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☆第 17 回平和のための博物館・市民ネットワーク〈全国交流会〉のご案内☆
ひめゆり平和祈念資料館 前泊克美
２０１８年９月８日（土）
、９日（日）に、

１２：００

総会

第１７回平和のための博物館・市民ネット

１２：３０

解散

ワークの全国交流会を沖縄で開催いたしま

☆フィールドワーク参加者は １３：３０

す。ひめゆり平和祈念資料館が受け入れを

にひめゆり平和祈念資料館に集合

担当します。多くの皆さんのご参加お待ち

１４：００

しています。沖縄でお会いしましょう！

フィールドワーク～ひめ

ゆり学徒隊ゆかりの戦跡をたどる～

初日はひめゆりピースホール（那覇市）、

☆伊原第三外科壕、山

２日目はひめゆり平和祈念資料館（糸満市）

城本部壕、荒崎海岸など、ひめゆり学徒隊に

での開催となります。

ゆかりのある戦跡をたどります。
１８：００

那覇空港着。解散

９月８日（土） ひめゆりピースホール（那
覇市安里３８８－１）
１３：００

受付開始

１３：３０

主催者報告、各館報告

１７：００

事務連絡

１７：２０

片づけ・懇親会準備

１８：００

懇親会

９月９日（日）

ひめゆり平和祈念資料館

（糸満市字伊原６７１－１）
９：１０

受付開始

９：３０

各館報告

１０：３０

erico

ひめゆり資料館職員によ

る「平和講話」
（約 40 分）と意見交換
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☆２日目朝は、那覇市内（パレット久茂地前

今年は、石橋湛山没後４５年、日中平和条約

集合予定 沖縄県那覇市久茂地１-１-１）よ

締結４０年の節目の年でもあります。４月

りひめゆり平和祈念資料館までタクシーを

２２日に行われた、湛山没後４５年記念シ

手配します。ご希望の方は、お申し込み時に

ンポジウムは、立正大学・齊藤昇学長、石橋

ご連絡下さい。

湛山記念財団・山口正評議員、作家・江宮隆

☆那覇市よりひめゆり平和祈念資料館まで。

之さんを講師に８０余名が参加、
「今、石橋

①公共交通機関［ゆいレール＋バス］

湛山に何を学ぶか」を深めました。

ゆいレールで【赤嶺駅】下車、
【赤嶺駅前バ

日中平和条約締結４０年に関しては、６

ス停】で 89（糸満線）乗車、
【糸満バスター

月１７日、元中国大使の

ミナル】か【糸満ロータリー】下車（約 30

丹羽宇一郎さん（写真）を講師に、１１周年

分）
、82（玉泉洞糸満線）に乗り換え、【ひ

記念講演「東アジアの

めゆりの塔前バス停】で下車（約 15 分） ＊

平和と日中関係」を行い、激動する朝鮮半

82 は 1 時間に約 1 本です。

島・東アジア情勢の中で

②車：那覇市街地から約 4、50 分

私たちの課題を深める予定です。

中帰連平和記念館
事務局長・芹沢昇雄

ＹＰＭ・１１周年を迎えました
山梨平和ミュージア理事長

浅川

保

２００７年５月２６日に山梨平和ミュ－ジ

昨年 11 月は立命館での

アム（ＹＰＭ）が甲府市朝気の地にオ－プン

「全国交流会」に参加さ

して、この５月でちょうど、１１年経ちまし

せて戴き、多くの皆様と

た。お陰様でこの間、見学者は、１５，２０

交流ができ有り難う御座

０名を超え、常設展の他に、半年ごとの企画

いました。

展、毎月の企画行事等に積極的に取り組ん

記念館は普段、事務局

できました。

長と司書の二人だけで事

昨秋からの企画展「日中戦争８０年、今、

務作業（開館日・水、土、日）や来館者の対

日中関係を考える」に代わり、６月３日（オ

応などで、なかなか資料整理まで手が届か

ープニング）からの企画展「沖縄新基地問題

ず、ボランティアの皆さんが定期的に

を考える―山梨と沖縄・沖縄戦―」が始まり

来館し進めて下さっています。

ました。今、沖縄では、基地建設反対の民意

記念館では年 4 回ほどの理事会の午後に、

を無視して、安倍政権により、辺野古移設・

一般解放・無料で「中帰連に学ぶ会」と称

新基地建設が強行されようとしています。

した講演会を開いています。今年 3 月 25 日

沖縄の現状は、日本国憲法の平和主義・国民

にはその講師として昨年来館下さった真宗

主権・地方自治の趣旨からいって、大きな問

大

題であり、沖縄差別と言わざるを得ません。

谷派僧侶の三浦長さん（刈谷市・「安養寺」

それと、戦前、戦後の沖縄に深く関わった山

前住職）にお願いし『憲法九条は仏様の願

梨出身の八巻太一さん、山中幸作さんの沖

い』のタイトルで講演戴きました。大谷派名

縄での事績なども展示し、学び、交流を深め

古屋教区では毎年 3 月に、戦争に協力した

たいと思います。

反省と自己批判の「平和展」を開いているの
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はご存じかと思います。

東京大空襲・戦災資料センターの
最近の動向

今年 5 月 26 日の講演には昨年の全国交流
会でもご一緒だった「満蒙開拓平和記念館」
の寺沢秀文さんにお願い（予定）していま

山辺昌彦

す。

空襲被災者運動研究会は 2017 年 12 月 8
日に『空襲被災者運動関連資料目録３

杉

山千佐子・全国戦災傷害者連絡会関係資料
目録』を、2018 年 3 月 10 日に『空襲被災
者運動関連資料目録４

福島啓氏名古屋空

襲訴訟関係資料・大竹正春資料・木津正男資
料目録』と『東京大空襲・戦災資料センター
2017 年度特別展「空襲被災者と戦後日本」
展示図録』を刊行しました。目録 4 冊の刊
行、特別展の開催と図録刊行、19 回の研究
会開催という、予定以上の成果をあげて科
中帰連の碑

学研究費の助成を受けた共同研究を終了し

「中帰連・千葉支部」が匝瑳市の妙福寺境

ました。

内に「中帰連之碑」
（謝罪碑）を建立してお

霊名簿研究会は研究成果をまとめ、政治

り（1997 年）
、私たちは毎年 5 月 5 日にこの

経済研究所のリサーチペーパー26 号『東京

「中帰連碑」に集い中帰連の皆様を偲び、平

空襲の死者名簿に関する研究』を 2018 年 3

和への思いを新たに交流しており、今年も

月に刊行しました。研究成果の発表として

その日が近づいています。

東京大空襲・戦災資料センター2018 年第 1
回特別展「名前と顔と足あと－3 月 10 日・

今年 9 月沖縄の「全国交流会」で皆様と
の再会を楽しみにしています。

失われた人びと」を開催しました。来館者は
1077 人でした。

今後とも宜しくお願い致します。

2017 年 9 月に、建物と敷地の改修をし、

TEL&FAX：049-236-4711（水・土・日)
E-mail：npo-kinenkan@nifty.com

バリアフリーに対応し、不特定多数の来館

ＨＰ：http://npo-chuukiren.jimdo.com/

者が安全に快適に見学できるようになりま
した。展示のリニューアルはこれから行い
ます。この結果、2017 年度の来館者は約
2000 人という大幅な減少をしました。その
うち約 1000 人は学校団体の減少によるも
のです。入館料も 20％減、60 万円減という
大幅な減少をしました。募金は高額寄付者
があって大幅に増額し、リニューアル募金
も複数の高額寄付者があって、目標の 2 倍
半を越える、大幅な超過達成となりました。

ボランティアの皆さんの活動

その結果、はじめての黒字決算となりまし
3

た。

かと日々考えています。

「東京大空襲を語り継ぐつどい－東京大

例年では、夏休みに入ると自治体主催の

空襲・戦災資料センター開館 16 周年」を、

市民ツアーや市民団体の平和ツアー、自由

2018 年 3 月 4 日にティアラこうとうの大

研究の生徒などの来館が多くなります。し

会議室で 330 人の参加で開催しました。講

かし、今年は 7 月から来年３月まで建物の

演は無言館館主で作家の窪島誠一郎さんの

改修工事のため休館となります。9 カ月に

「
『東京大空襲』と私」でしたが、好評で全

及ぶ長期の休館はこれまで経験がありませ

国の新聞で紹介の記事が掲載されました。

んが、この機会に老朽化した建物を改修し、

2017 年夏休みの特別企画「みんなで学び、
伝えよう！ 東京大空襲」を江東区教育委員

展示を多言語化するなどリニューアルに取
り組みたいと思います。

会の後援を受けて、2017 年 8 月 12 日～15

昨年、国連で核兵器禁止条約が締結され

日に東京大空襲・戦災資料センター1 階の

批准が広がってきています。第五福竜丸展

展示・講話・映像室会議室で開催しました。

示館ではヒバクシャの「受け入れがたい苦

体験者の話、紙芝居、空襲体験の語り継ぎ、

痛と被害を心にとどめる」とする条約の精

空襲体験記の朗読、絵本の読み聞かせなど

神に則り、世界中の核実験被害について知

がありました。参加者は 565 人でした。

るための写真パネルセット（フォトジャー

2018 年 5 月 5 日には「世界の子どもの平

ナリスト・豊﨑博光さん提供）を作製しまし

和像 17 周年のつどい」を開催しました。

た。休館中も第五福竜丸や核の被害を伝え

2017 年 7 月 1 日に『東京大空襲・戦災資

る機会として、各地で展示会の開催を呼び

料センターニュース』31 号を、2018 年 2 月

掛けていきます。また、来春以降の見学予約

1 日に『東京大空襲・戦災資料センターニュ

は休館中も随時受け付けています。

ース』32 号を刊行しました。

第五福竜丸展示館、休館・
リニューアルへ
蓮沼佑助
第五福竜丸展示館のある夢の島公園（江
東区）ではオリンピック・パラリンピックに
向けて工事があちらこちらでおこなわれて
います。トラックや工事業者が行き交い、来
館者の安全が気がかりなこの頃です。そん
な中で、年間でもっとも来館者の多い修学
旅行シーズンを迎えました。連日たくさん
の小中学生が訪れ、第五福竜丸や水爆のこ
と、被害の広がりについて学んでいます。講
和の時間や展示のスペースが限られる中、
どうすれば生徒たちに伝えることができる
4

共に変革を求める活動をしながら、粛々と
証言や資料の収集・保存・公開のアーカイブ
ズ事業を進めています。昨年 4 月には第 1
回「慰安婦」博物館会議を開いてアジア 7 カ
国からの報告を聞き、11 月には国家による
人権侵害の記録と草の根アーカイブズの国
際シンポジウムを行いました。2016 年 5 月
末にアジア 8 ヵ国の団体と共同で、ユネス
コの世界記憶遺産に『日本軍「慰安婦」の声』
の登録申請をしましたが、日本政府の妨害
でいまだに保留とされ、この闘いも継続し
ています。

アクティブ・ミュージアム
「女たちの戦争と平和資料館」
（wam）
池田恵理子
この 5 月 16 日、wam を含む「慰安婦」
支援団体の全国組織が外務省に面会を求め、
抗議声明と署名簿を渡して街頭アピールを
行いました。フィリピン・マニラに建立され

「慰安婦」問題解決・全国行動（2018 年

た「慰安婦」の「平和の少女像」が、日本政

5 月 16 日）の外務省前での抗議行動

府の圧力に屈して撤去されてしまったから
です。
「平和の少女像」は 2011 年、韓国の

wam では昨年 8 月から特別展『日本人

「慰安婦」
被害者たちの水曜デモ 1000 回を

「慰安婦」の沈黙～国家に管理された性』を

記念して、ソウルの日本大使館前に建てら

開催中です。慰安所だけでなく満州引揚げ

れたのが最初です。日本政府はこれの撤去

や国内での占領軍による性暴力被害も取り

を執拗に求めてきましたが、それをすれば

上げ、被害者に沈黙を強いてきた日本社会

するほど、
「少女像」は「慰安婦」支援のシ

の女性への人権侵害や性売買を考えようと

ンボルとなり、今や韓国内ばかりかアジア

いうものです。ハリウッドに端を発した

各国や欧米などにも増殖中です。歴史を忘

「#MeToo」運動が世界中に拡散する中、日

れることまで要求する日本政府には海外か

本ではなかなか広がりません。韓国では、

ら批判と蔑視が強まっていますが、国内で

「#MeToo」運動の元祖は「慰安婦」のハル

はメディアが政権に追随・自粛しており、

モニたちだと言われることがあり、セクハ

「慰安婦」問題はもう終わったという空気

ラへの糾弾も活発です。遅まきながら日本

になっています。右派メディアやネットに

でも、女性ジャーナリストたちの告発があ

溢れるフェイク情報が若い世代に与える影

がり始め、これを無視・軽視する政治家や官

響も深刻です。

僚への怒りが募ってきました。私たちはこ

こうした中で wam は、国内外の NGO と

んな好機を逃さずに過去に向き合い、性被
5

害を根絶していくこと、沈黙を強いてきた

語り継ぎの困難さをどう克服するか、生徒・

日本社会を変えていくことに尽力していこ

児童の琴線にどう響かせるか、様々な方法、

うと思っています。

取り組みが検討されています。
戦争体験の後継問題をはじめ、展示内容
を含めた常設展、企画展の在り方、ガイド研

新館長宮原大輔さんとピースあいち

修などの課題は歴史教育と切り離せません。
今後の方向として一つには「博学連携」が

丸山

豊

あげられます。これは博物館と学校が連携
して新しい教育実践を創り出すことを意味

ピースあいちの二代目館長に前事務局長

します。今、新学習指導要領では「主体的な

の宮原大輔さんが就任されました。初代の

学び」＝アクティヴラーニングが主流にな

野間美喜子館長とは二人三脚でピースあい

っています。これにはいろいろ批判があり

ちを引っ張ってきただけに、その手腕はも

ますが、総合学習の発展（社会見学、修学旅

う誰もが認めるところです。いままでの企

行、文化祭）の場としては、平和学習の方向

画展、特別展のパネル、ポスター等のデザイ

か伝統的文化的な学習（歴史郷土資料館）か

ン構想は玄人はだしでしたから。また勉強

の選択が当面の課題です。従来の過去の歴

意欲も人一倍で数年前に学芸員資格を取得

史を見学する博物館から歴史の記憶を語り

したほどです。彼の穏やかながら粘り強い

かける役割が求められています。

実行力が今後も大いに期待されます。
新事務局長には赤澤ゆかりさんが就任し

ピースあいちはとても小さく、特化した

ました。多くのピースあいち出版物の編集

テーマを持たない館ですが、それだけに取

方針、イメージも彼女のセンスならではの

り組みが幅広く多様になってきました。

ものです。館運営も持ち前の調整力を発揮

宮原新館長、赤澤新事務局長を核に、ピー

し手堅くまとめてくれると信じています。

スあいちは俯瞰的な調整の時期にさしかか

退任された野間美喜子前館長もほっとし

っています。お二人には、多くのボランティ

ておられることでしょう。

アが支えてくれることを信じて新しい運営

野間さんお疲れ様でした。

に踏み切って欲しいと願っています。
（詳しくは中日新聞 2018.6.16 記事をご覧

5 月の研究会で「ピースあいち語り手の

下さい）

会」について責任者の竹川日出男副館長か
ら 9 年間にわたる地道な活動報告がありま
した。
「夏の戦争体験を聞く会」から愛知県、
名古屋市の支援を受けた県内の学校への語
り手派遣活動に広がり 2007 年～2017 年の
10 年間に６４４回、実に４１，１４９人、
訪問した学校、団体数は４４２校、団体を数
えます。
しかし高齢化に伴いこの活動は新たなス

ピースあいち研究会（5 月例会）

タイルが求められます。
「語り手」から「語
り継ぎ」への発展的移行が現在進行中です。
6

愛知県豊川市平和交流館が開館
愛知県豊川市では、豊川海軍工廠の戦争
遺跡を保存活用し、海軍工廠の歴史から平
和の尊さを学ぶ場として、
「豊川市平和公園
（仮称）整備基本構想」を平成 26 年 5 月に
策定し、以後平和公園整備事業を進めてき
ました。この公園整備事業が完了し、2018
年 6 月 9 日（土曜）の正午に豊川海軍工廠

豊川市平和交流館：豊川市の HP より

平和公園が開園しました。ここはかつて東

（文責：山根和代）

洋一の兵器工場とも称された豊川海軍工廠
があった場所で、1945 年 8 月 7 日の空襲で

立命館大学国際平和ミュージアム
専門委員

二千五百人以上が犠牲となるなど、悲しい
歴史を刻んだ場所でもあります。公園内に
は、歴史の生き証人である海軍工廠の火薬

山根和代

庫や信管置場などの戦争遺跡や海軍工廠の
歴史などを紹介する平和交流館があります。
この公園を訪れ過去の歴史を学び、平和の

フォトジャーナリスト、林典子氏による

尊さについて考えてみませんか。

少数民族ヤズディの写真展。独自の宗教を
もち主に中東地域を本拠に暮らしてきたヤ

豊川市平和交流館には、豊川海軍工廠の

ズディは、2014 年、イスラム過激派組織

歴史や戦争遺跡についてパネルや資料など

ＩＳによって多数が殺害され、女性は性奴

で説明する多目的室、映像資料の視聴や歴

隷にされる惨劇にみまわれました。本展で

史講座などを行うガイダンス室があります。

は、林氏がイラクやドイツなどへ逃れたヤ

豊川海軍工廠語り継ぎボランティアの拠点

ズディへの取材を重ねた写真集『ヤズディ

施設であり、展示解説や海軍工廠関係資料

の祈り』や、その後の調査取材の記録など

の整理などのボランティア活動を行う予定

を紹介します。イラク北西部シンガル山の

です。

麓で、何世代にもわたり営んできた日常を
一瞬にして奪われたヤズディの人々。望郷

東愛知新聞（6 月 10 日）に開園に関する

の思いをかかえ未来へ生きる一人ひとりの

記事が掲載されています。

姿を、静かなまなざしでとらえた作品の

http://www.higashiaichi.co.jp/news/detail/

数々を展示します。

3041
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参考：豊川市のホームページ

アソシエイテッド・プログラム

http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka

立命館大学国際平和ミュージアム 2018 年

/rekishi/heiwakouenkaien.html

度春季特別展
ヤズディの祈り－林典子写真展－
会 期：2018 年 4 月 14 日（土）～7 月
16 日（月・祝）
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第４０回を迎えた
「戦争と平和を考える資料展」
平和資料館・草の家
岡村啓佐
アジア•太平洋戦争末期の 1945 年７月 4
日未明、高知市は米軍の B29 爆撃機 125
機による空襲を受けました。わずか１時間
の空襲で市街地の大半が焼払われ、罹災戸
数 11,912 戸、451 名の命が奪われまし
た。
「この惨劇を忘れまい、二度と繰り返し
てはならない」との思いから 1979 年７月
4 日に第 1 回高知空襲展が開催され、それ
以降毎年開催され、内容も「空襲展」から
5 月 2 日国際平和ミュージアム平和教育

「戦争と平和を考える資料展」と発展しな

研究センター主催の映画上映会『憲法を武

がら今年４０回を迎えます。1980 年代に

器として―恵庭事件 知られざる 50 年目

入ると「平和七夕まつり」
「平和美術展」

の真実』の開催および本作監督の稲塚秀孝

「平和映画祭」
「反核平和コンサート」な

氏と恵庭裁判に関わった弁護士の内藤 功

ど平和を冠したさまざまな催しが市民の手

氏をお迎えしゲスト対談を開催しました。

によって広がり 1996 年から一連の取組み
を「ピースウェイブ」と呼び、それぞれが
回を重ねています。
今年の「戦争と平和を考える資料展」の
テーマは「明治 150 年」です。
安倍首相は年頭所感や通常国会冒頭にお
いて「明治栄光論」を語り、政府あげて
「明治の精神に学び、日本の強みを再認識
することは、大変重要なこと」とし、全国
各地で記念事業が数多く行なわれています
が、150 年の前半は侵略戦争と植民地支配
の時代でした。
日本は、明治のはじめから富国強兵を国
策の中心にすえ、台湾出兵を皮切りに日清
戦争、日露戦争を戦い、朝鮮半島や中国に
多大な犠牲を強いて「一等国」へとのし上
がり、そして侵略はアジア•太平洋戦争へ
と拡大、その結果アジア各地で 2,000 万人
8

以上の命を奪い、自国民 310 万人の命を犠

岡まさはる記念長崎平和資料館

牲に、大日本帝国は崩壊しました。この悲
惨なレールは明治の時代に敷かれたので

事務局長

す。
戦後の日本は、戦争への深い反省から平

崎山昇

昨年１１月１１日、熊本の平和と人権フ
ォーラムの協力を得て、当資料館が友好提
携関係を結んでいる中国・ハルピンの侵華
日軍第七三一部隊罪障陳列館の金成民館長
をお迎えし、講演会を開催しました。１２
月１２日から１９日にかけて、銘心会南京
（松岡環代表）のスタディーツアーに合流
させていただき、大学生２人と私の３人が
第１５回日中友好・希望の翼、第１７次友
好訪中団として訪中しました。また、今年
２月２６日釜山にある日帝強制動員歴史館
を運営する韓国の日帝強制動員被害者支援
財団と学術交流協定の締結を行い、今後共
同事業を行うことになりました。そして、
高實前理事長が亡くなられて１年になる４
月７日に当資料館主催で「高實康稔さんを
偲ぶ会」を開催し、それに併せて当資料館
に＜資料館の設立・発展のため尽力した髙
實康稔さん＞コーナーを新設し、「ゆるぎ
ない歴史認識を－高實康稔さん追悼集（頒
価１，０００円）」を発行しました。その
後、６月１０日に福沢諭吉研究の第一人者
である安川寿之輔さんの講演会を行い、＜
日本の「近代」と「戦後民主主義」を問い
直そう－「福沢諭吉神話」の解体を通して
－＞と題した講演では、侵略戦争と帝国主
義への道を力強く先導した福沢諭吉の姿が
明らかにされました。

和憲法を国是とする日本国として生まれ変
わりました。私たちは過去の誤りから学
び、現在と未来を考える「明治 150 年」で
なくてはならないと考えています。
特に今年は、歴史上初の米朝会談が開か
れ、東アジア情勢は劇的な転換期を迎え、
平和構築への新たな時代が開けようとして
います。東アジアの人々と共有できる日本
近代の歴史像を一日も早く創り上げていき
たいものです。

高知空襲直後の写真が初めて発見され、
草の家で発表しました。

今年、解隊工事跡から高知空襲によって

日帝強制動員被害者支援財団と学術交流
協定締結

激しく焼かれた塀が発見されました。
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と、訪問した４つの平和博物館（ザ・ピー
ス・ミュージアム、ミュージアム・オブ・フ
リーデリー、アンネ・フランク・ハウス、戦
争と女性の人権博物館）の展示の手法や新
しい視点について報告しています。後半は、
資料館の次世代継承について焦点を当てま
した。戦争体験者と非体験者である職員が、
ともに働きながら、どのように次世代継承
に取り組んできたのか、具体的な動きを通
して紹介しています。
今年の 8 月には、昨年のヨーロッパ視察

高實康稔さんを偲ぶ会

がきっかけとなり企画されたアンネ・フラ
ンク・ハウスとの共同プロジェクト「メモリ

ひめゆり平和祈念資料館

ーウォーク」を開催いたします。次号ではイ
ベントの詳細をご紹介できるかと思います。

学芸課

最近の大きなニュースとしては、2018 年

前泊克美

3 月末をもって、島袋淑子前館長が退任し

昨年度は、国際平和博物館会議への参加

たことだと言えそうです。新年度からは、副

や「ひめゆり平和研究所」の設立、企画展

館長だった普天間朝佳が館長となりました。

「戦争体験を未来につなぐ」の開催など、

ひめゆり資料館に初の戦後世代の館長就任

様々な活動や事業を行いました。

ということで、大きく報道されました。元ひ

「ひめゆり平和研究所」は、資料館の展

めゆり学徒が中心となってきた資料館です

示、教育普及、研究等を充実させ、ひめゆ

が、次世代職員に変わっても、館の理念をし

り平和祈念財団の理念を広く世界に発信す

っかりと守り、活動を展開していきたいと

る機関となることを目指していきます。

思います。
9 月には、待望の「平和のための博物館・
市民ネットワーク」沖縄開催が控えていま
す。みなさんを、私たちの資料館にお迎えす
ることができるのはとても楽しみです。多
くのご参加お待ちしています。
ちなみに、「証言員」は平均 90 歳を超え
ましたが、月に４～５回展示説明にあたっ
ています。
Tel:098-997-2100 Fax:098-997-2102
HP

「戦争体験を未来につなぐ」開催中
前回ご紹介した企画展「戦争体験を未来に

http://www.himeyuri.or.jp

FB:

つなぐ」が 12 月より始まっています。戦争

https://www.facebook.com/HIMEYUIRI.P

体験の次世代継承をテーマとした初の企画

EACE.MUSEUM/

展です。前半で第９回国際平和博物館会議
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からないまま胃がん、大腸がん、白血病など
で命を奪われていった。ビキニ核被災事件
は、まさに戦後最大の人権侵害事件といえ
る。
11 歳の時、広島で被爆した岩城幸子さん
は「１８歳のころです。働きに大阪に行きま
したが『被爆者はうつるからダメだ』と言っ
て断られました。東京に行っても同じでし
た・・・・。この時一番戦争を恨みました」
「私の背中には大きなヤケドがあります。
島袋前館長を囲んで

銭湯に行くと『汚いから来るな』と門前払い
されました。子どもにだけは風呂にと思っ
ていましたが『あんたのお母さんは病気や

「核」がもたらす人権侵害と差別

けん、入らんとってくれ』と言われ泣きなが
ら帰ってきました。
『お母ちゃんが原爆にお

平和資料館・草の家

岡村啓佐

うたばっかりにお風呂に入らしてやれんで、
ゴメンネゴメンネ』と言って家で子どもの

私は今、写真集『NO NUKES』をの取材

背中を流しました。子どもが銭湯に行ける

を通して「核」に対して新たに憤りの中にあ

ようになったのは、下の子が中学校に入っ

る。ビキニ事件は、日米両政府による隠ぺい

てからのことです」と語りました。

工作で「第五福竜丸事件」に矮小化された元

3.11 福島第一原発事故後、避難を余儀なく

乗組員たちのその後の人生は苦難に満ちた

され転校した子どもは「隣の同級生が物を

ものだった。

落としたので拾ってやろうとしたら、放射

大石又七さんは「私たちはわずかばかりの

能がうつるから触るなと言われた」
「『汚い』

見舞金をもらったことで一部の人から八つ

『お金もらってるんでしょ』などと言われ

当たりや、いやがらせを受け、2 年後に東京

た」
「“今まで何回も死のうと思った。でも、

に出てクリーニング屋をはじめました。そ

震災でいっぱい死んだから、つらいけど、僕

れから約 15 年間、被爆者であることを隠し

は生きると決めた”」と追い詰められた子ど

ながら生きていました。
」と語りました。

もたちの実態。

池田正穂さんは「結婚を約束し、出航時には

「仮設住宅からいわき市に引っ越し、隣近

紙テープで見送ってくれた彼女は、事件発

所にあいさつ代わりに粗品を持っていくと

覚後一度も顔を見せることがなかった。病

後日にまとめて突き返された」、「新築工事

院を退院すると、突き刺ささる妬みと、差別

中の家の電源が切断された。私たちに来る

の目に耐え切れず京都に逃げ、ビキニ事件

な！という事か」と被災者が怒ります。

の事は 10 年余り封印してきた」と苦難の人

私は 20 数年前に「高知の被爆者」を取材

生を語りました。

し、
「フクシマ」をも取材してきた。そして

一方、日米両政府の隠ぺいによってビキ

今回ビキニ核被災者の話しを聞く。そこに

ニ事件は「無かった」こととされ、歴史から

はアメリカが絡んだ共通する「核」被害とと

抹消されていた約 2 万人の元漁船員たちの

もに、戦後７３年を経ても尚、日本が抱える

人権や「命」は無視され、若くして原因が分

人権意識の低さである。
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情けなくなり、憂うのは私だけではないこ
とを願い、11 月に写真集『NO NUKES』の
発刊完成を目指して作業を進めている。
なお今回の写真集は A-port（朝日新聞）
クラウドファンディングでお願いしていま
して、下記の URL でプロジェクトが掲載さ
れています。
https://a-port.asahi.com/projects/nonukes
第二部は原子爆弾被災当日の日記や被爆後
の写真等を展示する「平和祈念コーナー」

長崎県諫早市
鎮西学院 平和祈念ミュージアム

鎮西学院 平和祈念ミュージアム
場所：鎮西学院百周年記念館内 常設会場
開館日：月・水・金 10：00～16：00 ※

本学の母体である学校法人 鎮西学院は
2017 年 10 月、創立 136 年を迎えます。

高校・大学休業日は閉館

設立は長崎東山手、西日本に誇る校舎が建

観覧無料

設されましたが、15 年後に原爆で壊滅し、

お問合せ：鎮西学院本部

諫早に移りました。

8200

TEL 0957-26-

http://www.wesleyan.ac.jp/information/?it

鎮西学院は被爆校としての使命感を持っ

emid=2090

て、世界平和を祈念しつつ、学院の歴史を振
り返る記念館を設置しております。

新聞報道紹介

広島市立幟町小学校平和資料室
サダコの母校 学ぶ平和 5 月
幟町小に資料室
広島市立幟町小学校（中区）に「のぼり
平和資料室」が完成し、１２日に学校関係
者らに公開された。平和記念公園にある
「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木

館内は二部構成になっており、第一部は鎮

禎子さんの母校で、ゆかりの資料が並ぶ。

西学院 135 年の歩み、制服と校章の歩みな

卒業生や地域住民らが資料を寄贈し、保護

どの「歴史コーナー」

者も協力した。
資料室は、南校舎１階の会議室を改装。
明治から現代までの幟町小や地域の歴史を
たどり、平和や原爆について考える構成
だ。被爆後の写真や平和関連書籍、禎子さ
12

んが作った折り鶴、さらに禎子さんの「６
年竹組」の卒業アルバムなど約１００点を
展示する。資料の半分近くは、寄贈された
ものだ。
幟町小は禎子さんの母校として知られ、
様々な人が訪れる。しかし、
「来られて
も、お見せできるものがない」と、島本靖
校長はかねて問題意識を持っていたとい
う。
ところが昨年、多目的教室を整理した際
に、様々な資料が見つかった。原爆の被害
を調べてパネルにし、幟町小に寄贈してい

The Visit by Pegge Patten 2013

た町内会長の岡部喜久雄さん（６９）に島
本校長が相談し、資料室開設に向けて動き
だした。
郷土史に詳しい岡部さんを中心に検討。

海外の平和博物館ニュース

ＰＴＡ会長の山縣元道さん（４２）による
と、保護者の理解も得て、展示用ケースの

「平和のための博物館国際ネットワーク

費用はＰＴＡが出すことにした。

(INMP)」通信の日本語版をご覧下さい。下

幟町小は昨年、長崎市を修学旅行先に選
び、地元児童と交流するなど新たな平和学

記の HP で読むことができます。

習を模索中だ。この秋には、６年生が近く

https://www.inmp.net/newsletters-in-

の被爆遺構などに下級生を案内し、説明す

japanese/

ることも検討している。資料室は、こうし
た学習にも活用する方針だ。
編集後記

開設した１２日に資料室を訪れた前田香
さん（４４）は、２年生の男児を通わせ

『ミューズ』は「平和のための博物館市民

る。
「この学校で折り鶴を作れば、禎子さ
んを身近なお姉さんとして感じられる。幼

ネットワーク」に関わる皆さんが、平和博物

いうちからしっかりと（広島の歴史を）知

館について考えていることや、それぞれの

っておいてほしい」と話した。

平和博物館が取り組んだ経験や教訓やそこ
から明らかになった課題などを共有するた

資料室は事前申請すれば毎週金曜の午前

めのステージです。

９～１２時、見学できる。問い合わせは
幟町小（０８２・２２１・３０１３）へ。

編集委員の山根和代を中心に、多くのボ

（北村浩貴）

ランティアの方々の協力を得て英語版も作
られ、
“Muse”として世界にも紹介されてき

※出典：朝日新聞デジタル（2018.5.13）

ました。今後も、翻訳に協力して頂けるボラ

https://www.asahi.com/articles/ASL5D4G

ンティアの方々の助け借りてこの「世界で

Z6L5DPITB008.html

も稀な営み」を継続していきたいと念願し
ています。
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編集者は、市民ネットの皆さんが本ニュ

ーグ（オランダ）の平和宮のそばにありまし

ーズレターに積極的に投稿されることを期

たが、財政上の問題もあって 6 月末で引き

待しています。

払うことになり、7 月からは立命館大学国
際平和ミュージアム内に移されました。

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〉
〒465-0091
名古屋市名東区よもぎ台 2-820
立命館大学国際平和ミュージアム 2 階の名誉
館長室に掛けられた INMP の標識の前の
安斎育郎ジェネラル・コーディネータ

戦争と平和の資料館ピースあいち
『ミューズ』原稿在中

「平和博物館運動があるのは日本だけ」と

ニュース速報

言われるように、私たち日本の平和博物館
運動の参加者は世界の平和博物館運動発展
のカギを握っています。現在の年会費は

安斎育郎氏が INMP の代表に就任

2000 円で、季刊の日英両文のニューズレタ
ーを手にするだけでなく、国際会議情報な

「平和のための博物館国際ネットワーク」

どにもいち早く接することが出来ます。

（International Network of Museums for

2017 年の前回大会（ベルファスト）にも約

Peace ,INMP)は、1992 年に「ギブ・ピー

25 人が日本から参加しましたが、2020 年

ス・ア・チャンス」というイギリスのクエー

の日本大会では市民ネットの方々の日頃の

カーの団体のイニシャチブで始まり、ブラ

活動が全世界に紹介されるよう、ぜひ

ッドフォード大学で開かれた初めての会合

INMP にご参加ください。ご連絡は〒603-

には、当時「草の家」の国際担当だった山根

8577 京都市北区等持院北町

和代さんと、立命館大学法学部教授の薬師

立命館大学

国際平和ミュージアム内 INMP 安斎宛

寺公夫さんが出席されました。
以来 26 年の間に徐々に体裁が整えられ、
今では季刊のニューズレター、豊かな内容
のウエブサイトをもち、ほぼ 3 年に一度の
割合で国際会議も開かれています。日本で
も第 3 回大会
（1998 年）
と第 6 回大会
（2008
年）が開かれましたが、東京オリンピックが
開催される 2020 年には第 10 回大会がまた
また日本で開催されるまたまた方向で準備

引継ぎのために来日した事務局のペトラ・
ケプラーさん、山根和代さんと安斎新代表。

が進められています。
2018 年 6 月までは INMP の事務局がハ
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