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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。 

 

今年も一年ありがとうございました。 

来年もよろしくお願いします。 
◆ 2014年定時総会を２月１６日に開催する予定にしています。正会員さんには改めてご案内し議案書

等をお送りいたしますが、どうぞ予定に入れておいてください。 

◆前号で、第 10回 DAYS大賞への協賛をお願いしました。たくさんの方が応えてくださって力強く、感

謝しています。予定の副賞代に、あと一歩というところです。もし「あ、忘れていた！」と仰る方が

居られましたら、まだ間に合いますので、前号にはさみこみのチラシに刷り込んである振込用紙でご

送金くださるようお願いします。郵便局窓口の用紙でも可です。その場合は、お手数ですが、口座名

義＝広河隆一写真展開催を支援する会  番号＝00880-7-185006 を書き入れてください。 そして、

振込用紙の余白に「DAYS大賞協賛金」と明記してください。 

 

写真展・絵画展情報 ●は前号ご案内を含む開催済み分  無印は今後の予定(現在確定) 

             Ｃ＝チェルノブイリ Ｆ＝フクシマ  As＝アジア 

 開催日 開催場所 分野 タイトル・趣旨等 主催者 

● 9/28 千葉･船橋･東葉高校 ＣＦ 学園祭(すずかけ祭) 文化祭本部 

● 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 実行委員会 

● 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 市民団体 

● 10/14 愛知・名古屋・ウィルあいち Ｆ 2013国際青少年連合フェスタ ＩＹＦ 

● 10/27-11/2 京都･宇治･文教大学 ＣF 学園祭(指月祭) 京都文教大学 

● 11/2-4 東京･目黒･学習院大学 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・市体育センター Ｃ 教育文化祭  中津教育文化祭 

● 11/4 奈良・奈良・奈良女子大 ＣＦ 大学祭 学生自治会 

● 11/8-10 東京・小平・津田塾大 Ｆ 大学祭 社会問題研究会 

● 11/16-17 埼玉・加須・平成国際大 Ｃ絵 HIUFesta  大学祭 末澤ゼミ 

 2/23 埼玉・坂戸・文化施設オルモ AsＦ 坂戸市くらし展 049-283-9262 

 4/12-16 東京・文京・文京シビック ＣＦ チェルノブイリと福島写真展 03-5228-2680 

mailto:syashinten@za.ztv.ne.jp


広河さんのお仕事のふたつの大きな峰は？・・・・と問われたら、ほとんどの方がパレスチナを原点

とする中東問題、もうひとつがチェルノブイリと核の大地(含:フクシマ)と答えられるでしょう。その

広河さんの写真をお預かりしているこの写真展事務局も、そのことは常に心にありながら、ついつい比

重が後者にかかりがちです。その反省から、今後、せめて、この機関誌紙面に、意識的に「パレスチナ・

中東の頁」をキープしようと思います。この問題が世界の反平和の根っこあることにもっともっと意識

を研ぎ澄まさないと、という思いもあります。事務局の力量ゆえに不備の多いページ作りになる不安は

あります。どうぞ情報とご意見をお寄せ下さい。今回は冨田正史さんに概観をお願いしました。 

 

パレスチナ、イスラエル、アメリカそして日本 

～非対称な世界で～     冨田 正史 

 

多くの人たちが、アンネ・フランクを知ってい

ます。アウシュヴィッツを知っています。そして、

アウシュヴィッツに代表されるナチス・ドイツに

よるユダヤ人迫害・虐殺が「ホロコースト」と呼

ばれることも知っています。 

しかし、イスラエルという国が、そこに住むパ

レスチナ人を虐殺し、追放して、パレスチナを占

領したシオニストと呼ばれるユダヤ人の一派に

よって一方的に作られたこと。その悲劇が「ナク

バ」と呼ばれることを、いったいどれだけの人々

が知っているのでしょうか。 

 

私は、ほんのわずかですが、アンネ・フランク

やその家族について知っています。しかし私は、

恥ずかしい話ですが、アンネのようにその名前を

知り、その悲劇を知り、その顔が浮かんでくるよ

うな、固有の名前を持ったパレスチナ人を知りま

せん。私がパレスチナという名前を初めて知った

のは、いわゆる「ハイジャック」がニュースとな

った時でした。 

パレスチナ人がどうして難民となったのか。イ

スラエルという国がどうやって作られたのか。そ

れはもっと後に、広河隆一さんをはじめ、何人か

の人たちがパレスチナについて書いた本を読ん

で、初めて知りました。「ナクバ」とういう言葉

も、広河隆一さんの本で初めて知りました。 

 

世界の非対称性ということが、よく言われます。 

  

パレスチナ人の命と土地を奪って一方的に作

られたイスラエルが、アメリカの援助に支えられ

て、さらにガザ地区を封鎖して、攻撃・殺戮を繰

り返し、ヨルダン川西岸地区への入植を続け、ア

パルトヘイト・ウォールを築いている。その現実

は、まさに非対称そのものです。 

そして、そのパレスチナ人の置かれている本当

の状況が知らされず、イスラエルやアメリカの側

に立った情報が一方的に垂れ流され続けている

ことも、非対称そのものです。 

↑ 

 

圧倒的な暴力によって家も土地も故郷も奪わ

れ、家族を、友人を殺され、その存在を世界から

忘却されている。そんな人たちの中に、自分たち

の存在を世界に知らせるため、圧倒的な軍事力・

暴力による追放、迫害、虐殺に抗議し、抵抗する

ために、「ハイジャック」に訴え、ロケット弾を

発射する人たちがいたからと言って、それを非難

する資格のある人が、いったい何人いるのでしょ

うか。 

去年、ある集会でライラ・ハリドさんにお会い

しました。偶々すぐ近くの席に座っていた穏やか

な女性が、あの「ハイジャック」で名を馳せたラ

イラさんだとは、彼女が呼ばれて壇上に上がるま

で全く気づきませんでした。そのような女性が

「ハイジャック」に訴えざるを得ない状況を、そ

して心情をこそ、まず知るべきではないでしょう

か。 

 

9.11について、チョムスキーは、「9.11は世界

の出来事において極めて新しいものだ。しかし、

それは規模や性質によってではない。過去、アメ

リカは、世界の大部分において、武力攻撃によっ

て膨大な犠牲者を出してきた。そのアメリカ本土

が逆に攻撃されたという点においてだ。」そのよ

うな意味のことを述べています。チョムスキーは

民家の前に壁がそそり立つ。イスラエルはこの家に取

り壊しを宣告している。     写真：広河隆一 



ユダヤ人ですが、ユダヤ人国家イスラエルにも当

然反対しています。 

チョムスキーのような良心的なユダヤ人が全

世界に数多くいるにもかかわらず、シオニストた

ちがパレスチナを占領してユダヤ人国家をつく

り、パレスチナ人への迫害・殺戮を続けているこ

とが、「反ユダヤ主義」をかえって増長させてい

るのではないでしょうか。 

 

もう一つの 9.11。1973年 9月 11日、チリの

アジェンデ政権は、軍事クーデタで倒され、アジ

ェンデ大統領をはじめ、多くの人々が殺されまし

た。そのクーデタの首謀者で、独裁政権を樹立し

たピノチェット将軍を全面的に援助したのもア

メリカでした。 

アメリカが被害者である 2001年の 9.11は、多

くの人が知っていますが、アメリカが加害者であ

る 1973年の 9.11をいったい何人の人が知ってい

るのでしょう。記憶し続けているのでしょう。 

 

イスラエルを、膨大な額の援助で軍事的・経済

的に背後から支えているアメリカ。そのアメリカ

の「核の傘」に守ってもらうことを冀(こいねが)

い、ただひたすらに追随し、「安保」という軍事

同盟を強化し、アメリカ国債を買い、思いやり予

算を支払って、戦争国家アメリカを軍事的にも経

済的にも支えている日本。 

米軍基地は日本を守るためにあるのではあり

ません。「米軍基地は人殺しのための基地だ」と、

参議院議員（当時）の山内徳信さんが言う通りで

す。 

 

そんな日本でぬくぬくと暮らし、「日米同盟は

何よりも大事だから、基地の負担は、金でも払っ

て沖縄に我慢してもらうしかないよ」などと平気

な顔をして嘯いている人たちに、したり顔に「暴

力は良くない」「暴力の連鎖はやめよう」などと、

「ハイジャック」に訴え、ロケット弾を発射する

人たちを非難する資格があるのでしょうか。 

 

↑ 

 

「暴力は良くない」というのなら、アメリカの

暴力、イスラエルの暴力をこそ、真っ先に止める

べきではないでしょうか。戦争こそが最大の暴力

です。「テロ」の定義は、何らかの政治的目的を

実現するために、暴力によって恐怖を相手に与え

ることを手段として用いることだそうです。そう

であれば、対テロ戦争こそが、まさに国家テロで

はないでしょうか。「テロ支援国家」を非難する

アメリカやイスラエルこそが最悪のテロ国家で

はないでしょうか。 

アメリカとの歪んだ軍事同盟＝安保をきっぱ

りとやめることこそが、アメリカやアメリカに支

援されたイスラエルの暴力＝テロをやめさせ、暴

力のない平和な世界を創り出す近道なのではな

いでしょうか。アメリカやイスラエルの暴力が止

めば、それに対抗して暴力に訴える必要もないの

ですから。 

 

そして、私たちが、もっとパレスチナの状況を

知ること。そして、それを他の人々に伝えること

が何より大事ではないでしょうか。岡真理さんた

ちが、2008年 12月 27日から翌 2009年 1月 18日

まで続いたイスラエルによるガザ攻撃の時に、ガ

ザのサイード・アブデルワーヘド教授から送られ

てくるメールを翻訳して発信し続けたように。

（後に志葉玲さんの写真と岡真理さんの写真を

併せて「ガザ通信」という一冊の本になりまし

た。） 

 

「忘却が次の虐殺を準備する」「私たちが今、

ガザを忘却することが次の虐殺を準備している」

岡真理さんは、繰り返し、そう訴えています。 

アメリカやイスラエルのようなテロ国家は（日

本など他の国家も多かれ少なかれ同様ですが）、

他者の監視の目が届かないと、何をしでかすか、

分かったものではありません。いや、必ず悪事を

しでかします。 

岡さんと「国境なき朗読者たち」は、東京で、

「忘却に抗してガザを記憶し続けるために、何よ

りも、150 万の人間を袋の鼠状態にして一方的に

殺戮するという、人間の想像を絶する出来事を前

にして、その攻撃に見舞われたガザと私たちを

『想像力』という人間の力によって架橋するため

に、出来事から 5 年目のこの 12 月、朗読劇『ガ

ザ 希望のメッセージ』を再演」しました。（主

催者メッセージより引用） 

 

アメリカなどが垂れ流す偽りの情報に惑わさ

れず、騙されず、非対称な世界の向こう側で苦し

むパレスチナや沖縄などの人々に思いを馳せる

「想像力」を持ち続け、そして、非対称な世界を、

平等で平和な世界に、共に創り変えていく意志と

「創造力」を持ち続けたいと思います。 

15000 人が住んでいたジェニン難民キ

ャンプを激しい攻撃の後ブルドーザー

で完全に破壊した。  2002.2 



平成国際大学大学祭における展示 

「日本からチェルノブイリへ、チェルノブイリから日本へ」 

                              報告：末澤ゼミ 末澤恵美

さる 11 月 16・17 日の２日間、埼玉県加須市にあ

る平成国際大学で大学祭が開催され、旧ソ連・東欧

の地域研究を専門とする末澤ゼミが、「日本からチェ

ルノブイリへ、チェルノブイリから日本へ」とのテ

ーマによる展示を行いました。 

 平成国際大学では、2006 年にナターシャ・グジー

さんをお招きし講演会を開催した事もあり、末澤ゼ

ミは毎年ナターシャさんのコンサートに行くなどか

ねてからウクライナやチェルノブイリについて関心

をもっていましたが、今回このようなテーマでの展

示をする直接的なきっかけとなったのは、2011 年の

東日本大震災で被災された福島県双葉町の皆さんが

大学のすぐ近くに避難されてきた事でした。2年半に

わたる避難所での生活において、大学は教職員・学

生を問わずお手伝いや交流を通して様々な事を学び、

ボランティア・サークルを立ち上げました。そして、

ボランティア・サークルに入った末澤ゼミの学生は、

「チェルノブイリ子ども基金」のお手伝いをさせて

いただくようになりました。 

 そこで、チェルノブイリ事故後に日本が政府・民

間をあげて様々な支援を行ってきたように、東日本

大震災後ウクライナやベラルーシから日本にたくさ

んの支援や励ましの手紙が寄せられたこと、チェル

ノブイリの経験をもとに様々なとりくみがなされて

いることを知り、大学祭の展示のテーマにしようと

いう声があがりました。 

 本学の大学祭には、お年寄りから子供まで様々な

年齢層の住民の方々が遊びに来られます。そのため

わかりやすい展示にすること、チェルノブイリ事故

と震災という２つの悲劇をただ悲劇として伝えるの

ではなく、そこから得た教訓・経験・知識を生かす

ことで過去の悲劇は未来の力と知恵になるという、

これからのよりよい未来に向けたメッセージや、支

援と協力を通して遠かった日本とウクライナの間に

交流と絆が生まれたことが伝わるよう、心がけまし

た。 

まずは、チェルノブイリ原発があったウクライナ

とはどんな国なのかを紹介し、チェルノブイリ事故

とは何だったのか、人々の思いや現状を広河隆一さ

んの写真や子供達の絵を通して伝え、日本政府や NGO

による支援のひとつとして、「チェルノブイリ子ども

基金」さんのご協力のもと支援グッズを販売しまし

た。 

そして、東日本大震災への励ましの手紙や絵、「ド

ラゴン・プロジェクト」、「未来の福島子ども基金」

さんによる「沖縄・球美の里プロジェクト」、ナター

シャ・グジーさんの活動などを、ナターシャさんの

CD をかけながら紹介しました。諸外国から東日本大

震災への支援については、日本ではあまり知られて

いないのではないかという思いから、ボランティ

ア・サークルも協力して展示をしてくれました。 

２日間の展示にはたくさんの方々がいらして下さ

り、熱心に質問されることも多々ありました。それ

に答えるためには自分達自身もっと勉強せねばと改

めて感じ、今回の大学祭をもとに、これからも様々

な活動にとりくんでいこうと思いを新たにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「脱原発」を考える市民講座・四日市 の取り組み 

 三重県は縦長の地形。その南半分は、芦浜原発立地計画を白紙に追い込んだ熱い実績をもち原発への関心

は高い。しかし、県北半分は「成長」期、三大公害の一つとして名を馳せたコンビナート都市四日市を中心に、

「環境」のキーワードへの反応はあっても具体的に「反原発」というと運動としてそれほど活発ではなかった。

その地で３１１以来、市民の覚醒と行動をめざして、精力的な学習啓発を続けてきたのが、この「『脱原発』

を考える市民講座・四日市」である。この会が今年 10月に実施された催しを報告していただく。 

 

＝チェルノブイリ写真展と講演会を開催して～四日市からの報告＝ 

 

四日市市環境学習センターというところで、室内の壁面を利用して毎月、環境問題に関する写真や資料、子

どもの絵画や絵手紙等を展示するマンスリー展示が行われています。 

10月に、「いま、汚染地で生きる青年や子どもたちの姿」と題した展示を行いました。写真展事務局からお借

りした広河さんの写真と「チェルノブイリ子ども基金」佐々木真理さん取材の今日ただ今汚染地に生きる子ど

も・青年の姿。展示の下の台には、関連の書籍や漫画そして写真展開催を支援する会や子ども基金のリーフレ

ットなども並べました。 

 夏休みならば、子どもも大人も宿題のためもあって多くが来場し、この写真展も見てもらえるのですが、７，

８月は既に予約が入っていて 10月開催に。しかし、こ

の時期は、県内外の小学５年生が、公害学習のために

このセンター内にある公害資料室を見学に訪れたので、

思いのほか多くの小学生や引率の教員に見てもらえま

した。 

ある時は、引率の教員がこの写真についても説明を

してくれる場面もあったとか、あるいは写真のように

親子で見てくれることもあり、実施した意義は大きか

ったかと喜んでおります。1か月の長丁場でしたので、

展示物は前半と後半で入れ替えもしました。  

 

また、会期中の 19日には、この市民講座・四日市の 23回目として、宮西さんの、長年にわたるチェルノブ

イリ救援活動についてお話をしていただきました。宮西さんは、当時（そして

現在も）県内在住の三好牧師らと共に、日本国内では、いち早く被曝児童の支援活

動に取り組まれ、1994年を皮切りに五度の現地訪問も実行。また、96年から何度

も、子どもたちを三重に招き、いろいろな世代との交流も実現させられたり、救援

資金作りのためのリサイクルショップを開設したりして、三重におけるチェルノブ

イリへの関心を育ててこられました。その中で出会った子どもたちのことなどを

100分余語っていただきましたが、その内容の余りもの重さに、お願いをした自分

自身が、一番、この間の自分の時間の過ごし方を反省させられた思いでした。30

人ほどの参加者は、三重でこのような取り組みが行われていたことは知らなか

った人がほとんどで、驚きながら、感動して聞き入っていたように思います。

このお話は、冒頭に見せてもらった『サクリファイス』(事故直後の生々しい

映像、23分)も含めてＤＶＤになっていますので、今後、希望者には見てもらおうと思います。 

            報告：「脱原発」を考える市民講座・四日市   伊藤一幸 



 

ご紹介 おすすめの一冊 

『これからの脱原発・教科書・平和教育』 

当 NPO 法人の賛助会員さんで、毎年、文化祭には、テーマを定

めて広河写真展を開催してくださってきた吉井友二先生。その精

緻な事前学習にも感心していたのですが、「この夏はご利用申し込

みがなかったなあ…・」と思っていましたら一冊の本が届きまし

た。この春に最後の勤務校・茅ヶ崎高校を退職され、そのご退職

記念に今までのお取組みをまとめられただとか。 

思わず引き込まれて読みました。こんな先生にこんな風に教わ

った高校生の未来に希望を馳せます。非核・平和への意思を次代

に伝えることの困難に直面しておられる方にお勧めの一冊です。 

お近くの書店、出版元(七つ森書館)に直接御注文でもいいので  

すが、当事務局からもお送りできます。税抜き価格 1800円、送料は当方で負担します。 

FAX(059-229-3078) または Email(syashinten@za.ztv.ne.jp)でお申し越しください。 

     

みなさまとのかけがえないつながりとお別れ  

東日本大震災のあと、お送りした機関誌がどっと戻ってきた時期があり心が痛みました。その後住居変更な

どを知らせてくださったのはごく少し、突如強いられた新しい暮らしの中で苦労されているのを想像するばか

りでした。もちろん、移住はまだ良いほうで、悲しいお知らせもたくさん届きました。 

それは、突然、まとまって事務局にもたらされたつながりの切断でした。 

そういう大きな天災以外にも、毎年３人 4人････天国名簿に入っていかれる方があります。長年、「広河写

真展事務局」や「チェルノブイリ子ども基金」を支えてくださった方々の上に、28 年の歳月が積もっている

のです。 

機関誌発送名簿にあるそのおひとりおひとりを何十年もの知己のように感じています。 

ご遺族から訃報が届くと、その方とこの法人との関係を思います。どなたもほぼ一方的にご厚意をおうけす

る関係ですが、この夏、帰天された佐渡のＴさんもそんなおひとりでした。Ｔさんのそのことを知ったのは、

お送りした機関誌が戻されてきたメール便についた付箋でした。「亡くなっているようです」と。しばし放心

状態でしたが、写真展をしてくださった学校名を思い出してお電話してみました。わかったのはやはり悲しい

事実でした。単身赴任しておられたのかおひとり暮らしだった家は閉じられているとか。 

この事務局をさせていただいて、本当にたくさんの方々と知り合い心を通わせていただいています。それだ

けにお別れの知らせと確認は悲しいです。限りある命と自覚はしつつ、広河写真展事務局とつながってくださ

るどのお一人も、当法人にとってかけがえない存在です。お別れは本当に悲しいです。 

厳しい時代ですが、どうぞ大切に生きてください。 

そして、新しい年にも稚拙な機関誌を受け取ってくださいますように・・・・。(祈) 

mailto:syashinten@za.ztv.ne.jp


事務局からのお礼・お知らせ・お願い 

！！重要！！ 

この機関誌 52号をお送りする封筒の宛名シールに、小さな色丸シールが貼ってある方へ。 

 これは今年１月 1日以降、当法人に対して、財政的ご支援をしてくださった方に貼付しています。 

 財政的ご支援とは、正会員費、賛助寄付金、DAYS大賞協賛金です。沢山の方なのですが、次号 53号

の紙面に、感謝をこめてお名前をご披露させていただきたいと考えています。経理の透明さのため

でもあります。お名前の公開が不都合な方は、１月中に事務局までお知らせください。 

しかし、ネット(ホームページ)上に公開するものには、お名前の部分は削除いたします。お名前

が勝手に一人歩きする惧れがありますので。 

  お差し支えのある方は、Fax=059-229-3078 または Email=syashinten@za.ztv.ne.jp  あるいは 

お手紙でお知らせください。お電話ですときちんと届かないことがありますので。 

※ なお、当法人事務局を郵便等の宛先に利用しておられる団体(フォトジャーナリズム展三重、 

みえ 426の会等)へのご支援は、全く別会計ですので含みません。 

 

◆ 当法人は、暦年決算をしていますので、12月 31日で、2013年会計を締めて、決算、事業総括など、 

総会でのご報告の準備をします。総会は、2月 16日(日)に、三重県津市での開催を予定しています。 

 

◆ 広河さんの写真展事務局を三重に移設して 13年が経過しました。来年 3月には、NPO法人の認証を

受けて 10周年になります。ここまで至らない事務局を支えてくださったたくさんのみなさまに心か

ら感謝しています。ありがとうございました。 

NPO法人認証 10周年の記念事業をなにかすべきかもしれませんが、今その余力がなく企画できませ

ん。来年中には、何かしたいと思っています。ご提案をおよせください。 

 

◆ 10余年を経て、関係者も高齢化しています。気が付きましたら、当法人の理事は全員(!)高齢の要

介護者を抱えています。何かあると駆けつけてくださるボランティアさんも、現在お一人を除いて

全員ご高齢です。これが地方の現実で、春秋に富む後継者は望むべくもありません。 

今、緊急にどうというわけではありませんが、この事務局を引き継いでもよいよ、と思ってくださ

る方がおられましたら大歓迎です。どうぞご一報ください。前向きにご相談させていただきます。

全国どこでも可。外目には「タイヘン」そうに見えるようですが、実は・・・・日常的にうれしい

ことの多い、楽しい「仕事」です。充実した気持ちになれることはお約束します。広河さんのジャ

ーナリズムへの信頼と共感と、そしてあなたに体力と融通のきく時間さえあればＯＫです。 

 

◆ この NPO法人と株式会社デイズジャバンの関係について、時折お問い合わせをいただきます。 

非営利団体である当法人と株式会社の関係への疑問かと思います。簡潔にお答えしますと株式会社

デイズジャパンと広河写真展事務局は、全く別団体です。当法人は、「フォトジャーナリスト広河

隆一さん」個人とつながっているだけです。そして、広河さんが命かけて取材・撮影してこられた

られた貴重な情報を無償で使わせていただいて成り立っている団体です。その広河さんが心魂傾け

て発行し続けておられる『DAYSJAPAN』誌の存続には微力ながら応援させていただいていますが、

これも広河さんのためではなく DAYSが指し示す未来像への共感からです。ご理解の上、どうぞ今

後ともよろしくお願い申し上げます。      -7- 
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