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「100人の母たち」写真展さがみはら開催に 
       （2013/9/12～9/26） 

ご来場くださったみなさま 

ご支援くださったみなさま 

 心よりお礼申し上げます

9/13 麦っ子畑保育園来場 
写真の真ん中で積み木あそび 

9/22 橋本会場 
つながるいのち いきいきフェスタ 

ガイネさんのライブにミウルくんも登場 
9/18  

視覚障害の来場者に
会場でガイド 

イタリア食堂 fagottoも写真展会場に 

9/14 脱ってみるトーク 
写真展会場が 

そのままイベント会場に 
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「100人の母たち」写真展さがみはら開催は、「いま、たくさんのわたしが たくさんの

あなたとつながるために」をテーマに一人ひとりの発意のもと、それぞれの思いを大切に

するゆるやかなネットワークを組みながら半年をかけて実現することができました。 

そのつながりのもとに、当初、相模大野･ユニコムプラザさがみはらのみを会場としていた

ものが、ソレイユさがみとの共催を得ることができ、橋本開催の実現を拓いてくれ、写真

を見る機会をより多くの市民に拡げることができました。 

企画においても、相模原市内で開催する意味を掘り下げるなかで、さまざまな市民活動を

になう方々によって、より多彩により豊かに育てることができました。このつながりの体

験は、記憶となって、「まちづくり」に寄与してくれるものと自負するものです。 

また、視覚障害のある方 5人の方にガイドできたり、座間市・麦っ子畑保育園のちびっこ

60名を含め多様な年代の多様な市民のみなさんの来場いただいたり、相模大野銀座商店

街･イタリア食堂・fagottoでの街中写真展も実現できて、目標であった 800人来場を達成

することができました。 

ユニコムプラザさがみはらを会場としながら、大学生との連携がはたしきれなかったこと、

ソレイユさがみにおける集客･宣伝体制に不足な点はありましたが、全く新しい出会いをも

たらしてくれた開催活動は、このまちの明日につながる成果を残してくれました。 

ここにお礼の気持ちとともに、以下のように開催事業の報告を申し上げます。 

 

【主 催】 「100人の母たち」写真展さがみはら開催実行委員会 

 「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク   ＮＰＯ法人 ここずっと 

【共 催】 相模原市立男女共同参画推進センター  ※橋本開催についてのみ 

【会場と会期】 ユニコムプラザさがみはら マルチスペース 

2013年 9月 12日（木）～ 9月 18日（水） 

ソレイユさがみ  であいの広場 

2013年 9月 20日（金）～ 9月 26日（木） ※23日は休館 

          ※両会場とも初日は 11:00から  最終日は～16:00まで 

イタリア食堂 Fagotto 

        1013年 9月 11日（火）～ ９月 18日（水） 

【実行委員会】下記のとおり、全７回 

2013/4/21、5/19、6/16、7/21、8/4、8/18、10/20 

    ※右写真は、６/16実行委員会の話し合いのなかで 

     記したものです。 
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【プレイベント】  

2013/8/31 とっかえ市  

会場：たいにい・ぼっくす 

2013/9/1 音楽&トークライブ 

「いのちを守り いのちをつなぐ 音楽たち」  

出演者：しもけん、のぶ＋、たかしまようこ、ガイネ  

 会場提供：キッズスクール相模大野  PA：三浦勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【来場者数】   ※イタリア食堂 fagottoの来場者は集計していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公式チラシ・関連企画・プログラム】 別紙添付 

【後援】  相模原市   相模原市教育委員会  フォトシティさがみはら  

      町田相模原地域大学コンソーシアム       

日付 来場者 ボランティア 

9 月 12 日 70 14 

9 月 13 日 123 8 

9 月 14 日 152 8 

9 月 15 日 76 13 

9 月 16 日 83 10 

9 月 17 日 69 5 

9 月 18 日 49 8 

9/20-26 110 15 

小計 732 81 

総数 813 
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【決算及び監査】  

 
総収入 

    

  項目 金額 備考 
① 開催協力金 1口 500円 個人公募 133,500 48名 267口 
    2口 1000円以上 団体公募 46,000 5団体 92口 
  会場カンパ     39,359   
② 主催者拠出金         
  「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク 158,700   
  NPO法人ここずっと   10,000   
③ プレイベント収入 とっかえ市   2,910   
    音楽たち   10,110 当日カンパ含む 
  受取資料代     15,500 9/16講演資料代 
  写真集売上利益     7,200 24冊×@300円 

合計総額 ¥423,279   

 
総支出     

  項目 金額 備考 
① 写真拝借料 A3サイズ 30枚 1４日間 27,500 点数･サイズは実際と相違 
    A1サイズ 10枚 1４日間 27,500  同 上 
  写真運搬費     22,590   
② 会場費 ユニコムプラザさがみはら 58,800 マルチスペース 
    同上 セミナールーム 6,180   
③ 印刷代 公式チラシ   40,760 15000部 
    プレイベントチラシ   18,000 500部両面カラーコピー 
    プログラム   13,820 1000部 
    講演会資料   5,040 カラーコピー 
④ 謝礼 亀山ののこ トーク２回 80,000 交通費含む 
  9月 14日 おしどりマコ･ケン   40,000   
  9月 14日 らいぶらいぶ   5,000   
  9月 15日 関 礼子   5,000   
  9月 15日 鹿目久美   5,000   
  9月 15日 竹内亜紀   5,000   
  9月 15日 三池良子   5,000   
  9月 16日 牛山 元美 講演会 10,000   
  9月 16日 大島美貴子   5,000   
  9月 16日 小川冨美枝   5,000   
  9月 16日 高岡章夫   5,000   
  9月 22日 ガイネ   5,000   
  9月 22日 おはなしでんでんむし 5,000   
⑤ 交通費     15,450 プレイベント、あしたば分 
⑥ 雑費 映像記録用   3,839 荒金分 
    ゲスト用飲料   2,200 プレイベント分含む 
    振込手数料等   1,600   

合計総額 ¥423,279   

 
以上の通り、決算報告申し上げます。   2013/10/7 会計 村田 キク江 印鑑省略 

上記につき領収証ほか関係書類照らし合わせ、確認いたしました。   

             2013/10/9  会計監査 田嶋 いづみ 印鑑省略 
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【開催協力金】以下のみなさまにご提供いただきました。お礼申し上げます。（敬称略） 

 個人：小山宮佳江／伊藤信吾／加藤喜代志／伊勢秀夫／打越紀子／相川晴彦／小林芽里 

池谷雅子 ／田中三容子／旗野秀人／ 中王子照美／ 斉藤徳太郎／ 斉藤真理子／ 

高嶋陽子／渋谷和子／篠田房枝／村田淳子／内山尚美／田井美弥子／ 谷中きよ子  

若杉幸子／ 小砂朗身／瀧 明子／岡本良明／ 井上勝美／ 板山美枝子／ 森友希子／ 

杉本節子／宮北 隆／妹尾佳子／平野晴康／近藤淑子／大澤忠夫／西田和子／ 

辻茂／内山博嗣／奥山慶一／芥川仁／山本育子／岡田祐子／広瀬一好／藤居 薫／ 

名執 ／山本裕子／小泉千暁／大島貴美子／市村里江／匿名 1名 

団体：きらきら☆たねまきの会／  株式会社オギノバン／WE21ジャパン相模原／ 

市民グループ こどもまもりたい／ＮＰＯ法人らいぶらいぶ 

【インターネット関連】以下の通り、インターネット上で公開 

20130914 亀山ののこ×おしどりマコケン 脱ってみるトーク 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0vBFm1CJcg  

20130915 「水俣、福島、わたしたちのまち」トーク･セッション 

https://www.youtube.com/watch?v=HBJ5ef9Rv5I  

20130916亀山ののこ「100人の母たち」写真展 企画 講演会「子どもたちの

いのちを守るくらし」-1 

https://www.youtube.com/watch?v=B7epf35RKwo  

20130916亀山ののこ「100人の母たち」写真展 企画 講演会「子どもたちの

いのちを守るくらし」-2 

https://www.youtube.com/watch?v=hdRrh9ha4VU  

※映像記録は、荒金忠司さん、高岡章夫さんにご援助いただきました。 

※なお、関連企画の詳報は「水俣」子どもたちに伝えるネットワークの会報『ネ

ット･インフォメーション』紙上に掲載予定です。 

【アンケート集約】 

  相模大野会場 回収 137通 

  橋本会場 回収 34通 

  ・アンケート回答者の 3分の１が男性 

・アンケート回答者の年齢層は 20代から 70代まで。まんべんなく来場があった。 

  ・アンケート回答者の 3分の１は市外からの来場者  

・とくに相模大野会場においては、通りがかりにたまたま来場された方も多かった。 

・アンケート回答者の 48.5%がとてもよい展示と感じ、28%がよいと受け止めた。 
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相模大野会場アンケート結果 

感想（抜粋・おもに 9月 18日回収分より） 
・現代らしい写真でびっくり。またよかったです。 
・親子の絆、温か味のある感じがよく撮れていますね。妊婦の方のお腹の中の小さな生命を感じて幸せそうな表
情が夜話から遺憾時でとれていていいですね。 

・ただただ笑顔で生きてほしいと願うばかり！ 写真を見た瞬間、涙が出ました。・原発はすべてを消してしま
う。普通の生活が果てしなく、戻らない！ 悲しすぎます！ 

・いのちを象徴する「母と子」と原発Ｎｏの関連は非常に効果があると思う。それぞれのしあわせを願う心が溢
れている。 

・子どもたちを大切に守ろうとする優しさ真剣さが伝わってきました。 
・今しか撮れない物を残そうとするお母さん達に感動しました。 
・母と子の手をつないでいる写真すてきでした。 
・場所、展示もゆったりとしてゆっくりできました。 
・”母”はとても“美しい”と感じました。パワーと力強さを感じました。 
・お母さんたちの顔、表情。同じ母親として、子供にどんな未来を残せるのだろう？！ 
・妊婦や親子の写真がとても絆を感じさせました。私も子供の写真をもっと撮ろうと思いました。 
・私も原発はノーです。人々の笑顔が大切。生きていく上にとても大切な事だと思う。 
・100人の母たち写真展、ほほえましい子供達の笑顔がいつまでもつづく平和な世界であってほしいです。ＷＥ
ショップでお手伝いをしています。少しでもお役に立てばと思い参加させていただいています。 

・母と子の笑顔がすばらしい 
・子供と親の愛情が伝わってきて見ていてほんわかなった。 
・力強い母の子を育てる写真が多く、感動しました。通りがかりでまさかこんな素敵な個展があるとは。まずは
子を育てやすい環境から！ まちがった情報、いらないですね。自ら 脱（!）原発 知る気持ちを高ぶらせた
写真展でした。 ありがとうございました。  

・お母さんたちの表情がとても印象的でした。つらい状況にあっても、子を一番に思う母の気持ちが伝わってき
ました。麦っ子畑保育園の子どもたちの絵と文を読んで涙が出ました。何の罪もない子どもたちをこんなにも
悲しませる原発というものを早くこの世界からなくしたいと心から思いました。 

・母の強さを感じた。 
・この先の未来に命をつないでゆくこと。あたたかいものを感じました。これから生まれてくる子どもたちに
とっても素敵な未来を作ってあげたい。 

・2児の母です。母の力は強いなと改めて感じました。もちろん原発はない方が良いけれど、今は保有してい
る現状。新しく作ることは反対だけど、日本に住む以上、付きあって生きていかなければならないと思い
ます。（使用済み核燃料は残るわけだから）将来、子どもたちのためにも稼動させないために出来ること
をもっと考えた方が良いと思います。日に日に日常生活で考える機会が少なくなってきて、今回改めて考
えるきっかけでした。ありがとう。 

・同じ母親の立場として、自然に笑い合える母子の姿、ごく日常の姿に、ほほえましく感じました。福島の母
子からそういう日常を奪った東電に怒りを覚えます。地道な活動でも続けていくことが大切です。頑張っ
てください。 

・子どもをはぐくむ母は偉大で、でも、その母達もまた子どもにまわりの人々に支えられている事。最近子ど
もと目を合わせて話してないな・・・パネルの母子を見ながら、このママ達は良い子育てをしているんだ
ろうなと思いました。 
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橋本会場アンケート結果 

感想 
・母は美しく強いということを思いました。        
・親子の情愛が伝わってくること。それが見た目にも「美しく」撮れていること。ユーモラスな部分もよか
ったです。            

・私は想像力があまりない方で、福島に住んでいる子供さんの事を、頭ではわかっ ていても、きちんとわ
かっていませんでした。子供のことを愛するお母さん、キラキラ輝く子供たち、リアルにわかって、
「一緒」と思いました。            

・母のぬくもりを写真からいっぱいに感じることができた。いつの時代も変わらないものだろうと思う。 
・お母さんと子どもの笑顔から幸せや強さを感じて女性として生まれ、子育てすることができる自分が誇ら
しく思えました。ありがとうございました。        

・母と子の絆。お父さんもいる写真もみてみたいと思いました。     
・どの親子もとてもすてきな笑顔だった一方で、虐待のニュースもたくさん報道され、孤独な子育てに悩ん
でいる母親たちも多いのだろうと思った。       

・若いお母さん方の輝く笑顔、一生懸命脱原発に取り組んでいる姿に感動！   
・命の尊さを感じた。子ども達の笑顔は何にもかえがたい。守るのは大人達皆んなです。  
・視点がすてき。タイトル見てみたいと思った。子のしぐさ母のおもいの表情がとらえてはなさない。―一
瞬がすてきだ。            

・心の中でわすれかけていたものをもう一度気付けた。母である自分ももっと強くなりたい。  
・子育て(子どもの成長)には、木、水、緑、きれいな空気が一番必要で似合っていることを写真から感じた 
・映像メッセージは、深く味わい、静かに心に広がる力がありました。良かったです。（写真とセットでメ
ッセージがあってもよかったですね）         

・母の愛♡♡ 女性のやさしさ、強さを感じました。       
・家族の生命力の偉大さを感じます。この方たちの将来が楽しみですネ。    
・どのお母さんも優しい笑顔を子供たちにむけていること。自分の母親もこんなふうに、私たち兄弟 3人を
育ててくれたんだと思いました。 

・原発事故後の写真であるということ。母と子は本来変り得ないつながりであるのでは？環境を守る責任
は？もっと一人ひとりがしっかり学ぶことが大切。そして行動すること。    

・みなさんの素敵な笑顔。見ていて涙が出ました。少しの間でも、子供たち、そして、がんばっている母さ
んたちを笑顔にさせたい。つくづく原発なんかいらないと思いました。     

・写真を見ることは好きだが、何かドラマがある。語りかけてくるものがあります。誰もが平和を願う心は
同じです。そんな意味で、写真は語るものがあります。       

・原発反対のすばらしいメッセージなのに、もっとたくさんの人が情報を知っていれば、もったいない感じで
した。母親の表情、子供への愛情 日々の子育てを考えさせられます。麦っ子畑保育園の絵もすごかった。 

・（申し訳ありませんが）原発反対を言いたいの？ 命の鎖のつながりを言いたいの？ もっと強く訴えて
もいいのではと思いました。        

・写真のご家族皆様、幸せな笑顔に感動しました。平和な日本をはじめ世界も平和でありますことを祈ります。 
・写真の中の笑顔はすばらしいが、これから先たくさんの物をせおっていかねばならない子供たち、何をし
てよいかわからないが、いつも思っていたい        

・妊婦さんって美しい。笑顔が良かった。美しいですね。それでも原発を続けるのだ～と。  
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【新聞掲載記事】 
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2013年 9月 13日付け毎日新聞朝刊相模版 
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神奈川新聞 2013年 9月 14日朝刊県央版 
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麦っ子畑保育園の子どもたちにガイド 

『100 人の母たち』をイメージした 

積み木オブジェ／あしたばの会･制作 

9/14 NPO 法人らいぶらいぶ による 

ブック･チャンス at 写真の真ん中 

9/15 トーク･セッション 

「水俣、福島、わたしたちのまち」 

9/16 台風のなか開催された講演会&

トーク 「子どものいのちをまもるくらし」 
9/17 相模女子大小学部の来場者にガイド 

来場者に自由に書き込んでもらったメッセージボード 
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      関連企画展示●麦っ子畑保育園の子どもたちの描く福島 

 

          関連企画展示●母ちゃんずの活動写真 

 

 

写真展開催の記憶を 

たくさんのわたしから たくさんのあなたに 

このまちでつなげていこう― 


