
NPO法人（特定非営利活動法人）

としまの文化はとしまの記憶の蓄積から

会員募集！

記憶の遺産

●今！「語らなければ」「伝えなければ」風化し
てしまう記憶の数々。

●語り部の皆様に温かい気持ちで接し、冷静な
視点でインタビューする。

●撮影した映像は未来へと遺していく。

のこす

「としまの記憶」を
つなぐ会

●豊島区発の「動画上映会」を開催し、より多く
の人々へ「記憶」を広げていく。

●映像は「ＷＥＢ版動画アーカイブ」として配信
する。
●豊島区から日本全国へ、そして世界へと広げ
ていく。

●ワークショップ・座談会・勉強会・交流会を開催する。
●遺した記憶の数々は家庭へ！そして教育現場へ！
　未来を担っていく世代へ貴重な「記憶」を繋いでいく。

つなぐ

ひろげる

NPO法人「としまの記憶」をつなぐ会 
npo@toshima-kioku.jp 050-3488-9494FAX http://toshima-kioku.jp/

 



私たちの
これまでの活動です

　かつて東京郊外「西北」に位置
する豊島区の地は、人と経済活動
と鉄道の集中する「副都心池袋」
を核とする地域に変貌しました。

私たちは、この地に暮らす人々の「生きた記憶」を記録し、
共有し、そして世代を通じて伝えていく為に「映像と語り
で動画を作り、それをWeb上のアーカイブに編集し、広く
利用されるものに！」と10年の活動を続けてきました。
 「としまの記憶」動画アーカイブが、多くの皆さんに「見
たい、知りたい」として共有され、次の世代が「調べたい」
と受け継がれ「記憶の共有化」が実現することを願ってい
ます。

  1位 人気のあった上池袋のマンモスプール 深野 幸子
  2位 何でも売られていた不思議な闇市 田村 隆二郎
  3位 子ども心に物悲しかった傷痍軍人さんの曲 高長 桂子
  4位 雑司が谷ぶらり旅～今も残る雑二ストア～ 小澤 啓子
  5位 馬も驚くびっくりガード 西脇 志づ
  6位 池袋西口の遊び場東横百貨店 豊島 修二
  7位 物々交換で生きた戦争直後 池澤 清治
  7位 昭和30年頃の池袋西口の様子 豊島 修二
  9位 戦前～戦後の池袋駅 今田 康夫
10位 大塚から見た城北大空襲 内山 數子
11位 巣鴨プリズンで見た囚人たちの姿 田村 隆二郎
12位 「洋モク」で稼いだ池袋闇市 内田 嘉行
13位 まるっきり変わってしまった池袋西口 伊藤 一雄
14位 昭和30年代子供の遊び 西ノ原 さか江
14位 戦後の池袋と闇市 田原 俊夫
16位 トロリーバスも走った池袋 平井 憲太郎
17位 池袋三業町会ともに生きる 三輪 圭子
18位 プールに机を並べて学んだ小学生時代 池澤 清治
18位 北池袋の北映座からどんどん橋を渡った 後藤 昭司
20位 狐塚、大野の森を歩く 長谷川 洋子
21位 今はなき上り屋敷駅 長谷川 洋子
22位 駒込の空襲 原口 時夫
22位 根津山で見た竹槍訓練 池澤 清治
22位 城北大空襲と我が家の盗難事件 小杉 順子
25位 小学校1年で体験した関東大震災 長島 花樹
25位 ビックリガードに「雑司ヶ谷いろはかるた」を描く 渡邉 隆男
25位 大叔父が設立した雑司が谷発祥の東洋乾板 近藤 重則
28位 戦時中の祖父、江戸川乱歩 平井 憲太郎
29位 池袋を駆け抜けた馬車 西脇 志づ
30位 水の無い千川上水を歩く 海保 洋一
31位 子どもの頃見た池袋西口マーケット 斎藤　嘉一郎
32位 立教時代の長嶋茂雄 田島　晴一
32位 豊島区初女性PTA会長 釡井　甲子
34位 戦後の東長崎商店街 西野　光江
35位 川のない霜田橋 岩崎　康弘
35位 戦争直後の池袋西口 平井　憲太郎
35位 最初に東京を襲った軽爆撃機 三原　純雄
35位 お会式に始まりお会式で終わる雑司ヶ谷の一年 近江　正典
35位 タツおばあちゃんと電車を見に行った池袋の大踏切 伊藤　一雄
40位 駒込再開発と都電車庫 原口　時夫
40位 気がつけば、写真家 永島　浩二
40位 明大から始まった校友会 三浦　昭生
40位 米兵が汽車から投げたガムやパン 内田　嘉行
40位 大塚都電車庫跡地にできた都営住宅 金沢　松二
40位 旧制中学での軍事教練 矢嶋　進
46位 麗しき大塚・巣鴨 植竹　智佐子
46位 巣鴨プリズンで物資調達した子ども達 池澤　清治
46位 戦後の闇市と要町での生活 海保　洋一
46位 出会いの場だった池袋西口の「池袋浴場」 堀居　英治
50位 豊島とともに～池袋の戦後の印象、未来のイメージ～ 高野　之夫
50位 43年目のShall we dance. 外山　英男
50位 焼け野原になった池袋 海保　洋一
50位 古本屋が日用品を売った大塚闇市 金井　崇
50位 池袋西口のヤミ市で遊んだ日々 高長　桂子
50位 江戸消防記念会の鳶職が長崎神社で行ったはしご乗り 坂本　總江
50位 シラミで遊ぶ疎開の子どもたち 吉田　佑子

顔の見える証言が
アーカイブは
こちらから

動画アーカイブ公開中！

会員・サポート会員募集中！

見たい

知りたい 調べたい

343本 収録!

●活動表（2011～2020）（Ｈ:平成　Ｒ:令和）
Ｈ23年 ２月 豊島区社会貢献活動見本市に参加（以後､毎年参加

現在に至る）
４月 豊島区民活動センターに参加団体の登録
７月 シニア･フェスティバルにて動画制作を開始
10月 上映･交流会を試行､参加者との交流を試みる

Ｈ24年 １月 ｢池袋動画コンテスト｣を実施　
７月 NPO法人認証を得て､法人登記
８月 豊島区区制施行80周年事業｢記憶の遺産80｣受託
 同月 立教大学放送研究会･大正大学表現学部と連携し動画

制作を始める　　　　　　　
Ｈ25年 ３月 動画｢記憶の遺産80｣を豊島区に納入､豊島区（区民

ひろば課）による発表会を区民ホールで挙行
７月 立教大学､大正大学と引き続き連携し動画制作
10月 ｢区民ひろば西池袋｣上映会をNHKが取材・放映

Ｈ26年 ３月 会員制度を設けて､30人の会員を得る
６月 NPO1周年記念シンポジウムを大正大学で行う
８月 会報｢としまの記憶 通信｣を創刊､現在に至る

Ｈ27年 ９月 立教大学､東京芸術劇場､豊島区共催｢戦後池袋:ヤミ
市から自由文化都市へ｣イベントで9日間のギャラ
リートークを企画・実行

Ｈ28年 ５月 ｢記憶の遺産｣動画の上映･交流推進事業､動画アーカ
イブ構築とネット発信推進事業の2事業に豊島区区民
活動支援事業補助金を得る 

Ｈ28年 ８月 立教大学｢池袋学｣夏季特別講座に､｢暮しの記憶から
探る雑司が谷｣報告・上映　　　　　　

Ｈ29年 ３月 Web版「としまの記憶」動画アーカイブを公開
５月 前年と同じ２つの事業に区の助成金を得る

Ｈ30年 ２月 ｢としま情熱基金｣で最優秀賞を得る
３月 動画アーカイブをスマホ、タブレットに対応化
７月 ｢夏休み自由研究･子どもワークショップ｣を区立中央

図書館で実施
同月 西武信金街づくり基金を得て､動画｢池袋ヤミ市(東口･

西口)とその後の展開｣3本を制作
R元年  ８月 親子ワークショップ｢スイトンを味わう会」を開催
R２年  ２月 WEB動画による「社会貢献活動見本市」に参加

３月 ｢竹岡健康学園｣を取材・動画制作（協賛・NPO法人
「竹岡からこんにちは」）

NHKの取材を
うけました

ＮＰＯ法人「としまの記憶」をつなぐ会では会員募集中です！
現在は豊島区を中心に活動をしています。語り部の方々との
昔話会、動画上映会、講演会・セミナー、懇親会なども実施して
います。動画撮影に興味のある方もどうぞお問合せください。

⬅申し込みはこちらから

アクセスランキング TOP50
（2021年8月1日現在）

2020年1月～
12月


