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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、当事務局へお問い合わせください。 

 
 
お届け遅れのお詫び 
  10 月中にお手元に届けるはずの機関誌 51号、事務局の力不足で遅れました。お詫びいたします。 
 

今号にいくつかの大切なお知らせがありますので、各事項を目次的に並べます。 
それぞれご案内の頁をご覧ください。 
 
① 広報用リーフレット、更新しました。  詳細→P.3 

 
当方の貸し出し規定などを詳述した三つ折りリー

フレットが無くなりました。 

暫定的に手刷りのものを作成しました。質素です

が必要な情報は詰め込んだつもりです。 

１部ずつ同封します。配布してくださるところが

ありましたらお送りいたしますので事務局までお

知らせください。 

 
 ② ホームページ引越しました。   詳細→P.3 
    情報が古い、開催案内が見にくい等々不評だった当方の        
ホームページ、ようやく新居を作り引っ越しました。 

アドレスが少し長いのですが、Yahooなどの検索サイトで 

キーワードを入れていただけばご覧いただけるはずです。 

よろしくお願いします。ご訪問をお待ちしています。 

http://hirokawasyashintokaigaten.jimdo.com/ 
                                  
③ チェルノブイリ・フクシマ救援カレンダーが 
できました。   詳細→P.3 

     ご注文は、当方でもお受けしています。お早めに 
 ④ 以下次頁へ続く 



④ 第 10回 DAYS大賞への協賛   詳細→  P.4 
    広河隆一非核・平和写真展委員会からのお知らせ 

    ＆お願いです。来年 10 回目になる DAYS 大賞に 

    協賛します。従来同様ご芳志をお待ちしています。 

                  
 

⑤ ご支援のお願い        詳細→ここに記載 
      2013 年正会員費未納の方、賛助寄付金をお寄せいただける方へのお願いです。 

今号に振込用紙を同封させていただきます。DAYS 大賞協賛金案内のチラシに刷りこんである振込

用紙を切り取ってお使い下さい。 

  ★正会員有効期間=年会費を納付いただいた月から1年間です。パネル利用に少し割引があります。

2013 年中に納付くださった方は 2014 年初開催の定期総会に議決権がありますので議案書等を

1 月末頃お送りさせていただきます。納付済みの方には、機関誌送付のアドレスシールに小さ

な丸いシールが貼ってあります。ご確認ください。 

★賛助寄付金 いつでもお受けしています。金額自由。２年間機関誌をお送りいたします。 

 
⑥ 来年の「311」「426」前後のバネルご利用     詳細→P.4 
早めにお決めください。一時期に集中するご利用にお応えするために現有以上にパネルを増作す

ることはできませんので、先着順になります。絵画パネルもぜひ選択肢に入れてください。 

  
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
写真展・絵画展報告 ８月末～10月末開催分   
        Ｃ＝チェルノブイリ Ｆ＝フクシマ 絵=チェルノブイリの子ども絵 
 

開催日 開催場所 分野 テーマ/趣旨 開催者 

8/17-21 山口･下関･シーモール Ｃ 下関平和のための戦争展 実行委員会 

9/7-8 北海道･札幌･EDiT Ｆ チャリティマルシェ 2013 秋 実行委員会 

9/16-19 埼玉･新座･ほっとぷらざ 絵 チェルノブイリと福島の絵画展 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 三泗地区母親大会 059-351-3539 

10/1-31 三重･四日市･環境学習センター Ｃ チェルノブイリ汚染地はいま 059-229-3078 

 

写真展・絵画展開催情報    11 月～年内開催分 確定分のみ  ※＝広河講演あり 

最新情報はホームページでご覧ください。 

開催日 開催場所 分野 テーマ/趣旨 問合せ先 

10/28-11/2 京都・宇治・京都文教大 ＣＦ 指月祭        ※ 0774-25-2400 

11/2-4 東京・豊島・学習院大 ＣＦ 大学祭 被災地支援バザー 自治会再建委員会 

11/2-4 大分・中津 Ｃ 教育文化祭 平和写真展 0979-26-2145 

11/4 奈良･奈良･奈良女子大 ＣＦ チェルノブイリとフクシマ 一般非公開 

11/8-10 東京･小平･津田塾大 Ｆ 津田塾歳 社会問題研究会 

11/16-17 埼玉･加須･平成国際大 Ｃ絵 大学祭 (H.I.U.Festa) 090-7277-3933 



①広報用の新しいリーフレット更新について 

この間まで使っていた従来の三つ折りリーフレットは「３１１」以前に作ったものです。そのために、

フクシマ原発震災や東日本大震災（津波）の分野は載っていなくて別メモで挟み込みしていました。 

このリーフレットは、広河さんの写真画パネルになっていて、貸し出ししていることをお知らせする大

事なツールですが、今、新たに作成替えしている財政的ゆとりがありません。 

それで、暫定的に手刷りのものを作成しました。必要な情報は詰め込みましたが質素です。 

でも長所もあります。それは、業者発注で一度に多数部作成するよりも、こまめに加除・修正してい

けるとういところです。広河さんの取材や事務局の事情に応じて、タイムリーに内容を更新していきた

いと思っています。この機関誌に１部ずつ同封します。配布してくださるところがありましたら、どう

ぞお知らせ下さい。またご意見もお聞かせ下さい。 

 

②ホームページについて 
情報が古い、開催案内が見にくい等々不評だった当方のホームページ。気になりながら事務局・宮西

では手を付けられなかったためご迷惑をかけてきましたが、このたび新規に作成し引越ししました。NPO

法人としての情報公開 (定款や決算) がまだ UP できていませんが、当面必要なものは掲載しました。 

http://hirokawasyashintokaigaten.jimdo.com/  は、直接入力していただくには長すぎるアド

レスですが、検索サイトでご案内できるようにしました。Yahoo 検索にＵＰされるのはひと月以上待た

なければならないようですが、古いアドレスから飛ぶようになっています。 

各方面への「引っ越し」のご挨拶は十分行き届いてはいませんが、少しずつ定着して行くことを期待

しています。 

事務局・宮西で手軽に更新出来ますので、お気づきのことがありましたらどうぞお知らせ下さい。 

 

③ 2014チェルノブイリ・フクシマ救援カレンダー 

！！チェルノブイリ子ども基金、当法人でご注文をお受けしています。お急ぎください！！  

去年は早々と品切れになりご迷惑をおかけしました。 

 ❤ チェルノブイリとフクシマの子どもたちの保養の写真で構成されています。フルカラー 

  ❤ A4 サイズ、見開きＡ３の大きさになります(30cm×42cm)。壁掛け式 

  ❤ 毎月１場面です。 写真は広河隆一さん。 

 ❤ 毎月の小窓には、ベラルーシのサナトリウムで保養した子どもたちの絵画が掲載されています。 

 ❤  巻末に、「チェルノブイリ子ども基金」の活動・現地との交流を伝える写真も満載です。 

  ❤ 販売収益は、すべて、チェルノブイリと福島の原発事故による被災児童のための救援金にあてら

れます。２０１３年版の収益は 245 万円でした。ありがとうございました。   

～ご購入案内～ 

定価   1000 円 10 部以上は 1割引き 

送料   2部まで 100 円   3～9部実費   10 部以上 無料 

支払   お届けするカレンダーに同封の振込用紙でお振り込みください。 

注文 チェルノブイリ子ども基金＝FAX03-5228-2680 Email cherno1986@tokyo.email. ne.jp 

      広河隆一写真展事務局＝FAX059-229-3078  Email syashinten@za.ztv.ne.jp 



④ 第 10回 DAYS大賞への協賛 について 
・同封の、振り込み用紙を刷り込んだチラシをご覧ください。 

・一口 2000円です。今回もどうぞご協力くださいますようお願いします。 

・協賛者としてお名前を公表することが不都合な方は、その旨をお書き添えください。 

・このちらしを配布していただける機会がありましたらお知らせください。 

・ご協賛いただい方には各地で開催される受賞作品展(有料)に共通のご招待券を差し上げます。 

★ここ 2―3年ご協賛が減少気味です。出費ご多端の昨今ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。  

 
 

⑥来年の「311」「426」前後のパネルのご予約 

どうしてもチェルノブイリとフクシマのパネルのご希望は、「311」と「426」前後に集中します。 

展示日と展示規模(枚数)が決まりましたら、なるべく早く事務局へ連絡ください。 

 

広河さんの写真  複数点、パネルにしている写真もありますが、限界がありますので、御申し込

み先着順になります。 

佐々木真理さんの写真と報告  ＜汚染地に生きる子ども・青年の今＞と言うタイトルで、佐々木 

さんが訪問した子ども、青年の姿を報告文つきでパネルになっています 

子どもの絵画   ちょっと視点を変えて子どもたちの描いた絵画はいかがですか。開催されたと

ころからは、「とてもよかった」という声が届いています。9月に埼玉県新座市

の会場では、 

    「今まで見た絵画展の中で一番よかった！」と言う感想もいただいています。この 

お言葉を素直にお受けしようと思います。子どもたちの心にある核事故の悲しみ痛みが表現さ

れた絵は、広河さんの写真に劣らない訴求力があるのだと思います。 

    

絵画展開催に関する一般的な Q&A を再掲します。絵画の内容、ご利用料、パネル仕様などについては同

封のリーフレットで確認ください。 

Ｑ 展示場所の条件は？ 

Ａ 風・雨・直射日光が避けられるなら、基本的にどこでもＯＫです。専門のギャラリーや美術館で

なくても、学校の教室、地域の公民館や集会所、デパートの催事場、お寺や教会、貸していただ

けるならカフェやレストランの壁面、などで展示されてきました。 

この世に１点しかないものですので、展示したまま放置にはならないようにはお願いしています。 

Ｑ 展示の方法は？ 

Ａ 作品は、簡易フレームに入れてあります(剥き出しではありません)ので、フレームごと吊るした

り。壁面にもたれさせて並べるなどできます。見る人の目の位置だけ留意してくださればいいと

思います。 

Ｑ 画題(タイトル)や作者のデータはついていますか？ 

Ａ 作者自身がつけたものも、周りの人が説明的に簡単に付けたのもあります。 

作者の個人データは、名前、描いたときの年齢、居住地程度ですがついています。 

                     ---その他疑問は事務局へお問い合わせください。 



＜補助展示品  とくに汚染地図について＞ 
写真パネルをお送りするとき、併せて参考展示物をお送りしています。あくまで{参考品}で、必ず展示

していただかなくてはならないものではありませんが、こんなものたちです。 

  ●広河さんのプロフィール 

  ●展示される写真の分野のタイトル板 

  ●チェルノブイリとパレスチナは取材期間が長期にわたるので、『流れに沿って』(概ね時系列)写 

真を分類し、それぞれに簡単な背景説明当を書いたミニタイトル 

  ●チェルノブイリと福島は、それぞれの汚染地図 

この中で、汚染地図と広河さんのプロフィールパネルは、事務局としても、実は不本意なものです。広

河さんのプロフィールとして記載していることは過去のことが多過ぎて『現在の広河さん』を知ってい

ただくには不足の多いものです。広河さんとご相談して修正したものを作りたいと思っています。 

そして、汚染地図・・・・・汚染状況はチェルノブイリもまだそうだと思いますが、特にフクシマは、 

時々刻々変化しているのでは？と事務局は考えています。「除染しました、もう安全地域になりました」

という発表と「そうではなかった、汚染レベルはまだ高いです」という両極端な情報が入り乱れていま

す。実際、雨風雪などによって、汚染度は変化しているはずです。とりあえず、一応これならば、とい

うのをお送りしてはいますが、そういう現状を踏まえた上で展示なさってくださるようお願いします。 

 

 

本の紹介    (賛助会員さんからの寄稿です) 

『戦後はまだ… 刻まれた加害と被害の記憶』 

写真・文 山本宗補       彩流社 

 

フォトジャーナリストの山本宗補さんの写真集『戦

後はまだ… 刻まれた加害と被害の記憶』が８月に出

版されました。国内外 70人の戦争体験者の方々の写真

と証言で構成されており、山本さんの言葉を借りれば

「ミニ写真展」と呼んでもいい 1冊になっています。 

2006 年に出版された山本さんの写真集『また、あし

た 日本列島 老いの風景』（アートン刊）の第４章「記

憶を撮る」は戦争体験者の肖像写真と証言で構成され

ていますが、この「記憶を撮る」が『戦後はまだ…』

の取材に発展していったのだそうです。 

この本のタイトルの中にある「戦後はまだ…」という言葉は、天皇の戦争責任を含めてこの問題

に決着をつけ切れていない日本の民衆のメンタリティーの問題への問いかけであり、また「加害」

という言葉が先にきているのは、加害の問題から戦争を捉え返さなければならないということだと

思います。みなさん、ぜひともこの本を手にとってみてください。 

この本の写真展巡回のための支援プロジェクトも山本さんから呼びかけれています。関心のある

方は以下の HPをごらんください。http://homepage2.nifty.com/munesuke/funding/  （中尾） 



「フォトジャーナリズム展三重2013 

～見つめよう、わたしたちの生きている世界～」 

(2013,8,23～8,28)を終えて      事務局長:眞弓千重子 

はじめに  津市で国際フォトジャーナリズ

ム展を開催するのは 4回目だが、このような大規
模な催しを地方都市で開催することの厳しさを

今年は今までになく感じた。実行委員と言っても

実働 5-6名、現役世代も含めて、全員が重要な役
目を分担せざるを得ないのが現実である。 
当初は DAYS 大賞作品の展示が中心であった
が、昨年からは「フォトジャーナリズム展三重」

と称して、DAYS大賞作品のみに依拠するのでは
ない写真展を目指した。しかし、会場の広さや、

来場者の期待を思うと DAYS 大賞受賞作品は不
可欠の展示物である。 
 ところが今年は、そこに大きな支障が生じた。

1 年前から会場を予約し、DAYS 大賞作品の借用
も予約し、その上で、新進のフォトジャーナリス

ト小原一真さんに原発労働者の写真展と講演会

もお願いした。快諾していただき、期待とともに

気分的に余裕もあったのだが・・・・。 
 想定外の展示不可 ところが、今年の 1月中
旬になって DAYSから「横浜赤レンガでの DAYS
展と日程が重なっているから三重の日程を変更

できないか」という打診が届いた。実行委員会で

検討したものの今年は会場のある津センターパ

レスビルの大がかりな改修工事の影響もあり、日

程変更は無理。他会場も当たってはみたがどこも

1 年前に予約されており変更は不可能であった。
それで、日程と会場は予定通りにし、展示内容で

工夫することにした。DAYS大賞作品は半切サイ
ズのミニ展用しか借りられない、しかしそれだけ

では来場者の期待に応えられない、全倍の大賞作

品あってこその三重展なのだ。窮余の策として、

自前で、全倍サイズの写真を用意することにした。

数は６点、フレーム無しでロール紙のまま展示す

る。それが私たちの力の限界であった。自分たち

で迷いつつ 6点を択び、プリントは DAYS社の手
を煩わせたが、ロール紙のままでもやはり迫力は

劣ることなく、三重会場での存在感は大きかった。

とはいうものの、ポン届くのを当然のように思っ

ていたから予期しなかった事態には大いに戸惑

ってしまった私だった。 
 開幕まで それでも落ち込んではおれなかっ

た。資金の調達、中身決定、他団体や招請者との

交渉、ポスター、チラシの制作と配布、メディア

の活用、助成金や後援の申請手続き、会場のレイ

アウト、ボランティア募集、などやらなければな

らないことがたくさんあった。度々は集まれない

からメーリングリストを使って相談を重ね、開幕

にこぎつけたのであった。 

昨年 11 月頃から今年の 9 月頃までのフォトジ
ャーナリズム展三重のメーリングリストには約

1000 通のメール交信記録がある。この間、ミニ
写真展や他の市民運動・行事にも参加していたか

らそれらの相談事もあった。メーリングリストは

多忙なメンバーをつなぐ大切なツールだった。 
開催資金 私たちのメーンの企画であるこの、

大きな写真展を実現させるために避けられない

難関は資金調達だった。入場無料なので全てを賛

同金、協賛金でまかなう必要があった。昨年まで

の賛同者はもちろん、個人の古い友人新しい知人

などにカンパを訴える手紙を書いた。それ以外に、

イベントの機会にはカンパ箱を置き、自分の農園

での野菜を売り、『DAYS』誌の販売もした。大き
な必要経費に比すればささやかなものだったが、

それはそれで喜びでもあった。たくさんの方が賛

同金を寄せてくださったし会場カンパ箱もずっ

しり重かったけれど、結局は赤字だった。いくつ

か助成金の申請もしたが実らず。頼みの綱の津市

の市民活動助成金もプレゼンに工夫を凝らし当 



日はどの団体よりも多数で出かけてアピール

したが、かえって力ある団体に見えたのか、今年

は選に外れた。厳しい経験だった。 
会期中  開催前日の設営、会期中の受付や

販売の係、撤収などには多数のボランティアさん

に助けられた。少数の実行委員だけでは絶対に出

来ない作業や運営のために忙しい中を駆けつけ

てくれた仲間や友人たちには頭の下がる思いで

ある。市民運動で繋がることの力強さを感じた。 
会期中には約 700人が来場されたが、ほとんど
がじっくりと見てくださった。「この写真展が楽

しみで、毎年来てるんやわ。」と話される男性。

尾鷲市、熊野市、桑名市など県内とはいえ縦長地

形の三重では遠隔地、加えて愛知県、滋賀県など

からも多数の来場者があったことは、この写真展

がそれなりに認められてきたことを意味してい

るように感じられた。赤ちゃんを抱っこして伊勢

市から電車で来られた女性が「これだけは見に来

なければならないと思っているんですよ。」と話

された時、私たちがこの写真展を開催することが

できたことに素直にうれしい気持ちになった。 

小原一真さん 併催の『小原一真報告講演会～

フクシマからベトナムへ～』にも多数の聴衆があ

った。福島第 1原発で働いている人やその家族の
思いを知りたいという気持ちで取材を始めたと

いわれる新進気鋭のフォトジャーナリストの言

葉からは、原発労働者の肖像の 1枚 1枚がすごい
重みを持つのだということが伝わってきた。 
小原さんは写真展会場でも写真解説をしてく

ださった。その写真を撮った時に周囲がどんな状

態であったのか、どんな気持ちだったのかなどを

お聞きすることができて写真への理解が深まっ

たし、キャプションの大切さもよくわかった。 
沖縄・高江  

  
私たちの写真展は、平和な明日の地球を目指す

他団体との協働を大切にしている。今年は「戦争

をしない、戦争協力もしないネットワーク三重」

が沖縄の現状を知らせるための資料や写真を展

示し、『標的の村』(47 分)の、繰り返し上映をし
てくださった。また「平和憲法を世界に拡げるネ

ットワーク in三重」は『ニッポンの嘘～写真報道
家 福島菊次郎 90 歳～』を二回にわたって上映
してくださったが、会場に入りきれないくらいの

大盛況だった。ひとりや 1団体でできないことで
も協働によって実現し大きな相乗効果をもたら

す。私たちの企画は、社会にそれを投げかけ、実

現の一端を担っているのかもしれない。その他、

「フェアトレード抱」「アムネスティインターナ

ショナル三重グループ」なども会場内で出店や葉

書書きのスペースを設けてくださった。三重県で

はまだまだ認知度の低いこういうかけがえのな

い活動を紹介する場にできることもうれしい。 
経済力のない市民の、体制におもねないこうい

う活動には、先行き不安はつきまとう。 
でも、アンケートに残されている「来年もして

ください」「期待しています」「頑張って」の言葉

には応えていきたいと思っている。こうして 4年
間やりとげてきた、この構図を形作っている多く

の人々との関係こそ最大の財産だという評価を

ありがたくいただいて来年に向かおうと思って

いる。        写真提供:伊藤一幸さん 



事務局から 
 

以前、みなさまからの寄稿による発言・表現」というページがありました。 

ユニークなご意見や活動報告でなかなかあじわいのあるページで、大切に思ってきましたが 

「311」以後の慌ただしさの中でその頁を作れないままになっています。 

 

今号５頁の「本の紹介」は、賛助会員の中尾進さんからのご寄稿ですが、その「発言・表現」の頁 

を復活できたようなうれしさを感じています。 

いつも事務局からの情報ばかりではマンネリ化します。それ以上に、地方都市に事務局を置いてい 

ますと、情報の量と深さの限界を日々痛感していますので、広い範囲の方々からのご寄稿をお待ち 

しています。 

 

埼玉にあった「チェルノブイリと核の大地写真展事務局」を三重に移したときは、ニューズレタ 

 ーを作ってもどこへ送ればいいのか、という状況でした。それが今は送料が財政を圧迫するまでに 

拡がっています。今年はかなり送付名簿から削除させていただきました(予告はしました)が、それ 

でも全国各地へ 600ほどは送り出します。次号から「発言・表現」の頁を復活させたいと思います 

ので、ぜひご寄稿ください。 

この時代に生きるあなたの思想や感情を、紙刷りに可能な形で表現してください。小論文・随筆・

詩歌・写真・絵・イラストなどなど、この印刷レベルでお許しいただけるなら、1頁に収まる程度 

 の「作品」をお寄せください。雅号、筆名可。(事務局へはお知らせ下さい) お待ちしています。 

 

 

借入金のご返済 

「311」の前年、パネルご利用が激減していました。開催を希望される方は「新しいもの」を希 

望されました。アフリカコンゴ共和国や、「911」から９年経過したアフガニスタンなど、広河さ 

んは『DAYSJAPAN』編集長として忙しい中も、新しい取材はしておられました。それをパネルにし 

たいと「貸付金」のお願いをしました。2010 年秋のことです。72万円お借りしました。 

 そのお金で、コンゴの写真 35枚と「あれから 9年のアフガン」20枚をパネルにさせて頂くこと 

ができました。翌年の東日本大震災・フクシマ原発震災の写真パネルの作成にも使わせていただ 

きました。ありがとうございました。 

うち 35万円を去年ご返済し、今年も 30万円お返ししようと送金を始めています。 

厚かましい無利子のご返済ですがお許しください。 

 

へんしゆうこうき 

事務局長・宮西のほかに、ほんのわずか交通費程度お渡しして事務局を応援していただいていた二人の方を

財政的理由から８月末でお断りしました。地元理事さんが心配して手伝いに来て下さる以外、大半の時間はひ

とりになりました。あれこれあれこれ気になる仕事があっても、どれも中途半端。夏の繁忙期を過ぎたのに一

人事務局というのは、気の抜けない毎日です。11月はじめに大学祭などのご利用が重なったためうれしい忙し

さも楽しんでもいます。機関誌のご送付が遅れましたことお詫びします。(み) 


