
感想など（抜粋）

こんなことがあったなんてはじめてしりました
長崎と広島でおとされたばくだんの名前を知ることができた
私は，「杉原ちうね」のことを，本を読んで知ったのですが，非核平和パネル展でもっと
よく知れて，今後，私たちにできることがあればやってみたいです。
おっきいおばあちゃんのおとうさんがせんそうでしんだので見にきました。
暑かった。
核はキライ。私は，自分で戦争の本を読んだりしたりしています。どうしでも飛行きの音
を聞くとこわくなります。戦争って，タダの命のムダづかいなんじゃありませんか？
すごくべんきょうになった
ないようがよくわかっておもしろかった。
おりがみをしました
子供向けの説明があってよかった
げんばくてんじはくりょくがあった。よかった。
とてもよかった。
今日ここに来たのは迷っていましたが，思い切って来てよかった。
わかんないこともわかった。
二度とせんそうはしてほしくない
最近の情勢を見ても関係無き人を殺したり，内面的に質の低下が一般的に見られま
す。自由の意味をはき違い，もっと本来何事においても理解する努力に欠ける人間が
多い。情けない世の中でもある。
またきたいとおもいました
いろいろなことがよくわかりました
げんしばくだんにあたった人の写真があって分かりやすかったし，かわいそうだなと思
いました。
つるを作るのが楽しかった
少し写真がこわかったけど，戦争のつらさがわかり，とてもべんきょうになった。
悲しいことはわかったけど，漢字が多くて読めなかった。パネルが高いところにあって，
パパにだっこしてもらわないと見えなかった。
今日は，千畝さんについて，いろいろとわかることができました。これで学校の友だちに
じまんできます。
つるをおるのがたのしかった
戦争の中，生き残ってつながってきた命がどれだけ貴重で大切なものなんだということ
がよくわかりました。感謝という2文字だけでは伝えられません。この大切な命を粗末に
することなく，1日1日を大切にしようと思います。
ふだん見ない資料を見れて良かった。
ひがいなどのようすが細かくかかれていてとても興味深い内容だった。
平和の大切さがよくわかった！
原爆の写真や，資料がとてもこわくて迫力がありました。でも，こわかった，おそろし
かったということを改めて知ることができてよかったです。
・ひさんな戦争は絶対にしてはいけないこと
・世界中の人が平和を追求することが大切
戦争がこわいということがわかった。
戦争などの怖さと，悲しさがあらためて分かった。今のくらしに感謝です。
今まで学校で習ったことはありましたが，それよりもくわしく知ることができ，やはり，忘
れてはいけないことで，してはいけないことで，伝えていくべきだと思いました。学校へ
訪問するなどして，もっとたくさんの人（特に若い人）に知ってもらいたいと思いました。
平和の大切さを改めて実感しました。
分かりやすい資料が多く，核兵器のあった当時を知る良い機会となった
今までは，杉原千畝さんについて教科書でしか見たことがなかったけど，今回のパネ
ル展を通し，初めて知ったことがたくさんあった。自分の思ったことをそのまま行動する
杉原さんの生き方を見習いたい。
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投下されて負傷している写真は，胸につかえるものがあります。是非，世界の人に見て
もらいたいです。
係りの方がとてもていねいに解せつしてください嬉しかったです。
ユダヤ人を日本の人が助けたと知りました。
（ニュース等にはならいないような）鈴鹿での戦争のことがわかってよかったです。
鈴鹿にも戦争があったのコーナーは，大変，考えさせられるものでよかったです。
平和って何だろう？まだまだ差別がつづいているし，ひとりひとりが人権意識を高め，
変えていかないといけないと感じた。
子供ときて勉強になりました。ありがとうございました。
2回目の訪問となりましたが，近年映画化された題材ということもありタイムリーなもの
かと思います。
学校を卒業してからふれる事がなかったので良いきかいでした。
杉原千畝さんの事が知れてよかった。難しいが平和がすっと続いてほしいと思う。
このイベントをもっと多くの人に知ってもらえるよう宣伝したほうが良いと思います。
パネルと文字を大きくして欲しい。近くでないと見えにくく，まわりの人がいると，じっくり
見えなかった。
当時の若い子，（自分と同じ年令も含む）は，大変だったなと思う。戦争へ行くとはどの
様な心境なのか思いもよらないが恐ろしい事だと思う。
小学校の子を持つ親です。子供の祖父母も戦争を経験していません。戦争はしてはい
けないことということを伝えていく為にこのような展示は続けていってもらいたいです。
以前，アメリカ・ボストンで杉原千畝さんの記念ひを訪れた時から杉原さんの行動に感
動していました。今回，改めて杉原さんのことを自分の住んでいる土地でみれてよかっ
たです。
戦争の無い世界へ。
本やテレビで知っていた「杉原千畝」の事を分かりやすく解説してあったので，とても良
かった。人間として生きる事の大切さ，そして難しさを深く考える事が出来る，またとな
い機会を与えてもらったと思う。
ただつらいです。平和が続きますように。
あらためて戦争と原爆の悲惨さを感じました。なぜ，原爆を作って，日本に使用しなけ
ればならなかったのか，原爆を作ったアメリカは，それを使ったらどうなるか想像できた
だろうに。戦争も核兵器もなくなってほしいです。
とても勉強になった。小中学生にも見せてあげたい。

・偶然にも本日オバマ大統領が広島へ行く日であり，改めて核のことを考えさせられま
した。
・以前，ドイツ　デッサウの収容所にいったことがあり，ホロコーストの恐ろしさを知りま
した。その中で杉原さんの行動がいかに素晴らしいものだったかよくわかりました。

とても勉強になりました。普段忙しいですが，時間を作って来てよかったです。命の大
切さを深く感じました。伊勢志摩サミットが無事終わる事を願います。
子ども達と一緒に来ました。こうした一緒に過ごせることも，こうした戦争を生き抜いてく
れた祖父・祖母のことを思い，感謝せずにはいられません。もう二度と戦争がおこりま
せんように。今も世界のどこかでおこっている戦争が一日も早く終わりますように。
戦後70年を過ぎ，戦争を知らない世代のため，啓蒙活動は非常に重要です。国や学校
は，好んで協力しないかもしれませんが，可能な限り，使える手段や機会を用いて，こ
れからもかつ活動して頂きたい。大変，有意義かつ重要なお働きと思います。
いつの時代も人道的，博愛で何ができるか，みんな考えたらいいのにな・・・改め考えま
した。鈴鹿での開催感謝します。
平和の大切さをあらためて感じました。
杉原さんの世界遺産申請，オバマ大統領の広島訪問もあり，平和について考える良い
機会となりました。
ちょうどオバマ大統領が広島訪問され，折り鶴を折って持ってこられていたと報道で知
り，とても感動したところでした。今日，サダコさんの話を詳しく知れて良かった。今日，
見に来られなかった子どもに話し，いつか広島に連れて行き，自分で平和について考
えてくれたら・・・と思っています。ありがとうございました。
もう少しパネルの字を大きくするか見やすくしてほしい。
原爆の悲惨な所は，後世に伝えなくてはいけません。
・とても良い展示と思います。
・映像もあればもっとわかり易いです（ＮＨＫ等）
オバマさんの広島訪問が，同じ時期にあり，タイムリーだった。
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本日は，貴重な資料等展示していただき，ありがとうございました。スタッフ・関係者の
皆さまに感謝いたします。これからも多文化共生社会の実現に向け，まい進されること
を期待いたします。
戦争は本当に怖いと思いました。今年，祖母が亡くなってしまって，あまり戦争の話を
聞かなかったことを後悔しています。1つ覚えているのが四日市で空襲があった時に，
反対に逃げた人たちがたくさん死んでしまったと聞き，その時の判断の違いの大きさに
何とも言えない気持ちになりました。
戦争のことをこれからも伝え続けてください。
戦争のない社会を守り続けることの大切さを学んだ。
たまたま入場しましたが，非常に考えさせられる内容でした。ありがとうございました。
戦争は絶対に起こってほしくない。
・図書館で毎年飾っているパネルとは別の新しい情報があり,参考になった（原爆関係）
・今回は，特に杉原氏の展示に注目してきたので，非常に満足している。

戦争を知らない世代ですが，今だ当時被爆され人体に影響を受けられた方が苦しんで
いられる事を思うと心が痛みます。体験者が減少する中で永遠に伝えられて行くべきだ
と思いました。
※またこのようなパネル展を多くの方が参加されるよう全国あちこちで開催して下さい。
※桑名市から来ました。

・杉原千畝さんのことが知れて良かったです。
・本の読み聞かせも，いろんな立場，境遇の人の本を紹介してもらいよかったです。
人前なので涙はがまんしましたが，このような事実があった事は悲しいことだと思いま
す。先日，オバマさんが言った様に核のない世界が来る事を祈っています。
心に深く平和の大事さがみざまれました。
知らないことが多すぎて恥ずかしい気持ちになりました。苦しくも，サミットも行なわれた
この時期・・・もっと様々なことをこれからも啓発してください。
この様な核で世界がまずしくならない事を願います。
杉原千畝さんに対して，正しいことをするということは，小さなことの努み重ね。日々の
行ないをあらためて考えなくてはいけないと感じました。
個人の努力がつながれば平和につながるのかなあと思いました。
来てよかったと思います
はだしのゲンを初めて読みました。杉原さんだけと思っていたので，とても嬉しく思いま
した。ありがとうございました。
昔，広島へ行き，原爆ドーム，平和記念館などにより悲惨さがわかってちょっとくるしい
思いをしました。若い世代にこんなことがないようにしたいと思います。
人の差別などしてはいけない
大型ショッピングセンター近くにある会場なのでついでに入ることが出来よかった。
とても心が苦しくなりました。今，平和に暮らさせていただける幸せ，喜びをありがたく思
えました。戦争は，本当に二度としてはいけないです。

イオンシネマでズートピアを見た後でしたので，人種差別について，現実とディズニーア
ニメのメッセージがリンクして，心に残りました。昔も，これからも平和を願う人の心が大
切！！

中学生・高校生にかつてあった事実を知らせて欲しいと思います。
少し長い現場でしたが，着実に市民（大人も子どもも日系ブラジル・ペルーも）今の鈴鹿
の幸せな時間を実感できたものと確信しています。ありがとう！
余談ですが，原爆ドーム保存のために平成元年に長女が誕生した際に時間手当ての
一部を送金した時のメッセージが製本されて嬉しかった思い出があります。その長女
も，この夏に二児の母親になる予定です。またまた，孫の守りに名古屋と鈴鹿を行き来
することになりそうです。こういったことが，平和な日常を実感できる幸せだと思わざる
を得ません。スタッフの皆さんは，20万市民の方のひとりひとりそれぞれの人生，生き
様のドラマ演出というか，その小道具を提供し続けていってくださいませ。謝々！！
（拝）とまあ，自己満足のち拙筆でした。（苦笑）
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私の家は，昔，ハルビンで洋服屋に勤めていて（丁字屋）終戦後，命からがら帰れまし
たが，父の妹は，２人亡くなっています。今回の展示会を見ていろいろ考えました。
何回，見ても悲しみが深まるばかりです。ホロコーストのひどさをもっと掲げてもいいん
じゃないでしょうか。
文字がもう少し大きいとわかりやすいです。鈴鹿（地元）のことも取り上げてよかったで
す。
今回，杉原千畝についてくわしく知りたいと思い伺いました。オバマ大統領の広島訪問
と重なり，自分の中でも色々考える機会となりました。小，中学生の子供達にも，事実
を知り考える機会をたくさん作っていただき，大人，子供とわず平和への意識が高めて
いけたら・・・と思いました。
学校の課題図書（5年）となっており，息子が本を借りてきました。ミュージカルや映画に
もなっており，興味がありました。
このような催しに学校から見学に来れたら良いと思う。
核の使い方そのものが怖いと思いました。
子どもたちは言うに及ばず，若い世代，大人にももっと広く知ってほしいです。期間をな
がくとったり，もっと広報をしてほしいです。
サミットが見えで行なわれた後，三重県民として何をしていくのか，オバマさんの広島訪
問もあり，考えてやれることを実行したいと思います。ありがとうございました。イオンで
の開催，寄りやすくていいと思います。
平和無き未来は，ありません。
杉原：他人を思いやる気持が全ての行動の大前提ということを今更乍ら深く感じた
平和展：武力を使った問題解決は，決して真の解決にはならないこと，現在の平和憲
法のありがたさを再認識した
ビニールで光って，写真や字が見にくかった。
杉原千畝展と「非核平和パネル展」のセットで平和の重要性を改めて考えさせられまし
た。心より感謝致します。
私は，戦争を知らない世代なので若い人にももっともっとこの歴史のあったことを伝え
ていってほしいと思います。
・私の親達は，戦争体験者であったので，いろいろ話を聞かされました。
・人の歴史は，戦争の歴史，今，生きている私達は，その中を生き延びた人々のつなが
り。大変な時代を生き延び命をつないでくれた先祖達に感謝の思いを忘れないようにと
いつも心がけてます。犠牲になって亡くなっていった方々にも同じです。合掌！！
大変厳しい英断，杉原千畝自分の地位の危機を返りみず決断された
初めて聞く話しが多かったので驚きました。
杉原千畝様の事は，シンドラーのリストがスタートになって日本人にも日本のシンドラー
がいらっしゃる事を知り，まずシンドラーのそく跡をたずねての旅をドイツに行き，シンド
ラーの住人でいた家，シンドラーの入院した病院訪問後，日本に帰り，杉原千畝様の
眠る墓をたずねるたびを息子としました。息子の人生の目標は，この二人の偉大なお
手本の足元にも及びませんが人助けのため，自分の生涯を支げる請願を立て現在29
才生きています。43年振りに名古屋のＯＢ会に来て，この展示会に導かれる来させて
頂きました。感謝申し上げます。
杉原千畝先生のすばらしい功績には頭が下がります。
戦争をくりかえしてはいけない
学校などでもっとひろめてほしい
過去のギセイの上に今の平和がある。このようなことはくり返してはならない。杉原さん
の行動は，だれでもできることではないと強さを感じた。
本日，オバマ大統領が広島訪問されています。一日も早く核が地球上から亡くなる日を
心より祈っております。
本日，オバマアメリカ大統領が広島を訪問。世界のどの国であっても核兵器をなくし，
平和な社会になるように！！
にどとせんそうはしてはならないとおもいます。日本人ひとりひとりがしんけんに平和に
ついてかんがえてほしいです。
核の問題は，今直解決していない。核を廃絶するための大きな仕組づくりを世界的に
考えるべきではないだろうか。オバマ大統領の広島訪問がそのきっかけになれば良い
が・・・。
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周りに流されず自分の正義を貫くことを杉原千の功績から学びました。是非世界の記
憶遺産に登録されて，多くの人々が彼から学んでほしいです。
杉原さんをとりあげていただいのは，大変タイムリーで，より多くの人に来場いただいた
ことと思います。展示に加えて，日々，午後の催しも工夫があって，有意義なものになっ
たと思います。「鈴鹿にも戦争があった」で市民を巻き込んでくださったこと，大変うれし
いです。
事実かと疑いが交替鎖するようで信じられないくらいでした。これが戦争なのか。

おりしも広島にアメリカ大統領がきて，世界の意識も新たになっていると思います。私も
戦争を知らない世代できちんと学習していかなければと思っています。
子供が小学生のとき，学校で初めて聞きました。「素足のゲン」大人になった今でも足
がふるえる程のインパクトに足がすくむそうです。当時は，寝ることも出来ず大変でし
たー。
まだ写真で確認しましたが，たくさん残っている事にうれしく思いました。
広島の資料館にもいきましたが，今回，オバマさんが来たことで，より興味がわきまし
た。平和というものに考えさせられました。
世界平和を願っています。地球皆んなが平和な生活が出きる様に。地球全体が平和に
ならなければならない事です。戦争は，絶対してはいけない。
大人だけじゃなく，子供も理解出来る展示方法やイベントがあったらいいと思います。
今日の平和な日本がとても有りがたく思いました。ほんとに，沢山の人の命を奪った戦
争がくやしく思いました。これからも戦争のない平和な世界が続く事も願ってやみませ
ん。
詳しい内容のパネル展でした。館長さんに直接お話頂けたのも良かったです。
時々，知らない言葉が出てきました。人の善が集まってかなった‘‘きせき‘‘ですね。
他人ごとのようでしたが，あらためて，身にせまる思いをしました。
歴史から学び，戦争をしない教育・政治の大切さを子やまごに伝えていきたい。
毎年，興味深く待って参加させていただいています。イオンホールは，皆さんが立ち寄
りやすいのか昨年から入場者も増えていると感じています。
何げない毎日が，一番，幸福なのだと思い感じました。
戦争は，絶対，起こしてはならない。
核廃絶について，いろいろな面から続けて下さい。具体的に，今，頭にうかびません，
すみません。
正しい歴史を教える必要があると思います。
多くの方に知らせて見て頂きたい。
初めて身近に感じ考えさせられました。修学旅行で長崎の展示を見て以来です。
非核運動をつづけて下さい。
米大統領の広島訪問等で「人権」「平和」への意識の高まりがある中，「平和への祈り
展」の開催は，よかったと思います。今後も継続した取組を期待いたします。
平和な世界が来ることを願います。
戦争のない世の中を望みます。
終生，忘れてはならぬテーマだと思います。
何回も何度も理解する人が1人でも多くふえるようにがんばってほしい。小・中学生の子
供たちに特に参加してほしい。
人々は，みな平等でないといけないと思います。国々の思わく，宗教上の争いなどは
もってのほかだと考えます。
・自分の事もあるのに，他の人の事を考えて決断した事はすばらしい。おそらく，自分に
はできないだろう。
・原爆については，その時代とはいえ，非常に痛々しい。
毎日，小さな出来事に右往左往する自分にがっかりです。何が一番大切か，時折，自
分に語りかけながらすごしたい。日本に，こんな素晴らしい方がいらした事，本当に嬉し
いですし，少しは恥ずかしくないよう生きたいです。
何故，人々が戦わなければならなかったのか？ だいたいが，パネル展等，「ひがい」の
み強調されすぎてどうかと・・・？本当に戦わなくてすむ社会とは・・・にむすびついてい
くといいかとむずかしいとは思うが，「やられたばっかりでは・・・」
当時の社会背景を考えると杉原氏の偉大さを強く感じることができる。
一人の力では何もできないかもしれませんが，一人一人が平和の大切さを知る機会に
ふれれば，声に出せば前に進める気がします。まず知る事です。
時流に流されず，自分の意思をつらぬき。行動した人々がいたことに感動しました。
杉原氏以外にも救出に尽力した人達の存在を知り感動しております。
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今の平和をいつ迄も（未来えいごう）祈念します。
人の命の大切さを知りました。私自身，台湾からの引揚者で大人になってから教えて
貰った事ですが，乗船予定の舟に乗れず（後の人に先を越され）父が大変怒っていたと
聞きました。でも，その船が，雷魚で沈没したそうです。一船遅れた結果，母と兄弟3人
は，無事帰国しましたが，下の妹は，船上で病死，父は戦後，帰って来ました。今の幸
せを感謝すると同時，全世界が平和になる事を祈ります。
私は元海上自衛隊員ですが，平和の大切さと平和を守るためには何をすべきを深く認
識しているつもりです。今日，パネル展を見学し，その更にその心を深くした次第です。
地元の人のたいへんさを身をもってすくった人，日本のほこりの人
目からうろこの国枝先生のお話し，大変興味を持ちました。戦前のハルピン学院（杉原
さんの母校）のことをもっと知りたいです。
公演は，深い感銘を受け，心に残りました。
昭和17年生れで，3才で終戦の為，あまり知らなかったが，年令がいく共に感心が高ま
り，広島，長崎等は行って来ました。
父親の郷里の岐阜県八百津町にある父親（実家）墓まいりのあと，人道の丘にある杉
原千畝記念館にて，ユダヤ人6000人の命を助けた「命のビザ」のことを知り，感銘を受
けました。郷里の偉人を誇りに思います。
外地で生まれ育ち戦後親の故郷へ引揚げ島国日本での日々，残念乍ら，いい知れぬ
苦の日々。島国であるが故の狭い物の考え方，見方，悲しい事です。杉原千畝氏・外
地で経験の大きな賜でしょう。嬉しいです。
再度，八百津町に行きたいと思います。
杉原千畝のリトアニア，カウナスも旅したので，興味持ちました。
軽率かも知れませんが，杉原さんとは55年という時代を同じくしたことになり（私は，今
85才1931年生れです），非常に重大な関係があるように，改めて自覚させられました。
そこで，杉原さんが最後の1枚のビザを手渡された時のエピソードが何か言い伝えられ
ていませんか？最初の1枚より最後のという場面についてです。
名古屋市へも見に出かけましたが，杉原さんの行動にあらためて感動いたしました。国
に逆らっての行動，よほど心に言いきかせたことでしょう。ときには，杉原さんの命とり
になっただろうと思うとぞっといたしました。
長崎出身Ｓ16年生まれ4才の時，天に昇る，曇目にした事，幼い頃ながら，今だに覚え
ております。親類にも亡くなった人がおります。話しを聞いたり，映画を見たり，戦争の
恐ろしさを身に感じています。戦争はやめる事を願いたいと思いました。
日本人は，思い合う心を忘れつつ有ります。国を愛し，自分を大切にしてほしいです。
子供の頃，沢山の戦争遺跡が残っていたので覚えている。また，その周辺で遊びまし
た。旧電通学園にて飛行機格納庫でＮＨＫラジオのど自慢大会を見にいったことを思い
出します。その時に，「白い花の咲く頃」の歌が頭に残っています。
日本の教育の中でもっと早く杉原さんの事を教えるべきと前より思っていたので今回は
大変良かった。
核である戦争が起こる事のない平和な世界
もっと時間がほしい
世界が核を無くし，安全で平和に過ごすことが出来る様，仲良くしてほしい。
一度，見てみたかったので良かったと思います。
父を戦争で無くしたので特にその時代背景に思いをはせる事が多いです。
何回見せて頂いても心が痛みます。
言葉になりません
今後も続けて下さい
・全国でキャラバン的に公開してほしい。
・今がチャンスだと思う。
今の平和を守ってほしいと思いました。
オバマさんが広島に来てくれて大変良かった
私は，昭和16年開戦の年の生まれです。父は，昭和18年に戦死，名古屋で家は焼か
れ鈴鹿で生活です。父の遺品などいろいろありますが，私がいなくなれば，ゴミとなるの
かなと思っております。広島知覧賀呉などには行ってみました。
杉原さんの映画をみて始めて知りました。こういうことをもっと広めて下さい。
朗読すばらしかったです。
マスコミ（民放）をたまに見ると，こういうマスコミの人々も原子爆弾の恐ろしさを放送し
てほしい。その苦しみにたえた人々のことも。偉大なる杉原氏の偉業も。
巡回原爆展はよく判ったが，広島や長崎の想像がつきにくく，残念でした。（戦争の様
子を知らないので）
大変良い企画をありがとうございました。
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