者のデザインセンス、ネットで安く印刷し

ている努力。いつも会場配布のリーフレット印刷

がぎりぎりになるのに、身軽に動いてくれる若者

の存在。実行委員でないのに、自主的にチラシ配

布をしてくださる方々。会場設営に仕事の都合を

必ずつけてくれる方。かなりの郵送費をかけて、

友人知人に賛同金呼びかけをしてくださっている

方。名古屋から遠く離れながらも、心配してくれ

ている方。そんな方々の熱い想いが、ここまで写

真展を開催し続けることができた原動力なのだろ

うと思います。  

 

◆これから 

毎年「7 月は写真展だよね」と言われ、いろいろ

な市民団体からもチラシ折り込み依頼を受けるほ

ど、認知度があがってきた写真展です。 

そんな中で、写真展をする意味を、あらためて、

確かめ合う必要を感じています。実行委員の想い

だけでなく、来場された方々のアンケートにある

「来年も来ます」という想い、写真展という場で

出会った方々の想い、1 年間貯めた貯金箱を持っ

てきてくださった方の想い・・・ 

私は、今、押しつぶされそうな気分でいます。

どうしたらいいんだろう？ 

こんなに可能性のある場を創ってきた今までを振

り返り、出会った多くのつながりをうまく生かし

きれていない今を思っています。 

たくさんの人という宝物をもらい、たくさんの宿

題ももらい・・・ 

さて、どないしよう。            

 

         



 
 
 
 
   
 
 
 
 
始まりは 2011 年の秋でした。いえ、ミーシャとの

実際の始まりは 1996年ベラルーシの「希望 21」で行

われた、チェルノブイリ子ども基金の夏の特別保養

（甲状腺手術後の子どもだけの保養）の招待のとき

からです。 

かつて、甲状腺手術後の子どもたちとその家族の

ための「チェルノブイリ核の傷跡」というウクライ

ナの団体がありました。代表のカズロバさんは 1997

年に甲状腺手術後の子どもたちと共に来日していま

す。そのカズロバさんの息子ヴィクトルからのメー

ルが子ども基金に届いたのが 2011 年秋です。 

「ミーシャに転移がみつかり、海外での詳細な検査

が必要になった。渡航費・検査費用などの支援をお

願いしたい」 

ヴィクトル自身も甲状腺がんの手術を行っていま

す。同じ境遇の仲間として、ミーシャとずっと交流

があったのです。 

要請を受けて、チェルノブイリ子ども基金では一

刻も争う事態と判断し、支援を決めました。 

「ご支援をありがとうございます。ビザ取得の難し

さから、検査はチェコではなくトルコで行いました。

心身共に大変疲れ、ずいぶん痩せました。検査の結

果、肺のほか、さまざまな臓器への転移があること

がわかり、手術をするには手遅れでした。最後のチ

ャンスは医師が処方した薬（抗がん剤）です」（ミー

シャ） 

手紙を受け取り、抗がん剤の費用支援も決定。そ

の後、放射性ヨード治療を受けることになり、5月下

旬に治療を受け、感謝の手紙がまた届きました。し

かし、そのわずか 1 か月後にミーシャは亡くなりま

した。 

「ミーシャと最後に話をしたのは 7月 14 日。そのと

き彼は、“体調はよくないが、闘っていくつもりだ。

僕は家庭をつくり、子どもを持ち、普通の暮らしが

したい”と言っていた」（ヴィクトル） 

 

父親ワレンチンさんは「原発を問う民衆法廷」に

特別申立人の一人として招待され来日しました。 

せっかく遠くからいらしてくださるのだからと、

急きょチェルノブイリ子ども基金の姉妹団体「未来

の福島こども基金」の総会にもゲストとして話して

もらうことにしました。さらに、昨年、ベラルーシ

の団体「チェルノブイリの子どもたちに希望を」の

代表・パホマバさんと娘のオーリャさん（子どもの

ときに甲状腺手術をした）が講演した白河において

もお話会が開かれることになりました。 

以下は各講演会からの抜粋です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★炭鉱の同僚のこと 

チェルノブイリから 600 キロ東南のドネツク在住。

炭坑で働く。同僚の炭坑夫には、チェルノブイリ事

故のとき、爆発した 4 号炉の除染作業を志願し水を

抜くためのトンネルを掘る作業に就いた人もいる。

彼らの多くは、1 年のほとんどを病院で過ごすなど、

体調が悪い。亡くなった人もいる。 

 

★ミーシャ 

1981 年生まれ、92 年にはじめての手術、計 4回の手

術を受ける。最初の手術がもっと確かなものであっ

たら、こんなことにはならなかったかもしれない。

チェルノブイリ障害者認定１級。4回目はフランスの

マルセイユで手術を受ける。その縁でフランス語に

興味を持ち、キエフの外語大で学ぶ。フランス語を

教える仕事に就きたかったが叶わず、銀行に勤めた。

責任ある地位にも就いていたが、発病前リストラに

あい仕事を失っていた。 

甲状腺ガンで逝った愛息ミーシャのこと 

                そして福島の子どもたちへの思い 

～ミーシャのお父さんの日本での日々～ 

                     
向井雪子(チェルノブイリ子ども基金代表理事／未来の福島こども基金世話人) 



とても芯が強く、父親にも、いつも、「大丈夫だよ」

「打ち克つよ」と言って、逆に励ましていた。 

2012 年 2 月に入院、放射線ヨード治療を受ける。 

 

★チェルノブイリ事故のとき 

プリピャチや、チェルノブイリ原発近くの地域では

避難が行われたが、ドネツクなど離れた地域では何

もなかった。 

牛乳の危険性など、何ら情報はなかった。 

（注）10 年程前に KGB の資料が公開。ドネツクで汚

染された食品が流通していたことがわかる。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

原発災害情報センターでお話を聞く会 

～白河の人々の温かい歓迎を受けて～ 

 

真新しい木の香りのする原発災害情報センターが

講演会場でした。アウシュビッツ平和博物館と同じ

敷地内に建っています。 

センターはまだ完成途中で、200年ぐらいは持つよ

うな日本の伝統的工法による造りとのことです。じ

っくり時間をかけてセンターを造る、募金もまだま

だこれから集める、と館長の小渕さん。 

「貴重なチェルノブイリ被害者の話を聞く会を開く

ことができ、いよいよセンターの役目が重要になっ

てきます」と理事長の塚田さんのあいさつから始ま

りました。 

夜のそれも雨のなか、20 人ぐらいの人が参加。朝

日元記者の村田さんによる「原発を問う民衆法廷」

についてのお話。村田さんは小高の出身で、事故後、

横浜に避難された方です 

大熊町から会津に避難している大賀あや子さんも

はるばるかけつけ「子ども被災者支援法」について 

話をしました。 

ワレンチンさんは、19、20 日のときと同様、ミー

シャの病気の話に及ぶと涙ぐみます。 

自慢の息子でした。体格もよく優秀でした。 

ミーシャのお母さんは、息子の再発を悲観して、

彼より 1年早く亡くなってしまいました。 

追い打ちをかける、とはこのことでしょう。辛い 

体験を語っていただいたわけですが、1周忌に来日さ

れたのも何かの縁かもしれません。 

福島の人たちにとってはあるいは聞きたくない話

しだったかもしれません。 

でも、子どもたちを守るために、今後の参考にし

たいと集まってくれた人々の心に響くお話だったに

違いありません。 

 

温泉宿は地震の影響で建物の壁にひびが入ってい

ました。観光客の激減は福島県内すべてに及んでい

ます。貸し切り状態でした。古びたさびれた高原ホ

テルでしたが、温泉は豊富。寝る前と朝食前とワレ

ンチンさんは 2 回ゆっくり時間をかけて温泉を楽し

んでいました。 

緑の中の高原ホテル、風景も抜群。ただ、放射能

が少しあるだけ……。宿は 0.2 マイクロ SV。福島で

は普通、と大賀さん。その後、小峰城跡へ。地震で

石垣が崩落し、部分的に入場禁止。この日のこの場

所の空間線量は0.4マイクロSVと入口の看板に書か

れていました。 

名勝南湖公園も観光しました。 

 

19 日の未来の福島こども基金の総会では、亡くな

る直前のミーシャの写真を前にしてのお話。 

20 日の民衆法廷では、他の海外ゲスト共に証言。

落ち着いた話しぶりが好評でした。 

 滞在中、ワレンチンさんは多くのボランティア通

訳・アテンド（毎日交替）らと、東京観光も楽しみ

ました。8泊 9日のうちビジネスホテルに７泊。貴重

な１泊が白河市の甲子（かし）温泉でした。 

 

 

☆ワレンチンさ

んは感謝の言葉

を後に元気で帰

国されました。 

 

 

（写真は南湖公園

のお土産屋さんで。

おばあちゃんは

97歳の現役）

 



理事長連載  あしたはどっちだ？ その８ 

   ジャーナリズムを問いなおす    林 恒弘 

2004 年に DAYS JAPAN が創刊されて以来、ジャーナリ

ズムというものを意識しだして 9年になる。「50 の声

を間近に聞くようになってからなのかい、ようやく

だねぇ」と笑われても仕方ない。 

それ以前にも、ジャーナリズムという言葉は知っ

ていた。テレビなんかから本当のことを知れるわけ

ではないとも思っていた。けれども、今このとき誰

かが銃弾に倒れている、闇に葬られようとしている

人がいるというところまで意識できていたわけでは

なかった。意識できていないことを自覚さえもして

いなかった。ジャーナリズムは、（わたしに）この世

界の出来事を知らせてくれるものであるくらいにし

か理解していなかった。新聞読まないとおいていか

れるぞ、くらいの認識。 

 

ジャーナリズムとして、取材したその出来事を世間

に明るみに出すということは、世論を起動するはじ

めの一手になる。明るみに出す手法としての写真は、

文章とは違い、見た瞬間に取材した者の問題意識が

提起される。文章は記号化された情報であり、受者

の頭の中で翻訳されなければならないが、写真は最

初の翻訳作業を強いることなく、受け手に渡すこと

ができる。問題提起を意識の中に訴える手段として

は、ビジュアルは非常に強力といえる。 

 

その出来事の首謀者、あるいはそこから益を得る者

にとって、人々の話題に上ることがどれほど都合の

悪いものであるのか。ジャーナリストが紛争を取材

する時、銃を持って闘う以上に紛争首謀者にとって

障壁となるということを、ようやく学べたといえる。

その点において、目を開かせてくれたのは DAYS 

JAPAN であったのは間違いない。感謝である。 

 

フォトジャーナリズムが語られるとき、力のある写

真とよくいわれる。ジャーナリズムにおいて「力」

とはなんだろうか。 

今年の DAYS JAPAN フォトジャーナリズム大賞第一位

受賞作品は、「自由シリア軍の戦い」。そのうちの一

枚、兵士が機関銃を持ってこちらに走ってくる作品

は、同誌 5 月号の表紙に、そして写真展「地球の上

に生きる 2013」では全倍サイズのパネルになっても

おり、ご覧になった方は多いと思われる。武装した

兵士を真正面からとらえた躍動的な写真は、人の目

を引きつけるインパクトという点では申し分ない。 

 

しかし果たして、これが力のある写真なのだろうか。

力とは、インパクトのことなのか。DAYS JAPAN とい

う雑誌が、暴力を否定し権力による横暴を告発する

メディアたらんとする存在であることを知り、そこ

に賛同する読者が見る限りにおいては、この作品の

インパクトは力になり得るのかもしれない。でもそ

れは世間的には、相当に偏りのある見方であるとも

いえる。 

 

ぼくはこの写真を表紙で見た時、第一印象として正

直なところ寒気を感じた。この雑誌を手に取るのは、

DAYS に載っているものなら、広河の書くものならな

んでも肯定的に受け入れるような「信者」ばかりと

は限らない。他の雑誌とともに街の書店の棚におか

れ、この表紙が衆目にさらされる時、戦闘ゲームに

明け暮れる十代の若者も含まれているのだ。その若

者は、紛争の悲惨さや暴力に身内を奪われた悲しみ

を自身に引きつけて想像する術をまだもたず、ただ

悪なる敵を武器の力を借りて粉砕する破壊的な正義

の興奮に溺れることしかできないかもしれない。今

の風潮は、間違いなくそんな彼らを後押ししている。 

もしそんな若者がこの表紙を見たとしたら、この兵

士はかっこいいヒーローに映ることだってあるのか

もしれない。 

ぼくは想像した。この写真の下に「君も一緒に立ち

上がろう！」などと書かれてあれば、立派な傭兵募

集ポスターになってしまうではないかと。表紙には

そんなキャッチコピーは書かれたりはしていないが、

透けて見えたのだ。想像するのはぼくの勝手だとし

ても、こんなものが DAYS JAPAN が目指したジャーナ

リズムなのか？ 



先ず人に目を向けてもらう必要があるという理屈は

よく分かる。だがそこに、売らんがための姑息さが

紛れ込んだとき、このような危うい見せ方になって

しまうのではないか。 

写真素人の弁では説得力ないのかもしれないが、こ

の作品に関しては、一位はおろか大賞のどれにもノ

ミネートさえされるべきではないものだと思われて

ならない。この想いは時間を経るにつれて、逆に強

まっている。 

 

個人的な解釈でしかないが、力のある写真とは、単

にインパクトのことをさすわけではない。いうとす

れば、見る者の想像力を刺激し得る可能性のことで

はないだろうか。 

 

みなさんはお気づきだろうか。DAYS JAPAN 誌の表紙

に二つのスローガンがかつて掲げられていたことを。 

「一枚の写真が国家を動かすこともある」、そしても

うひとつは「人々の意志が戦争を止める日が必ず来

る」。前者は、今も各号表紙の片隅に入っている。し

かし後者のスローガンは、いつの間にか、実際には

2011.10 号を最後に表紙から姿を消している。ついで

にいうなら「広河隆一責任編集」も 2013.01 号以来、

表紙から消えている。 

 

今はまだ残っている「一枚の・・・」は、国家をど

う動かすかまでは言及していない。写真の影響力が

決して小さくないというだけのことだ。 

しかし他方、「人々の・・・」については、はっきり

と戦争というものを否定している文言であって、ぼ

くとしてはこちらの方がよほど大事にされなければ

ならない視点であると思っている。 

 

セバスチャン・サルガドの写真は美しく、同時に強

烈なインパクトを備えている。しかしそのインパク

トとは、決しては快適なものではなく、静かで、神々

しささえ感じられる。 

同誌創刊から 1 年以上に渡ってそのサルガドが連載

されていた。それ以外にも、彼は折に触れて取り上

げられている。彼は、「写真には、説明はいらない。

内容を説明しているうちはまだまだ未熟だと思う

（2009.11 号『帰ってきたサルガド』より）」という。

これは、写真を撮る側に立つ氏の覚悟、あるいは矜

持の表明として強く印象に残っている。 

一切のキャプションが排除されるべきとは思わない。

それでも、撮影者がはじめから追加説明を入れるこ

とを意識しながら撮影するのは、甘えでないかとい

うのは酷だろうか。少なくともそういう気概をもっ

てほしいと思う。 

自己批判の視点を抱え続けなければ、真実のありか

を探る判断に曇りも生じてしまうだろう。 

 

ジャーナリズム（ジャーナリスト）が社会に対して

負うべき任務とはなんだろうか。今何が起き、それ

はどういう経緯をたどったのか、またどこからのど

のような意志が働いた結果なのか、そしてどこへ向

かおうとしているのかを取材し、広く世界に示すこ

とではないのか。決して煽動することではない。ど

うせよと指図するのでもなく、世界がこのまま放置

すれば事態はどのように進んでいき、今考えるべき

ポイントはどこにあるのかを示す。あくまでも読者

の判断のための情報を提供すること。取材者の裡な

る憤りに駆動される場合であっても、伝えるべきは

その憤りではなく、憤りの発祥となる理不尽の構図

の方でなければならない。 

 

見た目のインパクトにのみ囚われる時、ジャーナリ

ズムは色あせ、商業主義に飲み込まれ、娯楽番組と

の視聴率競争や価格競争に翻弄されることになる。 

 

ジャーナリズムが自身の社会的任務に立ち返るとき。

それは、読者の知力を信じることでもあるのだと思

う。 

 

有限個の選択肢から選び取ることをやっている限り、

真実にたどり着くことは難しいだろう。ジャーナリ

ズムの受け手の側として心得るべきは、他者の用意

した選択肢のどれかに乗るのではなく、自分自身の

立ち位置を見出さなければならない。そのために、

他者の言動から新たな視点を学んで補強していくこ

とは大事な作業なのだ。 

 

以上が、この 9年間にぼくが DAYS JAPAN から学んで

きたことの要約といっていいと思う。 



写真展・絵画展情報   前号で紹介漏れの開催報告・今後の開催予定は 10 月末までの確定分 

開催日 開催場所 分野 趣旨テーマ 問合せ先 

7/12-15 愛知・名古屋・国際センター Ｃ DAYS名古屋展併催企画 
開催済み 

7/27-28 愛知・日進・市立図書館 Ｉ にっしん平和のつどい 2013 

9/7-8 北海道･札幌･EDiT   F いのちをつなぐチャリティマルシェ 011-223-3533 

9/16-19 埼玉･新座･ホットプラザ C 絵 チェルノブイリと福島の子どもの絵画展 048-487-1992 

9/28 千葉･船橋･東葉高校 C・F 学園祭(すずかけ祭) 047-463-2111 

9/29 
三重･四日市･勤労者市民

交流センター 

F 
母親大会 059-351-3539 

10/27-11/2 京都・宇治・文教大学 C・F 指月祭 広河講演会・写真展 0774-25-2800 

                                          最新の開催情報は、ホームページをご覧ください 

事務局から 

◆39号を４ページ建ての軽量版でお届けしたあと、夏に向けていくつもの行事のお知らせが入り、愛知･岐阜･三重

限定の臨時号を７月末に急きょ発行しました。そして真夏。写真展・絵画展の開催が減ったとはいえ、やはり事

務局としては一番の繁忙期に「フォトジャーナリズム展三重」の準備にも時間を取られ請求書のお届などが遅れ

がちでご迷惑をおかけしました。お詫びします。いろいろな面で実力低下の事務局ですので、仕事の軽量化を図

らないと本務がおろそかになると感じました。お詫びします。 

 

◆来年 3月で NPO 法人人認証 10年になりますが、晴れがましい記念行事は考えていません。財政の健全化と広報活

動に力を入れていきたいと思っています。この機関誌は、法人側からの情報発信の一つですが、全国のみなさん

からもこの田舎の事務局に情報をお届けくださいますようお願いします。広河さんの写真パネルを貸出ししてい

る事務局の存在を知らせる広報の機会をどうぞお知らせ下さい。 

 

◆「当 NPO 法人の名刺」ともいえるリーフレットの残部が少なくなっています。この機関誌をお送りした後、急い

で改訂版が作成したいと思っています。ご意見アイデアをお聞かせください。 

 

◆2013年も３分の2を過ぎました。｢正会員として｣支えてやろうと思われる方、会費のお振り込みをお願いします。 

ご納付済みの方はアドレスシールに緑色の小さな丸いシールを貼らせていただいています。 

 

◆強要する感じが心苦しく、振込用紙の同封を辞めています。お手数ですが郵便局窓口にある振込用紙で、賛助寄 

付金をおよせいただけるととても有難いです。どうぞよろしくお願いします。 

     口座名義＝広河隆一写真展開催を支援する会  口座番号＝00880-7-185006 

 

編集後記 

◆「フォトジャーナリズム展三重」開催中に、会場番をしながら、この号の内容を考えていました。１記事１

頁の原則を外して、じっくり書いていただきたい３つのテーマが心にあり 3人の方にお願いしました。 

①たくさんの方々のお心寄せの中、チェルノブイリ事故後遺症の甲状腺がんと闘い「生きたい！」「よい家 

庭を作りたい！」と意志しながら夭逝したミーシャのお父さんの来日報告を、チェルノブイリそして福島 

のこどもたちのために日夜心をくだいている向井雪子さんに。 

②世界でたつた一か所、「DAYS 大賞作品展」を９年間継続して開催してきた名古屋展事務局長の半田さんに。 

 2 ペジでは足りなかったかもしれませんが、どうぞその挑戦と試行をお読みください。こういう試みが全 

国に拡がることを願っています。 

③そして・・・・名古屋展と三重展の関係者の間に小さくない「風」を起こした今年の大賞一位作品への視 

点の検証。他地域の皆様のご意見もお聞ききしたく、震源地ならぬ風源地の当法人理事長・林恒弘が今号 

は 2頁いただいて書いています。受け手が真摯な批判精神を放棄するとき、ジャーナリズムが腐敗の傾斜 

をたどる契機になるという指摘。しんどいけれど受けとめたいと思います。 

 

この NPO 法人は、いうまでもありませんが広河さんのお仕事に敬意をもって、その取材成果を使わせていた

だいています。しかし広河さんを絶対視したり神格化したりはしていないつもりですが、その恐れは常にあ

るのかもしれません。理事長のこの指摘を、事務局は心していかなければと思っています。 

みなさまも、どうぞおりおりにご叱声をお寄せくださいますようお願いします。(み) 


