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      郵便振替口座 00880-7-185006 広河隆一写真展開催を支援する会 

 

◆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。 

 

 

 

1991年埼玉・新座で地域の市

民の方々の手によって誕生した

広河隆一 写真展事務局「チェ

ルノブイリと核の大地」は、

2001 年三重に移り、激動の世界

情勢に沿って他の取材分野も取

り込みながら、2004 年春、三重

県の NPO 法人格を取得しました。

以来 10 年余、会員の皆様がお寄

せ下さる物心両面の大きなご支

援を支えとしてここまで歩んで

参りました。「NPO の時代」とあ

る意味でもてはやされもした歳

月、「たかが 10年」とも言えます

が、非核や平和を掲げる NPO法人

にとりましては決して安易な 10

年ではありませんでした。存続の

危機もありました。そういう中、

根気よく過分のご芳志を寄せて

くださった皆様への感謝をこん

な形にさせていただきます。 

事務局地元の三重での開催で

すので、全国からはお越しいただ

きにくいことを申し訳なく思い

ますが、この企画を、この機関誌

をお届けしている皆様にはお知

らせしたく、チラシを同封させていただきます。また、地元の皆様には、設営・撤収・会期中の会場番

などにお力寄せ下さいますようお願い申し上げます。 (P.8 をご参照ください) 
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写真展・絵画展開催情報  ●印は事業終了分  無印はこれからの開催予定分 

               C＝ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ Ｆ＝ﾌｸｼﾏ A=ｱﾌｶﾞﾝ I=イラク P=ﾊﾟﾚｽﾁﾅ 

 開催日 開催場所 分野 タイトル・趣旨等 主催者・問合先 

● 7/5-8 福島・喜多方・厚生会館 Ｐ 平和のための戦争展・喜多方 実行委員会 

● 7/15-16 神奈川・南足柄・向田小学校 C 絵 生きる！ 個人(込山素子) 

● 7/24-25 東京・国分寺･本多公民館 I・A 平和のための戦争展＠国分寺 国分寺９条の会 

● 8/1-3 三重・津・津リージヨンプラザ AIPCF 津平和のための戦争展 平和のための戦争展 

● 8/5-8 大阪･泉佐野･市民交流ｾﾝﾀｰ F 泉佐野平和展 市民交流センター 

● 8/7-16 埼玉・小川町・町立図書館 C F 小川町平和のための戦争展 平和のための戦争展 

● 8/8-11 埼玉。川越・観光館「蔵里」 C F 広島市民の描いた原爆絵画展 実行委員会 

● 8/14-17 静岡・静岡・市民ギャラリー C YWCAピースフェスティバル 静岡 YWCA 

● 8/14-17 東京・品川・イトーヨーカ堂 C しながわ平和野ための戦争展 平和のための戦争展 

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

● /23-24 岡山・赤磐・市立図書館 C 原発のない明日に向けて あかいわエコメッセ 

 9/27 千葉・船橋・東葉高校  学内文化祭  

現時点では  

当事務局へ 

   

 10 月中旬 北九州市で    予定 Ｐ DAYS大賞作品展での併設企画 

 11/1-2 東京・豊島区   予定  立教大学園祭 

 11/1-3 大分・中津市   予定  中津市教育文化祭で 

 

第 10 回 DAYS 大賞受賞作品展 

三重展は、8月 1日～6日に終了しました。年内の開催をご案内します。協賛金をお寄せ下さった方の

地域で開催される会場が有料の場合、ご招待券をお送りします。名古屋展エリアの方には既にお送りし

ましたが、もし、他地域の方で名古屋展参観をご希望でしたら、当事務局までご連絡ください。  

 

名古屋  会期：9月 20日（土）～23日（火・祝） 10：00～20：00（最終日は 17：00まで） 

会場：名古屋国際センター  入場料：写真展=500円  併催の講演会上映会等＝500円 

主催：DAYS JAPANサポーターズクラブ名古屋    問合：TEL：090-2188-3439（半田） 

 

北九州  会期：10月 14日（火）～19日（日）9:00～19:00（最終日は 17:00まで） 

会場：黒崎市民ギャラリー（コムシティ 3階）ほか   入場無料 

問合：DAYS JAPAN 写真展 黒崎実行委員会 TEL:093-631-5700 

 

京都    会期：10月 23日(木)～11月 8日(土)（日曜、祝日休）開場時間：11：00-18：00 

会場：京都造形芸術大学 人間館１階 ギャルリ・オーブ  入場無料 

主催：京都造形芸術大学 企画協力：DAYS JAPAN   問合：TEL：075-791-9122 

 

東京・世田谷  会期： 11月 28日（金）～12月 15日（月）11：00-18:00（最終日は 17：00まで） 

    会場：世田谷文化生活情報センター 生活工房 4階   入場無料  

    共催：DAYS JAPAN / 公益財団法人せたがや文化財団 生活工房 

問合：世田谷文化生活情報センター 生活工房 Email＝info@setagaya-ldc.net 

mailto:info@setagaya-ldc.net


展示写真見本(カタログ)更新作業進捗中 
 

前号に簡単にお願い文を書いただけで、「カタログ更新経費カンパ」の文字も書き込まないままの振

り込み用紙を同封しました。それなのに、沢山の方が「カタログカンパ」と書き添えてお振り込みくだ

さいました。ありがとうございました。 

 整理してみましたら現在パネルにしている写真は 620点以上あります。そのすべてを、カラー写真の

ものはカラーで、モノクロ写真のものはモノクロで、掲載することにしました。同じ頁にカラーとモノ

クロを混載することになり、どんな感じに出来上がるのか、少し不安もあるのですが、展示していただ

くパネルの姿でご覧いただける方が良いと思いそうしました。 

当然経費も大きくなっていますので、大竹財団さんの助成金に、皆様からのカンパを上積みしていた

だけたことを感謝しています。 

 

－第一段階として、620余の写真データを整えるのにかなり時間がかかりましたが入稿しました。 

－今月中に、初校が届く予定です。 

－分野別に、通し番号を付けました。 

－キャプションは、別刷りの冊子になります。こちらは、経費節減のために手刷りにするつもりです

が,その前に、キャプションの文言のチェックをしています。パレスチナ、チェルノブイリは、か

なりの歳月を経ていますため、撮影当初の説明文に手を入れなければならないところもあります。

「チェルノブイリと核の大地」の分野の点検は、当時の写真展事務局のメンバーであり、現在「チ

ェルノブイリ子ども基金」代表理事でもある当法人の向井理事が担当。「パレスチナ」関連は、広

河さんに直々チェックしていただくのがベストなのですが、とりあえずは現事務局で見直していま

す。もし現キャプションの文言に、疑問を感じられるところなどがありましたら、どうぞぜひお知

らせ・ご教示下さい。 

－とりあえず、9月中に、見本写真冊子＋キャプションリスト冊子 のセットが仕上る予定ですが、キ 

ャプション冊子の方は、その後も引き続き「改訂」していく所存です。 

－最初に 1000冊を発行しますが、キャプションリストは、その後の「改訂」に対応していけるように 

一度に 1000部は印刷しないつもりです。 

 

●完成しましたら・・・・・この写真見本リスト＋キャプションリスト冊子は、広河さんの「写真集」

として刊行、販売するものではありません。あくまでも写真展を企画して下さる方に提供する『資

料』です。そのため、従来は、開催に関する問い合わせのあったすべての方に無償でお送りしてき

ました。しかし、資料はお送りしましても写真展が実現しないことも少なくありませんでした。そ

れで、今後は、お問い合わせがあった時点では、１セット 500円程度(未定)で提供し、写真展が実

現したら、パネルご利用料からその金額を差し引く、という形にしたいと考えています。 

 

●贈呈   カタログ作成経費カンパをお寄せ下さいました方には、1セット贈呈させていただきます。 

  なお、この期間、「カタログ更新経費カンパ」とご記入がないままお振り込みくださった方にも、

そのご趣旨と判断してお送りさせていただきます。どうぞお納めください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

東京電力福島第一原発事故の被曝による子ど

もの甲状腺への影響を調べている福島県の検査

で、受診した約 30 万人のうち 104 人が甲状腺が

んやその疑いがあることが公表されました。 

このニュースを聞いて、深いため息をついたの

は私だけではないと思います。しかし、公表した

福島県は「被曝の影響とは考えにくい」と言って

います。また、福島民報、民友などの地元紙の見

出しは、＜発症割合地域差なし＞を前面に打ち出

したものでした。県のホームページを見ますと、

会津ではまだ、「検査が進んでいないので暫定的

な結果」ということが書いてあります。それなの

にどうして言い切れるのでしょうか？ 

少し前のテレビですが、今年 3月『報道ステー

ション』で子どもの甲状腺被害について特集を組

みました。事故から 3年目、津波、原発の特集を

組んでいる番組は多かったのですが、子どもの健

康に焦点をあてたこの番組は貴重でした。 

北海道の松崎医師は、チェルノブイリでは原発

事故後甲状腺がんが多発するとは考えられてい

なかった。だから 4、5 年後のデータに疑問があ

ると述べていました。 

取材陣は福島で甲状腺がんを手術した子ども

の母親にインタビューし、福島医大の医師や山下

教授らを取材。その検証のために、チェルノブイ

リを訪問した場面もうつりました。チェルノブイ

リでは「長崎、広島からのデータにより、甲状腺

がんが現れたのは７、8年後となっていたから 4、

5 年で小児甲状腺がんが多発したとき、原発との

因果関係は否定された」「スクリーニングができ

るようになって、みつかった」とも言っていまし

た。 

インタビューで山下教授は「福島の今の状況は

まさにスクリーニングの効果がでているので、見

つかっている」と述べました。県立医大の鈴木教

授は「チェルノブイリでは 4、5 年後にみつかっ

た。今の福島の状況（まだ 3年なので？）は原発

との関連はないと思う」と（年代も変わり、とこ

ろも変われど、同じことを言っています……）。 

今回、甲状腺がんの会津地域の子どもたちの発

症人数に対して、県立医大では「検査を終了した

子どもが、ほかの地域に比べて少ないため」と説

明。検査が進んだら、ほかの地域と同じくらいに

甲状腺がんの子どもがみつかるというのでしょ

うか？私は、検査が進んだら割合がさらに低くな

るのではないか、と思いますが、この考え方がお

かしいのでしょうか？ 

つい先日、強制避難地域からいわきに避難され

ている母子の診療に立ち会いました。まだ若い 30

代のお母さんは、皮膚疾患に対して、老化の一種、

と言われたそうです。小さい 2人のお子さんにも

皮膚疾患が現れています。福島での診療に不信感

をいだき、信頼できるお医者さんを求めて東京で

診察を受けました。原発のすぐそばに住んでいた

人たちに同じような症状が現れている、とも聞き

ました。ただ、皮膚疾患自体は原因をつきとめる

のが難しい病気だそうです。 

時間をかけて、お母さんの訴えを聞いてくださ

たので、診察後、お母さんの表情はやわらいでい

ました。でも小さいお子さん 2人を連れて、症状

がでるたびに上京するわけにもいきません。 

お母さんは「今度＜球美の里＞に保養に行きま

す」とうれしそうに言っていました。保養は初め

てとのことで「体力がないから長期の移動にちょ

 

福島やその周辺に住んでいる子どもたちの 

健康を守るために・・・・・この活動を支援して下さい！ 

未来の福島こども基金  向井雪子 

http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B.html
http://www.asahi.com/special/energy/
http://www.asahi.com/area/fukushima/
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%94%B2%E7%8A%B6%E8%85%BA%E3%81%8C%E3%82%93.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%94%B2%E7%8A%B6%E8%85%BA%E3%81%8C%E3%82%93.html


っと不安」と言いながらも、同じような悩みを持

ったお母さんたちと話ができ、子どもたちは思い

っきり外で遊べることに期待をされていました。

これ以上の内部被ばくを避けようとしているお

母さんの気持ちが痛いほど伝わってきました。 

私たちは福島やその周辺に住んでいる子ども

たちの健康を守るための支援をしています。今回

チラシを同封させていただきました。重複の方も

あるかと思いますが、よかったら支援してくださ

い。 

また、保養受け入れの窓口、甲状腺検診、食品

の放射能測定と大活躍のいわき放射能市民測定

室“たらちね”では、以下のようなプロジェクト

もこのたび、スタートさせることになりました。 

 

たらちねβ線放射能測定ラボ設立 ご支援のお願い 

2011 年 3 月 11 日に、東日本大震災が発生し東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きました。その事

故で大量の放射性物質が放出され、海や川や山が汚染され、人々が被曝しました。事故から 3 年半が過ぎた

今も、その収束の見通しは立っておりません。また、施設内で処理しきれない大量の汚染水が溢れ出し漏れ

続けています。 

事故の発生から今までの間にセシウムなどのガンマ核種による外部被曝の測定は行われてきましたが、ガン

マ線をほとんど発しないストロンチウム９０など内部被曝を引き起こすベータ核種についての測定は特別な

機関以外では行われておらず、地域の人々がベータ核種による内部被曝で心、肺、内蔵疾患が引き起こされ

る危険性を常に考える必要があります。汚染水の放出により海が汚れることで、その危険性はさらに高まり

ますが、これら特別の機関のデータは私たち地域住民の健康や暮らしに役立っておりません。 

このため、子どもたちの未来と健康、そして地域の人々の安全な暮らしを考えたとき、私たちは自分たちで

ストロンチウム９０の測定を積極的に行い、その健康と命を自らが守ることを実行していかなければなりま

せん。しかし、そのためには測定設備の準備と運営に多くの資金がかかります。 

ベータ線放射能測定ラボの開設とその測定を、実現するにはみなさまのお力添えが欠かせません。寄付の目

標金額は２５００万円です。 

この事故で、私たちは、罪のない子どもたちに大きな荷物を背負わせてしまいました。 

その荷物を少しでも軽くすることが、私たち大人ができるせめてもの償いだと考えております。一人でも多

くのみなさまに本趣旨へのご賛同をいただきご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

NPO 法人 いわき放射能市民測定室 たらちね 
電話/ＦＡＸ 0246－92－2526   Email   tarachine@bz04.plala.or.jp 

http://www.iwakisokuteishitu.com/ 

 

 

未来の福島こども基金チェルノブイリ子ども基金の姉妹団体として、2011年 6 

月に未来の福島こども基金（代表/黒部信一小児科医師）は活動を開始しました。今 
まで子どもたちの沖縄・球美の里での保養および甲状腺検診プロジェクトを中心に 

支援してきました。今後は子どもたちの健康と未来のために、β線放射能測定プロェ 
クトも支援したいと考えております。ご寄付はいくらからでも受け付けています。ご 
支援をよろしくお願いします。 Tel) 090-3539-7611   Fax) 048-470-1502 
Eメール/fromcherno0311@yahoo.co.jp   http://fukushimachildrensfund.org/ 

 

【募金口座】●郵便振替 00190-0-496774 ●口座名 未来の福島こども基金 
    ☆通信欄に「βラボ」と明記してください。 

 

mailto:tarachine@bz04.plala.or.jp
http://www.iwakisokuteishitu.com/
mailto:Eメール/fromcherno0311@yahoo.co.jp
http://fukushimachildrensfund.org/


パレスチナ情報の頁 

ガザで いま 起こっていることは、 

「どっちもどっちだ」でも「暴力の応酬」でもない！ 
 

フクシマ原発震災が起こり、原発事故の実相が具体的に見えてくるほどに、写真展パネルのご利用は

「チェルノブイリ」と「フクシマ」におおきく傾斜しました。引っ張りだこ、という状況です。 

写真展事務局として、広河さんのお仕事の原点ともいえるパレスチナの写真も、もっとご利用いただ

きたいという願いを持ち続けていますが、何よりもこのテーマへの事務局の非力ゆえに写真展が実現す

るのは、ごく限られていました。 

しかし、いま、またまた、閉鎖されたガザという空間で、市民の頭上にイスラエルの砲弾が好き放題

撃ち込まれています。「双方に平等な報道を」というマスコミの意図こそが、実は、「偏っている」のだ

と知ってほしい。どうしたらいいのか、悩みました。そして、文学の力を借りようと思いました。 

ガッサーン・カナファーニーには、1948年の「NAKBA=ナクバ」を、彼自身の幼児体験を下敷きにした

作品がいくつもあります。 

それを読んでいると、広河さんのあの写真この写真が、まるでその小説の挿絵のように眼前に立ち現

れてきます。小説と挿絵が相俟って、48年のナクバ、そして今日ただ今のガザが、頭と心をゆすぶりま

す。そのことをお伝えしたいという思いから、今号のパレスチナの頁では、ガッサーン・カナファニー

の短編小説をご紹介させていただきます。お心に届くことを祈りつつ。 

  広河さんもイラク戦争を伝える記事の中でカナファーニーの作品『太陽の男たち』を引用されてい

ましたが、今回は季刊『前夜』に掲載されていた岡真理さんによる訳出等を参考にさせていただきます。 

 

★ガッサーン・カナファーニー 

現代アラビア語文学の代表的なパレスチナ人作家。1936年、イギリス委任統治領下のパレスチナ

に生まれた。弁護士だった父はフランス系のミッション・スクールに彼を入学させたが、1948年、

ナクバに遭遇、一家はレバノンへ逃れ、続けてシリアのダマスカスに移り、そこでパレスチナ難民

として生活することになった。1952年、ダマスカス大学のアラビア語学科に入学するが、左派系の

民族運動に参加。1967年、パレスチナ解放人民戦線(PFLP)が設立されると、その機関紙の編集にも

携わる。この仕事を重信房子さんと共にしていたことが重信さんの著書にも書かれている。 

少年時代にナクバを経験しパレスチナ解放闘争を生きた彼の作品の多くは、パレスチナ難民とし

て生きた少年の目で描かれているものが多い。 

カナファーニーは、1972年 7月 8日 ベイルートで、イスラエル軍の特殊部隊によって車に仕掛

けられていた爆弾により暗殺された。PFLPの活動家であったことが原因と思われる。 

 

◆『まだ幼かった、あの日』  

ごく短い小説ですが、1948年のナクバを背景にしています。そして、それがユダヤ人による「民族浄化」

を目的としていたことが浮き彫りにされてます。勿論、主人公の少年は勿論、父祖の地を追われて金属

の板で囲まれた小さな世界(追放者たちを押しこんだバス)に押し込められた善良な農民たちのだれも

『民族浄化』などと言う言葉は知りませんでしたが、突然バスの行く手を遮ったユダヤ兵士の機関銃に

よって皆殺しにされ、少年だけが、そのことの目撃者として「これが今日のお前の授業だ、見たことを

よく覚えておけ、そして話すんだ」という任務を命じられて放逐されます。広河さんが書いておられる
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「一つの村で起こった惨劇を伝えることによって、次の村は住民が自主的に逃げ出し、易々と占領でき

る」という手法が証明される作品です。そして、しかし、この短編の最後は、「全力で走って行け、ぐ

ずぐずしていたらお前を撃ってやる」という兵士の言葉に、「しかし、少年は走ることをやめて、確固

とした足取りで道の真ん中を静かに歩いて行った」と結ばれています。背後の機関銃が火を吹くことも

意識しながら。主人公と同じ立場にあったカナファーニー少年の民族的矜持でしょうか。 

 

◆『悲しいオレンジの実る土地』『ラムレの証言』 

この 2冊も、前記の『まだ幼かった、あの日』と同様、1948年の「ナクパ」の悲劇を見聞した少年の記

憶・印象をベースに書かれています。突然にユダヤ人国家の建国が宣言されたため、それまでその地で

穏やかに農業などを営んでいた 75万人以上の人々が、父祖の地から暴力的に追われ、難民となる。家

族を引き連れての行く先のない放逐。一族を守るという家父長の誇りゆえの権威も力も、シンボリック

な髯さえも、嘲笑のうちにはく奪され、精神のバランスさえ失ってしまった大人たちと、突然「甘美な

幼年時代」から引きはがされた子どもたちとが入り混じってのあてどない逃避行。それまで 1本 1本植

え、いとおしんで育ててきたオレンジの樹からひきはなされた彼らが 1個のオレンジの実に寄せる狂お

しいほどの思い。純粋な網膜に、それを焼き付けた少年の記憶が、『ナクバ』とは何であったかを伝え

てくれます。この出来事が、原点にあり、国際社会が 70年近くもその不正義を黙認している以上、イ

スラエルとパレスチナの対峙を、「かたくなな者たちの暴力の応酬だ、どっちもどっちだ」などと、決

して単純化できないことを思い知ります。 

 短い小説の中に、9歳とか、12歳とかいう年齢の「ぼく」が見た男のおとなたちの苦悩、女のおとな

たちの苦悩が描かれています。何の尊厳どころか理由もなく銃口の餌食にされ、埃と血と汗にまみれて

殺されていった祖父・父・兄・祖母・母・叔母たちを、無数に凝視してきた子どもたちが、今、難民キ

ャンプで上げている叫びを、白紙の心で聴かなければならない、と思います。 

広河さんの写真を並べて、この小説たちを読んでいると、その叫びが聞こえてくるのです。 

 

◆『ハイファにもどって』 

これは短編と言うには比較的長い小説です。36歳で暗殺されたガッサーン・カナファーニーの最後の作

品です。1948年 4月 21日水曜日の朝、とそこまで詳細にカナファーニーは記します。何の予兆もなく

アラブ人地区に降り注いだ砲弾によってハイファの街は大混乱になり、別々のところで逃げまどった若

い夫婦が、追い詰められた海岸べりでめぐり合ったとき、自宅に生後 5か月になる息子を残してきたこ

とに気づくが連れ出しに行くことはもはやできなかった。20年後、苦悩と逡巡の末その夫婦はハイファ

の町を訪れる、かつての自分たちの家はそのまま、イスラエルによる入植者が住んでいた。そして、20

年前に残してきた息子は、子どもに恵まれなかった彼らに「与えられ」成人してイスラエル兵士になっ

ていた。その再会を描いている。強引なイスラエル建国によって突然にすべてを奪われたアラブ人。そ

の「すべて」のなかには、実に、子どもさえ含まれていたのです・・・・ 

 

◆他にも、カナファーニーの作品ではありませんが『アーミナの縁結び』という、私には心理小説とも

思える短編もあります。肯んじがたい暴力でわが子を殺されたパレスチナ人の母が、その死を受け入れ

られず、よき縁に結ばれる婚姻の宴を夢見つづけるという・・・心に痛いお話です。 

どうか、どれか 1作でも読んでみてください。事実を冷徹に切り取った写真からだけではなく、文学作

品からから「パレスチナ」を知るのも、かけがえないことだと思っています。 



事務局から 編集後記にも代えて  
 

★当事務局は、以前、振り込み用紙をお送りするのは年一回だけとお約束しました。それなのに、カタ

ログ更新費用カンパをお願いするために前号に急遽、振り込み用紙を挟み込みさせていただきました。

不審に思われた方もあったと思います。説明不足でしたことをお詫び申し上げます。 

 

★「希望するすべての人に放射能健診を！」の署名に引き続きお取組みくださっている方に感謝します。

前号記載の感謝報告に 記載漏れ重複などがありました。(ネット版は訂正) 

  ご協力いただいた方々  日本キリスト教団名古屋中央教会様  辻めぐみ様 匿名の方  

  まだ続けます。署名用紙をコピーして下さる方が多く感謝していますが、必要でしたらお送りでき

ますので遠慮なくお申し越しください。  

 

★１頁にご案内の、12月に開催する当法人主催の広河写真展について、３つのお願い 

●「どの写真を展示するか」・・・・大問題！  事務局は悩んでいます。多すぎて、ご覧いただ 

く方がたがお疲れになるのも心配です。今回は、一応全分野の展示を意図していますが、それで

も広河さんの「お仕事の全部」ではありません。どの分野、どの写真の展示をぜひ、と言うご意

見をお待ちしています。これだけは外さないで、というご希望も聞かせてください。 

●この写真展の広報にご協力ください。１２月上旬までに、ちらしを配布していただける集会、学

習会など、また、発送時に同封して下さるミニコミなどをご紹介下さい。 

  ●具体的に、下記の作業にお力を貸していだたける方、お申し出をお待ちしています。全部でなく

て一部分で結構です。      ①12月 11日（木）午後 1時からの搬入設営作業 

②12・13・14日、10時から 17時。 

③14日の 17時からの撤収・片付け・搬出 

 

★『DAYSJAPAN』の最新号(2014.9号)の特集は、「広河隆一さん、その人」です。 

私たちにはとてもうれしい号。定期購読なさっていなかったり、手近な書店で入手が困難な方に送料

当方負担、つまり誌代のみ(840円)でお送りできます。遠慮なく当事務局へお申し越しください。 

 

★前記の『DAYSJAPAN』2014.9号。沢山の写真の合間にちりばめられている広河さんの樹玉の言葉。そ

の多くが、1998年刊行の写真集『人間の戦場』にある言葉です。2014年刊行の『新・人間の戦場』

とは、ひと味違うすてきな写真集ですが、既に絶版で購入不可になっています。当方に 3冊だけお分

けできるものがあります。先着順。よろしければどうぞ。 

 

★パレスチナのことを知れば知るほど、「朝鮮に対して旧日本帝国がしてきたこと」また「今日、沖縄

に対して、ヤマトとアメリカがしていること」に酷似していると感じます。パレスチナ問題は、実に

日本の問題そのものだ、と思います。 

機関誌の発送作業にボランティア参加して下さる方を求めています。次号は 10月 24日

を予定しています。10時から 17時、津センターパレスの事務所に来て下さい。ご都合

のつく時間だけで結構です。できれば前日までにお知らせ下さるとありがたいです。 



 


