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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下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等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。 

 

 

広河さんのチェルノブイリ最新取材 
チェルノブイリ事故から 25年目を迎えようとする 2011年 2月にチェルノブイリ取材に行かれました。

まとまった日程が確保できないまま、いったん帰国し、改めて出なおそうとされたのですが、その矢先

に福島原発震災が起こりました。 

再訪は棚上げ、地震から 2 日目の 12 日午前には、広河さんを乗せた車は福島へ向けて、破壊された

道路を北上していました・・・・・・・・それからのことは、さまざまな記録、ドキュメントでご存じたと思います。 

25年目のチェルノブイリ再訪は棚上げされたまま 3年が経ちました。 

 

そして今年 2月、「チェルノブイリへ行ってきます」と言う電話をいただきました。 

1986 年、情報が隠ぺいされる中、事故の真相、人々の様子を見極めようと、世界のジャーナリストに先

駆けて現地入りされたのは事故から 3年後、1989年でした。 

「あの時に回ったところを見てきたい、3年経過した福島と対比したい」と。 

その取材報告のごく一部を、4月 24日夜、東京文京シビックで開催されたチェルノブイリ 8周年救援

キャンペーン(「チェルノブイリ子ども基金」と「未来の福島子ども基金」が共催)の講演会「チェルノブイ

リと福島」で、聴き、観せていただきました。 

完全報告は、『DAYSJAPAN』6 月号に公開、と予告されていますが、5 月号の編集後記にも、この取材

が遅すぎたと感じられた、まさにそのことが、福島の今後の予言として綴られています。 

5月号、6月号をぜひお読みください。 

文京シビックでは、大きなスクリーンで、いまの汚染地の姿も見せていただきましたが、その汚染地を

ひたすら歩いて克明に測定された数値が、福島の今の測定値と対比して写し出されるのに目を奪われ

ました。フォトジャーナリストが、カメラよりも測定機で取材される・・・・・・その納得しがたい現実こそ、放射

能は私たちの五感で感知できないことを証しているのだと思いました。 

しかし、今回の現地訪問の写真も少しはパネルにさせていただきたいとお願いしてきました。 

7-8月頃の開催には間に合わせたいと、事務局としては考えています。 

 

写真パネルご利用申し込みに関する重要なお知らせを 6 頁に載せていま

す。夏～秋に写真展・絵画展の開催をお考えの方は必ずご覧ください。事務

局の事情によるもので、誠に申し訳ないのですがご容赦ください。 
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チェルノブイリ・フクシマを見る・知る   写真展開催地からの報告  

 

◆茅ヶ崎の高齢者施設のロビーで        実行委員 宇都純子 

 萩園いこいの里は社会福祉法人翔の会が茅ケ崎市から指定管理を受けている３階建ての建物です。１

階は、市民課窓口や喫茶コーナーがあり、高齢者施設ですが、幼児から高齢者、障がいがある人も、多

くの方が自由に遊びに来ることが出来ます。２階はケアセンターがありますので通所や居宅等の事業を

行い、３階は高齢者がカラオケや日舞、体操等の趣味を楽しめる「老人憩いの家」になっています。 

 私たち萩園いこいの里ロビー活動実行委員会は、８年前からこの１階のロビーで、地域が交流するた

めの様々な企画を実施してきました。そのひとつが「土曜ミュージックサロン」で、プロやセミプロの

音楽家を招き無料で上質な生演奏や歌を聞いていただく機会を作ってきました。 

 その、土曜ミュージックサロンと同時開催での広河隆一さんの写真展を考えました。設備も予算もな

い中。あるのは実行委員の心意気のみでした。でも出来たのです。昨年は、フクシマを 20点だけの展

示でしたが、もっと沢山の写真を観たいとご意見が寄せられ、今年はフクシマを 20点、チェルノブイ

リを 20点の計 40点の展示を決めました。どのようにしたらより見やすい展示ができるか、平均年齢 60

代後半の実行委員たちは試行錯誤を重ねました。 

 チェルノブイリの写真は、将来のフクシマ

を連想させ暗澹たる思いを抱いた人も少なく

なかったようです。熱心に観ていた小学校６

年生の男の子は「これ以上観られない」と、

途中で外へ行ってしまいました。きっと彼は

ニュース等で見聞きするよりも、広河さんの

写真から原発事故の重大さを感じ取ったのだ

と思います。１日だけの開催でしたが、150人

程の方に見ていただきました。以下は感想の

一部です。 

 

・人間の起こした大きな罪、チェルノブイリ

は辛すぎます。その教訓をきちんと受け継

がず、国民にウソをつき通した結果のフクシマ原発事故は、被爆国の日本として世界の人々に申し訳

ない大きな罪を犯してしまいました。辛すぎます。(６０代) 

・将来を想像することなく、今を生きる人間に確かな近未来は来るのでしょうか？原発の存在が極めて

危惧される写真展です。もっと多くの人たちにこの写真展を。(６０代) 

・チェルノブイリの写真を見させていただき福島の大変さを感じます。(６０代) 

・何百年経っても消えない放射性物質を何故作り続けるのでしょう、分かりません。訴え続ける必要性

を感じます。(７０代) 

・放射能の怖さを忘れないため、そして原発停止のためにとても大切な写真展と思いました。(６０代) 

・原発事故は大変不幸な出来事で記憶しています。福島の子ども達は大丈夫なんでしょうか。子どもを

お持ちの方は遠くに避難しているようですね。この先も心配ですね。(70代) 



◆埼玉・富士見市・鶴瀬西交流センターで        小林悦子 

事故から丁度 3年の 3月、埼玉県富士見市で 7日間にわたり「チェルノブイリ＆福島」写真・絵画展を

開きました。当市にも、福島、岩手、宮城から 21世帯 32人(2014.3現在)の方が避難していると聞きま

した、その中のどなたかがこの鶴瀬西交流センターに福島民報(地元紙)を届けてくれており、その新聞

はセンターのオープンスペースに置かれ誰でも読めるようになっており、とても開放的な場所です。 

 福島原発爆発後、当然この埼玉県にも放射能は降り注ぎ、農作物、土、水からもセシウム 134・137

は検出されました。事故直後は放射能測定がおこなわれ、市の広報にもその測定値は記載されました。

何人かの市長も脱原発の意を表明しました。 しかし、1年・2年・3年がたち、原発事故の収束が全く

みえない中、経済的復興ばかりが優先され、子どもたちの放射能被曝や食物の汚染状態、避難家族の苦

悩等は、次第に福島以外の人々の間では風化しつつあります。 

そして脱原発を表明しておきながら、市民の脱原発行動やイベントを規制するところさえもでてきて

います。そのような状況の中で開いた今回の「写真・絵画展」でしたが、当センター1Fのオープンスペ

ースは明るく市内で一番利用率の高い所とあって、本当に沢山の人たちに見ていただきました。 

入口をはいるとすぐ写真や絵画が展示されているので目につきます。『餌を与えられず、骨と皮に痩

せた馬』「置き去りにされ餓死した猫を悲しげに見つめる犬」。誰もがこの写真に見入ってしまいます。 

「これ見たらやっぱり原発はよくないよ」「電気は原発じゃなくても作れるんだから、政府はちゃん

と考えた方がいいよ」「私は年寄りだからいいけど、もっと子どもたちの未来に責任もってもらわなく

ちゃ」・・・・展示パネルの前で、話し合いが始まるそんな光景でした。センターの方からとてもよい

反響でしたので、また、やって下さいとのお言葉をいただきました。 

 

感想ノートから(一部) 

・絵－レベルの高さにとても驚きました。子どもの絵から、心の苦しみ悲しみがとても響いて目頭が

熱くなりました。写真に添えられたコメントのひとつひとつも、とってもわかりやすく、たくさん

の方に見てもらいたい展示です。 

・生きていれば、私と同い歳くらいの子どもだと思うと辛いです。説明もわかりやすく、原発のこと

は詳しく知らなかったのでいろいろ知ることもできました。 

・ターニャさんのこけた頬、最後に残した言葉、強烈なメッセージを私たちに残していった。そうし

なければならなかった、そうさせてしまった原発とは一体何なんだろう？ 

・『原発さえなければ』何度読んでもつらいです。原発さえなければ救われた命がどれだけあったこ

とか、チェルノブイリ、フクシマ。残された私たちにできること、原発を必ずなくすこと、私たち

の生きているうちに、大人の責任として。 

・大変にインパクトのある絵や、事実を伝える写真。このような展示は学校でできると良いですね。

ぼくが小学校の頃は学校でやっていましたよ、今はどうなんでしょう？     (50代男性) 

・チェルノブイリの子どもたちの描いた絵は、絵葉書やカレンダーで見慣れている作品もありました。

しかし、福島の子どもたちが描いた絵と同時に展示されていると、チェルノブイリ事故は年月を経

て全貌が出現してきているだけに、あらためて原発事故のとりかえしのつかない残酷さが生々しく

浮かんできました。 

・「チェルノブイリ＆福島」写真や絵を拝見して、改めてその恐ろしさを実感しました。福島の子ど

もたちにも甲状腺がんの症状が出ていると知り暗たんたる思いです。 

 



 

パレスチナを  見る・知る        冨田正史(当法人理事) 

 

ファタハとハマスが４月 23日、暫定統一政府の発足で再び合意したという記事が翌 24日の新聞（『朝

日』朝刊）に掲載されていました。多くのパレスチナ人やパレスチナに関心を寄せる世界の人々にとっ

て歓迎すべき動きです。ところが、この記事の見出しは「イスラエル反発 和平危機」であり、「ネタ

ニヤフ首相はアッバス氏を批判した」だの、「和平を仲介する米国は失望感をあらわにしている」など

という文章が続いています。エルサレムに駐在する記者が書いたらしいこの記事は、基本的にイスラエ

ルやアメリカの視点でパレスチナ問題をとらえているとしか私には思えません。このような偏向したマ

スコミ報道のあふれる日本では（日本だけではないでしょうが）、よほど意識的に関心を持ち続けない

と、パレスチナの真の状況を知ることができません。 

 

 

 

       「日本人がガザに居る、そのことが重要」 

３月 22日、大阪 YWCA 本館でパレスチナ・ガザ最新報告「極限封鎖の中で生きる人々を訪ねて」が開

催され、ガザを中心にパレスチナの状況を知る機会を得ることができました。 

報告者は、日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ）の金子由佳さんです。金子さんは 2011 年に大

学院卒業直後にパレスチナを訪れ、現地 NGOの活動にボランティアとして参加。１ヶ月間、ヨルダン川

西岸地区で生活。その後、2012年 8月よりＪＶＣの現地調整員ガザ事業担当としてパレスチナに赴任し

ています。ＪＶＣは、アジア・アフリカ・中東、そして東日本大震災の被災地で支援活動を行っていま

すが、パレスチナでは、ガザ地区と東エルサレムで支援活動を続けています。 

金子さんをはじめ、パレスチナなど世界各地に駆け付け、活動している人たちには、本当に頭の下が

る思いです。 

 

最初に、パレスチナの現状全般についての説明がありました。 

ヨルダン川西岸地区では、グリーンライン（1949年の休戦ライン）からパレスチナ側に食い込んでイ

スラエルが建設している「隔離壁」と巨大な入植地がパレスチナ人の生活を困難なものにしています。

「隔離壁」は全長 723ｋｍにも及び、高さは８ｍもあります（ベルリンの壁は、全長 4.3ｋｍ、高さ 3.6

ｍ）。多数の検問所（チェックポイント）が移動を著しく制限しています。入植地は 1993年のオスロ合

意以後２倍になり、パレスチナ人の住宅が 15万戸破壊される一方で、ユダヤ人の住宅が 55万戸建設も

建設されました。 

ガザ地区では、2005 年にユダヤ人は入植地から撤退しましたが、2006 年から封鎖が続いています。

南北が 40ｋｍ、東西が広いところで 10ｋｍのガザ地区に 170 万人から 180 万人が生活しています。高

い失業率。毎日続く、長時間の停電。 

イスラエルの攻撃によるパレスチナ人の犠牲者は 2006年からだけでも 2000人を超えています。この

間のイスラエル側の犠牲者は約 30 人です。攻撃が終わった後も、不発弾が人々を苦しめます。また、

イスラエルの武器は高性能であり、「誤爆」と報道されているのも「誤爆」ではないということです。 

2013年のエジプト政変（ムルシ退任）によりガザ地区の状況はますます厳しくなっています。ガザ地

区の生活を支えてきたトンネルが封鎖され、物資の輸送、人の移動が厳しく制限されています。 

 

次に、パレスチナでのＪＶＣの活動について報告してもらいました。 

ガザ地区では、国際ＮＧＯや現地のＮＧＯと協力しながら、鉄分強化牛乳と栄養ビスケットの提供な

どの子どもの栄養改善事業。子どもや母親、幼稚園教師への衛生教育。養鶏事業。救急バックの配布な

どを実施してきているということです。 

金子さんは、パレスチナの社会的必要に応えていくことと、パレスチナ解放に向けての取り組みの両 

 



方ともが重要であり、そのためには、国家的利害関係から解放された市民同士の国境を越えた連帯と、

アドボカシー（提言）活動が重要だと指摘されました。 

また日本にいてもできることとして、イスラエル製品（特にパレスチナ被占領地にあるイスラエル入

植地の工場で不法に製造されているソーダストリームなど）やイスラエル応援企業製品のボイコット運

動を挙げられました。 

金子さんのお話で特に印象に残ったことは、日本人がガザにいるそのことが重要だということです。

日本人などの外国人がいることで、イスラエルがパレスチナで何をしているかが、世界の目にさらされ

ます。傍若無人のイスラエルも、世界の目を意識せざるを得ないでしょう。 

 

 

映画「自由と壁とヒップホップ（SLINGSHOT HIP HOP）」 

      分断を乗り越える音楽 
この映画、全国各地で上映されました。今もされています。 

私も、４月 18日、東寺のすぐ近くにある京都みなみ会館での上映最終日に、観てきました。（4月 20

日、京丹後市での米軍Ⅹバンドレーダー基地建設着工に反対する京丹後現地での集会に参加するため前

泊の予定をさらに一日繰り上げました。ここでも日米両政府は現地での過半数を超える反対署名を無視

して工事を強行しようとしています、沖縄の高江や辺野古のように。） 

この映画は、自身もパレスチナにルーツを持つ女性監督ジャッキー・リーム・サッロームが若者たち

の音楽による非暴力の抵抗を描いた、2008年の作品です。 

ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、イスラエル国内と、分離壁や検問所で分断されているパレスチナの

若者たちが、音楽で分断を乗り越えてつながろうとする。同じステージに立とうとする。 

ヒップホップのリズムがさく裂し、歌詞がさく裂する。そのリズムと歌に乗せて、映像が若者たちを、

子どもたちを、人々を、パレスチナを映し出す。 

 

誰がテロリストだ？俺がテロリストだって？ 

何でテロリストだよ 自分の故郷で暮らしているだけ 

誰がテロリストだ？ お前だろ 俺のすべてを奪ったんだから 

 

テロリストが俺をテロリストと呼ぶ 

 

この「誰がテロリストだ」という曲が他の曲とともに、何度も繰り返し流されます。 

 

イスラエルの不法な占領と暴力（まさにテロ）の下にあるパレスチナと、日米両国の不法な占領下に

ある沖縄が、重なって見えます。世界が注目しないことを良いことに、やりたい放題のことをやるイス

ラエル。そのイスラエルを支えるアメリカ。大和人の多くが注目しないことを良いことに、やりたい放

題のことをやる日米。 

沖縄の辺野古・高江で基地反対運動の先頭に立ち続けている山城博治さん（沖縄平和運動センター議

長）は、4 月 20 日の京丹後での集会に沖縄から駆け付け、「安倍や石破は、秘密保護法反対と官邸前で

声を上げる人々をテロリストと呼ぶ。しかし、知事や国会議員を恫喝して辺野古新基地建設反対の沖縄

の民意を捻じ曲げようとする安倍・石破こそテロリストだ」と訴えました。まさに、「誰がテロリスト

だ」の歌詞とぴったりと重なります。 

「テロリスト」が、抵抗する人々を「テロリスト」と呼ぶ。この倒錯をひっくり返していくためには、

パレスチナの現実を、沖縄の現実を、もっともっと多くの人々に知らせ、歪んだ状況を変えるために共

につながる人々をもっともっと増やしていかなければならないと思います。 

金子さんたちＪＶＣなどのＮＧＯの活動はとても大事で大きな力になると思います。映画も、音楽も、

世界に訴えていく大きな力になると思います。（沖縄の高江・辺野古・普天間での抵抗を描いた映画「標

的の村」は、全国で大きな反響を生み、上映が各地で続けられています。映画を見て、高江に駆け付け

る人も出てきています。この三重からも）    



2月の総会において、鼻熊悦子理事の理事長就任が承認されました。どうぞよろしく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年からの当法人の役員体制   

      理事長＝鼻熊悦子     常務理事兼事務局長＝宮西いづみ 

      理事＝小林悦子  冨田正史  前川孝  眞弓千重子  向井雪子 

      監事＝柴田天津雄  前田卓幸 

 

★ 重大なお知らせ ↓ 

 

★ご利用申し込み、書籍等の注文、その他のお問い合わせに関する 

事務局の対応について  一時的な変更のお知らせ 

 
事務局担当宮西の個人的な事情のために、6月半ばごろまで、事務局の運営を下記のようにさせて

いただきます。ご不便をおかけいたしますがどうぞご寛容の上よろしくお願い申し上げます。 

 

★パネルのご利用申し込みを、5月 6日から 6月 15日まで、休ませていただきます。 

  現在、 8/8-11  埼玉県川越市、Ch＋F=20枚のご利用申し込み 

           8/17-21   山口県下関市、Ch＋F  または Pその他で 20枚のご利用申し込み 

      8/5-8と 11/2-4  大阪市泉佐野市、F20枚 

      8/23-24  岡山県赤磐市 

  での開催の仮予約をお受けしています。内容等確定されましたら、所定のご利用申込書を 

  FAXまたは Eメール添付で、お送りください。 

上記の 4件以外につきましては、6月 16日(月)以降にお受けいたします。 

   

★パネル利用申し込み以外の事務局へのご用件は、FAXまたは Eメールでお申し越しください。 

即応はできませんが、理事が来信を確認次第、ご返信申し上げます。 

 

大変ご不便をおかけしますことをお詫びいたします。何とぞご了承ください。 

もし、早めに「再起動」できましたら、即、機関誌を発行してその旨お知らせいたします。 

 

            ご 挨 拶 

この写真展事務局を埼玉から三重に移設するときから、少しですがお手伝いしてきま

した。それ以前、三重におけるチェルノブイリ救援活動の頃から、広河さんのお仕事に

触れ、大きな尊敬を抱いてきましたが、写真にもジャーナリズムにも素人の私が、理事

長の役を果たすことができるのかにつきましては不安な気持ちでいっぱいです。どうぞ

ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 もう 13 年くらい前になりますが、広河さんのご案内で爆発したチェルノブイリ原発 4

号炉を間近に見る機会を得ました。ベラルーシとウクライナでは保養中・入院中の子ど

もたちと交流させていただきました。パレスチナ、イラク等に関しましては、私たちお

となのせいで困難をかかえてしまった子どもたちの姿を広河さんの写真を通して多くの

方に見ていただきたい、考えていただきたい、と願っています。その機会を、少しでも

沢山作ることができれば幸いです。 遅ればせですが、紙面をお借りしてご挨拶申し上

げます。                2014.4.28    鼻熊悦子 



「希望するすべての人に放射能健康診断を！」 

～大きなご協力をありがとうございました～ 

 

前号で、「どこでも、誰にでも、放射能検診の実施を要求します。」という署名活動へのご協力を 

お願いしました。届け先は、総理大臣、復興大臣、厚生労働大臣、環境大臣。 

この署名活動の実行委員長は、双葉町の元町長の井戸川克隆さん。 

皆様に一枚ずつ署名用紙を同封させていただきましたが・・・・・いろいろな署名活動がある中、

またとりわけ福島原発震災にかかわる署名活動は多彩です。皆様がそれぞれ何らかの物に取り組ん

でいらっしゃるだろうと思いつつ、その中への重ねてのお願いでしたが、本当にたくさんの方にご

協力いただきました。事務局地元では。別ルートでも呼びかけ別に集約もしていましたので、その

分は当然重なっていないのですが、それでも全国各地から毎日続々届きました。今日もまだ届きま

す。 

この署名に寄せられる皆様のお気持ちの強さを感じました。 

返信用の切手をお預けしませんでした。随分固い署名用紙でしたので、折りたたん 

で封筒に入れていただくだけでもお手間だったと思います。お送りした 1枚を何枚に 

もコピーしてくださった方、第一次集約の期限までにと思って下さったのでしょうか、 

速達郵便にしていただいた方もありました。 

心からお礼申し上げます。3月 31日に第一次分を実行委員会に送りましたが、全部で何筆あったの

かわからなくなっています。その後も続々届き、追送しています。 

お忙しい中のご尽力に感謝して、お世話下さった方のお名前をご紹介させていただきます。 

 

24 日に東京で開催されて「チェルノブイリ・福島講演会」。沢山の参加者の中に実行委員長の井

戸川さんのお姿を見ました。三重では「426 の会」というのがあり毎年チェルノブイリ事故のあっ

たこの日になんらかの催しをしています。今年のその会場へも実行委員会の方が数名来られて呼び

かけておられました。放射能列島になってしまった、ますますその闇が深まりつつあるこの国に暮

らす者として、希望すれば誰もが放射能健診を受けられるように・・・これは、当然の切なる願い

であることを皆さまのお働きが証明して下さった気がします。ありがとうございました。 

                     

★署名活動(当法人扱い分)にご協力くださった方々   

 山本由紀子 田中続子 長谷川春子 神田紘子 宮川奈緒美 須道直子 中島俊子 久保田三千江 

大西晴子 赤沢美恵子 田島宏子 依田郁子 大田かおり 長島黎二 近藤せつ子 小笠原はや子 

深沢杏子 近藤凱彦 稲塚由美子 川喜田隆雄 稲地聖一 木村厚子 鈴木要一 布袋純子 堀甲子 

小川光子 大窪昭子 福岡いさ子 松本千賀子 小柳保征 打越紀子 北村剛志 戸倉由紀紀枝 

大野圭子 伊藤かつみ 大口リイ 大坪隆一 猪股直子 土本章子 深水享子 田中良平・寿江 

兼松真一             4月 28日現在。  お名前のわかる方のみ。順不同・敬称略 



写真展・絵画展開催情報  ●印は前号で予告・開催済み分  無印はこれからの開催確定分 

                Ｃ＝チェルノブイリ Ｆ＝フクシマ   

 開催日 開催場所 分野 タイトル・趣旨等 主催者 

● 3/8 神奈川・茅ケ崎・いこいの里 F･C あの日を忘れない 実行委員会 

● 3/14-16 兵庫・明石・スペース MOKU F･C 忘れない フクシマ 明石・たこの会 

● 3/24-30 埼玉・富士見・鶴瀬西センター F･C･絵 チェルノブイリ・フクシマ 実行委員会 

● 4/12-16 東京・文京・シビック F･C チェルノブイリと福島 子ども基金 

● 4/27 広島･三次・ふれあい会館 F 手渡そういのちを自然を、未来へ 実行委員会 

 6/2-7 東京・品川・清泉女子大 F･C フクシマ/チェルノブイリ 同大ｶﾄﾘｯｸｾﾝﾀｰ 

 6/7-8 北海道・札幌・手稲駅あいくる F   未定 ｻｰｸﾙどこ吹く風 

 

チェルノブイリ２８周年企画  略・速報 

各地でいろいろなお取組みがあったと思いますが、「チェルノブイリ子ども基金」がウクライナから

招いたシネオカヤ・インナさんの講演が、東京と三重で開催されました。(一部 1頁参照)) 

1986年のチェルノブイリ事故のとき、4歳で被曝、14歳で甲状腺全摘手術を受け、日本の「チェルノ

ブイリ子ども基金」などの支援を受けながらも働き、結婚し、27歳で妊娠が分かった時、再発の危険も

迫っていた。母子ともに生き延びる確率はほとんどない、と出産を諦めることを説得する医療者たちか

らは、妊娠継続・出産への助力を拒まれ孤立する、しかし自分の手で命を葬りたくないと、家族と民間

療法などを模索しつつ出産し、今 5歳の女の子の母親として生きるインナさんは、その生き抜いてきた

厳しい日々で培った「原子力発電は使ってはならないもの」と言い切られた。 

それは、この地球に、人々身体と心に、決して戻すことのできない被害を残し、誰をも幸せにしない、

と。「私たちの祖父母が私たちに残してくれたのは、科学的に汚染された大地や空気や、遺伝子を組み

替えた食物なんかではなかったのに、私たちが子どもたちに残すものは・・・・」と、言葉を詰まらせ

るように語られた。 

また、事故のとき、何も知らされず、5 月の風の中に放出された放射性物質から、子どもたちを守れ

なかったインナさんのお母さんからも長いメッセージが届き、インナさんに付き添ってきた妹のヴィー

カさんがその一部を読んで下さいました。その中に、こんな言葉もあります。 

 原子力、それは人間にとって毒であり、それに対する解毒剤は、残念ながらみつかっていません。

人々に安全の補償がないまま、どうして原子力発電所をつくることができるのでしょうか。癌の治

療も、放射能による病気の治療もまだ見つかっていないというのに。   (中略) たとえ平和目

的であっても、原子力を使ってはならないと、私は確信しています。ウクライナはたくさんの原発

を造り、ヨーロッパにきれいな電気を売っています。一方で、私たちには放射能、病気、放射能の

ゴミによって汚染された土地が残っています。原発で働く人々は、病気になったり、命を落とすか

もしれないという危険の中で働いていて、一方で、他の人々はこれによって安易に電力を得ている。

こんなことがあってよいのでしょうか。 

この全文を、東京と三重の集会参加者だけでなく多くの方に読んでいただきたいと思います。コピーを

お送りできます。ご希望の方は事務局へ FAXまたはメールでお知らせ下さい。 

 

＜へんしゅうこうき＞ 
「なべてのつぼみ花とひらくいとうるわしき五月のころ恋はひらきぬわがこころに・・・」ハイネの詩のこ

の訳は堀内大学だったでしょうか。5 月というと口の端に上ります。恋とは縁なきトシになっても。4月号で

すが・・・この編集後記、5 月 1 日に書いています。インターナショナルを繰り返し歌ったメーデーのデモ

から帰ってきて。今回も想定とおりの遅刊です。お詫びします。P.6 に、パネル利用申し込みや皆さまから

のお問い合わせ、への事務局対応の一時変更を書かせていただいています。大変ご迷惑をおかけしますが、

お許しの上、よろしくお願い申し上げます。 み 

 


