A group with no financial interests or ties to the accident
has declared publication of their “Power Plant Accident
Investigation Report”!
http://www.f-pj.org
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利権に関係のない第三者による、
原発事故の調査レポートを刊行！
http://www.f-pj.org/
東日本大震災における福島第一 起人は水野博之さん
（松下電器産業
原子力発電所の事故については、 〈現パナソニック〉
元副社長）
、委員長
国や東京電力による調査レポートや、 は山口栄一さん
（同志社大学ITEC
多くの有識者による書籍
副センター長）
が務める。
の刊行が予想される。だ
調査レポートの作成・刊
が、そこには、主導者・資
行にあたっては、諸経費を
金提供者の意向や、本
寄付金によってまかない、制
が売れるかどうかといった
作委員会は無報酬で遂行。
市場原理の働きが投影さ
レポー
トは書籍化し、極力低
れる可能性は否定できな
い価格で市販され、残額が
い。そこで、利権に無関係な第三者 発生した場合は義援金として適切な団
の立場から、真実に迫る調査レポー 体に寄付される。現在、寄付を募ってお
トを刊 行しようと、
「 FUKUSHIMA り、寄付者は希望しない方を除き書籍
プロジェクト」
が立ち上がった。代表発 の巻末に氏名・名称が記載される。
『FUKUSHIMAプロジェクト 寄付金振り込み方法』
＜ゆうちょ銀行から振込の場合＞
ゆうちょ銀行
記
号：10130
口座番号：38575831
口座名義：フクシマプロジェクトイインカイ

＜その他金融機関から振込の場合＞
ゆうちょ銀行
店
番：018 預金種目：普通預金
口座番号：3857583
口座名義：フクシマプロジェクトイインカイ

※刊行物の巻末に、希望しない方を除き、寄付者の氏名／名称を記載。寄付金の振り込み手続き後、
FUKUSHIMAプロジェクトのウェブサイトから必要情報の連絡を。
問い合わせ：FUKUSHIMAプロジェクト事務局 e-mail：info@f-pj.org

昭和レトロな築地のギャラリーで
個性的な三人展が開催。

いつものもしも を考える
「地震ITSUMO」
展、10月10日まで！
http://www.muji.net/store/campaign/detail/C11081901/
緊急用に特別なモノを用意するの
ではなく、日常にあるモノを見直して防
災に役立てる。そんな防災のあり方を
提唱している無印良品では、防災グッ
ズのそろえ方やストックの仕方が学べ
る展示会を東京・有楽町店で10月
（月・祝）
まで行っている。
10日
阪神・淡路大震災の被災者の声
を元にした防災教育を行うNPO
「プ
ラス・アーツ」
のアドバイスを活かし、
日常のモノを利用した防災方法を紹
介。キャリーバッグに避難用アイテム
を、ストッカーに一定量の食料を、会
社の書類ファイルに帰宅時に必要
なアイテムを備えるなど、実践的な方

法に来場者は関心を寄せていた。
展示会終了後も無印良品では、
防災意識を広げる活動を展開。各
店舗、ウェブサイトで引き続き防災に
役立つ商品や、知恵などを紹介する
予定だ。

会場のATELIER MUJIには多くの人が
来場し、
実践的な防災対策に見入っていた。

photograph：Hiroshi Takaoka
text：Mari Kubota

アジア各国と東日本大震災を取材した
友情のレポーターによる報告会。
http://www.knk.or.jp/
アジア8か国で、ストリートチルドレン にフランスを訪問。岩手の現状を世
などの教育や生活面での支援を続け 界に伝えた。KnKの震災支援活動
るNGO
「国境なき子どもたち
（KnK）
」
。 報告とあわせ、フランス訪問の報告も
そのKnKが、
1995年から続けている 行われる予定だ。報告会の聴講は下
「友情のレポーター」
活動の報告会が 記から申し込みを。
11月6日に東京・新橋で開催される。
友情のレポーターとは、日本の子どもた
ちをアジア各地に派遣し、彼らの目線
で現地を取材し、彼らの言葉でその状
況を日本の人々に伝えるという活動だ。
報告会は3年に一度開催され、今 『友情のレポーター報告会 ×
回はカンボジア、フィリピン、ヨルダン
東日本大震災支援活動報告会』
に派遣された3組のレポーターが取 期間：11月6日（日）13:00 〜 17:00
会場：ASK TOKYO（東京都港区東新橋）
材報告を行う。
さらに、東日本大震災 入場：無料 申し込み：名前、メールアドレス、参加
を受け、今年は岩手県大船渡市、同 人数を明記の上、件名を「友情のレポーター報告会」
として下記アドレスまで。※11月4日
（金）
締め切り
県釜石市に暮らす15歳と13歳の二 国境なき子どもたち（
KnK）
人のレポーターが岩手を取材した後 e-mail：kodomo@knk.or.jp

http://www.g-wakamatsuya.com/
再開発の進む築地で、重厚な瓦屋 井さんは古代中国への畏敬の念を、
根に長い歴史を刻み緑青のふいたバ 日本山岳会会員の松澤さんは自身が
ルコニーが目を引く、昭和初期建造 登り続けた山への憧れと回想を、そ
の建物。かつては商店だったが、現 れぞれ油絵や小口木版画に託す。
在は貸し画廊としてさまざまなジャンル
辿ってきた人生も個性も異なる3人
の展覧会や発表会の場となっている による展覧会。作品はもちろん、会場
『つきじTASSぎゃらり〜若松屋』
だ。 でのおしゃべりも楽しそうだ。ぜひ、足を
そんな若松屋で、10月17日から、 運んでみて。
木崎甲子郎さん、土井庄一郎さん、
松澤節夫さんの3人による展覧会が 『木崎甲子郎・土井庄一郎・
松澤節夫三人展 〜山・旅〜』
開かれる。テーマは
「山」
と
「旅」
。地質
期間：10月17日
（月）
〜 22日
（土）
学者で南極観測隊隊長だった経歴を 場所：つきじTASSぎゃらり〜若松屋
（東京都中央区築地6-12-3）
持つ木崎さんは長年通いつめたヒマ
入場：無料
ラヤへの想いを、数多くの良書を出版 問い合わせ：つきじTASSぎゃらり〜若松屋
してきた築地書館の創業者である土 tel.03-3541-0124

芸術的なブックアートも有名な
クリスト・アンド・ジャンヌ＝クロード展。
http://www.storefront-art.com/
このほど、東京・上野池之端にオー
プンするギャラリー＆アートブック・ショッ
プ
「ストアフロント」
。そのプレ・オープン
企画として、現代アーティストとして世
界で活躍するクリスト・アンド・ジャンヌ
＝クロードの企画展が開催される。
日本の農村地帯に大きな傘を立て
風景を一変させた
「アンブレラ」
など、
自然や空間を大胆
に変貌させる作品

で知られる二人は、一方で
「本という小
宇宙に自らの創作活動の記録を凝
縮させる」
ことにも情熱を傾けてきた。
今回の企画展では、
ブック・アーティ
ストとしても突出した才能を見せる彼ら
の、こだわりが反映された作品集やプ
ロジェクトの記録集など50点以上が
展示される。なかでも、二人の75歳記
念に出版された、総ページ数754、重
さ約15キロの超大冊
『Christo and
は必見。
Jeanne-Claude, 75』

『クリスト・アンド・ジャンヌ＝クロード展』

©木崎甲子郎
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©松澤節夫

アブ・ダビでのクリストと
ジャンヌ＝クロード
（2007）

©W.Volz

期間：10月31日
（月）
まで ※10月31日を除く木〜土曜のみ
場所：ストアフロント
（東京都台東区池之端）
入場：無料 問い合わせ：ストアフロント tel.03-3824-1944
e-mail：info@storefront-art.com

