
館内イベント 2015 年度
平和祈念展示資料館 

Copyright © 平和祈念展示資料館



2016年2⽉3⽇ 春の特別プログラム「観てみよう、聞いてみよう 
戦争のこと」

 期間：第１弾 平成28年2⽉20⽇(⼟) 〜3⽉13⽇
(⽇）の⼟⽇

          第２弾 平成28年3⽉19⽇(⼟) 〜3⽉31⽇
(⽊）の毎⽇(春休み期間）※3⽉28⽇(⽉)は休館
会場：平和祈念展⽰資料館

2015年度

2015年9⽉14⽇ 秋の連休特別プログラム
⽇時：

 平成27年9⽉19⽇(⼟)〜9⽉23⽇(⽔・祝)
平成27年10⽉10⽇(⼟)〜10⽉12⽇(⽉・祝） 

会場：平和祈念展⽰資料館 

2015年6⽉26⽇ 戦後70年 夏休みイベント「みて、きいて、知る 70
年前のこと」

 期間：平成27年7⽉18⽇(⼟)〜8⽉31⽇(⽉)
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアターほか 

2015年6⽉26⽇ 《スペシャルイベント》戦後70年企画 私たちが伝
える体験者の⾔葉

 ⽇時：平成27年8⽉8⽇（⼟）午後2時〜午後3時40
分(開場は午後1時30分)

 会場：新宿住友ビル47階「新宿住友スカイルーム 
ROOM5-6」

2015年4⽉2⽇ GW（ゴールデンウィーク）特別イベント
ー⼦どもたちに伝えたい、戦争体験者のおはなしー 

期間：平成27年4⽉29⽇(⽔・祝)〜5⽉6⽇(⽔・振  

休)
 会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
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「GW(ゴールデンウィーク）特別イベント」として、知覧特攻平
和会館(南九州市)の語り部による講話会、平和祈念展⽰資料館の
語り部によるお話し会を実施します。

 ※イベント開催中は、毎⽇11時より、学芸員による館内ガイドツ
アーを実施します。

⽇ 時 平成27年4⽉29⽇(⽔・祝)〜5⽉6⽇(⽔・振休)
会 場 平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

GW（ゴールデンウィーク）特別イベント
 ー⼦どもたちに伝えたい、戦争体験者のおはなしー

プログラム

■■知覧特攻平和会館語り部 講話会■■
 知覧特攻平和会館で活躍されている知覧町出⾝の語り部が来館し、特攻の歴史的背景と特攻隊員の遺書・⼿紙などの特⾊

について解説します。(約40分)
 ⽇時：4⽉29⽇(⽔・祝) ●午後1時〜 ●午後3時〜 

 4⽉30⽇(⽊)  ●午前10時〜

語り部：川床 剛⼠さん(知覧特攻平和会館 参事）
 昭和15年(1940)年8⽉⽣まれ。5歳で終戦を迎える。陸上⾃衛隊に任官し、指揮官、幕僚、教官職等を歴任。定年退

官後は地元企業を経て平成12(2000)年10⽉から知覧特攻平和会館の語り部として従事。

■■体験者が伝える、平和祈念展⽰資料館の語り部お話し会■■
 平和祈念展⽰資料館の語り部の体験談を、学芸員が進⾏役となってわかりやすく伝えます。(約60分)

⽇時：5⽉1⽇(⾦)〜5⽉6⽇(⽔・振休)
●各⽇午後2時〜

語り部：
5⽉1⽇(⾦)  ⻄崎信夫さん（元兵⼠)
5⽉2⽇(⼟)  鈴⽊忠典さん（元兵⼠)
5⽉3⽇(⽇・祝)  遠藤尚次さん（抑留体験者)
5⽉4⽇(⽉・祝)  成⽥富男さん（抑留体験者)
5⽉5⽇(⽕・祝)  ⼿塚元彦さん（引揚体験者)
5⽉6⽇(⽔・振休)  ⽥中信⼦さん（引揚体験者)

※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。

■■館内ガイドツアー■■
 館内で配布している「資料館ミニガイド」を使って、学芸員が展⽰を分かりやすく解説します。

参加者にはオリジナルグッズを差し上げます。(約30分)
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⽇時：4⽉29⽇(⽔・祝)〜5⽉6⽇(⽔・振休)
●各⽇午前11時〜

※当資料館受付前に集合
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■■総合司会■■
 伊藤聡⼦(フリーキャスター)

⼤学⽣や⾼校⽣が戦争体験者の労苦を知り、⾃分たちの⾔葉
で“伝える”ことの⼤切さを考えるイベントです。

⽇ 時 平成27年8⽉8⽇（⼟）
 午後2時〜午後3時40分(開場は午後1時30分)

会 場 新宿住友ビル47階
 「新宿住友スカイルーム ROOM5-6」

東京都新宿区⻄新宿2-6-1
参加費 無料
定 員 170名（応募者多数の場合は抽選）
参加⽅法 ホームページ／ファックス／はがきより

お申込みください。 
 ※お申込みは終了しました。

 ※8⽉4⽇(⽕)以降にお申込みを希望される⽅
は、お電話でお問い合わせください。

お問い合わせ 平和祈念展⽰資料館 スペシャルイベント係
受付時間：午前10時〜午後6時
(⼟・⽇・祝⽇除く)
TEL:050-3803-9930

《スペシャルイベント》戦後70年企画 私たちが伝える体験者の⾔葉

>>第1部

体験者と⼤学⽣たちによるトークイベント(約60分)

さまざまな活動をしている⼤学⽣が、戦争体験者の話を聞き、⾃らの⽴場で考え、伝えていくことの意義を話し合いま
す。

■■出演■■
 猪熊得郎さん(抑留体験者)、⼿塚元彦さん(引揚体験者)

 城⻄国際⼤学メディア学部の学⽣、⽇本⼤学藝術学部の学⽣
JYMA⽇本⻘年遺⾻収集団の活動に参加している⼤学⽣
■■解説■■

 増⽥弘(平和祈念展⽰資料館名誉館⻑)

>>第2部

⾼校演劇部の⽣徒たちによる体験⼿記の朗読劇(約30分)

体験者が綴った⼿記を⾼校⽣が朗読し、⾃分たちの表現⽅法で戦争体験者の労苦について伝えます。
・朗読作品『平和の礎』から

  「知られざるシベリアを語る」(抑留体験⼿記)
  「⽣き地獄から戻った私！」(引揚体験⼿記) 

■■出演■■
 千葉県⽴松⼾⾼等学校演劇部の⽣徒
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上のボタンをクリックしてお申込
みフォームに必要事項を⼊⼒して
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
⼊の上、下記までご送信くださ
い。

送信先
 FAX:050-3803-9929

はがきに、「⽒名、年齢、性別、
住所、電話番号、同伴者の⽒名・
年齢・性別」を明記の上、下記の
宛先までご郵送ください。

〒160-0003
 東京都新宿区本塩町3-3

四⾕駅前郵便局留 
 平和祈念展⽰資料館
 スペシャルイベント係

  お申込みは終了しました。
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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、語り部お話し会、トーク
イベントや読み語り、ワークショップなど、様々な企画を⾏いま
す。

期 間 平成27年7⽉18⽇(⼟)〜8⽉31⽇(⽉)
※休館⽇：8⽉23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。

 ※やむをえない事情で出演者が変更になることがございます。

戦後70年 夏休みイベント「みて、きいて、知る 70年前のこと」

イベントスケジュール7⽉
18 ⼟ 午後2時 語り部お話し会 ⼤⽮東さん（元兵⼠）

19 ⽇ 午後2時 語り部お話し会 成⽥富男さん（抑留体験者）

20 ⽉・祝 午後2時 語り部お話し会 福岡澄⼦さん（引揚体験者）

21 ⽕ 午前10時〜
 午後3時の毎時00分

上映会 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

22 ⽔ 午前10時〜
 午後3時の毎時00分

上映会 アニメ「ビルマの竪琴」

23 ⽊
午前10時
午後1時

 午後3時
上映会 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

24 ⾦ 午後2時 上映会 ⾳楽劇「君よ⽣きて」

25 ⼟ 午後2時 読み語り ⼩説「流れる星は⽣きている」 出演：⼩泉みゆきさん
（タレント）

26 ⽇ 午後2時 トークイベント ⼥優・神⽥さち⼦が伝える引揚体験者の労苦

語り部お話し会
元兵⼠、抑留体験者、引揚体験者が⾃⾝の戦争体験を
語ります。

上映会
アニメや映画、舞台映像などを上映します。

読み語り・紙芝居
俳優や声優が、戦後の労苦を描いた⼩説や絵本の読み
語り、紙芝居を⾏います。

トークイベント
⼥優・神⽥さち⼦さんが、引揚体験者の労苦について
伝えます。

ワークショップ 夏休み⾃由研究
資料館内を⾒学して調べたことをミニ壁新聞にしま
す。学芸員が質問に答えます。

朗読と演奏
シベリアでの苦しくつらい収容所⽣活を綴った⼿記を
弾き語りとともに朗読します。

《スペシャルイベント》 戦後７０年企画
「私たちが伝える体験者の⾔葉」
※事前申込み制
⼤学⽣や⾼校⽣が戦争体験者の労苦を知り、⾃分たち
の⾔葉で"伝える"ことの⼤切さを考えます。
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27 ⽉ 午前10時
 午後1時

 午後3時

上映会 アニメ「戦争が終わった夏に 1945・樺太(サハリン)」

28 ⽕
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

29 ⽔
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 映画「異国の丘」

30 ⽊ 午前10時
 午後2時

上映会 映画「樺太 1945年夏 氷雪の⾨」

31 ⽊ 午後2時 上映会 映像 神⽥さち⼦ひとり芝居「帰ってきたおばあさん」

イベントスケジュール8⽉
1 ⼟ 午前9時30分〜午後5

時 ワークショップ 夏休み⾃由研究「⼦ども記者によるミニ壁新聞づくり」
2 ⽇

3 ⽉ 午前10時〜
 午後3時の毎時00分

上映会 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

4 ⽕ 午前10時〜
 午後3時の毎時00分

上映会 アニメ「ビルマの竪琴」

5 ⽔ 午後2時 語り部お話し会 丸澤⼀也さん（引揚体験者）

6 ⽊
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

7 ⾦ 午後2時 語り部お話し会 鈴⽊忠典さん（元兵⼠）

8 ⼟
午後2時 上映会 ⾳楽劇「君よ⽣きて」

午後2時〜
 午後3時40分

スペシャルイベン
ト

「私たちが伝える体験者の⾔葉」 ※事前申込み制

9 ⽇ 午後2時 朗読と演奏 ⼿記「鎮魂の灯」 出演：⼩林三⼗朗さん（俳優）/スーマ
ーさん（ミュージシャン）

10 ⽉
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 アニメ「戦争が終わった夏に 1945・樺太（サハリン）」

11 ⽕
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

12 ⽔ 午後2時 語り部お話し会 ⽯井章さん（引揚体験者）

13 ⽊
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 映画「異国の丘」

14 ⾦ 午後2時 読み語り 絵本「⾦のひしゃく」 出演：渡辺郁也さん（俳優）

15 ⼟ 午後2時 語り部お話し会 ⽜窪剛さん（抑留体験者）

16 ⽇ 午後2時 語り部お話し会 ⽥中信⼦さん（引揚体験者）

17 ⽉ 午前10時
 午後2時

上映会 映画「樺太 1945年夏 氷雪の⾨」

18 ⽕ 午前10時〜
 午後3時の毎時00分

上映会 アニメ「キクちゃんとオオカミ」

19 ⽔ 午後2時 語り部お話し会 ⼟屋洸⼦さん（引揚体験者）
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20 ⽊ 午前10時〜
 午後3時の毎時00分

上映会 アニメ「ビルマの竪琴」

21 ⾦ 午後2時 読み語り 絵本「おもいでのリュック」 出演：清⽔優⼦さん（ナレ
ーター）、⽔野あやめさん（⼦役）

22 ⼟ 午後2時 上映会 アニメ「ジョバンニの島」

23 ⽇ 休館⽇

24 ⽉
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 アニメ「満蒙開拓と少年たち 蒼い記憶」

25 ⽕
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 アニメ「戦争が終わった夏に 1945・樺太（サハリン）」

26 ⽔ 午後2時 語り部お話し会 茨⽊治⼈さん（抑留体験者）

27 ⽊
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 映画「私はシベリヤの捕虜だった」

28 ⾦ 午後2時 上映会 映像 神⽥さち⼦ひとり芝居「帰ってきたおばあさん」

29 ⼟ 午後2時 紙芝居 紙芝居「シベリア抑留とクロの物語」 出演：⼀⿓齋貞友
さん（講談師・声優）

30 ⽇ 午後2時 読み語り 絵本「おじいちゃん」 出演：伊倉⼀恵さん（声優）

31 ⽉
午前10時

 午後1時
 午後3時

上映会 映画「異国の丘」
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戦後70年の秋、戦後の労苦をより深く知るための「秋の連休特別
プログラム」を、シルバーウィークと10⽉の3連休に開催いたし
ます。ご家族でご来館ください。

⽇ 時
平成27年9⽉19⽇(⼟)〜9⽉23⽇(⽔・祝)

 平成27年10⽉10⽇(⼟)〜10⽉12⽇(⽉・祝)
会 場 平和祈念展⽰資料館
参加費 無料

秋の連休特別プログラム

■■プログラム■■

●9⽉のシルバーウィーク●

9⽉19⽇(⼟) ※ドキュメンタリー映画「⽣きて絆つなぐ70年〜拓く⼼いつまでも〜」(60分)
9⽉20⽇(⽇) 定期語り部お話し会 ⼤⽮東さん(元兵⼠) (約60分)
9⽉21⽇(⽉・祝) アニメ「キクちゃんとオオカミ」(45分)
9⽉22⽇(⽕・祝) アニメ「ビルマの竪琴」(47分)
9⽉23⽇(⽔・祝) アニメ「⼩さい潜⽔艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」(45分)

※当資料館初公開作品
  ドキュメンタリー映画「⽣きて絆つなぐ70年〜拓く⼼いつまでも〜」

 開拓の夢を抱き、満州に渡った少年たちが、70年の年⽉を経て訪れる中国の⼤地。 開拓、敗戦、シベリア抑留、内戦、引
揚げという体験が⽣んだ「絆」を追った作品。

 制作：吉丸昌昭 監督：⻑尾栄治 撮影：吉⽥武
 企画制作：株式会社ユニモト 共同製作：嫩江⼀⼋丸⼭会

●10⽉の3連休●

10⽉10⽇(⼟) 企画展「⼩説にみる⼥性たちの引揚げ」ギャラリートーク(約30分)
10⽉11⽇(⽇) ドキュメンタリー「時代を切り撮った男ー⼩柳次⼀87歳」(50分)
10⽉12⽇(⽉・祝) ドキュメンタリー「塔は黙して語らず 特攻"義烈空挺隊"の真実」(50分)

●各⽇14：00〜

●館内ガイドツアー●

イベント期間中は毎⽇、学芸員による館内ガイドツアーを実施します。 学芸員が展⽰をわかりやすく解説します。参加者
にはオリジナルグッズを差し上げます。

●各⽇11：00〜/13：00〜（いずれも約30分）
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戦争が終わってからも、苦しくつらい体験をした⼈たちがいることを知
ってもらうために、春の特別プログラムとして、戦争に関する映像作品
の上映会や、体験者による語り部お話し会などを⾏います。

 また、春休み期間中は映像作品にアニメ映画を加え、館内ガイドツアー
も実施します。

期 間 第1弾 平成28年2⽉20⽇(⼟)〜3⽉13⽇(⽇)の⼟⽇

第2弾 平成28年3⽉19⽇(⼟)〜3⽉31⽇(⽊)の毎⽇
       （春休み期間） 

※3⽉28⽇(⽉)は休館

春の特別プログラム「観てみよう、聞いてみよう 戦争のこと」
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