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2015年2⽉1⽇

2014年度

春の特別イベント　「みて・きいて・知る、戦争体験」 
期　間︓平成27年2月14日(土)～3月29日(日)
※休館日︓3月23日(月)
参加費︓無料

2014年8⽉22⽇ イベント関連図書紹介ードラマ「遠い約束」
増⽥昭⼀さんの原作が、この夏、ドラマになりました。 

2014年7⽉2⽇ 夏休み特別イベント みて、きいて、ふれる－
この夏に知る戦後の労苦
期間︓平成26年7月19日(土)～8月31日(日)
会場︓平和祈念展示資料館　ビデオシアターほか

2014年4⽉16⽇ GW4⽇間連続 語り部お話し会
⽇時：平成26年5⽉3⽇(⼟・祝)〜5⽉6⽇(⽕・振 

休) 各⽇午後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について、理解を深めるた
めのさまざまなイベントを⾏っています。

 今回はゴールデンウィークのイベントとして、当資料館の語り部
による「語り部お話し会」を4⽇間連続で開催します。

⽇ 時 平成26年5⽉3⽇（⼟・祝）〜5⽉6⽇（⽕・振休）
各⽇午後2時〜（約60分）

会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
参加費 無料

GW4⽇間連続 語り部お話し会

■■出演者■■
5⽉3⽇(⼟・祝)  ⼤⽮東さん（兵⼠)
5⽉4⽇(⽇・祝)  福岡澄⼦さん（海外からの引揚者)
5⽉5⽇(⽉・祝)  成⽥富男さん（戦後強制抑留者)
5⽉6⽇(⽕・振休)  川村傳さん（兵⼠)

※お席には限りがありますので予めご了承ください。
 ※やむをえない事情により、出演者が変更になる場合があります。

語り部プロフィール

⼤⽮東（おおやあずま)
⼤正13(1924)年11⽉、神奈川県⽣まれ。

 昭和19(1944)年9⽉、繰上げ徴兵により満州(現・中国東北部)の第1国境守備隊に⼊隊。
昭和20(1945)年8⽉9⽇のソ連軍による侵攻後、陣地を脱出。

 昭和21(1946)年5⽉逃避⾏中、⼋路軍(中国共産党軍)に包囲されて投降。この時初めて終戦を知る。
昭和21(1946)年9⽉、復員。

福岡澄⼦（ふくおかすみこ)
昭和11(1936)年4⽉、満州(現・中国東北部)・⼤連⽣まれ。
昭和14(1939)年5⽉、⽗の転勤先パリに移る。

 昭和19(1944)年8⽉、連合国軍の攻勢に伴い、パリからベルリンへと逃避。
 昭和20(1945)年5⽉、ソ連軍に保護され、ベルリンからシベリア鉄道を東下し、満州へ護送。

8⽉15⽇、奉天(現・瀋陽)で終戦を知る。
 昭和21(1946)年7⽉、葫蘆島から⼭⼝県仙崎港に引揚げ。

成⽥富男（なりたとみお)
昭和4(1929)年12⽉、兵庫県⽣まれ。

 昭和20(1945)年、満州開拓⻘年義勇隊の隊員として満州(現・中国東北部)の孫呉訓練所に渡る。
終戦後、15歳でシベリア・セレトカン収容所に抑留される。
抑留中、森林伐採作業、建築作業等に従事。
昭和23(1948)年11⽉、帰国。
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川村傳（かわむらつたえ)
⼤正10(1921)年11⽉、東京都⽣まれ。

 昭和17(1942)年1⽉、騎兵第14連隊に⼊隊。
 朝鮮半島、北京を経由し、内モンゴル・安北へ。

 12⽉、機動歩兵第3連隊に配属。
 昭和19(1944)年、河南作戦に参加。

 昭和20(1945)年12⽉、復員。
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平和祈念展⽰資料館では、夏休みにあわせて、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知るた
めの特別イベントを開催します。

 トークイベント、読み語りや⼀⼈芝居、アニメや映画の上映会、
語り部お話し会、ワークショップなど「みて、きいて、ふれる」
ことのできる内容です。みなさんでご参加ください。

期 間 平成26年7⽉19⽇(⼟)〜8⽉31⽇(⽇)
※休館⽇：8⽉24⽇（⽇）

参加費 無料

※開催イベントの内容は変更になる場合がありますので、予めご
了承ください。

 ※やむをえない事情により、出演者が変更になる場合がありま
す。

夏休み特別イベント みて、きいて、ふれる－この夏に知る戦後の労苦

イベントスケジュール7⽉
19 ⼟ 午後2時 声優さんの労苦体験⼿記読み語り ⼀⿓齋貞友さん

20 ⽇ 午後2時 語り部お話し会 猪熊得郎さん(戦後強制抑留者)

21
⽉

 ・
 祝

午前10時
午後1時

 午後3時
上映 アニメ「えっちゃんのせんそう」

22 ⽕
午前10時〜

 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

23 ⽔ 上映 アニメ「ビルマの竪琴」

24 ⽊ 上映 アニメ「⼩さい潜⽔艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」

25 ⾦
午前10時
午後1時

 午後3時
上映 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

26 ⼟ 午後2時 ⼀⼈芝居「⽣き地獄からもどったわたし！」 瀬⽥ひろ美さん

トークイベント
抑留者を勇気づけたメロディー「異国の丘」を題材に
2つのトークイベントを開催します。

 ・作曲家 𠮷⽥正さんの⾳楽で知るシベリア抑留
 ・劇団四季「ミュージカル 異国の丘」で知る

 シベリア抑留

企画展 早⽥貫⼀抑留絵画展 
ギャラリートーク
早⽥貫⼀さんのご家族を迎え、学芸員による展⽰解説
を⾏います。

声優さんの労苦体験⼿記読み語り
「平和の礎」より、戦後強制抑留者、海外からの引揚
者の体験⼿記を声優さんが読み語ります。

語り部お話し会
戦後強制抑留、海外からの引揚げを体験した語り部が
⾃⾝の体験を語ります。

⼀⼈芝居「⽣き地獄からもどったわたし！」
「平和の礎」より、満州(現・中国東北部)からの引揚
げ体験をつづった⼿記を⼀⼈芝居で上演します。

学芸員の解説つきワークショップ
学芸員の話を聞きながら、レプリカ資料の写真撮影や
スケッチを通して、ワークシートを作成します。

作ろう、君だけの資料館ミニガイド
資料館を⾒学しながら、展⽰資料についてのワークシ
ートに記⼊していくと、最後に資料館ミニガイドが完
成します。

夏の特別上映プログラム
アニメ、映画など⽇替わりで上映します。
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27 ⽇ 午後2時 声優さんの労苦体験⼿記読み語り ⼋⼾優さん

28 ⽉ 午前10時
 午後1時

 午後3時

上映 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

29 ⽕ 上映 映画「異国の丘」

30 ⽔ 午前10時〜
 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

31 ⽊ 上映 アニメ「ビルマの竪琴」

イベントスケジュール8⽉

1 ⾦ 午前10時〜
 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「⼩さい潜⽔艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」

2 ⼟
午前10時〜午後5時

学芸員の解説つきワークショップ

3 ⽇ 学芸員の解説つきワークショップ

4 ⽉ 午前10時
 午後1時

 午後3時

上映 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

5 ⽕ 上映 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

6 ⽔ 上映 映画「異国の丘」

7 ⽊ 午前10時〜
 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

8 ⾦ 上映 アニメ「ビルマの竪琴」

9 ⼟ 午後2時 トークイベント「作曲家 𠮷⽥正さんの⾳楽で知るシベリア抑留」

10 ⽇ 午後2時 ⼀⼈芝居「⽣き地獄からもどったわたし！」 瀬⽥ひろ美さん

11 ⽉ 午前10時〜
 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「⼩さい潜⽔艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」

12 ⽕ 午前10時
 午後1時

 午後3時

上映 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

13 ⽔ 上映 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

14 ⽊ 上映 映画「異国の丘」

15 ⾦ 午前10時〜
 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

16 ⼟ 午後2時 トークイベント「劇団四季「ミュージカル 異国の丘」で知るシベリア抑留」

17 ⽇ 午後2時 語り部お話し会 ⼿塚元彦さん(海外からの引揚者)

18 ⽉ 午前10時〜
 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「ビルマの竪琴」

19 ⽕ 上映 アニメ「⼩さい潜⽔艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」

20 ⽔
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

21 ⽊ 上映 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

22 ⾦ 上映 映画「異国の丘」

23 ⼟ 上映 アニメ「えっちゃんのせんそう」

24 ⽇ 休館⽇

25 ⽉
午前10時〜

 午後4時の毎時00分

上映 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

26 ⽕ 上映 アニメ「ビルマの竪琴」

27 ⽔ 上映 アニメ「⼩さい潜⽔艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」

28 ⽊ 午前10時
 午後1時

 午後3時

上映 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

29 ⾦ 上映 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

30 ⼟ 午後2時 企画展 早⽥貫⼀抑留絵画展 ギャラリートーク

31 ⽇ 午前10時
 午後2時

上映 映画「樺太1945年夏 氷雪の⾨」
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イベント関連図書紹介ードラマ「遠い約束」

満州難⺠収容所の孤児たちの切ない"命"の物語
 増⽥昭⼀さんの原作が、この夏、ドラマになりました。

増⽥昭⼀さんは、当資料館でも読み語りをしている絵本「⾦のひしゃく」「ともちゃんのおへそ」
 「来なかったサンタクロース」の作者でもあり、イベントではご⾃⾝の体験談を語っていただくなど、当資料館にゆかり

のある⽅です。
◎増⽥昭⼀さんの著書は、当資料館の図書閲覧コーナーで紹介しています。

番組名  テレビ未来遺産"終戦69年"ドラマ特別企画
      「遠い約束〜星になったこどもたち〜」

放送⽇ 平成26年8⽉25⽇(⽉)午後9時〜
放送局 TBS系全国ネット

 原 作 増⽥昭⼀：「満州の星くずと散った⼦供たちの遺書」
 「戦場のサブちゃんとゴン」

 「約束」
 （夢⼯房 刊）

ドラマのホームページはこちら
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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知るためのイベントを⾏
っています。

 今春は過去に上映した映画の中から好評だった映画やアニメの上
映、語り部お話し会などを開催します。ご家族でご来館くださ
い。

期 間 平成27年2⽉14⽇(⼟)〜3⽉29⽇(⽇)
※休館⽇：3⽉23⽇(⽉)

参加費 無料

※開催イベントの内容は変更になる場合がありますので、予めご
了承ください。

春の特別イベント 「みて・きいて・知る、戦争体験」

イベントスケジュール2⽉

14 ⼟

午前11時

リニューアル記念 館内ガイドツアー午後1時

午後3時

15 ⽇

午前11時

リニューアル記念 館内ガイドツアー午後1時

午後3時

午後2時 語り部お話し会

21 ⼟

午前10時
映画「私はシベリヤの捕虜だった」

午後2時

午後1時 ギャラリートーク 企画展「未公開資料展-帰国にまつわる資料を中⼼に-」

22 ⽇
午前10時

映画「異国の丘」
午後2時

28 ⼟ 午前10時 映画「異国の丘」

週末上映会

第1弾 映画上映
 第2弾 春休みアニメ上映

●詳細はイベントスケジュールをご確認ください。

リニューアル記念 館内ガイドツアー
リニューアルのポイントやエピソードなどを解説員が説明
します。

 参加された⽅にはオリジナルグッズを差し上げます。
2⽉14⽇(⼟)・15⽇(⽇)

語り部お話し会
元兵⼠、抑留体験者の語り部が⾃⾝の体験を語ります。
2⽉15⽇(⽇)・3⽉15⽇(⽇)

企画展「未公開資料展
 -帰国にまつわる資料を中⼼に-」

ギャラリートーク
学芸員による展⽰解説を⾏います。

 2⽉21⽇(⼟)・3⽉14⽇(⼟)・4⽉11⽇(⼟)

春休み館内ガイドツアー
展⽰資料についてのエピソードなどを学芸員が説明しま
す。

 参加された⽅にはオリジナルグッズを差し上げます。
3⽉21(⼟・祝)・22⽇(⽇)

 28⽇(⼟)・29⽇(⽇)
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午後2時

イベントスケジュール3⽉

1 ⽇
午前10時

映画「樺太1945年夏 氷雪の⾨」
午後2時

7 ⼟ 午後2時 映画「硫⻩島からの⼿紙」

8 ⽇
午前10時

映画「私はシベリヤの捕虜だった」
午後2時

14 ⼟
午後1時 ギャラリートーク 企画展「未公開資料展-帰国にまつわる資料を中⼼に-」

午後2時 映画「ビルマの竪琴」

15 ⽇ 午後2時 語り部お話し会

21
⼟

 ・
 祝

午前11時 春休み館内ガイドツアー

午前10時 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

午後1時 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

午後3時 アニメ「ビルマの竪琴」

22 ⽇

午前11時 春休み館内ガイドツアー

午前10時 アニメ「ビルマの竪琴」

午後1時 アニメ「戦争が終わった夏に 1945・樺太（サハリン）」

午後3時 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

28 ⼟

午前11時 春休み館内ガイドツアー

午前10時 アニメ「ビルマの竪琴」

午後1時 アニメ「戦争が終わった夏に 1945・樺太（サハリン）」

午後3時 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

29 ⽇

午前11時 春休み館内ガイドツアー

午前10時 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

午後1時 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

午後3時 アニメ「ビルマの竪琴」
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