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2013年2⽉13⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成25年3⽉17⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2013年1⽉22⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成25年2⽉17⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2013年1⽉16⽇ 講演会『満蒙開拓⻘少年義勇軍』
 ⽇時：平成25年1⽉27⽇（⽇）午後2時〜

 会場：新宿住友ビル47階「スカイルーム」

2012年12⽉17⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成25年1⽉20⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年11⽉26⽇ ミニコンサート
 ⽇時：第1回 平成24年12⽉15⽇（⼟）、第2回 平成25年1⽉12⽇（⼟）、第3回

平成25年１⽉19⽇（⼟）各⽇午後1時30分〜／午後3時〜
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年11⽉19⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年12⽉16⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年10⽉22⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年11⽉18⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年10⽉10⽇ 秋の特別上映会
 ⽇時：第⼀弾 平成24年10⽉25⽇（⽊）〜10⽉28⽇（⽇）、第⼆弾 平成24年11⽉

1⽇（⽊）〜11⽉4⽇（⽇）各⽇午後1時〜
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年度

2012年9⽉16⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年10⽉21⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年8⽉18⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年9⽉16⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年7⽉16⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年8⽉19⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
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2012年7⽉11⽇ スペシャルトークイベント ちばてつやさん×森⽥拳
次さん

 ⽇時：平成24年8⽉18⽇（⼟）午後2時〜 （約60
分）

 会場：新宿住友ビル47階「スカイルーム」

2012年7⽉11⽇ 戦争体験の記憶を次の世代へ －思いをつなげる、語
り継ぐ－

 学べる夏イベント36⽇間
 期間：7⽉21⽇（⼟）〜8⽉25⽇（⼟）

 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター等

2012年6⽉18⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年7⽉15⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年6⽉5⽇ 語り部お話し会
 ⽇時：平成24年6⽉17⽇（⽇）午後2時〜 （約60分）

会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2012年4⽉13⽇ ゴールデンウィーク特別イベント
⽇時：平成24年4⽉28⽇（⼟）〜5⽉6⽇（⽇）各⽇ 

午前10時30分〜／午後2時〜
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター 
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平和祈念展⽰資料館では、さきの⼤戦における兵⼠、戦後強制抑
留者および海外からの引揚者の労苦を語り継ぐためのイベントを
⾏っています。

 今回は再上映のリクエストが多かった、アニメや映画・ドキュメ
ンタリーの上映、語り部お話し会などを実施します。

 みなさんで参加し、映像や証⾔から、理解を深めてみませんか。

⽇ 時 平成24年4⽉28⽇（⼟）〜5⽉6⽇（⽇）
各⽇午前10時30分〜／午後2時〜

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
参加費 無料
定 員 先着50名

ゴールデンウィーク特別イベント

■■上映作品■■
4⽉28⽇（⼟）・29⽇（⽇・祝）・30⽇（⽉・祝）
午前10時30分〜

  「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」 
  平成5（1993）年 満蒙開拓・映画製作委員会

午後2時〜
  「キクちゃんとオオカミ」 

  平成20（2008）年 テレビ朝⽇・シンエイ動画 制作

5⽉1⽇（⽕）・2⽇（⽔）
午前10時30分〜

  「塔は黙して語らず"特攻義烈空挺隊の真実"」 
  （MRT宮崎放送製作 1998年 JNNネットワーク協議会報道部⾨奨励賞）

午後2時〜
  「時代を切り撮った男〜⼩柳次⼀86歳〜」 

  （MRT宮崎放送製作 ドキュメンタリー番組「電撃⿊潮隊」）

5⽉3⽇（⽊・祝）・4⽇（⾦・祝）
午前10時30分〜
 「異国の丘」 

  昭和24（1949）年公開作品 出演：上原謙・花井蘭⼦ほか

午後2時〜
  「硫⻩島からの⼿紙」 

  平成18（2006）年公開作品 出演：渡辺謙・⼆宮和也ほか

5⽉5⽇（⼟・祝）・6⽇（⽇）
午前10時30分〜

  「樺太1945年夏 氷雪の⾨」 
  昭和49（1974）年公開作品 出演：⼆⽊てるみ・岡⽥可愛ほか

■■語り部お話し会■■

5⽉5⽇（⼟・祝） 鈴⽊忠典さん
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ゴールデンウィーク特別イベント プログラム紹介

5⽉6⽇（⽇） 猪熊得郎さん
各⽇午後2時〜
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年6⽉17⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は戦後強制抑留を体験した⽜窪剛さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
⽜窪剛（うしくぼつよし）

⼤正14（1925）年⽣まれ。
昭和20（1945）年1⽉、新潟新発⽥連隊第3機関銃中隊に⼊隊。すぐに朝鮮の会寧へ。
まもなく満州開⼭屯にて国境警備に従事。終戦後はシベリアに抑留される。
伐採、鉄道敷設作業等に従事。
昭和23（1948）年6⽉、復員。

次回の語り部お話し会は、7⽉15⽇（⽇）です。
 戦後強制抑留を体験した成⽥富男さんが貴重な体験を語ります。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年7⽉15⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は戦後強制抑留を体験した成⽥富男さんが⾃作の紙芝居を使って貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
成⽥富男（なりたとみお）

昭和4（1929）年⽣まれ。
昭和20（1945）年、満蒙開拓⻘少年義勇軍の隊員として満州に渡る。
終戦後、多くの隊員とともに15歳でシベリアへ抑留され、バイカル湖付近やヨーロッパ・ロシア地域などで伐採、建
築作業に従事。
昭和23（1948）年11⽉、帰国。

次回の語り部お話し会は、8⽉19⽇（⽇）です。
 海外からの引揚げを体験した吉⽥勇さんが貴重な体験を語ります。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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平和祈念展⽰資料館では、夏休みにあわせ、戦争体験の労苦を語
り継ぐためのイベントを実施します。

 読み語り、紙芝居、語り部お話し会、アニメや映画の上映、ミニ
コンサート、ワークショップなど、みんなで参加しやすい内容で
す。

「スペシャルトークイベント ちばてつやさん×森⽥拳次さん」
の参加申込みはこちら。

戦争体験の記憶を次の世代へ －思いをつなげる、語り継ぐ－
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⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
16 17 18 19 20 21

⼀⿓齋貞友さん
紙芝居

アートワーク

22
トークイベント

 森野達弥さん×増⽥弘名
誉館⻑

アートワーク

23
紙芝居

アートワ
ーク

24
紙芝居

アートワ
ーク

25
紙芝居

アートワ
ーク

26
紙芝居

アートワ
ーク

27
紙芝居

アートワ
ーク

28
増⽥昭⼀さんお
話し会

アートワーク

29
語り部お話し会

アートワーク

30
読み語り

アートワ
ーク

31
読み語り

アートワ
ーク

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
1
読み語り

ワークショ
ップ

アートワー
ク

2
読み語
り

ワーク
ショッ
プ

アート
ワーク

3
読み語
り

ワーク
ショッ
プ

アート
ワーク

4
ミニコンサート

ワークショップ

アートワーク

5
映画

ワークショップ

アートワーク

6
映画

ワーク
ショッ
プ

アート
ワーク

7
映画

ワーク
ショッ
プ

アート
ワーク

8
映画

ワークショ
ップ

アートワー
ク

9
映画

ワーク
ショッ
プ

アート
ワーク

10
映画

ワーク
ショッ
プ

アート
ワーク

11
【特別展⽰】「引揚げにみる⺟
と⼦」

ワークショップ

アートワーク

12
【特別展⽰】「引揚
げにみる⺟と⼦」

ワークショップ

アートワーク

13
映画

アート
ワーク

14
映画

アート
ワーク

15
⼀⿓齋貞友
さん読み語
り

アートワー
ク

16
アート
ワーク

17
読み語
り

18
スペシャルトークイベント ち
ばてつやさんｘ森⽥拳次さん

【特別展⽰】「ぼくたちの引揚
げ体験」

19
語り部お話し会

20
映画

21
映画

22
映画

23
映画

24
映画

25
映画

語り部紙芝居

26
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満州（現・中国東北部）の奉天（現・瀋陽）育ちの漫画界の2⼈
の巨匠が、当資料館の所蔵資料を交えながら、「少年」という⽬
線から、満州での⽣活や引揚げの体験を語ります。

定員となりましたので受付は締切ました。

⽇ 時 平成24年8⽉18⽇（⼟）
 午後2時〜 （約60分）

会 場 新宿住友ビル47階「スカイルーム」
東京都新宿区⻄新宿2-6-1

参加費 無料
定 員 130名（先着順）

 定員になり次第、受付を終了します。
参加⽅法 ＰＣ（ウェブサイト）／FAX／往復ハガキ より

お申込みください。
 お申込みいただいた⽅全員に、参加の可否をご

連絡いたします。
お問い合わせ 「8.18トークイベント係」

〒163-0248
 新宿住友ビル48階 平和祈念展⽰資料館

e-mail:info@heiwakinen.jp
TEL:03-5323-8709

上のボタンをクリックして進んで
ください。

上のボタンをクリックして申込⽤
紙をダウンロード。必要事項を記
⼊して下記まで送信してくださ
い。

送信先
 03-5323-8714

往復ハガキに、⽒名、年齢、住
所、電話番号、参加希望⼈数を記
⼊の上、下記まで郵送ください。

〒163-0248
 新宿住友ビル48階

 平和祈念展⽰資料館
 8.18トークイベント係

スペシャルトークイベント ちばてつやさん×森⽥拳次さん

【ちばてつやさんプロフィール】
 1939年⽣まれ。満州（現・中国東北部）より引揚げ。主な作品「あしたのジョー」など。

【森⽥拳次さんプロフィール】
 1939年⽣まれ。少年時代を満州（現・中国東北部）で過ごす。主な作品「丸出だめ夫」など。
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年8⽉19⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は海外からの引揚げを体験した吉⽥勇さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■  
吉⽥勇（よしだいさむ）

昭和10（1935）年⽣まれ。
樺太・敷⾹⽣まれ。
終戦間際になってから⽗親と16歳の兄が動員される。
昭和20（1945）年8⽉17⽇、⺟と6⼈の⼦どもで引揚船に乗るために家を出る。
8⽉21⽇、多くの犠牲者を出した第⼆新興丸に乗る。
甲板にいて7⼈全員が運良く助かったが、悲惨な光景を⽬の当たりにした。
北海道留萌着。

次回の語り部お話し会は、9⽉16⽇（⽇）です。
 戦後強制抑留を体験した猪熊得郎さんが貴重な体験を語ります。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年9⽉16⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は戦後強制抑留を体験した猪熊得郎さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
猪熊得郎（いのくまとくろう）

昭和3（1928）年⽣まれ。
昭和19（1944）年、旧制中学修了と同時に、⽗親の反対を押切って陸軍の特別幹部候補⽣に志願。
その1期⽣として⽔⼾の通信学校⻑岡教育隊に⼊隊。
教育中の昭和20（1945）年2⽉26・27⽇、⽶機動部隊の⼤空襲に遭遇。
同期11⼈が戦死。
同年4⽉、基地通信隊員として関東軍の第2航空軍に配属、満州（現・中国東北部）に渡る。
同年8⽉17⽇、新京にて武装解除、ソ連軍に降伏後、シベリアへ抑留。
昭和22（1947）年12⽉、復員。

次回の語り部お話し会は、10⽉21⽇（⽇）です。
 兵⼠を体験した⼤⽮東さんが貴重な体験を語ります。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年10⽉21⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は兵⼠を体験した⼤⽮東さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■  
⼤⽮東（おおやあずま）

⼤正13（1924）年⽣まれ。
昭和19（1944）年9⽉、繰上げ徴兵により満州（現・中国東北部）第1国境守備隊に⼊隊。
昭和20（1945）年8⽉9⽇からのソ連軍の侵攻による激戦を⽣き抜き陣地を脱出。
昭和21（1946）年5⽉20⽇逃避⾏中、⼋路軍（中国共産党軍）に包囲されて降伏。
この時初めて終戦を知る。
昭和21（1946）年9⽉、復員。

次回の語り部お話し会は、11⽉18⽇（⽇）です。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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秋の特別上映会

平和祈念展⽰資料館では、さきの⼤戦における兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の労苦を語り継ぐさまざまなイ
ベントを⾏っています。

 今秋は、中嶋朋⼦さんの朗読や、⼤和⽥伸也さん・悠太さん親⼦の朗読劇、⽇露ＳＡＫＵＲＡプロジェクトによるシベリ
ア抑留⽣活劇などの上演作品を上映します。

⽇ 時 第⼀弾：平成24年10⽉25⽇（⽊）〜10⽉28⽇（⽇）
第⼆弾：平成24年11⽉1⽇（⽊）〜11⽉4⽇（⽇）
各⽇午後1時〜

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
参加費 無料

＜第⼀弾：平成24年度、23年度「平和祈念フォーラムin新宿」朗読映像＞ 
上映時間：約70分

■平成24年度：平和祈念フォーラムin新宿 朗読会
朗読：中嶋朋⼦

「おもいでのリュック」
 満州に住んでいた4歳のえっちゃんが、⽇本にいるおばあちゃんの家に帰り

着くまでの引揚げの労苦を綴った⼿記をもとにした絵本「おもいでのリュ
ック」を、戦争を知らない世代の⺟親である⼥優の中嶋朋⼦さんが朗読し
ます。

■平成23年度：平和祈念フォーラムin新宿 朗読劇3話
出演：⼤和⽥伸也、⼤和⽥悠太、SOUKI

第1話 「知られざるシベリア抑留⽣活」
 〜戦後強制抑留者の労苦について〜

第2話 「戦争とうた」
 〜兵⼠の労苦について〜

第3話 「遠い祖国をめざして」
 〜海外からの引揚者の労苦について〜

体験者の⼿記『平和の礎』をもとに、実⽗が満州引揚者である俳優の⼤和⽥伸也さんが、⻑男で俳優の悠太さんとの共演
により、労苦体験の語り継ぎを朗読劇で披露します。

＜第⼆弾：⽇露SAKURAプロジェクト 「シベリアに桜咲くとき」舞台映像＞ 
上映時間：約115分

第⼆次世界⼤戦後にシベリアに抑留された⽇本⼈の⽣活を、ロシア⼈の⽬から描いた舞台の⽇本公演作品。
ロシアと⽇本の俳優らによる合作で、収容所での⽇本⼈とロシア⼈の触れ合いを戯曲にまとめたものです。

作：ネリ・マトハーノワ／出演：ロシア国⽴ミヌシンクドラマ劇場＆ピープルシアター／協⼒：テレビ松本
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年11⽉18⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は戦後強制抑留を体験した遠藤尚次さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
遠藤尚次（えんどうしょうじ）

⼤正15（1926）年⽣まれ。
昭和19（1944）年1⽉、召集され東部62部隊に⼊隊、20⽇には独⽴歩兵111⼤隊に⼊隊。
昭和20（1945）年9⽉中旬、ソ連軍により武装解除。
イマン収容所へ抑留。
強制労働、酷寒、空腹に耐え、以後6ヶ所を転々とする。
昭和22（1947）年5⽉、復員。

次回の語り部お話し会は、12⽉16⽇（⽇）です。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成24年12⽉16⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は兵⼠を体験した川村傳さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
川村傳（かわむらつたえ）

⼤正10（1921）年⽣まれ。
昭和17（1942）年1⽉、騎兵第14連隊に⼊隊。
奉天、北京、包頭を経由し、安北へ。
同年末、戦⾞機動歩兵第3連隊に⼊隊。
昭和19（1944）年、河南作戦に参加。
昭和20（1945）年12⽉、復員。

次回の語り部お話し会は、1⽉20⽇（⽇）です。 
 戦後強制抑留を体験した成⽥富男さんが⾃作の紙芝居を使って貴重な体験を語ります。 

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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ミニコンサート

平和祈念展⽰資料館では、さきの⼤戦における兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の労苦を語り継ぐさまざまなイ
ベントを⾏っています。

 年末年始は慌しい時期ですが、忙しい⽇常⽣活にひとときの安らぎを与えてくれるミニコンサートを開催します。
演奏に⽿を傾け、冬の満州やシベリアに思いを馳せてみませんか。

⽇ 時 第1回 平成24年12⽉15⽇（⼟）、第2回 平成25年1⽉12⽇（⼟）、第3回 平成25年１⽉19⽇（⼟）
各⽇午後1時30分〜／午後3時〜

 休館⽇：平成24年12⽉26⽇（⽔）〜平成25年1⽉4⽇（⾦）
会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
参加費 無料

イングランド⺠謡の『埴⽣の宿』は、さきの⼤戦時に、兵⼠たちに多く⼝ずさまれ、その頃の時代を描いた映画やドラマ
でも度々使われています。

 この度のミニコンサートでは、3グループの出演者がそれぞれの楽器で、この『埴⽣の宿』を演奏します。

第1回 フルート＆オカリナ⼆重奏
 ⽇時：平成24年12⽉15⽇（⼟） 午後1時30分〜／午後3時〜

 出演：新原輝美、樋⼝聖⼦（フルートとオカリナ持ち替え）
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

第2回 管楽三重奏
 ⽇時：平成25年1⽉12⽇（⼟） 午後1時30分〜／午後3時〜

 出演：平⽥暢（オーボエ）、倉 愛花理（クラリネット）、安武悠太（ファゴット）
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

第3回 アイリッシュフルート＆アイリッシュハープ⼆重奏
 ⽇時：平成25年1⽉19⽇（⼟） 午後1時30分〜／午後3時〜

 出演：豊⽥耕三（アイリッシュフルート）、梅⽥千晶（アイリッシュハープ）
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成25年1⽉20⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は満蒙開拓⻘少年義勇軍の隊員であり、戦後強制抑留を体験した成⽥富男さんが⾃作の紙芝居を使って貴重な体験を
語ります。

■■プロフィール■■   
成⽥富男（なりたとみお）

昭和4（1929）年⽣まれ。
昭和20（1945）年、満蒙開拓⻘少年義勇軍の隊員として満州に渡る。
終戦後、多くの隊員とともに15歳でシベリアへ抑留され、バイカル湖付近やヨーロッパ・ロシア地域などで伐採、建
築作業に従事。
昭和23（1948）年11⽉、帰国。

次回の語り部お話し会は、2⽉17⽇（⽇）です。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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平和祈念展⽰資料館では、現在開催中の企画展「満蒙開拓⻘少年
義勇軍の軌跡－満州に渡った少年たち－」（会期：平成24年12
⽉11⽇（⽕）〜平成25年3⽉10⽇（⽇））に関連するイベント
として、⽇本近現代史・東アジア国際関係史が専⾨で、⼈間⽂化
研究機構国⽂学研究資料館助教を務める加藤聖⽂⽒の講演会を⾏
います。講演会終了後、当資料館にて加藤⽒による企画展の特別
解説をします。

⽇ 時 平成25年1⽉27⽇（⽇）
午後2時〜

会 場 新宿住友ビル47階「スカイルーム」
定 員 先着90名 ※当⽇正午より48階当資料館受付にて整理

券を発⾏します。

講演会『満蒙開拓⻘少年義勇軍』
－「皇国少年」の光と影－

満州移⺠政策が全国規模で展開される中、10代の若者もその政策の対象とされていきました。
 満州に夢を抱き、⽗⺟と別れて義勇軍に参加した彼らでしたが、満州の現実は理想とはほど遠いものでした。そして、理

想と現実の狭間に煩悶する彼らは、ソ連軍の侵攻、さらにシベリア抑留という過酷な⼈⽣体験を歩むことになります。
義勇軍とは何だったのか、その歴史的背景とともに検証します。

チラシのダウンロードはこちら
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成25年2⽉17⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は兵⼠を体験した永野平蔵さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
永野平蔵（ながのへいぞう）

⼤正11（1922）年⽣まれ。
昭和19（1944）年3⽉、佐倉東部第64連隊に⼊隊。
同年7⽉、フィリピンへ、マニラにて橋や浄⽔場などの警備に従事。
同年11⽉、ネグロス島へ。
⽶軍による砲爆撃を⽣き抜く。
昭和20（1945）年8⽉、⽶軍に降伏後、1年4ヶ⽉間捕虜となる。
昭和21（1946）年12⽉、復員。

次回の語り部お話し会は、3⽉17⽇（⽇）です。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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語り部お話し会
 毎⽉第3⽇曜⽇は語り部お話し会

平和祈念展⽰資料館では、語り部を通して、さきの⼤戦の労苦を伝え、平和の尊さを学んでもらうことを⽬的に毎⽉第3⽇
曜⽇に「語り部お話し会」を開催しています。

⽇ 時 平成25年3⽉17⽇（⽇）
午後2時〜 （約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
 ※お席に限りがございますので予めご了承ください。

参加費 無料

今回は海外からの引揚げを体験した⼿塚元彦さんが貴重な体験を語ります。

■■プロフィール■■   
⼿塚元彦（てづかもとひこ）

昭和8（1933）年 満州（現・中国東北部）の奉天（現・瀋陽）⽣まれ。
昭和20（1945）年9⽉、⽗親はソ連軍に連⾏されて⾏⽅不明となり、⺟親は病死する。
昭和21（1946）年9⽉、12歳のとき、7歳と5歳の妹を連れて、葫蘆島から佐世保に引揚げ。

次回の語り部お話し会は、4⽉21⽇（⽇）です。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。
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