
平和祈念フェスタin清瀬　イベント一覧

年　　度 開催時期 開催場所

講演会
安斎育郎教授（立命館大学）の講演
テーマ「平和のつくりかた」

報告会
平成18年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体５団体報告

合唱
ピアノ演奏と歌による合唱
歌唱指導（ベック由美子、竹村宣子）

展示会 広島・長崎原爆関係パネルの展示他 クレアギャラリー

ビデオ「わが町清瀬『戦争と平和』を歩く」上映

アニメ「ガラスのうさぎ」の上映

展示会 狩野光男氏の描いた東京大空襲の絵の展示他 クレアギャラリー

ビデオ「わが町清瀬『戦争と平和』を歩く」上映（三中生徒作成）

清瀬在住の戦争体験者のお話し
お話し　齊藤靖夫氏、高橋貞子氏、瀬口允子氏

上映会 アニメ「NAGASAKI1945 アンゼラスの鐘」の上映

報告会
平成19年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

展示会
広島・長崎原爆関係パネルの展示
沖縄戦関係パネルの展示他

クレアギャラリー

ダイジェスト版ビデオ「清瀬の戦争と平和について」上映

アニメ映画「みいちゃんのてのひら」の上映

講演会 画家狩野光男氏の講演　テーマ「東京大空襲」

展示会 狩野光男氏の描いた東京大空襲の絵の展示他 クレアギャラリー

ビデオ「わが町清瀬『戦争と平和』を歩く」上映

清瀬在住の戦争体験者のお話し
脇坂のぶさん、高橋貞子さん、並木弘仲さん、天利
友枝さん、瀬口允子さん

公募による市民のみなさん

ピース・エンジェルズ卒業生

報告会
平成20年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体３団体報告

上映会 人形アニメ「おこりじぞう」の上映

展示会
広島・長崎原爆関係パネルの展示
沖縄戦関係パネルの展示他

クレアギャラリー

ビデオ「わが町清瀬『戦争と平和』を歩く」完成版上映と解説

人形アニメ「おかあちゃんごめんね」の上映

講演会 詩人小森香子氏の講演　テーマ「東京大空襲」

狩野光男氏の描いた体験者の証言による連作画
（10作品）の展示

元清瀬市立中学校教員大橋則子さんの絵画の展
示他

ビデオ「わが町清瀬『戦争と平和』を歩く」完成版上映

アミューホール

クレアギャラリー

アミューホール

展示会

アミューホール

アミューホール

アミュー講座室1

ころぽっくるホール

アミューホール

アミュー講座室1

上映会

フォーラム

上映会

フォーラム

朗読会

アミューホール

上映会

フォーラム

平成18（2006）年度

平成19（2007）年度

平成20（2008）年度

８月

３月

８月

３月

８月

３月

内　　容
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平和祈念フェスタin清瀬　イベント一覧

年　　度 開催時期 開催場所内　　容

清瀬在住の戦争体験者のお話し
お話し　石崎委員長、遊佐委員

ビデオ『わが町清瀬「戦争と平和」を歩く』完成版上映と解説

人形アニメ「ながさきの子うま」上映

映画「千羽鶴」上映

講演会
財界人　品川正治氏の講演
テーマ「今こそ語りたい戦争体験」

平成21年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

来場のみなさんと歌のコーラス（休憩時間）
アコーディオン奏者、オカリナ奏者、歌のボランティ
アの参加

展示会

広島・長崎原爆関係パネルの展示
沖縄戦関係パネルの展示
平和市長会議加盟都市パネルの展示、
オバマ大統領の発言と似顔絵のパネル展示他

クレアギャラリー

清瀬市選挙管理委員会委員長　齊藤靖夫氏の講演

テーマ「父の日記にみる戦時中の清瀬の暮らし」

平和コンサー
ト

シンガーソングライター　宮沢勝之氏の公演

展示会
狩野光男氏の描いた東京大空襲の絵の展示
普天間飛行場関連の展示

クレアギャラリー

劇映画「沖縄」

第一部「一坪たりともわたすまい」上映

講演会
アニメーション監督　有原誠治氏の講演
テーマ「アニメーションで考える－戦争と平和」

報告会
平成22年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

展示会

広島・長崎原爆関係パネルの展示
沖縄戦関係パネルの展示
学童疎開関係の絵の展示、
普天間飛行場関連の展示他

クレアギャラリー

平和映画会
劇映画「沖縄」
第二部「怒りの島」上映

コミュニティプラザ
ひまわり講座室

映画「青葉学園物語」上映

映画監督　大澤豊氏のお話し

コンサート 歌手　佐藤真子氏の公演

展示会
狩野光男氏の描いた東京大空襲の絵の展示
沖縄戦パネルの展示他

クレアギャラリー

アミューホールフォーラム

平成20（2008）年度

３月

平成21（2009）年度

８月

３月

アミューホール

アミュー講座室1

アミューホール

講演会

報告会

６月

８月

映画会

平成22（2010）年度

平和映画会 アミュー講座室1

アミューホール

３月

映画とお話し

アミューホール
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平和祈念フェスタin清瀬　イベント一覧

年　　度 開催時期 開催場所内　　容

講演会
ジャーナリスト　伊藤千尋氏の講演
テーマ「ヒロシマ・ナガサキ・そして原発～子どもた
ちの未来のために～」

報告会
平成23年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

展示会
広島・長崎原爆関係パネルの展示
中西繁氏の絵画「棄てられた街」の展示
災害被災地の人的支援活動写真の展示他

クレアギャラリー

市民による朗読　絵本「かわいそうなぞう」

アニメ映画「さようならカバくん」上映

講演
画家　中西繁氏の講演
テーマ「チェルノブイリ・福島・三陸を歩いて」

展示会
狩野光男氏の描いた東京大空襲の絵の展示
パネル「清瀬が空襲された日」の展示他

クレアギャラリー

講演会

DVD「放射線内部被曝から子どもを守るために」上
映
無言館館主　窪島 誠一郎氏の講演
テーマ「『無言館』のこと―戦没学生が伝えるもの

報告会
平成24年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

展示会 広島・長崎原爆関係パネルの展示 クレアギャラリー

９月
非核清瀬市宣
言３０周年事
業

委員による「非核清瀬市宣言に関するお話し」
市民による平和文化発表会

アミューホール

ビデオ「わが町清瀬『戦争と平和』を歩く」2009年増補版上映

定委員によるお話し「清瀬と戦争～これまでにわ
かったこと～」

平和コンサー
ト

工房ズ・女声アンサンブルラーク

展示会
「清瀬と戦争」に関する資料
狩野光男氏が描いた東京大空襲の絵の展示

クレアギャラリー

演奏・講演会

オープニング　音楽演奏：演奏者「竹村氏他２名」
都立第五福竜丸展示館主任学芸員　安田　和也
氏の講演
テーマ「核なき世界をめざして～第五福竜丸は航
海中です～」

報告会
平成25年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

展示会 広島・長崎原爆関係パネルの展示 クレアギャラリー

ＤＶＤドキュメンタリー映画「おりづる」
「おりづる」製作者　有原誠治監督のお話し

ＤＶＤ劇映画「はだしのゲン」
アミュー講座室1平和映画会12月

アミューホール

３月

朗読と映画

アミューホール

８月

平成23（2011）年度

平成23（2011）年度

平成24（2012）年度

８月
アミューホール

３月

ビデオとお話
し

アミューホール

平成25（2013）年度

８月
ころぽっくるホール
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平和祈念フェスタin清瀬　イベント一覧

年　　度 開催時期 開催場所内　　容

オープニング　音楽演奏：演奏グループ「コカリナ
翼」
朗読：朗読団体「朗読の会フレディ」
アーサー・ビナード氏の講演
テーマ「不思議の国ニッポン～平和・反核・原発～」

展示会
「清瀬と戦争」に関する資料
狩野光男氏が描いた東京大空襲の絵の展示
第五福竜丸に関するパネル資料

クレアギャラリー

映画会
音楽演奏：演奏者「竹村氏他２名」
ドキュメンタリー映画「ブラジルに生きるヒバクシャ」
有原監督　映画演出のお話

報告会
平成26年度ピース・エンジェルズの平和学習報告
市内団体１団体報告

展示会
「広島・長崎原爆関係」・「清瀬と戦争」パネルの展
示

クレアギャラリー

オープニング　朗読：朗読団体「朗読の会フレディ」

平和コンサート：佐藤真子氏によるピアノ弾き語り

池田香代子氏の講演
タイトル『戦後70年　今、子どもたちになにを伝える
か』～「世界がもし100人の村だったら」の著者から
～

展示会
「清瀬と戦争」に関する資料
狩野光男氏が描いた東京大空襲の絵の展示　他

クレアギャラリー

オープニング　四中吹奏楽部　演奏

ボニージャックスコンサート

市内団体１団体報告、平成27年度ピース・エンジェルズ
の平和学習報告、ピース・エンジェルズ卒業生からの発
表　けやきホールの展示スペース・ホワイエで「広島・長
崎原爆関係」「ピース・メッセージ」展示

展示会 「広島・長崎原爆関係」・「清瀬と戦争」パネルの展示 クレアギャラリー
オープニング　「清瀬と平和ー世代を超えてー」上
映
戦争体験者のお話（対談）　齊藤委員
清瀬と戦争のパネルについてのお話　定委員
みんなで歌おう平和への願い　演奏：竹村氏他２名

展示会
「清瀬と戦争」に関する資料
狩野光男氏が描いた東京大空襲の絵の展示
市民のみなさんから提供された資料展示

クレアギャラリー

市内団体１団体報告、平成28年度ピース・エンジェ
ルズの平和学習報告、

アルパ演奏：演奏者池山由香氏

平成26（2014）年度

８月
アミューホール

３月

朗読・平和コ
ンサート・講演
会

アミューホール

平成28（2016）年度

アミューホール

３月

アミューホール
演奏・朗読・
講演会

平成25（2013）年度

アミューホール

平成27（2015）年度

けやきホール

３月

報告会・演奏
会・講演会

平和祈念展等実行委員会委員　定信夫氏による１
時間ワイド版トーク「生まれたときから戦争だった」
講演
アミューホールの展示スペースで「平和祈念展示資料館」より
借用資料「ピース・メッセージ」展示

８月

８月
報告会・演奏会

語る会・演奏
会
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平和祈念フェスタin清瀬　イベント一覧

年　　度 開催時期 開催場所内　　容

展示会
「広島・長崎原爆関係」・「清瀬と戦争」パネルの展
示

クレアギャラリー

文化行事：市民コーラス「合唱団クローバー」による
演奏
小森陽一氏による講演「戦争文学から見た漱石」
アミューホールの展示スペースで博物館借用資料
爆弾破片等
終了後クレアギャラリーで定委員よりパネル説明

展示会
「清瀬と戦争」に関する資料
狩野光男氏が描いた東京大空襲の絵の展示
「ピース・メッセージ」展示

クレアギャラリー

市内団体１団体報告、平成29年度ピース・エンジェ
ルズの平和学習報告、

合唱：十小合唱団「ステラ」による公演

展示会 「広島・長崎原爆関係」・「清瀬と戦争」パネルの展示 クレアギャラリー
演奏会：市民コーラス「合唱団クローバー」による演
奏

石島紀之氏による公演「重慶爆撃ー東京大空襲の
前史ー　戦争の加害と被害

映画会 ドキュメンタリー映画「ＯＫＩＮＡＷＡ1965」 アミューホール

展示会
空襲の被害と加害「東京大空襲と重慶爆撃」「ピー
ス・メッセージ」展示

クレアギャラリー

市内団体１団体報告、平成30年度ピース・エンジェルズ
の平和学習報告、

演奏：「アンサンブルクローバー」による歌

「明治百五十年」の今を考える第２弾生活者の目で見るポップ
な日本近現代史　講師：平和祈念展等実行委員会委員　定信
夫氏

第１回　明治維新からロンドン軍縮会議まで

第２回　満州事変から日本国憲法成立直後まで

平和講座②
集団疎開・空襲の体験談　講師：平和祈念展等実行委員会委
員　鎌田幸子氏　ゲスト出演齊藤靖夫氏（平和祈念展等実行
委員会委員）

生涯学習センター

展示会 「広島・長崎原爆関係」・「清瀬と戦争」パネルの展示 クレアギャラリー

東京大空襲戦災資料センター早乙女勝元氏による
講演「次世代へ平和のバトンを」

こわしてはいけない～無言館をうたう合唱団

平成30（2018）年度

８月

報告会・演奏
会・講演会

アミューホール太田昌克氏の講演「核兵器のない世界へ～ジャーナリ
スト太田昌克氏が語る～」

アミューホールの展示スペースで「平和祈念展示資料館」より
資料借用、「ピース・メッセージ」展示

３月

講演会・演奏会 児童センター

平和講座 生涯学習センター

平和講座①
男女共同参画セ
ンター会議室

平成28（2016）年度

日本近代史に見る教育勅語　講師：平和祈念展等
実行委員会委員　定信夫氏

文化行事・講演
会 アミューホール

アミューホール
報告会・演奏
会・講演会

３月

アミューホールの展示スペースで「平和祈念展示資料館」より
借用資料「ピース・メッセージ」展示

８月

平成29（2017）年度

８月
報告会・演奏
会・講演会

アミューホール
平和ディスカッションー歴史から見る語り部会

アミューホール

アミューホールの展示スペースで「平和祈念展示資料館」より
資料借用、「ピース・メッセージ」展示

３月

演奏会・講演会
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平和祈念フェスタin清瀬　イベント一覧

年　　度 開催時期 開催場所内　　容

「子どもの目から見た戦中・戦後の暮らし」
講師：平和祈念展等実行委員会委員　定信夫氏

第１回　生まれた時から戦争だった
第２回　戦争が終わってから
午前の部：「ガラスのうさぎ」
午後の部：「あの日ぼくらは戦場で～少年兵の告白～」

トークショー：清瀬から平和を語る～私の戦時中の
体験談　平和祈念展等実行委員会委員　齊藤靖
夫氏

展示会
「東京大空襲」・「清瀬と戦争」パネル及び「ピース・
メッセージ」展示　他

クレアギャラリー

市内団体１団体報告、令和元年度ピース・エンジェルズ
の平和学習報告、

キヨセマジッククラブによるマジックショー

午後の部「つるにのって」「千羽鶴」

夜の部「アンゼラスの鐘」

展示会 「広島・長崎原爆関係」・「清瀬と戦争」パネルの展示 クレアギャラリー
市民コーラス「コーラスクローバー」による演奏

国境なき医師団看護師吉田照美氏の講演

展示会
「東京大空襲」・「清瀬と戦争」パネル及び「ピース・
メッセージ」展示　他

クレアギャラリー

生涯学習センター平和映画祭

平成30（2018）年度

3月（新型コ
ロナウイル
ス拡大防
止のため
全事業中
止）

３月

男女共同参画セ
ンター会議室

平和講座

上映会（平和アニ
メ）＆トークショー 児童センター

アミューホール

令和元（201９）年度

８月

報告会・演奏
会・講演会

アミューホール核兵器廃絶国際キャンペーン運営委員川崎哲氏の講演
「核兵器のない平和な世界をめざして」

アミューホールの展示スペースで「ピース・メッセージ」展示

平和映画祭 アミューホール

報告会・文化行
事

「ガラスのうさぎ」映画上映後、平和祈念展等実行委員会委員
鎌田幸子氏による戦争体験談講座
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