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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。また当法人と趣旨・意向をおなじくする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、偶数月の半ばごろまでに当事務局へお問い合わせください。 

 

 

 

沢山の方々に支えられて 
 

去年の春、県の NPO室の方が、変更になった会計書式の指導ということで、当事務所を来訪され、 

決算書や帳簿を見ていただいたことがありました。不正はしていなくても、お役所からの来訪とい 

うのは緊張します。経理の専門らしいその方は、当法人の書類などをご覧になっていて、「随分ご 

寄付の多い団体さんなんですねえ・・・・」と驚かれたのですが、次に、科目別集計表をご覧に 

なって・・・そのご寄付の件数の多さに、またまた驚かれました。 

 今年も 2月 16日に今年の総会を開催し、去年 2013年の決算報告をさせていただきました。総額 

350万円ほどの、会計規模の面からは決して大きいとはいえない NPO法人ですが、その 100万円以 

上が賛助ご寄付です。そして、件数としては、195件！ これには、正会員さんの会費や別団体「非 

核・平和写真展委員会」へお寄せいただく「DAYS大賞協賛金」は含まれていません。 

 

1年 365日、三重県津市にあるこの広河写   

真展事務局へ、全国から心のこもったご支 

援が日々届けられていることをこんな形で 

でも実感させていただいています。 

ありがとうございます。 

事務局としてはもっともっと「営業努 

力」をして、事業収入、つまり写真・絵画 

パネルのご利用料で維持していけるように 

すべきだとは、思っています。 

しかし、パネル利用料がこれ以上高くな 

ると写真展を開催しにくくなるというお声 

も現実にあります。広河さんの取材写真を 

多くの方々にご覧いただくためには、やは 

り「賛助寄付金」に支えていただいて、ど 

なたにもが無理なく写真展を開催していた 

だくという今のやり方を続けけさせていた 

だきたいと思っています。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま 

す。 

私の好きな一枚の写真①  チェルノブイリ A-10      

 
セシウムとストロンチウムに汚染されたロシア共和国

プリヤンスク地方の父子。父親は移住先を探している

が親戚のいるところはどこも汚染されていて、どこ

へ行けばいいか途方に暮れていた。 1990.7撮影 

 

カラーでご覧いただけないことが残念です。真っ青

な空、広がる平原に切り取られた遠近感の見事な構

図。その美しさと、困り果てた父親の表情、無心の

子どもの姿に胸を突かれます。  三重・YSさん               
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2014年総会を終えて 
 41名の正会員さんのうち 31名の出席(含:委任状)を得て開催しました。主な決議事項は・・・ 

 ◆役員人事  理事退任＝林恒弘  理事就任＝冨田正史  理事長に鼻熊悦子理事を互選 

 ◆2013 年活動報告 

  ・情報提供事業として、パネル作成(フクシマ 13 枚.増作)  パレスチナポストカード作成(重版) 

写真パネル貸し出しは年間 39 箇所のべ 213 日間。その他参考図書の販売 

・広報活動として、機関誌の発行年間 6 回(偶数月)、地域限定版 2 回、ダイジェスト版機関紙 

の発行年４回(チェルノブイリ機関誌に同封送付) ホームページの充実 

    ・維持管理事業 総会、会議、総会記念事業(市民団体による情報提供)、ホームページの全面 

的更新、引っ越し、機関誌発送名簿の整理・縮小 

  ・他団体への協力・協賛，協働   趣旨の一致する他団体(特に事務局地元)との協働。 

 ◆2013 年決算報告 

   パネル利用の減少による収入減を賛助寄付金で補てんしていただいている現状である。 

   人件費の削減→事務局員削減→広報活動(パネル利用呼びかけ)が不十分 の悪循環 

   帳簿上は健全収支(赤字ではない)だが、活動活性化のための経費を削っているのが実情。 

 ◆2014 年活動計画 

   ・さらなる経費削減、パネル利用拡大の活動、に力を注ぐ。大学、自治体の人権機関、労組 

の平和部門等へのパネル利用をよびかける。 

   ・当法人の定款に沿った活動をしている他団体との協働も積極的に進める。 

   ・機関誌の発行回数等の再検討・・・機関誌読者からの声でもある。 

      機関誌は発行経費より送付経費が大きい。 

   ・非核・平和写真展委員会の活動(DAYS 大賞協賛事業)をやめられないか。検討課題。 

 ◆2014 年予算 

   2013 年より 3 割強縮小した総額 2746 千円の予算を可決。 

   ・正会員数は、現状を維持。賛助寄付金を引き続きお願いしながら、事務局経費の節減に努 

    める。老朽パソコンの買い替えは可決。 

   ・活動に干渉されない助成金を捜して申請する。 

 

右ページは、2013 年中、いろいろな形で、この NPO 法人を支えてくださった方々です。 

1 面に書きましたように、これほどの方々に支えられている団体はそうはないという行政側から評価を

いただきました。 

広河さんのお仕事の意義であり価値であると思いますが、でもその良いお仕事がたくさんの方の目に触

れ心に届くために、沢山の方のお力をいただいていることを強く感じます 

ありがとうございます。どうぞ 2014 年も、そして今後ずっとよろしくお願い申し上げます。 

前号で、お名前を公表させていただくことを予告させていただきました。何人かの方からは、ご事情で、

匿名のお申し出もありました。その方々を抜いてご紹介させていただきます。 

しかし、大切なお名前ですのに、少なからず、間違いがある気がします。コピーで届く振込用紙のお名

前が読み取りにくいこともありますが、それ以上に当方の事務的ミスもあると思います。お気づきのこ

とはどうぞお知らせくださいますようお願申し上げます。   事務局 



2013 年の、この NPO 法人の活動と維持を支えて下さった方々 

 

◆2013 年中に、全国 40 か所で、延べ 213 日間、広河隆一写真展やチェルノブイリ絵画展が開催されま

した。それぞれ沢山の関係者の方々が、大変なご苦労の上で、開催して下さったことと拝察していま

すがそのお一人お一人のお名前はここにご紹介していません。ありがとうございました。 

 

◆以下にご紹介するのは、2013.1.1～12.31 に正会員費、賛助寄付金等で財政支援をして下さった方、

そして、会計的には別団体に位置付けていますが「広河隆一非核・平和写真展委員会」へ DAYS 大賞

協賛金を送ってくださった方、のうち、お名前の公表を許してくださった方々です。匿名を申し出ら

れた方々も含めて、皆様に 心からお礼申し上げます。  敬称略・ほぼ五十音順 

 

◆実はこの公表に迷いもありました。個人しろ団体にしろ、表にお名前の出ない、さらにたくさんの方々

によって、この NPO 法人が存在し、活動させていただけていることを日々感じているからです。こ

こにお名前のないそういう方々にも厚くお礼申しあげます。 

 

 

 

    

  

 

 

このお名前リストの部分は、ネットにあげる機関誌の頁では 

白紙にさせていただきます。 

お名前が、独り歩きしてしまうことを心配するからです。 

ご了解ください。 紙刷り野機関誌㋾ご希望でしたら 

どうぞ遠慮なくお申し越しください。Tel  059-229-3078 へ。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ギャラリー  パレスチナ   ＜平和への呻吟＞ 

1967年、広河さんが大学を卒業後イスラエルへ渡られたころから、2008－9年のガザ猛攻まで、207点

の写真があります。以下のように、ほぼ時系列ですが、状況の関連性も考慮した分け方になっていま

す。それぞれにミニタイトルをつけ、背景を解説したリードパネルを用意しています。 

 

Ａ アル・ナクバ   写真なし 

Ｂ 光と影のエルサレム  パレスチナへの序章として  1993年から 2003.9の撮影写真 

Ｃ イスラエル占領のあと 1967・68・69・70年から撮影の第 3次中東戦争が刻んだ傷跡 

Ｄ レバノン戦争  1977-84の写真 シャティーラ難民キャンプ虐殺事件などを含む内戦の記録 

Ｅ 占領の拡大・和平の試み・挫折 90年代の混とん、イスラエルの暴力 

Ｆ パレスチナ人の抵抗→ユダヤ人の恐怖→更なる弾圧→自爆攻撃 

    苛烈を極める弾圧にパレスチナ側の抵抗が始まる=インティファーダ 

Ｇ 自治区閉鎖、ジェニン難民キャンプ大破壊  2002年 2－4月「第 2のナクバ」といわれた破壊 

Ｈ 遠ざかる和平・消えていく村、消えていく家族  2002年-2003年撮影写真 

Ｉ パレスチナのアパルトヘイト化 分離壁・フェンスの建設の実態 

Ｊ 2006年レバノン戦争下のパレスチナ難民 

Ｋ ナクバ 60年 父祖の地を訪ねる子孫たち 

難民キャンプの子どもたち  難民キャンプに生まれ難民キャンプしか知らない子どもたちが増えて

いる。そこに生きるごともたちのたくましい姿をご覧いただけます。 

2008.12-2009.1 ガザ猛攻  年末年始世界が見守る中゛手の暴挙 その実態 

 

パレスチナ問題はわかりにくいといわれ続けてきました。難しそうに論ずる人たちもたくさんおられ

ます。でもこれが、世界に関心を持たせない潮流を作っていると感じます。国際的な関心が高まれば、

解決は困難ではないはずです。だから逃げるより、まず知ろうとして下さい。とてもわかりやすい現

実だと気づかれると思います。それにはこの写真たちの出番です。この写真パネルを事務局の棚に眠

らせておくのは、もったいなすぎます。 

事務局もお手伝いいたしますから、パレスチナ写真展を企画してみてください。 

ただ、当然ですが、長い歳月を 20 枚や 30 枚で｢見せる｣ことにはかなり無理があります。ごく限られ

た出来事の写真展、たとえば、｢2002 年ジェニン大破壊｣とか「2008.12 ガザ猛攻」とかに限定される

なら、20 枚でも可能です。しかしパレスチナの流れを伝え、その地で何が起こっているかを知ろう、

伝えようと思われるならば、せめて 50 枚くらいをお考えください。 

 

207枚の中から、      

ここに可能な 

だけ「展示」 

します。ご覧く 

ださい。 

 

   

  

                       

 

光と影のエルサム。

アルアクサモスク 

「嘆きの壁」の前ユダヤ教徒 

エルサレムを行進するイスラエルの捕獲車両 



   

   

   

   

   

 
  



チェルノブイリで学んだことを福島へ 

「希望するすべての人に放射能健康診断を！」 
の署名活動にご協力ください。 

 

当方が貸し出ししている「チェルノブイリ」の写真にもミニタイトルを添えています。時系列で、ＡＢ

ＣＦＧ・・・その全体の中から、パネル利用者(開催者)ご自身に必要な展示枚数を選んでいただくこと

になっていますが、中には、「Ｂセット」と明確に指定してこられる方があります。その「Ｂセット」

というのは、広河さんのチェルノブイリ取材写真の中で、原発事故→甲状腺の病気 がはっきり見えて

くる時期、1991年から 1996年の取材撮影のものです。 

その「Ｂセット」のミニタイトルは「悲劇の拡大――小児甲状腺がんの猛威」です。 

福島は、まだ、3 年経過しただけでその時期になっていない、つまり事故と子どもの甲状腺がんの因果

関係がわからないなどという医学者もおられますが、わかったときは遅いのです。「チェルノブイリに

学ぶ」ならば、一刻も早く子どもを放射能汚染環境から逃がすこと、子どもの「今」を診断することだ

と、私達も考えます。福島の子どもを救う取り組みは沢山ありますが、この署名活動荷も当法人は積極

的に協力します。同封の署名用紙をどうぞ有効に使って下さい。必要なら追加送付できます。 

この署名運動の実行委員長は全双葉町長の井戸川克隆一さんです。 

7月末までに 100万筆を集めよう、という実行委員会が 2月 23日に発足しました。全国津々浦々広げた

いと。その発足集会での井戸川さんのご挨拶を紹介します。          理事：前川 孝 

 

「・・・・悪行の限りを尽くしているのは、国民の 1％、善良な

99％の国民が立ち上がれば、間違いだらけの日本を修正いできる。

全国どこでもだれでも放射能健診が受けられる権利確立のために

頑張りましょう。身近な人にもっともっと声をかけ、実情を知っ

てもらい、賛同を広げましょう。」とよびかけ、郡山市保健所賀配

布した「現在 3 人にひとりがかかるがんは、将来二人にひとりに

なる」とするパンフレットを示し、「怒ってください。こんな恐ろ

しいことが福島で教育されている。子どもを大切に思う人であれ

ば予防策を載せなければならない」と被曝から目をそらす行政を

批判した。「福島県民はおとなしいといわれ、疲れてしまっている。

皆さんの声とアクションで、このような馬鹿なことをどんどん表

に出して、粉砕してほしい」と、署名運動の広がりに期待を語ら

れました。 

呼びかけ人の方々  ↓ 

 



遠 い 存 在 ？ 
当写真展事務局所蔵の写真パネルの中に「アフリカーコンゴ共和国」という分野があるのをご存知で

すか?   そのタイトルが＜なぜ、彼らは遠い存在なのか＞です。広河さんがつけられたタイトルです。 

タイトル通り、ご利用はほとんどありません。その、使用による傷のついていないパネルを眺めながら、

「遠い存在」の理由を考えていました。国際化、世界は小さくなった、と言われますが、本当にそうで

しょうか? 

そんなことを考えているところへ、三重県伊勢市で、「少女は自転車に乗って」の上映の知らせが届

きました。サウジアラビアの「いま」を生きる少女たちの日常を伝える映画です。サウジアラビアとい

う地理的にも遠い、そしてイスラム圏。この映画のことを、全国紙のミニコミで知り、観たいと思いま

したが、田舎での上映はないだろうと諦めていたのです。その上映会を中心になって進めておられたの

は、なんと、当法人の賛助会員さんでした。フクシマからの子どもの受け入れに余念がないと思ってい

た上野正美さんのこころはこちらにも向いていたのでした。上野さんにこのとりくみについて寄稿して

いただきました。三重・愛知・岐阜の方にはそのチラシを同封しています。他地域の方でご希望でした

ら連絡ください。3月8日から、もう目前なのですぐ送ります。 

 

「少女は自転車に乗って」の上映及び講演会を開くにあたって            

上野正美 

 三重県の伊勢湾の入り口近くに、人口

13万人の伊勢市があります。 

 昨年は、２０年に一度の御遷宮の年で

伊勢神宮はたいへん賑わいました。その

伊勢にある伊勢市国際交流協会は、日頃、

伊勢に住む外国人に日本語を教えたり、

また外国の文化を知ることを目的に、異

国の料理を直接外国の方から教えてもら

って料理教室を開催したりしています。 

 もう一つ、伊勢市国際交流協会の国際

理解講座の一環として５年前より毎年１回、外国の映画を通じてその国の文化を知ってもらう機会

として、外国の映画を上映し、それと同時に、毎回講師をお招きしてより深くその国を理解してい

ただく企画を行って来ました。   

 映画を選ぶ基準には、残酷なシーンがないこと、見終わったとき悲観する内容でないこと、人と

人が戦うシーンや登場人物が死んでしまったりする内容がないことを基本に映画を探してきまし

た。そして感じることは、監督が描こうとするその内容に、私は世界平和へ通じる思いがあるよう

に感じています。 

 今日、ここにご紹介するのは、今年の映画「少女は自転車にのって」です。 

 イスラム教を信じるサウジアラビアという国の文化、その国の中で起こる日本とあまりにも違う

風習、それらにおそらく驚きを感じられることと思います。上映にあたっては三重県でこのような

内容の深い映画を主に上映されている進富座をお借りして上映させていただきます。また、上映と

ともに今回はサウジアラビアに２年住まわれたこともある保坂先生をお呼びして、より深くその国

についてもお聞きしたいと思います。是非講演もお聞きになって国際理解を深める機会にしていた

だければ幸いです。                      伊勢市国際交流協会会員  

※上映日程などについて詳細はチラシをご覧ください 



写真展・絵画展・開催報告／案内 

       A=アジア F=フクシマ  Ch=チェルノブイリ     2014年 1月開催から現在確定のものまで 

 開催日 開催場所 分野 テーマ趣旨など 問い合わせ先 

済 2/23 埼玉・坂戸・文化施設オルモ A・F 第 8回坂戸くらし展 049-283-9262 

 

開

催

予

定 

3/8 神奈川・茅ケ崎・萩園いこいの里 F･Ch あの日を忘れない 0467-88-7513 

3/14-16 兵庫・明石・スペース MOKU F･Ch 忘れない フクシマ 078-925-1954 

3/24-30 埼玉・富士見・鶴瀬西交流センター F･Ch･絵 チェルノブイリ&福島 090-3438-1724 

4/12-16 東京・文京・シビック 1F展示室 2 F･Ch チェルノブイリと福島 03-5228-2680 

6/2-7 東京・品川・清泉女子大学 1号館 F･Ch フクシマ／ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ 03-5421-3375 

 

法人からと事務局からのお願いとおしらせ 

★ 理事長が交代し、新理事がひとり就任ました 

 事情により、理事長が林恒弘から鼻熊悦子にかわりました。昨年 12 月 15 日の理事会で決定し、

ことし 3月 16日の総会でご承認いただきました。林さん 2008年 3月から 6年間、「311」前後の

多忙期をはさんで、日々のご献身ありがとうございました。また新しく冨田正史が理事に就任し

ました。新理事長と新理事からのご挨拶は次号で掲載させていただきます。 

 

★ 3月 16日に総会を開催しました。総会後の懇談の中で、市民運動にとって厳しい時代になっ

たこと、この NPO法人の維持の重さと先の見通せない困難に話がつきませんでした。いつも申

し上げますが、高齢化の事務局として、日々、力の限界を感じていますが。でも、もう少し頑

張るしかない。もう少しもう少し、JUST for TODAY を心に今年も歩き始めました。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

★財政の健全化のために-1 大口寄付をしてくださる方を探してみようかと、事務局は総会に提

案しました(5000万円をポンと貰った人のニュースが記憶にありました)が、理事さんたちとの話

し合いの中で取り下げました。広河さんのお仕事、この写真展事務局のささやかな働きに共感し

て下さる方々からの賛助金だけにしよう、と。 

年度初めで恐縮ですが今号に、振り込み用紙を同封させていただきます。ご無理のない範囲で

お願いできれば幸いです。 

 

★財政の健全化のために-2  何よりもパネルのご利用を促進したいと思います。そのために、手

刷りのものですが展示案内リーフレット・具体的な展示案内資料等をお送りいたします。 

① リーフレットを、配布していただける催し物情報をおしらせください。 

② 写真展を開催していただけそうな団体、機関(平和人権関係の)をお知らせください。 

 

★「311」「426」・・・・・心に刻むべき日付を意識した企画が各地で開催されます。 

 その関連のチラシをそれぞれの地域の方に同封しています。お近くの会場へどうぞお出かけくだ

さい。 


