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理事長 浅川 保 

 ２０１１年３月の東日本大震災か

ら１０年が経ったのに合わせ、山梨平

和ミュージアム（ＹＰＭ）では、現在、

企画展「東日本大震災１０年を考える」

を行っている（３月から８月末まで）。

ＹＰＭでは、２０１３年に企画展「原

発事故と放射能・エネルギーを考える」

を開催した。 

 
それから８年、今回はこの１０年の

経過と現状をふまえて、次のような内

容とした。〇『国会事故調査報告書』、

について、〇黒川 清『規制の虜』より、

〇廃炉作業は進んでいるか、〇汚染水

問題を考える、〇原発ゼロ基本法をめ

ぐって、〇写真で見る福島の今、〇帰

還困難区域とその周辺、〇原発事故訴

訟をめぐって。パネル、新聞記事等約

５０点の多面的な資料で大震災１０

年を振り返り、今を問う展示となって

いる。別紙・新聞記事もご参照下さい。 

 
erico 

 

 

 

事務局 芹沢昇雄 

当記念館は普段から来館者は多く

ありませんが、このコロナのなか何時

も通り「水、土、日」の週 3 日開館し

ています。 

 4月 10日に群馬県前橋市から 95歳

の小池安好さんが、68 歳の息子さんと

その友人と 3 人で来館下さいました。

小池さんは開拓で渡満し現地召集で

東日本大震災１０年を考える 

山梨平和ミュージアム 

中帰連記念館 
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ソ連軍と戦闘、敗戦後シベリアに抑留

されました。しかし、兵役期間が足り

ず恩給はもらえず、帰国後は赤城山の

麓で再び開拓に取り組み、農業に従事

されました。 

 同行下さった息子さんの友人が

昨年来館下さり、地元で「中帰連・記

念館」の話をしたところ、小池さんに

「是非連れて行って」と要請され 3 人

で改めて来館下さったのです。 

 
 

 戦争体験者の小池さんは以前から

「どうして被害ばかり訴えるの？」と

疑問を感じていたとのことでした。も

う戦闘体験者がほとんどいない状況

の中で、小池さんは地元の要請に応え

て戦闘体験の話をされているとのこ

とでした。 

 日本の戦争は鎌倉時代の「元寇」を

除いて、すべて自ら始めた侵略戦争の

加害国であり、その「原因と責任」、そ

して「加害」をしっかり考えなくては、

また同じ過ちを繰り返すことになり

ます。中国には『前事不忘 後事之師』

という諺があり、私たちはこれからも

その努力を続けます。 

 

 

 

学芸員・専務理事 岡村幸宣 

 

昨年に続き、新型コロナウイルス感

染症の影響で、講演会やコンサートな

どのイベントの開催を断念した５月

５日丸木美術館開館記念日。今年は、

「オンラインでめぐる丸木美術館 

「原爆の図」って何？」と題して、「原

爆の図」の前から YouTube の生配信

で作品解説をお届けするという、初め

ての試みを行いました。 

撮影・配信チームは、ピースボート

のイベントなどで経験豊富な若者た

ち。事前に周到な打ち合わせを重ね、

当日も的確な動きで解説を支えてく

ださいました。 

約 50 分間のあいだに、2 階に常設

展示されている「原爆の図」の第１部

から第８部までを身振りを交えなが

ら絵の前で解説し、残りの６作はスタ

ジオに移動して画像を用いて紹介し

ました。リアルタイムでは、予想を超

える 600 人ほどの方が視聴。チャット

原爆の図丸木美術館 



にも数多くの書き込みがあったと聞

きます。その日のうちに動画に約4000

件のアクセスがあるなど、非常に大き

な反響がありました。 

おかげさまで、その後もさまざまな

オンライン企画の話をいただいてい

ます。なかなか先の見えないコロナ禍

の状況ですが、いつか実際に丸木美術

館までお運びいただける日が来るこ

とを信じて、いまは種を撒き続けてい

ます。 

 
 

 
 

 

 

 

満蒙開拓平和記念館・事務局長 

 三沢亜紀 
 

 当館自慢のボランティアグループ

「ピース Labo.」が主催したオンライ

ン講座「はじめの一歩の学習会」。その

第 3 回目は神戸大学大学院教授・浅野

慎一先生による中国帰国者二世につ

いてのお話でした。 

 日本への永住帰国に対して肉親に

よる身元保証を求めたり、同伴家族と

して帰国費用を支援する対象を 20 歳

未満の子どものみにするなど、様々な

制限をつけた日本政府。そのため、二

世の実態も多様で、帰国した年齢によ

る日本語習得の差はその後の仕事や

生活水準にも大きな影響を及ぼし、排

他的な日本社会の中で精神的な苦痛

を受けたり追い詰められたりするケ

ースなど、具体的な事例が紹介されま

した。 

 開拓団の犠牲や引揚時の苦難は当

時の帝国主義が生み出したもの。しか

し、中国帰国者の問題は戦後日本がつ

くり出したもの、と浅野先生は指摘し

ます。愚かな戦争を経てようやく自由

や平等を重んじる民主主義、国民主権

を標榜するに至った私たちですが、で

はその国民とはいったい誰なのか。同

じ社会の中でその枠の外側に立つ人

たち、その枠の中に途中から入ってき

た人たちの生きづらさは何なのか。そ

こを検証しなければ次なる社会は描

けないと。 

 私たちは彼の時代に向き合い、彼の

時代に近づくことに警戒しがちです

中国帰国者二世についての 

講座から 



が、同時に、戦後社会に潜む問題にも

目を向けなければならないという視

点に改めて気付かされた講座でした。 

 

 

 

学芸員 蓮沼佑助 

第五福竜丸の乗組員としてビキニ

水爆実験に被ばくし、自身の体験を子

どもたちに語り続けてきた大石又七

さんが去る 3 月 7 日に亡くなりまし

た。大石さんは、第五福竜丸の保存が

実現し展示館が開館した後の 1980 年

ごろから時折展示館を訪れていまし

たが、体験を語るようになったのは

1983 年に中学生に話を聞かせてほし

いと請われたことが契機でした。それ

以来、クリーニング業を営みながら、

断ることなく子どもたちに核の被害

がもたらす身体的・精神的な苦しみや

私たちの社会が持つ理不尽さを伝え

続けてきました。 

大石さんはビキニ水爆実験の当事

者としてビキニ事件に関する外交文

書を読み解くなど、伝え続けなければ

ならないという強い意志のもと行動

されてきました。私たち第五福竜丸展

示館に関わるものにとって重要な方

だっただけでなく、ともすればこの出

来事を歴史の中に仕舞込んでしまお

うとする私たち社会にとって、大石さ

んの存在は重要だったと感じます。こ

のことは、大石さんの訃報を多くの新

聞社が社説や一面で取り上げたこと

からも明らかです。 

現在、存命の第五福竜丸乗組員は 2

名となりました。第五福竜丸を残すと

ともに、ビキニ事件を伝えていく責任

の重さを痛感します。 

 

 
 

 

 

 

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦

争と平和資料館」（wam） 
 

事務局長 山下芙美子 

 

wamでは 2020年 9月から開館日を

金土日月の週 4 日に変更しています。

開館業務に追われ「日本軍『慰安婦』

アーカイブズ」に取り組めないことが

長年の懸案となっていたため、議論の

末、開館日を 1 日減らして作業日にあ

てることにしました。そして、天皇制

由来の「国民の祝日」のうち、2 月 11

日、2 月 23 日、4 月 29 日、11 月 3 日

第五福竜丸展示館 

大石又七さんとともに航海は続く 

 

ウェブやセミナーを 

「考えるヒント」に 



を「祝わない」ために開館し、天皇制

を考えるきっかけとなる場を作ろう

と、昨年の 11 月からこれらの日に

「wam セミナー 天皇制を考える」を

開催してきました。第 1 回は池田浩士

さん、第 2 回は石川逸子さん、第 3 回

は内野光子さん、第 4 回は山田朗さん

にお話を伺い、差別を日本社会に温存

するシステム・天皇制を維持してきた

私たちの責任について考える時を持

ちました。 

2021 年に入ると、国内外で立て続け

に日本軍「慰安婦」問題をめぐって大

きな出来事がありました。wam ではそ

れぞれ、1 月 8 日のソウル中央地裁判

決とハーバード大学ロースクールの

ジョン・マーク・ラムザイヤー教授の

論文への批判や議論に関するリンク

集、そして「従軍慰安婦」という用語

をめぐる国会での歴史修正主義的な

動きに対する wam の見解をウェブサ

イトで公開しています。コロナ禍の中

でも学び、考える場をなくさないため

にミュージアムにできる実践を続け

ていきたいと思います。 

感染防止の対策をとりつつ開館している。

セミナーはオンラインとオンサイトのハイブ

リッド方式にも挑戦。しかし 2020 年度の来館

者数は前年度の 6 分の 1 と厳しい状況が続い

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェブサイトには日本軍「慰安婦」問題をめ

ぐる時事的な話題を深く知るための情報も掲

載。 

 

 

 

 

 

戦争と平和の資料館ピースあいち 

館長 宮原大輔 

 ピースあいちの前館長野間美喜子

さんが亡くなってもう１年が過ぎま

した。折からのコロナ禍でお別れの会

を開催することができずにいました

野間美喜子さんの遺稿集『向日葵は

永遠に 平和憲法一期生の八十年』 

を刊行、偲ぶ会も開催 

https://wam-peace.org/ianfu-topics/8777
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が、この５月９日に「野間美喜子さん

を偲ぶ会」を開催することができまし

た（名古屋、ホテルルブラ王山にて）。 

 俳優の天野鎮雄さん、山田昌さん夫

妻、NPO 理事長の鈴木秀幸さんが遺

影に向かってお別れの言葉を述べま

した。法曹アンサンブルは、野間さん

が好きだった「アイネ・クライネ・ナ

ハトムジーク」と「見上げてごらん夜

の星を」を献奏しました。 

 
 120 人ほどの参列があり、野間さん

を偲びながら、野間さんが追い求めて

いた平和への思いを改めて共有し合

うひと時となりました。 

 偲ぶ会の開催に合わせて、「野間美

喜子追悼文集自由を愛した人へ」が作

成されました。野間さんの遺族とピー

スあいちが共同で編集したもので、仕

事仲間・友人、ピースあいち理事、ボ

ランティア、遺族などから寄せられた

たくさんの追悼文が掲載されていま

す。 

 
  

さらにピースあいちの館内には、野

間さんが遺した書籍が遺族から寄贈

されて、野間美喜子記念文庫が整備さ

れました。八百数十冊の書籍が、「憲

法・司法」「戦争・戦争体験」などに分

類されて配架されています。目録も作

成され、来館者の閲覧に供されるよう

になりました。 

 また同時に、野間美喜子遺稿集「向

日葵は永遠に－平和憲法一期生の八

十年」が名古屋の出版社である風媒社

から出版されました。四六判、本文 276

ページ、1,650 円（税込）。 

 
 幼いころに戦争を体験し、日本国憲

法と出会ったのが小学１年生。その体



験の記憶は野間さんの一生を貫いて

いきました。弁護士として人権と平和

のために闘い、「戦争の記憶を後世に

残すことは 20 世紀に生きた者の責務」

と、戦争資料館の建設と運営の先頭に

立ってきました。その感性と思考はこ

れからさまざまな課題に向き合うと

きの道しるべとなるに違いありませ

ん。「はじめに」は長女の下方映子さん

（ピースあいち理事）が、「あとがき」

は作家の山下智恵子さん（野間さんの

大学同窓生）が執筆しました。現在、

ピースあいちでも販売していますの

で、ぜひご購読ください。ピースあい

ち電話・FAX052-602-4222。 

 
 

 

 

 

国際平和ミュージアム 

課長 清水郁子 

立命館大学国際平和ミュージアム

は、リニューアルのため、2021 年４

月から 2021 年９月（予定）まで休館

します。リニューアルに伴う休館中

のご利用案内は、下記をご覧くださ

い。 

適宜開催する講演会、研究会情報も

ホームページにてお知らせしていま

す。 

https://www.ritsumeikan-wp-

museum.jp/news/20211125/ 

  

休館中の取り組みは以下のとおり

行っています。 

＊教材キット・パネルの貸出につい

て 

＜教材キット＞ 

・現代（さいころくん）キット 

・一五年戦争（慰問袋）キット 

・「原子力と私たちの生活」パネル 

＜展示パネル＞ 

・原子爆弾：広島と長崎の記録 

・原爆と人間展 

・沖縄戦と基地 

・井戸も掘る医者：ペシャワール会

の医療活動・緑の大地計画 

・ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間 

キット、パネルの内容や利用方法は

下記の URL にてご確認ください。

ご利用には事前のお電話での申し込

みが必要です 

https://www.ritsumeikan-wp-

museum.jp/rental/ 

 

リニューアル休館中の活動 

https://www.ritsumeikan-wp-museum.jp/news/20211125/
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＊WEB 展示のご案内 

2020 年度より、国際平和ミュージ

アムホームページに「WEB 展示」の

ページを新たに設けました。 

 
立命館大学国際平和ミュージアム 

 

＜WEB 常設展示＞ 

現行常設展示のテーマ毎に、解説

文とミュージアム資料を掲載してい

ます。 

当館英語ホームページにおいて英

語版も公開しています。 

＜ミュージアム資料＞ 

これまでに「国際平和ミュージアム

だより」で紹介した資料やミュージ

アム関係者お薦めの資料、合計 27 

点について解説文と関連資料を紹介

しています。 

https://www.ritsumeikan-wp-
museum.jp/webexhibition/ 

 

 
模擬爆弾周辺展示 

 

＊所蔵資料の閲覧、貸出について 

 2021 年 11 月末まで所蔵資料の閲

覧、利用および資料寄贈に対応して

います。 

 1 週間前までにお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

平和資料館「草の家」 

副館長 岡村啓佐 
 

2021 年の歴史的な年に『ビキニデ

ーin 高知』の初開催を計画し、コロナ

禍でしたが核兵器禁止条約を批准す

る政府の実現と、ビキニ核被災者の支

援を目的に、2021 年 3 月 5 日～14 日

にかけて、①核被災写真展 ②元マグ

ロ漁船員を訪ねるフィールドワーク 

③『ビキニデーin 高知』全体集会 ➃

映画会に取り組みました。 

写真展は、写真家の森住卓さん、豊

崎博光さん、岡村啓佐さんらの作品か

ら「原爆と人間」「核実験と人間」「原

発と人間」をテーマに、核被災の実態

を伝えました。また、ノーベル平和賞

メダルと賞状、第五福竜丸展示館から

ガイガーカウンター、死の灰（レプリ

カ）、67 年前に久保山愛吉さんの家族

に送った高知の子どもたちの手紙な

初開催した高知の「ビキニデ―」集会 

 

https://www.ritsumeikan-wp-museum.jp/webexhibition/
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ども展示しました。 

フィールドワークは、室戸コース

（41 名参加）に、幡多コース（39 名

参加）を開催し、元漁船員と遺族の証

言から学びました。参加者には、高知

大生や若い教職員の他、東京・兵庫な

ど県内外から参加され「ビキニ事件」

を学ぶ貴重な機会となりました。 

 
  

映画会は「第五福竜丸」（監督：新藤

兼人）とドキュメンタリー映画「その

次の季節」（監督：甫木元空）を上映し

あらためて「ビキニ事件」と、元マグ

ロ船員の被ばくの体験を学びました。 

全体集会は「ビキニ事件はまだ終わ

っていない」「核兵器禁止条約発効を

力に核被災者支援の輪を広げよう」と、

パネルデスカッションと記念講演を

中心に開催しました。１５３名が会場

に集い、オンライン参加５１件（１０

０名超視聴）で２５０人を超える参加

となりました。 

 県内外から大きな期待が寄せられ

た「ビキニデー高知集会」は、実行委

員会を解散せずに継続して開催して

いくとし、2022 年に向けて始動しま

した。 

 
 

 

 

岡まさはる記念長崎平和資料館 

理事長 崎山昇 

 

 当資料館は、新型コロナ感染防止対

策を講じながら、開館時間を午前１０

時から午後４時までに短縮し、開館し

ています。 

昨年１２月９日に「もう一度学ぼ

う！日本の現代史講座第１期」の第７

回（最終回）を「長崎から見た沖縄の

戦争と戦後」というテーマで開催しま

した。 

また、１２月１３日には、２０１６

年以降中断していた「長崎と南京を結

ぶ集い」を「第１６回」として再開し

ました。「集い」では、始めに友好提携

館である南京大虐殺記念館・張建軍館

長からの「ご挨拶」を紹介し、続いて

２０００年から２０１５年まで（２０

０７年を除く）来崎された南京大虐殺

幸存者１５人を紹介しました。その後、

ノンフィクション作家・高瀬毅さんに

「南京と長崎－戦争加害責任から捉

パンデミック下の活動 



え直す被爆－」と題して講演をお願い

しました。高瀬さんは当資料館の取材

をもとに、今年２月１６日にデモクラ

シータイムズから「衝撃の「地図にな

い」平和資料館～加害と向き合う」を

配信されました。 

（ https://www.youtube.com/watch?v

=WP0lreDG03s）。 

そして、４月４日「第４回髙實康稔

さんを偲ぶ会」を開催し、ともに「住

吉トンネルの保存と活用を考える市

民の会」で活動された森口正彦さんか

ら生前の思い出をお話していただき

ました。 

 
 

 

 

 

ひめゆり平和祈念資料館 

学芸課 前泊克美 

 

2021 年 4 月 12 日、無事にリニュー

アルオープンの運びとなりました。 

リニューアルのテーマは「戦争から

さらに遠くなった世代へ」。今回のリ

ニューアルは、初めて非体験者世代で

ある職員が中心となって取り組みま

した。イラストや写真を大きくして効

果的に配置し、映像資料を増やし、伝

わる内容になるようテキストも丁寧

に練り上げ、来館者、とりわけ身近に

戦争体験者がいなくなった「戦争から

さらに遠くなった世代」にもわかりや

すく、イメージしやすい展示になるよ

う工夫を積み重ねました。生き残った

ひめゆり学徒たちの戦後の思いやひ

めゆり資料館の設立などを紹介する

「ひめゆりの戦後」も追加しました。

リニューアル後には、「わかりやすく

なった」「より今を生きる私達に伝わ

りやすくなっている」などの感想が寄

せられています。 

 
元ひめゆり学徒の内覧会を行いました。 

 

しかし、全国的な新型コロナウイル

ス感染症の拡大で、修学旅行などのキ

ャンセルや延期が相次ぎ、厳しい運営

状況は変わりません。運営面での課題

はありますが、収束後に多くの皆さま

をお迎えできる日が来ることを願い、

踏ん張っていきたいと思います。 

＊感染症予防対策をとりながら開館

しています。 

リニューアルされたひめゆり平和 

祈念資料館 

https://www.youtube.com/watch?v=WP0lreDG03s
https://www.youtube.com/watch?v=WP0lreDG03s
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Koen Vlerick 
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“Mother Teresa - Peacemakers Series” 

 by Pegge Patten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊INMPへのお誘い＊ 

INMP事務局 
 

平和のための博物館市民ネットワー

クのメンバーで、INMP(平和のための

博物館国際ネットワーク)に加入したい

方は、inmpoffice@gmail.com へ

ご連絡ください。 

年会費は 2000 円でウェビナーや

国際平和博物館会議などに参加でき

ます。 

投稿大歓迎 

◆字数：５００字を目安に ◆願わくは写

真を１～２枚 ◆期限：随時受け付けます 

〈原稿送り先〉 

編集委員へ 

musejapankyoto@gmail.com 

 

季節の花・ホタルブクロ 
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