お知らせ 2013 年度
平和祈念展示資料館

2013年度
2014年3⽉18⽇

語り部お話し会
⽇時：平成26年4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

2014年3⽉13⽇

臨時休館のお知らせ
展⽰替えのため3⽉24⽇(⽉)を休館いたします。
また、3⽉30⽇(⽇)・31⽇(⽉)は臨時休館いたします。

2014年3⽉12⽇

春の特別イベント「⼿に取って知ろう－学芸員のお
すすめ図書100選」
⽇時：平成26年3⽉25⽇(⽕)〜5⽉11⽇(⽇)
場所：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2014年3⽉1⽇

3⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。

2014年2⽉18⽇

語り部お話し会
⽇時：平成26年3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

2014年2⽉5⽇

企画展『従軍カメラマンの記録 ⼩柳次⼀写真展』
後期
⽇時：平成26年2⽉15⽇(⼟) 〜3⽉23⽇(⽇)
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2014年2⽉1⽇

舞鶴引揚記念館所蔵映像を上映
⽇時：平成26年2⽉7⽇(⾦)・13⽇(⽊)・15⽇(⼟)・16⽇(⽇)・23⽇(⽇)
場所：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター

2014年2⽉1⽇

2⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。

2014年1⽉28⽇

平成25年度の館外イベントはすべて終了しました。
これらのイベントの様⼦は、当ウェブサイトのレポートページでご覧いただけま
す。

2014年1⽉21⽇

語り部お話し会
⽇時：平成26年2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

2014年1⽉7⽇

1⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。

2013年12⽉20⽇
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年末年始休館のお知らせ
12/26(⽊) 〜1/7(⽕)まで館内改修⼯事および年末年始の休館をいたします。
新年は1/8(⽔)から、企画展⽰コーナーを拡張し、さらに内容を充実させて開館し
ます。
皆様のご来館をお待ちしております。
2013年12⽉17⽇

語り部お話し会
⽇時：平成26年1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

2013年12⽉1⽇

12⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。

2013年11⽉26⽇

平和祈念展 in ⿃取
⽇時：平成26年1⽉22⽇(⽔) 〜1⽉26⽇(⽇) 午前9
時30分〜午後6時30分(最終⽇は午後5時まで)
会場：とりぎん⽂化会館 1階 展⽰室

2013年11⽉19⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年12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

2013年11⽉12⽇

「平和祈念フォーラム in 新宿」テレビ放送
平和祈念展⽰資料館では、11⽉9⽇(⼟)に新宿住友ビ
ル地下1階住友ホールで⾏われた「平和祈念フォーラ
ム in 新宿〜戦争体験者から⾼校⽣へ〜」の模様を番
組としてテレビ放送します。
放送⽇時:平成25年12⽉1⽇(⽇) 午後8時〜8時30
分
放送局:テレビ埼⽟、千葉テレビ放送

2013年11⽉6⽇

企画展『従軍カメラマンの記録 ⼩柳次⼀写真展』
⽇時：平成26年1⽉8⽇(⽔) 〜3⽉23⽇(⽇)
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2013年11⽉5⽇

企画展『抑留⽣活の記憶』 後期：絵画にみる抑留⽣
活
⽇時：平成25年11⽉11⽇(⽉) 〜12⽉25⽇(⽔) 午
前9時30分〜午後5時30分(⼊館は午後5時まで)
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2013年11⽉1⽇

11⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。
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2013年10⽉24⽇

平和祈念展 in 甲府
⽇時：平成25年12⽉21⽇(⼟) 〜12⽉25⽇(⽔) 午
前9時30分〜午後6時30分(初⽇は午前12時から、最
終⽇は午後5時まで)
会場：⼭梨県⽴図書館 1階 イベントスペース

2013年10⽉22⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年11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10⽉22⽇

平和祈念交流展 in 予科練平和記念館
「抑留画家 早⽥貫⼀と従軍カメラマン ⼩柳次⼀」
⽇時：平成25年11⽉6⽇(⽔) 〜12⽉15⽇(⽇) 午前
9時〜午後5時(⼊館は午後4時30分まで)
会場：予科練平和祈念館 20世紀ホール

2013年10⽉1⽇

平和祈念フォーラム in 新宿
⽇時：平成25年11⽉9⽇(⼟) 午後2時〜午後4時15
分(開場 午後1時30分)
会場：新宿住友ビル 住友ホール

2013年10⽉1⽇

10⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。

2013年9⽉27⽇

平和祈念展 in 奈良
⽇時：平成25年12⽉3⽇(⽕) 〜12⽉8⽇(⽇) 午前9
時〜午後8時
会場：奈良県⽴図書情報館 2階 メインエントランス

2013年9⽉25⽇

電⼦コミックiPhone版の配信開始
戦後強制抑留の体験を描いた「シベリアからの⼿紙」が携帯電話（フィーチャーフ
ォン）、Android版に続き、iPhoneでもご覧になれるようになりました。
App Store またはこちらのページからアクセスしてください。

2013年9⽉17⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年10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

2013年8⽉31⽇

「所蔵資料紹介」ページを開設
当資料館が所蔵する資料の⼀部について紹介しています。

2013年8⽉31⽇

9⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
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に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。
2013年8⽉27⽇

企画展『抑留⽣活の記憶』
⽇時：平成25年9⽉25⽇(⽔) 〜12⽉25⽇(⽔)
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2013年8⽉27⽇

平和祈念展 in 福井
⽇時：平成25年10⽉30⽇(⽔)〜11⽉4⽇(⽉) 午前
9時30分〜午後6時30分(最終⽇は午後5時まで)
会場：福井市地域交流プラザ（AOSSA内）5階 ギャ
ラリー

2013年8⽉21⽇

企画展－⼦どもたちの引揚げ－『引揚げ漫画原画
展』 後期
⽇時：平成25年8⽉19⽇（⽉）〜9⽉23⽇（⽉・
祝）午前9時30分〜午後5時30分（⼊館は午後5時ま
で）
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2013年8⽉20⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年9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

2013年8⽉5⽇

平和祈念展 in 熊本
⽇時：平成25年10⽉10⽇(⽊) 〜10⽉14⽇(⽉) 午
前9時30分〜午後6時30分（最終⽇は午後5時まで）
会場：桜の⾺場 城彩苑 総合観光案内所 2階 多⽬的
交流室

2013年8⽉2⽇

「⼦ども霞が関⾒学デー」に出展
⽇時：平成25年8⽉7⽇(⽔)・8⽇(⽊) 午前10時〜
午後3時
会場：中央合同庁舎2号館 講堂(地下2階)
受付：中央合同庁舎2号館1階ロビー

2013年7⽉24⽇

特別イベント「シベリア抑留を描く－⼆⼈の画家
展」
⽇時：平成25年9⽉12⽇（⽊）〜9⽉16⽇（⽉・
祝）午前10時〜午後5時30分
会場：九段⽣涯学習館 2階 九段ギャラリー
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2013年7⽉23⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年8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

2013年7⽉17⽇

夏休み3館めぐりスタンプラリー
期間：平成25年7⽉20⽇(⼟)〜9⽉1⽇(⽇)
場所：昭和館・しょうけい館・平和祈念展⽰資料館

2013年7⽉12⽇

「さいたま市平和展」に出展協⼒
⽇時：平成25年8⽉24⽇（⼟）午後1時〜午後5時／
8⽉25⽇（⽇）午前9時30分〜午後6時30分
会場：さいたま市プラザノース 多⽬的ルーム

2013年7⽉1⽇

7⽉のビデオシアター上映予定
平和祈念展⽰資料館では、兵⼠、戦後強制抑留者、海外からの引揚者の⽅々の労苦
に関する映像作品を、ビデオシアターにて上映しています。

2013年6⽉25⽇

戦争体験の記憶を次の世代へ―わたしが語り継ぐた
めに―
期間：平成25年７⽉20⽇（⼟）〜８⽉24⽇（⼟）
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター等

2013年6⽉25⽇

スペシャルイベント ふたりの作家トークイベント
⽇時：平成25年8⽉17⽇（⼟）午後2時〜 （約90
分）
会場：新宿住友ビル47階「スカイルーム」

2013年6⽉18⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年7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

2013年6⽉15⽇

企画展 －⼦どもたちの引揚げ－『引揚げ漫画原画
展』
⽇時：平成25年７⽉17⽇（⽔）〜9⽉23⽇（⽉・
祝）午前9時30分〜午後5時30分（⼊館は午後5時ま
で）
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー
5

Copyright © 平和祈念展示資料館

2013年6⽉5⽇

平和祈念展 in 新宿
⽇時：平成25年8⽉9⽇（⾦）〜8⽉14⽇（⽔）午前
9時〜午後7時（最終⽇は午後4時まで）
会場：新宿駅⻄⼝広場イベントコーナーA1・B1ゾー
ン

2013年5⽉21⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年6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

2013年5⽉16⽇

平和祈念展 in 前橋
⽇時：平成25年7⽉11⽇（⽊）〜7⽉15⽇（⽉）午
前9時30分〜午後6時30分（最終⽇は午後5時まで）
会場：前橋プラザ元気21 1階 にぎわいホール

2013年5⽉1⽇

「記憶のリレー」ビデオシアターにて継続上映
平和祈念展⽰資料館では、シベリア抑留などの戦争体験を若い世代に語り継ぐ公開
収録番組「記憶のリレー 〜戦争体験をつなぐ課外授業〜」を企画・監修し、テレビ
埼⽟で放送しました。
その放送映像を当資料館ビデオシアターにて上映します。

2013年4⽉25⽇

平和祈念展 in ⻘森
⽇時：平成25年6⽉26⽇（⽔）〜6⽉30⽇（⽇）午
前9時30分〜午後6時30分（最終⽇は午後5時まで）
会場：⻘森市⽂化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・
ラッセ」2階 多⽬的室1・2

2013年4⽉25⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年5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

2013年4⽉4⽇

ゴールデンウィーク特別イベント 声優さんの読み語
り
⽇時：平成25年4⽉27⽇（⼟）〜5⽉6⽇（⽉・振
休）各⽇午後1時〜
会場：平和祈念展⽰資料館 ビデオシアター
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2013年4⽉2⽇

企画展『平和祈念展⽰資料館 未公開資料展』
⽇時：平成25年4⽉23⽇（⽕）〜7⽉15⽇（⽉・
祝）午前9時30分〜午後5時30分（⼊館は午後5時ま
で）
会場：平和祈念展⽰資料館 企画展⽰コーナー

2013年4⽉1⽇

語り部お話し会
⽇時：平成25年4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
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