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バルト３国のヒバクシャ来日報告
昨年の１０月２４日から１１月２日にかけての約十日間、バ
ルト３国からそれぞれの国のチェルノブイリ原発事故のヒバ
クシャ団体の代表が来日し、東京・広島・長崎を訪問し
て被爆者と話し合い、支援者と交流いたしました。大変遅
くなりましたが、今回はその報告をいたします。

考えてみれば、私たちがバルト３国のヒバクシャの支援
を始めてから約２０年が経ちました。この間に、世界は見
違えるような変化を遂げ、バルト３国もそれぞれの国が異なる変化・発展を遂げました。それに伴い、
ヒバクシャ達を取り巻く状況も変化し、彼らのニーズも変わっていきました。当然、「ヒバクシャの
ニーズに合わせた支援」を目指す私たちの活動も、その変化に合わせて変わっていかなければな
りません。そのために一昨年は彼らの真のニーズを探るべく私たちがバルト３国を訪問し、昨秋は
バルトのヒバクシャ達に日本に来てもらい、彼らに自分たちの目で核被害の原点である広島・長崎
を見て、話を聞いて、互いに語り合って何かを感じて欲しいと今回のツアーを企画しました。

私たちにとって３カ国のヒバクシャを同時に日本へ招待したのは初めてのことで、何をすればい
いのか右往左往の日々でした。でも、そんな中で素敵な出会いもたくさん生まれました。また、ヒ
バクシャの側でも、３つの国のヒバクシャが一堂に会するのは初めてのことだったそうです。「今後
の活動に役立つ何かを見つけてもらえれば」との思いで始めたこの企画、果たしてもっとも多くの
ものを得たのは誰だったでしょうか。

最後に、広島でのプログラムのアレンジ、宿泊など全力で支援をしてくださった渡邉道子さん、
木原省治さんを初めとする広島のみなさま、東京、広島・長崎と通訳をしてくださった梶山さん、
山田さん、元気をくれた長崎の高校生のみなさん、そして貴重な時間と体力を割いてお話くださっ
た東京・広島・長崎の被爆者のみなさま、本当にお世話になりました。早期に原稿を寄せてくだ
さった方 に々報告が遅れたことを深くお詫び申し上げるとともに、あらためて感謝の意を表します。

また、この企画と期を同じくしてラトヴィアから２名の医師が来日し、広島の放射線被曝者国際
協力推進協議会、放射線影響研究所との継続した研修・研究を行っていたことも併せてご報告
いたします。こうした活動のすべてが、皆様の変わらぬご支援の賜物であると、心から感謝いたし
ております。■　　　　　　　　　　　　　　　（エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金）

成田空港駅にて。左から、ラトビアのアーノルドさ
ん、エストニアのヤーンさん、リトアニアのゲディ
ミナスさん、ラトビアのマリスさん
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２００８年１０月２４日（金）・東京
フィンランド航空 (AY) ７３便にて
ヤーン・クリナルさん（エストニア・チェルノブイ
リ協会理事、パルヌ・チェルノブイリ協会「ガンマ」
会長）、アーノルズ・ヴェルゼムニエクスさん（ラ
トビア・チェルノブイリ協会会長）、マリス・ソッ
プスさん（ラトビア・チェルノブイリ協会副会長）、
ゲディミナス・ヤンチャウスカスさん（リトアニア・
チェルノブイリ運動議長）の４名が来日。本基金ス
タッフの千葉智恵子さんと成田空港に出迎えに行き
ました。

都市センターホテルにチェックイン後、日本原水爆
被害者団体協議会（被団協）を訪問し田中煕巳事務
局長他３名のスタッフと懇談しました。田中事務局
長は日本の原爆被爆者の運動は政府の援助が殆んど
得られない中をどのように組織化して行ったかなど
を説明、そしてバルトのヒバクシャとの必要に応じ
た今後の連帯などを訴えました。（中国新聞２００８
年１０月２５日付け参照）

その後、新宿駅南口から数分に本社ビルを構える通
販会社、株式会社カタログハウスを表敬訪問。同社
は今回のバルト・ヒバクシャ代表団の日本訪問に対
して支援してくれた団体のひとつです。
前社長の斉藤　駿さん、同社の社員でチェルノブイ
リ問題に造詣のある神尾京子さんと懇談。席上、斉
藤前社長は、原発は人類の生存にとって極めて危険
な存在、だから是非皆さんとともに原発のない世界
の実現を目指して頑張りましょうとの趣旨の発言を
されました。来日されたラトビア・チェルノブイリ
協会会長のアーノルズ・ヴェルゼムニエクスさんは
今回の私たちの来日際しての同社の支援と数度にわ

バルト・チェルノブイリ被曝者来日同行記

▲会談後、人間の鎖を作って記念撮影。山本英典さん（原爆
症認定集団訴訟全国原告団団長）、２人おいて田中煕巳さん

（日本被団協事務局長）、１人おいて岩佐幹三（同団体事務局
次長）さん、１人おいて当基金の吉田嘉清。

▲弥生会館にて。日本原水爆被害者団体協議会の皆さんと面
談。左から、アーノルズ・ヴェルゼムニエクスさん（ラトビア・チェ
ルノブイリ協会会長）、マリス・ソップスさん（ラトビア・チェル
ノブイリ協会副会長）、通訳の梶山建史さん、ゲディミナス・ヤ
ンチャウスカスさん（リトアニア・チェルノブイリ運動議長）、ヤー
ン・クリナルさん（エストニア・チェルノブイリ協会理事、パルヌ・
チェルノブイリ協会「ガンマ」会長

▲カタログハウスにて、同社前社長の斉藤　駿さん（左）、チェ
ルノブイリ救援活動担当の神山京子さん（左２）と面談。

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信
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たるラトビアの医師の広島・長崎での研修に対する
支援に感謝します、との御礼の言葉を述べました。
懇談は約１時間行なわれました。通訳はロシア語で
梶山健史さんに担当して頂きました。

カタログハウスビルから数分の所にある新宿駅南口
近くのイタリア料理店で、本基金スタッフ及び支援
協力者による総勢１５名の歓迎夕食会を開きまし
た。

２００８年１０月２５日（土）・東京＆広島
９時１７分東京駅発の「のぞみ１５号」で広島に向
かいました。広島駅には同日１３時５分到着。ホー
ムでは広島でのお世話取りをしてくれる木原省治さ

メール de リアル
10 月 24 日

（広島発）
皆さんへ
　バルトの人たち、無事に来日されたとの連絡が入りました。
しかし今日の東京は雨。広島は暑いくらいでしたね。
　今のところマスコミからは、ＮＨＫと共同通信ともう１社、ちょっと忘れましたが、取材したい
との連絡が入りました。
　後は、バルトの人たちが広島に来て、いろいろな意味で激励になればと願うばかりです。
　そして明日１０月２５日は、原爆の子の像のモデルである佐々木禎子さんの命日でもあります。
その関係で、ＳＡＤＡＫＯウオークなど様々なイベントも企画されているようです。
　みなさん、どうぞよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木原省治

（東京発）
皆様へ　特に広島の皆様へ

東京の千葉です。

遅くなりましたが、昨日ご報告をいたします。
木原さんにもちらっとお話しましたが、四人はいたって元気なようすでした。
被団協との会合も、カタログハウスの表敬訪問も（斎藤元社長がいらしてくださいました）、それ
ぞれ当初のスケジュールより若干延びましたが、大いに盛り上がって終了いたしました。通訳の方
も、通訳としては今回が初デビューですといいながらも、がんばって最後まで通訳してくださいま
した。
マスコミは、共同通信の記者が一人、被団協との会合に取材に来ていました。

四人それぞれがとてもチャーミングで、夜の食事会も大盛況でした。もちろん、アルコールもいけ
ます（笑）（ソップスさんはビール派でした）。

そうそう、アーノルズさんの年齢ですが、７０代とお伝えしましたが６０代だそうです。詳しくは
聞けなかったので、そちらでお聞きになってください。

広島には、13:05 に到着予定です。

ではでは、よろしくお願いいたします。

千葉

▲カタログハウスによる長年に渡るヒバクシャ支援へのお礼
と、リトアニアのチェルノブイリ被ばく者の現状を説明。

▲歓迎会にて。初期の頃からの協力者である岩垂　弘さん
（平和協同ジャーナリスト基金、右２）や長瀬　隆さん（ロ
シア文学者、小説家）なども駆けつけ、賑やかな宴となった。
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ん、渡辺道子さん、ロシア語通訳の山田英雄さんが
出迎えてくれました。到着後広島平和公園近くにあ
る宿泊先のアステールプラザホテルにタクシーで向
かいました。

ホテルチェックイン後徒歩にて平和公園にある原爆
慰霊碑にバルトのヒバクシャ代表団の４人が献花を
しました。献花のあとは平和公園周辺の原爆破壊
関連施設の見学や散策。その後原爆資料館を見学
し、被害の恐ろしさを実感していました。ラトビア
のヴァルゼムニエクスさんは「もう核による被害は
たくさんです」と述べておられました。もう一人の
ラトビア代表のマリス・ソップスさん（ラトビア・
チェルノブイリ協会副会長）を除き、あとの二人の
代表のヤーンさん、ゲディミナスさんはすでに広
島・長崎を訪れてこの資料館の見学経験を持ってい
ました。なお、同行者は広島受け入れスタッフ３人
のほか、元広島カープのエース投手で活躍した長谷
川良平さんのご子息でカメラマンの長谷川さん始め
数人の方も一緒に行動してくれました。（中国新聞
２００８年１０月２６日付け参照）

２００８年１０月２６日（日）・広島
午前９時３０分世界平和記念聖堂（広島カトリック

メール de リアル
10 月 25 日

（広島発）
皆さんへ
　バルトの４人と江成さん、予定通り広島に着かれました。到着後、宿泊先に大きな荷物を預けて、
歩いて約１０分の平和公園に行きました。
　慰霊碑に献花、その後、「原爆の子の像」。
　今日は、この像の象徴である佐々木偵子さんの命日にあたるために、原爆ドームの近くでは、偵
子さんのお兄さんも来られて、音楽のイベントも行われていました。
　そして原爆ドーム、原爆供養塔、朝鮮人慰霊碑などを見学の後、原爆資料館を見学しました。
　共同通信と地元の中国新聞の取材を受け、アーノルズさんらがヒロシマに来た感想などを聞かれ
ていました。
　ヒロシマでのインパクトが強かったのか、長い旅の疲れ
からか、午後５時過ぎから夕食にし、もちろんビールも飲
みました。そして宿泊先に案内し、僕は今帰宅したところ
です。
　とても明るい、感じの良い人たちです。今夜はゆっくり
休んでいただき、明日の被爆者からの話しを聞く企画や日
本における被爆者対策を聞く集まりに臨んでいただけると
思います。
　そういったところです。　　　　　　　広島：木原省治

▲▼平和公園にて。慰霊碑に献花したり、平和の鐘を鳴らし
たりし、その後原爆資料館へ向かった。

新聞インタビュー。中央は通訳の山田英雄さん

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信
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教会）訪問。当日は日曜日でミサの儀式がありその
席上で代表の４人と同時に医療研修で来広している
ラトビアからの医師のナタリア・クルヤネさんエ
レーナ・レステさんも合わせて紹介されました。

昼食後、広島国際会議場の会議室にて広島市佐伯区
在住で、１４歳の時爆心地から �.� キロの地点で被
爆した森下　弘（ひろむ）さんからその体験を聞き
ました。また、その話の中でチェルノブイリの汚染
地域に２００４年広島からの派遣団の一員として現
地を訪問したと語っておられました。（朝日新聞・広
島版２００８年１０月２８日付け参照）引き続き同
じ場所で、広島市民病院の塚本弥生さんから日本政
府の被爆者対策についてのお話を聞き、バルト・ヒ
バクシャ代表団と日本側の参加者との懇談をしまし
た。この会に、ナタリア、レステ両医師も参加しま
した。参加者は総勢２５名ほどでした。

夕食は２０数名が参加して広島県民文化センター近
くの居酒屋にて懇親会が行なわれました。

２００８年１０月２７日（月）・広島
午前１０時広島市役所で豊田副市長を表敬訪問。当

メール de リアル
（広島発）
10 月 26 日
皆さんへ
　２６日の広島は、小雨が降っていましたが、傘が無くても歩ける状態でした。
　午前中は、予定通り広島平和記念聖堂。昼食はバイキングで食べられる広島で有名な「アンデル
セン」で楽しく食事をされたみたいです。「みたい」というのは、僕は午後の準備で参加しません
でした。
　午後２時からは、被爆者の森下　弘さんの話し。そして病院のケースワーカーをしている塚本弥
生さんの話し。その後、日本人側からの質問を含めて大いに盛り上がりました。ちょっと早く来て、
研修を受けているバルトからの２人の女性も、この集まりに参加しました。
　僕の率直な印象は、日本の場合ヒバク者の精神的なケアをするような精神科医やそういう制度が
無いのが、バルトより遅れているという感じを持ちました。
　夕食の居酒屋へは、僕はこの時間に他の予定が入っていて、参加できませんでした。
　明日は、いよいよ副市長への表敬。ハイケアへの訪問。宮島観光と続き、広島最後の夜は、お好
み焼となっています。
　遅れましたがバルトの皆さんは、昨日より今日はとても元気そうな感じを受けました。
　なんだか、明日が最後かと思うと少し寂しくなります。涙が出たらどうしよう。
　森下さん、塚本さん、そして通訳をされた山田英雄さん、そしてディスカッションに参加された
皆さん、ありがとうございました。
　今日は、朝日新聞、中国新聞の取材がありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島：木原省治

▲世界平和大聖堂にて。中央はエレーナ・レステさん、右隣
はナタリア・クルヤネさん。２人はラトビアのパウラ・スト
ラディナ病院でチェルノブイリ被ばく者の治療を担当。この
時は HICARE の医師研修に参加中だった（後述）。
▼国際会議場にて。上中央はヒバクシャの森下　弘さん。下
中央は、広島市民病院の塚本弥生さん。

2009.8.30 版
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初秋葉広島市長との面会を予定していましたが市長
は当時外遊で不在、そのため副市長との面会になり
ました。バルトのチェルノブイリ・ヒバクシャを代
表してラトビア・チェルノブイリ協会会長のヴェル
ゼムニエクスさんが副市長に、今回の訪問に広島市
が協力してくれたことならびにラトビアからの広島
での医師研修への少なからぬ支援に感謝の意を述べ
ました。豊田副市長からは２００９年に日本で開か
れる世界平和市長会議総会（世界の２４００都市が
加盟）への協力のお願いがありました。

広島市役所から広島県庁に移動。HICARE（放射線
被曝者医療国際協力推進協議会）事務局を訪問し、
同会の会長および事務局責任者の船岡 徹さんと懇談
し、HICARE の設立の目的や事業内容についてのお
話と代表団との懇談がありました。

HICARE 訪問後は宮島へ観光に。午後はゆっくりと
宮島観光でリラックスし、夕食は広島名物お好み焼
きを満喫しました。夕食にはナタリアさんレステさ
んも参加してくれました。なお、宮島ではかつてエ
ストニアを訪問し、来日しているヤーン・クリナル
さんと旧友の広島在住の林　悠子さんも参加してく
れました。

メール de リアル
10 月 27 日

（広島発）
皆さんへ
　バルトからの皆さんの今日の日程は、全て無事に終わりました。
午前１０時からの広島市副市長への表敬は、みなさんきちんとネクタイを締めて参加しました。副
市長もいろいろ質問もされ、こちらを代表してあいさつをしたアーノルズさんも、バッチリのもの
でした。表敬の後、地元のテレビ局からの取材があり、終った後急いで次の訪問先のハイケア事務
局へ行きました。
　僕の受けた感じでは、ハイケアも頑張っているなというものでした。是非多くの医師たちをハイ
ケアに紹介して、希望する人は広島での研修に参加して欲しいものです。自治体の予算が削減する
折ですが、積極的な姿勢を感じました。
　その後は宮島見学。ＪＲの電車と船に乗って、宮島に着きました。みんな、買い物をしたり写真
を撮ったりで、楽しかったようです。
　広島に戻り、お好み焼き屋で広島最後の夜を、今、研修
に来ている二人の女性医師を交えて盛り上がりました。
　明日は、次の訪問先長崎です。

広島：木原省治

▲広島市役所にて。豊田副市長を待つ皆の顔には緊張が……。
▼ HICARE 事務局にて。会長および事務局責任者の船岡 徹
さん（右２）と懇談。

▼宮島にて。林　悠子さん（左）は、数年前ヤーンさんのお
宅にホームステイしていた。懐かしい再会となった。

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信

2005



─ � ─

２００８年１０月２８日（火）・広島＆長崎
広島駅９時４８分発のぞみ１号にて博多経由で長崎
に向け出発。広島での世話取りをしてくれた木原省
治さん、渡辺道子さんも広島駅まで見送りに来てく
れました。通訳の山田英雄さんは長崎まで同行下さ
いました。

博多からかもめ１７号に乗り換え１２時５３分長崎
駅到着。駅では長崎での案内と世話取りをしてくれ
る進藤狂介さんが出迎えてくれました。長崎での宿
泊場所の JAL シティ長崎ホテルのチェックイン。そ
の後爆心地公園、平和公園で献花をし、長崎原爆資
料館を見学しました。（長崎新聞２００８年１０月
２９日付け参照）

２００８年１０月２９日（水）・長崎
午前１０時田上富久、長崎市長を表敬訪問。席上、
田上市長から反核・平和運動の連帯をバルトヒバク
シャ代表団に訴えがありました。ラトビア・チェル
ノブイリ協会会長のアーノルズ・ヴェルゼムニエク
スさんは、核による被害は二度と起こしてはならな
い。今後は自国に帰ってそのための運動も盛り上げ
て行きたい、と話されました。昼食後は長崎・ヒバ
クシャ医療国際協力会（NASHIM）を訪問しました。
マリス・ソップスさん（ラトビア・チェルノブイリ
協会副会長）は、２００６年９月から１０月にかけ
て、ラトビア・リガの病院でヒバクシャの治療にあ
たっているヨランタ・シールレ医師を NASHIM の
支援で長崎大学医学部での医療研修に快く受け入れ

メール de リアル
10 月 28 日

（広島発）
皆さんへ
　バルトの皆さんと江成さん、通訳の山田さん、そろって広島発９時４８
分の新幹線で長崎へ向けて出発されました。
　新幹線が珍しいのか、写真を撮っておられました。今朝の朝日新聞では、広島版に写真入りで記
事が出ています。
　いろいろ皆さんご苦労様でした。長崎での、行動が実のあるものになることを希望しています。
　これで、私が送っておりました「バルト３国来広関係者」メールを終了とさせていただきます。
いろいろありがとうございました。

木原省治

上：長崎爆心地公園にて。
中・右下：長崎平和公園にて。

右下：公園の説明に耳を傾
けるヒバクシャたち。

広島のホテルのロビーにて。
中央右が木原省治さん。

▲ NASHIM にて。前列右は、NASHIM 会長の井石哲哉さん。
後列中央は、長崎のプログラムをコーディネートした当基金
の進藤狂介。
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てくれたことに感謝の意を示しました。

続いて長崎原爆被災者協議会（被災協）を訪問。谷
口稜曄会長、山田拓民事務局長と懇談しました。懇
談会では山田事務局長の長崎での被爆体験を聞きま
した。その後谷口会長より日本での被爆者を支援す
る法律の制定の過程や被爆者団体の活動などについ
て代表団に説明がありました。リトアニア・チェル
ノブイリ運動議長のゲディミナス・ヤンチャウスカ
スさんは、リトアニアには現在チェルノブイリのヒ
バクシャを支援する法律はない。だからヒバクシャ
たちが国家の支援で定期的な健康診断を受けられる
ような制度の確立に向けた運動もして行きたい、と
語りました。（読売新聞・長崎版、西日本新聞・長
崎県版、長崎新聞の各２００８年１０月３０日付け
参照）

夕食は新地の中華街で懇親会。長崎からは長崎放送
局に勤務しかつてアナウンサーをしておられた平野
妙子さんも急遽かけつけ懇親会に参加してくれまし
た。懇親会ではバルト諸国と日本のフォークソング
も交換して歌うという一幕もありました。

２００８年１０月３０日（木）・長崎
午前中は浦上天主堂、大浦天主堂、永井隆記念館や
長崎大学医学部など被爆関連施設や観光名所などを
訪れました。

長崎の高校生平和大使との懇談会。参加者した高校
生平和大使は１１名で全員が女子高校生でした。懇
談では代表団はチェルノブイリ原発事故後の除洗作
業について語り、高校生たちは被爆の実相をどのよ
うに若い世代に継承していくのかについて語りまし
た。マリス・ソップスさんはラトビアでもチェルノ
ブイリで何が起きたかを若い人々に伝える運動を展
開して行きたい、と真剣に述べていました。懇談会
は約１時間行なわれました。

▲長崎原爆被災者協議会にて。テーブル向かい側の右が谷口
稜暉会長。左が山田拓民事務局長。
▼谷口会長の話を受け、リトアニアにもヒバクシャ支援法の
制定と健康診断の制度を作りたいと語るゲディミナスさん。

▲大浦天主堂にて。子どもたちも見学に訪れていた。
▼高校生平和大使のみなさんと折り鶴の作り方を熱心に教わ
るヒバクシャたち。エストニアから千羽鶴が届く日もそう遠
くない？

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信
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高校生平和大使との懇談会の前に折り紙での鶴の折
り方の講習会も行なわれバルトの代表団のも真剣に
折り鶴に取り組んでいました。エストニアのヤーン・
クリナルさんは、奥様がパルヌで小学校の先生をし
ているので、自分も折り方をしっかり覚えて、パル
ヌの小学生に奥様を通じて伝授したい、と言ってお
りました。

２００８年１０月３１日（金）・長崎＆東京
午前１０時２０分長崎発の JAL １８４２便で羽田に
向け出発。１２時羽田着。羽田では本基金スタッフ
の吉田嘉清さん、山下史さん、千葉智恵子さんが空
港で出迎え。空港で昼食を済ました後、都市センター
ホテルにチェックイン。その後千葉さん吉田さん同
行のもと第五福竜丸展示館を見学。（朝日新聞・東
京版２００８年１１月１日付け参照）

２００８年１１月１日（土）・東京
千葉さんの案内で都内観光。
１８時３０分は宿泊先ホテルの梅林でさよなら懇親
会を開催。ロシア通訳は梶山さん、浅野真理さんに
お願いしました。（写真は次ページに）

メール de リアル
10 月３１日（東京着、第五福竜丸展示館訪問）

（東京発）
皆さんへ
　到着時刻は若干遅れたものの快適な旅を過ごせたようで、思っていたよりも元気に再

マ マ
開すること

が出来ました。昼食の時は４人が４人とも広島・長崎での体験をやや興奮気味に語ってくれ、また
健啖家ぶりを披露してくれました。
　気がつけば残された時間は余りなく、ホテルでチェックイン・荷物を部屋に運び入れたあとすぐ
に、東京都江東区夢の島にある第五福竜丸展示館へ向かいました。

　実はバルトの方々を連れて行く時はいつもなのですが、川崎会長が自ら館内を説明してください
ます。こちらでもロシア語の通訳をお願いできたこともあってか、４人は展示のひとつ一つの説明
に熱心に耳を傾けていました。

東京：千葉智恵子

メール de リアル
10 月１日（昼間は都内観光、夜は懇親会）
皆様へ
　午前中は英語の鳩バスツアーに参加し、東京タワー、皇居入り口、浅草と東京三大名所を回しま
した。特に、ガイドさんから「今日は富士山は見えないだろう」と予告されていたにも関わらず、
東京タワーからうっすらと富士山が見えた時は大興奮していました。
　その後、銀座経由でショッピングへ。女子高校生とどちらがにぎやかかしらと思うほど、定番の
電気製品はもとよりネクタイから爪切りのような日用品まで買いに買いまくっていました（笑）。

　夜は、１９年前に当基金が発足する際に呼び掛け人となってくださった百瀬　宏先生（津田塾大

▲第五福竜丸展示館にて。画面中央は川崎昭一郎会長。
▼第五福竜丸をバックに。はいチーズ！

▼都内観光。つかの間の自由時間を満喫中！

2009.8.30 版
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２００８年１１月２日（日）・東京
１２時発フィンランド航空（AY）７４便にて代表団
帰国。成田空港まで江成が見送りに行きました。

（文・写真：江成　洋）

学名誉教授、広島市立大学名誉教授）、加藤　博さん（北朝鮮難民救援基金事務局長）らをはじめ、
これまで基金の活動を支えてくださった方々とにぎやかなひとときを過ごしました。
　４人とも異口同音に、広島の方々には本当に感謝していると話してくれました。
本当にいろいろとありがとうございました。

　改めて、きちんとした報告書を作りたいと考えています。何事かをお願いすることがあるかもし
れません。その際は何卒よろしくお願いいたします。

では、またお会いするその日まで。
イキパシマーティモ！（また会いましょう：リトアニア語）　　　　　　　　東京：千葉智恵子

▼左から、加藤　博さん（北朝鮮難民救援基金事務局長）、百瀬　宏
先生（津田塾大学名誉教授、広島市立大学名誉教授）、当基金江成 洋。▼中央は当基金の山谷、右は中島まり英さん。

▼左から、当基金の千葉智恵子、通訳の浅野真理さん。 ▼左から、服部　翠さん、中島友義さん、当基金の山下　史。
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