
東京 こ

【本展会場】

11D世田谷ものづくり学校
＜電車＞

東急田園都市線「池尻大橋」駅下車徒歩約10分

東急田園都市線／東急世田谷線「三軒茶屋」駅下車徒歩

約15分

くバス＞

【渋谷方面】

バス停「自衛隊中央病院入口」下車徒歩約5分

渋谷駅バスターミナル東急バス乗り場番号（西口）

43番�渋谷→下馬1丁目循環（渋31系統）
44番�渋谷→野沢龍雲寺循環（渋32系統）

42番�渋谷→多摩川駅 ・ 都立大学北口循環（渋33系統）

42番�渋谷→三宿経由、都立大学駅北ロ ・東京医療セン

ター行き（渋34系統）

広島

広島平和記念公園内原爆の子の像付近［継ぐ展ブース］ 
8/6(日） 12:00-

CUP HIROSHIMA [広島トヨペット1F] 

〒730-0053 広島県広島市中区東千田町1丁目1番18号 

7/31(月） -8/6(日） 1 0:00-20:00 

協賛• 協力

協賛：株式会社ファンプ，株式会社DMC広島日下医院
Palabra株式会社

協力：関東学院大学，デジタルハリウッドSTUDIO
Peace Porter Project, とうろう流し実行委員会
HIROSHIMA SPEAKS OUT, みなとみらいごはん部
路上芸術祭実行委員会, CLiP HIROSHIMA 
teppan kitchen SETAGAYA, 世田谷区立平和資料館
（株）東京現像所プロモ ー ト事業部，東京テアトル株式会社

11D世田谷ものづくり学校

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-4-5
http://setagaya-school.net/place/ 

※施設には駐車場がありませんので、

お車での来場はご遠慮ください。

バス停「自衛隊中央病院入口」｀
世田谷区立
平和資料館
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施設図

メイン会場11Dギャラリー
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teppan kitchen 
SETAGAYA 
（コラポカフェメニュー）

「この世界の片隅に」
上映会場

＂＂ 

「アオギリの葉を描こう」
チョークワークショップ

三世代が考え

Dシマ
「

凶．尉尾 ．．．

Hiroshima - 3rd Generation Exhibition : Succeeding to History 

「ヒロシマを知る教室」
戦争を体験していない世代がつくる、

参加して学べるヒロシマの企画展

｀

2017 

Y, 

, ,.

仮想空間にあなたの想いを込めた
1 II 2018年仙台開催に向けて

戸ー"'● 0."'.. 

灯ろうが流せます。
賛助金•寄付金ご協力のお願い 進ぐ譲
釆年の継ぐ展は、仙台で開催予定で http:/ /tsuguten.com/ 会

石 30 日（日）
一

す。企画展の資材の輸送費、準備や

運営のためのスタッフの交通宿泊費な IJ https //www.facebook com/tsuguten/ 

どは、皆様からの賛助金•寄付金で補 £l https://twitter.com/h_tsuguten 

-8月 6 日（日）われています。 回 https·//www 1nstagram com/tsuguten/ 
賛助金•寄付金にご協力いただける方

には参加要項をお渡ししております。 畠 11D世田谷ものづくり学校 主催：ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会

ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会までお問 東京都世田谷区池尻 2-4-5 共催’広島大学coc

http://message.tsuguten.com 

I II 
い合わせください。 企画展全体に関するお問い合わせ先 後援．世田谷区、 世田谷区教育委員会．広島市，広島大学

※PC ・ スマー トフォン、 いずれも利用可 TEL. 080-1916-8638 <継ぐ展実行委員会） 月 1 Q:00-19:QQ 
MAIL. tsuguten2017@gmail.com ※最終日17:00まで

公益財団法人広島平和文化センター，中国新聞社
朝日新聞，東京新聞，読売新聞
共同通信社，FMヨコハマ，NHK広島放送局

‘

 



はじめに 戦後70年の2015年からスター トしたこの企画展は、東京、みなとみらいでの開催を経て、今年で 3 年目になります。

回を重ねるごとに輪が広がり、企画展そのものに深みが増しているのを惑じています。

自由研究ツールを持ち、真剣な面持ちで広島平和資料館のパネルと向き合う子どもたち。

企画展をきっかけに冊親と命について話しあった男の子。

展示パネルから被爆体験伝承者養成事業を知り、応募を決めた大学生。

会場内では、来場者とスタッフが対話を行う姿もよく見られます。

2017年の継ぐ展は、人対人で伝えていく「体験」を伴った参加型のイベントに力を入れています。

10代から60代までの約70名が運営に携わり、広島•神奈川•仙台の教育機関のご協力を得て制作されました。

多くの方々のご支援に、深く感謝いたします。

企画展を通じて、若い世代が平和について考え、

自分にとっての次世代に継ぐべき「何か」を探していただけたら幸いです。 代表 久、｛呆田謁(�

一 来場者参加型のト ー クショ ーやワ ー クショップ
※場所の明記がないイベントは
11Dギ ャ ラ リ ー 内で開催いたします。

オーブニングイペント
映画「この世界の片隅に」
バリアフリー上映

消しゴムはんこ作家津久井智子さんの
ヒロシマをモチー フにした
はんこ作りワ ー クショップ

オープニングイベントとして「この世界の片隅に」
のバリアフリー上映（日本語字幕•音声ガイド1寸）
を行います。

折り鶴やキョウチクトウ、灯ろう流しといった、ヒロ
シマをモチー フとした消しゴムはんこをつくるワ ー

クショップ。バッグに捺して、オリジナルグッズとし
てお持ち帰りいただけます。【場所】110 Presentation Room 【日時】7月30日（日）

1回目12:15開場12:30上映 ※小学生親子限定 【場所】104 Meeting Room1 【日時】7月31日（月）

1回目11:00- 2回目14:00-(各回1時間）2回目 15:15開場15:30上映

【参加費】無料 【定員】各回50名（抽選）

【協力I(株）東京現像所プロモート事業部

東京テアトル株式会社、Palabra株式会社

【講師】津久井智子（消しゴムはんこ作家）

【参加費]1,500円（バッグ材料費込 大人・子供同 一料金）

【定員l各回 20名（予約制）

一 見て学ぶバネルや写真などの常設展

「絵で読む広島の原爆（福音館書店）」
原画展

「やこうれっしゃ」や「がたごと がたごと」の絵
本作家西村繁男さんの作品の原画を展示
（一 部レプリカ）。第43回産経児童出版文化
賞の受賞作です。

被爆建物から見るヒロシマ写真展

現在も広島に残る被爆建物を70年前の写
真と同じアングルで撮影しました。当時と今が
比較できる写真展。

写真：及川誠• 山本早苗(2015)
平和記念資料館 （所蔵・提供）

被爆アオギリのお話を聞き、チョー クで
路上にアオギリの葉を描こう

広島平和記念公園に奇跡的に再生した被爆ア
オギリの木があるのをご存知ですか？絵本「アオ
ギリのねがい」のお話の後、チョー クでその姿を
路上に再現します。沢山の葉っぱを描いて平和
の木を育てましょう。※小雨決行、荒天中止

【場所】11D ギャラリー 内／正面玄関横

［日時】8月1日（火） 1回目11:00�2回目14:00�

［共催】路上芸術祭実行委員会

【講師】松本かなこ（ストリートペインター）

［読み聞かせ】芳晴

［参加費)500円 （大人・子供同 一料金）※チョ ーク代含む

［定員I 各回20名（予約制）

ヒロシマの記憶を継ぐ人
インタピュ ー展示

被爆者の方をはじめ、広島市被爆伝承者養
成事業を卒業された方など計22名を取材した
インタビューを冊子、ミニパネルで展示。

平和記念資料館収蔵資料
「消えた家族」

広島平和記念資料館収蔵資料である原爆で
一家全滅した鈴木六郎さんの家族の悲劇を
伝える「消えた家族」展の一部を展示

ヒロシマピー スポランティアと
展示をまわろう

広島平和記念資料館・広島平和記念公園をヒ
ロシマピー スボランティアとして8年間ガイドをし
ている楢原泰 ー さんが被爆の実相（原子爆弾
投下によるさまざま影響）について展示資料を周
りながら解説を行う約45分のツアーです。

【日時】8月1日（火） 1回目12:30 2回目15:30 

【参加費】無料

【ゲスト1楢原泰ー（ヒロシマピースボランティア）

【定員】各回15名（予約制）

被爆体験伝承者楢原泰ーさんと
対話をしよう

2015年に伝承者の資格を取られた東京都在
住の広島市被爆伝承者養成事業1期生 楢原

泰 ー さんが、被爆の実相（原子爆弾投下による
さまざまな影響）や伝承者への応募のきっかけ、
語り継ぐことを決めた被爆者の方のお話をしてく
ださいます。

ー委嘱）

【日時】8月2日（水） 11:00 【参加費I 無料

【ゲスト1楢原泰一

（被爆体験伝承者：（財）広島平和文化センタ

【定員】20名（予約制）

一部の企画は予約・抽選制です。
ご予約は継ぐ展Webサイト

http://tsuguten.com/event/ 

もしくは電話090-6934-261 8まで

國霊は品フォン

広島関運書籍

互

被爆体験伝承者石綿浩 一さんと
対話をしよう

2016年に伝承者の資格を取られた神奈川県
在住の広島市被爆伝承者養成事業2期生 石
綿浩 一さんが、被爆の実相（原子爆弾投下によ
るさまざまな影響）や伝承者への応募のきっか
け、語り継ぐことを決めた被爆者の方のお話をし
てくださいます。

【日時】8月4日（金） 1回目11:00 2回目14:00

［参加費】無料

【ゲスト】石綿浩一

（被爆体験伝承者：（財）広島平和文化センター委嘱）

【定員］各回20名（予約制）

語り部川本省三さんと対話をしよう

原爆孤児の体験と被爆証言を続けてこられた
) II本省三さんを広島からお招きして対話を行い
ます。

【日時】8月5日（土） 1回目11:00 2回目14:00

【参加費】無料

【ゲスト】JII本省三

（被爆体験証言者：（財）広島平和文化センター委嘱）

［定員］各回20名（予約制）

絵本の読み聞かせコー ナ ー

― 「はだしのゲン」、「函録ヒロシマを世界に」な
ど広島の原爆に関連する書籍、絵本、漫画、
写真集が自由に読めるコ ーナー。絵本の読み
聞かせボランティアが11時-14時まで常駐。

広島原爆資料バネル・石材展示

被爆の実相を学べるパネルと、原爆で破壊さ
れた建物の瓦礫や石材の展示。

パネル：広島平和記念資料館（担供）
被爆石材：嘉陽礼文（広島大学研究員提供）

クロ ー ジングイベント
語り部梶本淑子さんと対話をしよう

国内外で被爆証言活動を続けてこられた梶本
淑子さんを広島からお招きし、対話を行います。そ
の後、参加者全員で広島で流すとうろうに想いを
書きます。

［日時】8月6日（日）15:QQ 【参加費】無料

［ゲスト】梶本淑子

（被爆体験証言者：（財）広島平和文化センタ ー委嘱）

［定員】30名（予約制）

夏休み自由研究サポ ー ト教室

小学生高学年以上を対象にした夏休みの自由
研究をつくるワ ー クショップ。ヒロシマをテ ー マに
した自由研究キットをもとにスタッフがその場で完
成出釆るようサポー ト致します。

［日時】8月2日（水）、3日（木） 1回目13:QQ 2回目15:30

8月4日（金）、5日（士） 1回目12:30 2回目15:30

［参加費]500円（模造紙、折り紙などの材料費込）

【定員】各回 5名（予約制）

とうろうに込めるメッセ ー ジ
平和へのメッセージを込めたとうろうを仮想空問の/IIに流し、8

月6日の広島へ届けるプロジェクト。

Sound: 鎌田まみ

teppan kitchen SET AGA YAX 継ぐ展
コラボカフェメニュー

広島のおばあちゃんが心を込めて作った野菜をふん
だんに使用した限定スペシャルメニューを会期中に
ご用意します。


