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◆この機関紙は偶数月に発行しています。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 DAYS

大賞協賛金などをお寄せくださった方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などを同封することがあります。 

同封を希望される場合は、当事務局へおとい合わせください。 

 
 
★おわ★おわ★おわ★おわびびびび  事務局の力不足で今号は４ページだけでお届けします。 

 同封チラシのある地域と、領収書を同封させていただく方へはクリア封筒でお送りしますが、それ以

外は帯封でお送りいたします。経費節減のためとご理解くださいますようお願いします。 

 
写真展・絵画展情報写真展・絵画展情報写真展・絵画展情報写真展・絵画展情報        前号以後から８月末までの確定分   ●は終了 

I=イラク  Ｃ＝チェルノブイリ  Ｆ＝フクシマ  Ｐ＝パレスチナ  絵=チェルノブイリの子どもの絵 

開催日 開催場所 分野 タイトル・趣旨等 問い合わせ 

● 4/14 神奈川･横浜･スペースオルタ C･F 脱原発市民会議かながわ 070-5550-1273 

● 4/26 三重･津･みえ市民活動センタ ※ チェルノブイリ 27年 090-1239-1410 

● 5/8-16 兵庫･西宮･フレンテ西宮 ＣＦ 福島そしてチェルノブイリ 090-6206-6240 

● 5/11 静岡・浜松・浜松勤労会館 絵 福島から浜岡へ 053-455-1095 

● 5/22 埼玉・越谷・サンシティホール ＣＦ 『渡されたバトン』上映会 048-989-1320 

5/30-6/30 広島･福山･市人権平和資料館 Ｐ パレスチナ問題写真展-1 084-924-6789 

● 6/8 福島・会津若松・会津大学講堂 Ｆ 高橋哲哉講演会場で 0241-45-2625 

6/15-30 東京・世田谷・生活工房 Ｃ DAYS 展併設 03-3322-0233 

●6/17-20 北海道･札幌･手稲駅前あいくる Ｆ 忘れない! 福島 011-682-0308 

●6/21-26 埼玉・熊谷・くまがや館 Ｆ チャリティバザー会場で 048-524-5156 

7/3-31 広島･福山･市人権平和資料館 Ｐ パレスチナ問題写真展-2 084-924-6789 

7/9-13 高知･高知･自由民権記念館 Ｉ イラク戦争検証展(仮) 088-875-1275 

8/1-3 三重・津・リージョンプラザ  津平和のための戦争展  

8/2-4 三重･鈴鹿･市文化会館 Ｆ 平和への祈り展 059-382-9011 

8/8-10 埼玉･所沢･市役所市民ｷﾞｬﾗﾘｰ Ｆ 平和のための戦争展 04-2998-9295 

8/8-12 埼玉･川越･「蔵里」 ＣＦ 原爆絵画展 049-224-0705 

8/4-9 大阪･泉佐野･ F 泉佐野平和展  

8/7-11 山梨･甲府･山交百貨店 Ｆ 甲府ＹＷＣＡ平和の集い 055-237-2977 

8/17-18 岡山･赤磐･いきいき交流ｾﾝﾀｰ Ｆ あかいわエコメッセ 086-957-3515 

8/17-21 山口･下関･シーモール Ｃ 下関平和のための戦争展 090-2007-4172 

※は、「みえ 426 の会」作成の『チェルノブイリの子どもたち、青年たちは、いま』のパネルです。 

 
 
 
 

この機関誌には、振込用紙を同封していません。(年一度だけ同封させていただきます) 

正会員費、賛助ご寄付等は、郵便局窓口の用紙で、下記の郵便振替口座へお振込みくださいますよう

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  番号=00880-7-185006 



    

 

 
当事務局所蔵の写真パネルは、現在、地域別・テーマ別になっています。この事務局が埼玉から三重に

来たときは、「チェルノブイリと核の大地」だけでした。その後アフガン、イラク、パレスチナ・・・

と増え続け、最近ではアフリカ(コンゴ共和国)､フクシマ原発震災、東日本大震災などが増えていますが、

とりあえずとりあえず・・・・と、地域・テーマ別のままできました。地域とテーマでわけて、「出来

事」を伝えてきました。いま、ちょっと冒険を考えています。 
「出来事」を伝えるから「証言を伝える」へ。現代史において、オーラルヒストリーが認められ高く評

価されるようになりました。しかし言葉による「証言」はときに不完全です。しかしその証言者の表情

は言葉の不完全を補う以上のものを訴え伝えます。広河さんの写真は、それを写し取っています。オー

ラルヒストリーを超える力です。それをもっと生かしたいと思うのです。 
「伝えなければならないこと」を「人」で伝える組み合わせを作ってみようと思います。 
夏のご利用ピーク時、パネルが東奔西走している間に、事務局で、秋からのご利用に備えて、そういう

形で展示していただける組み合わせを整えてみます。次号(８月)でご案内させていただきます。この手

法に関して、ご意見ご助言をお寄せいただけければ幸いです。 
 
 

 
皆様との大事なパイプだからと、これまで頑張ってきました。 

 
その対象の方に今号お送りする宛名シールの傍にその旨を期した小さなシールを貼らせていただきま

す。失礼をお許しください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

申し訳申し訳申し訳申し訳けありませんけありませんけありませんけありませんがががが、、、、一部一部一部一部のののの方方方方へのへのへのへの機関誌機関誌機関誌機関誌のののの発送を発送を発送を発送を止止止止めさせていためさせていためさせていためさせていただきまだきまだきまだきますすすす。 
「武士は喰わねど高楊枝」って・・・こんな諺、今いまどき死語だとは思いつつ、皆様との大事なパ

イプの機関紙だとの思いから、何とかして続けてお送りしたいと思ってきました。いろいろな経費を

洗いなおしました。古いビル 4階の一番奥、窓がなく、外気に左右されない倉庫のようなここは、セ

キュリティの面からも、大切な写真を保管していく条件としてもベストです。このビル自体は株式会

社ですが株主は｢津市｣ですので、東京では考えられない家賃です。月 65,000円。これは削れない。 

広河さんに、昔はフィルム代と称して、雀の涙ほどのお礼していたこともありました。しかし、こ

こ数年は取材費もお渡しせずにデータを使わせていただいてパネルを作っています。しかしそのパネ

ル作成費がパネルご利用料でペイできているわけではないのです。パネル１枚にほぼ１万円かけてい

ます。(プリント代、フレーム代、キャプションや箱、吊り紐など) その写真パネルを、原則、20枚

を 1 セットでご利用いただいていますが、現行のご利用料とご利用率では、なかなか、作成費に及び

ません。ご利用料の値上げはなんとしても避けたいと思っています。 

正会員さんの年会費と、多くの方がお寄せくださる賛助寄付金とでかろうじて維持運営しています

がその経費の中で機関紙発送費の割合が増え続けています。苦慮の末、ここ２年、正会員費・賛助寄

付金・ＤＡＹＳ大賞協賛金などを拝受していない方、また前回のパネルご利用から５年以上経過して

いる方への機関紙ご送付を、ここでいったんとめさせていただくことを決心し、今回のアドレスシー

ルのそばにその旨を予告する小さなシールを貼らせていただきました。事情お察しの上、失礼をどう

ぞお許しください。次号発行までに、パネルのご利用申し込み、または何らかのご支援をいただいた

場合は続けてお送りさせていただきます。           2013.6.26 事務局・宮西いづみ 

写真組み合わせの新しい試み 

「出来事を伝える」から「ひとを伝える」へ 



理事長連載 あしたはどっちだ？あしたはどっちだ？あしたはどっちだ？あしたはどっちだ？ その 7 

 

        科学から統計へ科学から統計へ科学から統計へ科学から統計へ                林林林林    恒弘恒弘恒弘恒弘 

 

 我々は、科学によって生活水準を向上させ、知

的欲求を満たしてきた。科学こそ人間にとって、

進化の末に手にした果実であると信じて疑いを

もたない向きも多いだろう。 

だが近頃はどうだろうか。科学が闊歩・発達し、

その産物のひとつである人工頭脳なるコンピュ

ーターも大砲の弾道計算から始まって、その性能

も日々著しい。しかしそれ以上に計算しきれない

問題が目の前に積み上がってきている。ひとつの

例を示せば、天気予報は今もって当たることもあ

るという程度。 

 天気予報はこれまでのところ、大気の流れを把

握しようと、流体力学によってアプローチされて

きた。流体とは分

子の集合として

構成されており、

それら分子ごと

の振る舞いをす

べて規定できれ

ば、その全体であ

る流体そのもの

の挙動も予測可

能であるという

立脚点から永ら

く離れようとは

しなかった。だが

その成果はというと、せいぜい 1週間先の傾向を

指し示すくらいのところに甘んじている。いつ梅

雨の時期を迎えるのかなどは、予報を諦めて「×

月×日、梅雨に入ったと見られる」といった事後

発表となり、それさえもあとから振り返ってみれ

ばあやしかったりもする。 

これは何も天気予報だけに限った話ではない。

将棋・囲碁ゲームにおいてさえ、その計算量爆発

の前に人類の誇るコンピューター界も方針を再

考しなければならない事態を迎えている。オセロ

（リバーシ）や五目並べから始まって、チェスあ

たりまでは、すべての手を読み切れば最強となれ

るという世界観の中で開発されてきたが、とった

コマを自陣に使える将棋、そしてルールは単純な

だけに奥の深い囲碁に至っては、1 秒間に 1億手

を読むほどの計算速度をもってしても、読み切る

ことなどとてもおぼつかないことが明らかにな

っている。 

 

いよいよここにきて方針の転換が迫られたわ

けだ。キーワードは「複雑系（カオス）」そして

「ビッグデータ」。すべてのことを解明できれば、

未来は予測可能であるというこれまでの前提を

棄てて、たくさんの事例を集め、今の状況が過去

の事例の中に合致する、あるいは酷似するパター

ンを探して、そこからこの先の展開を読み取ろう

というもの。仕組みの解明ばかりに血道を上げて

いても、求める答えには到底たどり着けないこと

を認めるしかないということだろう。かつてアイ

ンシュタインは、量子力学への違和感から「神は

サイコロ遊びをされたりはしない」といったとか。

百歩譲って、自然界を記述しきれるのかどうかは

まだ定かではないにしても、少なくとも今の人類

の理解力では遥かに遠く、人間がとらえきるには

広すぎるということが、ようやく分かり始めたと

いうところなのか。 

 

そこで方針を一大転換し、統計によって解を求

めようとすることは、人間の科学力の敗北を認め

ることになるのかとも思い至るのである。アイン

シュタインならずとも、かつての理科少年として

は、感慨深い心境にもなる。 



★お知らせ 事務局取り扱い販売品 

・パレスチナ・ベツレヘムで活動するアシーラ女性組合の生産 オリーブせっけん 500円(特価) 
・DAYSJAPAN (バックナンバーもありますが不揃いです。ご希望号をお知らせ下さい) 
   2012.7号以降は 820円  2012.6以前の号は 700円 
・広河隆一写真集 『新・人間の戦場』3800円 
・広河隆一小説 『帰還の坑道』1800円 
・広河隆一撮影パレスチナ写真ポストカード「NAKBAを心に刻むために』5枚組 500円 多数部割引 
・広河隆一撮影チェルノブイリ写真ポストカード (チェルノブイリ子ども基金刊) 6枚組 500円 
・広河隆一著『暴走する原発』(2011.5 小学館刊) 1300円 
・広河隆一著『福島 原発と人びと』(2011.8 岩波新書) 760円 
  ※ ほか、チェルノブイリ、パレスチナ、ジャーナリズム関係の著作写真集いろいろあります。 
お申し込みは、 FAX 059-229-3078  または Email syashinten@za.ztv.ne.jp  へご連絡ください。 
送料は当方負担です。振込用紙同封でお送りします。 
 
 
★事務局スペースを拠点にしている三重の市民運動紹介 

壁面だけでなく、部屋の真ん中も写真パネルで埋まって、年中地震の後のような様相の当事務局ですが、

誠に不似合な立派な食卓セットがあります。不用品だからと寄贈されたのですが、畳大のそのテーブル

が、このスペースに「よい溜まり場」ムードをもたらしているらしく、いろいろな団体さんが、ミニミ

ーティングに連絡場に荷物置き場に「活用」してくださいます。そんな団体さんを紹介します。 

◆「フォトジャーナリズム展三重」(もと DAYS 三重展) 

 いま、８月末のフォトジャーナリズム展三重 2013 にむけて、ここが間違いなく拠点と化し、ちら

しポスターがドーンと運び込まれ、家主の方が小さくなっています。が、なにはともあれ８月末の

「展」の成功をともに祈っている今です。 

◆「原発おことわり三重の会」  

2010 年発足当初、発足のきっかけが広河さんの祝島講演会であった関係で当初団体代表を当法人理

事長が引き受け、事務局も人も場所もここに仮置きに。今は伊勢へ移転していますが、県都津の連

絡場として、会報の発行作業場として、諸行事の際の渉外窓口として、利用されています。 

◆「みえ 426 の会」 

  これは、当法人事務局長が個人的にも心傾けているチェルノブイリ関連団体。なので、当然、間違

いなくここが活動の拠点になってしまっています。4月 26日前後に多忙となります。 

◆「平和憲法を世界に拡げるネットワーク in三重」 

  世に数ある諸「九条の会」の系列(?)にはつながらない独自団体。過激なのか「ゆるい」のか、見

事に Going My Wayのグループ。根気よく、10 年以上、毎月続けているのが「ムーブメント平和へ

の希望」というミニ(時々超マス)上映会。その相談場になっているのがここです。月一度のその相

談会の呼称を「密談」ならぬ「蜜談」というのだそうです。秘密は何もなく万人に開かれている蜜

の味のする相談会。多趣味なご仁の和やかな集まりですが、そこからびっくり企画が生まれます。

この８月の例会は、福島菊次郎さんの『ニッポンの嘘』大上映会。熟年者の底力という感じです。 

 

これらの団体さんに家賃を少し分担していただけたらいいのだけど・・が実は事務局での「密談」です。 


