柿の木年表
01
1945年

8月

長崎に原爆が投下される。母木、爆心地から900mの若草町で被爆

1994年

5月

樹木医・海老沼正幸のもとに被爆後49年を経た危篤状態の母木が持ち込まれ、治療を開始

１0月

海老沼が、母木より種子を取り出し、「被爆柿の木二世」の苗木を育てることに成功
長崎を訪れる子どもたちにこの苗木を渡し、平和の意味を考えてもらう活動を開始

1995年

7月

美術家・宮島達男が作品制作の取材のために長崎を訪れ、「被爆柿の木二世」に出会う

9〜10月

宮島が、大規模グループ展「水の波紋」に（東京都港区）に参加
『時の蘇生』をテーマとする作品として、ワタリウム美術館（東京都港区）に苗木を展示
同時に、この苗木の植樹先を公募

1996年

12月

宮島が、妻の宮島依子らと「柿の木プロジェクト」事務局を立ち上げ

1月

「時の蘇生

3月
1997年

1998年

柿の木プロジェクト実行委員会」が正式に活動を開始

◆植樹：東京都台東区

2〜４月

台東区立柳北小学校（5日）…プロジェクト初の植樹

◆植樹：熊本県球摩郡球摩村

渡保育園／岩手県江刺市（現・奥州市）
（東京都台東区

江刺市立広瀬小学校／秋田県旭川市

旭川幼稚園

10〜11月

◎展覧会：「１９９６年度活動報告展」

11月

▲イベント：宮島がシンポジウム「社会に飛び出すアート」に参加、柿の木プロジェクトの活動を紹介（東京都台東区

ギャラリーCASＡ）

3月

◆植樹：東京都台東区 谷中コミュニティーセンター

東京都美術館）

長崎大学医学部にて苗木の被爆放射能を測定。安全性が確認される
4月

■植樹：スイス・ジュネーブ

5〜7月

WHO本部…初の海外植樹／フランス・ストラスブール

展覧会：「意識のふち」展（スイス・ジュネーブ

国立美術学校

WHO本部）

その後、国連本部（アメリカ・ニューヨーク）、ブラジル・サンパウロ、インド・ニューデリーへ巡回
1999年

9〜11月

●展覧会：「どないやねん」展（フランス・パリ

3月

■植樹：イギリス・ドンキャスター
／エピネ

国立美術学校）

アースセンター／フランス・アンジェ

エピネ市立競技場／スペイン・カナリア諸島

◆植樹；東京都北区

ジャン・リュルサ美術館／ボルドー

システュード・ナチュレル

オサリオの家

立赤羽根自然観察公園

5〜6月

●展覧会：「メルボルン・ビエンナーレ」（オーストラリア・メルボルン）

5〜8月

◎ベネチア・ビエンナーレ関連企画展「『時の蘇生』柿の木プロジェクトト「REVIVE TIME」

6〜11月

●展覧会：「ベネチア・ビエンナーレ」（イタリア・ベネチア・ビエンナーレ会場内日本館）

（東京都渋谷区

ベルリッツ渋谷ランゲージセ

ンター）
…「柿の木プロジェクト」が、世界で広く知ら

れるきっかけとなる
2000年

2〜３月
2〜3月

◆植樹：新潟県三条市

月岡小学校／兵庫県神戸市

神戸市立盲学校／福島県安達郡

恵向公園／岐阜県大垣市

大垣城公園／小野小学校・東

中学校
3〜4月

■植樹：イタリア・ベネチア

マッツオルボ島スカルパボーロ／サンタマリアディサーラ

ニ教会／ブレーシャ・サンタジュリア博物館／カルピ
ノロマーノ中学校／テルニ
デノ―ネ
ラン

裁判所中庭／チェゼナティコ

G.マッツィーニ小学／ポッジボーンシ

ウンガレッティ中学校／ポリニャ―ノ・ア・マーレ

デベリ赤十字こども保養施設／コッパー・アントン

リカ・コロンバス

ＦP.コルデノン中学校／バレーゼ

青少年センター／サンドナートミラネ-ゼ

モナキ―レ橋遊歩道／ベネチア

仲外公園（光州ビエンナーレ会場

6〜10月

●展覧会：「日本からの声」（オランダ・ライデン・ライデン大学付属植物園）

6〜10月

オランダ・ライデン

7〜9月

◎展覧会：「大地の芸術祭＜越後妻有アートトリエンナーレ2000＞」 （新潟県越後妻有地域）

12〜01年

◎展覧会：「ギフト・オブ・ホープ

ライデン大学付属植物園／アメリカ・ダラス

トレビアー

サンドナート市役所／Gポル

市立ナポレオン公園／スロベニア・アンカ

ウクマール小学校／アイルランド・ティナヘリー

フランクリン公園温室植物園／韓国・光州市

旧サンジョバン

レヴァンテ公園／トレビアーノロマーノ

コートハウスセンター／アメ

）

ホッカディースクール

21世紀アーティストの冒険」（東京都江東区

東京都現代美術館）

4月
2001年

2〜5月

◆植樹：宮城県仙台市

3〜5月

■植樹：ポルトガル

三島学園女子高等学校

(現・東北生活文化大学高等学校)／宮城県仙台市

虹の丘公民館／長野県須坂市・高甫小学校

／新潟県東頚城郡松代町／岐阜県大垣市・赤坂小学校／宇留生小学校／安井小学校／東小学校
シントラ・シントラ現代美術館／イギリス・ウエールズ

ーゴスラビア・ベオグラード

クリン植物園／イタリア・クレマ

2002年

国立ウエールズ植物園／ロンドン

ベオグラード中央公園／オランダ・ジィーリックゼー

ブルッ

ガリレオ・ガリレイ技術養成高等専門学校／チェコ・チェスキークロムロフ

7〜9月

◎展覧会

『時の蘇生』柿の木プロジェクトin Kochi

9月

アメリカ同時多発テロ事件後、NYの子供たちに激励のメッセージと作品を郵送

2〜3月

◆植樹：高知県高知市

（高知県高知市

高知県立美術館／長野県下伊那郡高森町

高知県立美術館）

丸山公園／岐阜県大垣市

青墓小学校／中川小学校／川並小学校／北小学校

／星和小学校／太平洋工業株式会社／西濃運輸株式会社

「時の蘇生・柿の木プロジェクト」実行委員会事務局
〒302-0123

フィンズベリー公園／旧ユ

tʼKofschip小学校／アメリカ・ニューヨーク

茨城県守谷市乙子 8-5 / FAX; 0297-20-6543 / mail; kaki@bolero.plala.or.jp

Home; http://kakitreeproject.com / Facebook; www.facebook.com/kakitree
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2〜5月

■植樹：アメリカ・メリーランド
ギリス・グラスゴー

ノースウエスト高校／ニューヨーク

グラスゴー植物園／グロウスターシャ

バード＝シュタッフェルシュタイン

ヘイウッドバーンズ環境教育センター／ドラバーミドルスクール／イ

ネイチャ-インアート／オランダ・オッテルロ

アダムライゼ小学校／グルジア・トビリシ

クロラー・ミュラー美術館／

ゼクビ・チルドレンセンター／カナダ・ウエストバンクー

バー マルグレイブスクール
2003年

2004年

2月

◆植樹：奈良県吉野郡

3月

植樹第1号である台東区立柳北小学校の廃校に伴い、隣接する区立柳北公園（東京都台東区）へ移植

十津川村立西川中学校／岐阜県大垣市

日新小学校／静里小学校／興文小学校／西中学校／西部中学校／赤坂中学校

11月

DVD「時の蘇生

柿の木プロジェクト」発行。柿の木プロジェクトの活動と、2003年までの植樹地などを紹介

2〜3月
3〜5月

■植樹：イタリア・デゼンツァーノ
マカンパーニャ
ム

アレアルディー保育園／デゼンツァーノ

ガーデンセンター／リボルテラ保育園／デゼンツァーノ／ソン

ビラ・ベニール公園／フランカビラ・マーレ／イギリス・ハートフォードシャー

ホリーガートスクール／フランス・リール

5〜6月

●展覧会「あきまへん」展（フランス・リール・メゾン フォリ・ド・ワゼン）

6月

紙芝居「かきのきおやこ」(作：木谷安憲)完成。以後、植樹地などで多く紹介される

11〜05年

●展覧会

「時の蘇生

聖エリザベスセンター／ノッティンガ

アジョン庭園

柿の木プロジェクトin ハラミュージアムアーク」

（群馬県渋川市

ハラミュージアムアーク）

1月
2005年

3〜5月

◆植樹：岐阜県大垣市

4〜6月

■植樹：スロベニア

江東小学校・荒崎小学校／神奈川県川崎市

夢の森幼稚園／群馬県渋川市

リュブリャナ・リュブリャナ市立美術館／イタリア・ヴィチェンツァ

ハラミュージアムアーク

サルチェード小学校／ズグリアーノ小学校／ドゥ

エヴィッレ小学校／モンテッキオプレカルチーノ図書館／アーノルド・フジナート小学校・中学校／コッローディ小学校／ヴィッラヴェル児
童公園／サンピエトロ・ムッソリーノ中学校／サンマリノ共和国・ファエターノ
術館／セントガブリエル小学校／ベルギー・ハッセルト
2006年

1月

ハッセルト市日本庭園／カナダ・バンクーバー

ランバート美

コリンウッドスクール

「柿の木プロジェクト」が、中学校1年生用の道徳副読本(光村図書出版)に掲載される

3〜5月

◆植樹：岐阜県大垣市

3〜9月

■植樹：イギリス・ハダーズフィールド

墨俣小学校(／上石津中学校／江東こどもの国／神奈川県横浜市

ス・クロイツリンゲン
2007年

ファエターノ公園／フランス・アビニオン

ボーデン湖畔公園／プエルトリコ

8月

★植樹10周年祭：熊本県球摩郡球摩村

2〜3月

◆植樹：埼玉県東松山市

横浜市民ギャラリーあざみ野

エジャートン墓地／イタリア・サンジュリアーノ・テルメ
渡保育園

ジョバンニ・パスリコ小学校スイ

プエルトリコ現代美術館

1997年2月植樹）／東京都台東区・旧台東区立柳北小学校（1996年3月植樹）

東松山市立唐子小学校／唐子中央公園／岐阜県大垣市

時小学校／一之瀬小学校／牧田小学校／多良小学校／上石津

緑の村／浅草ひかり保育園
3月

■植樹：ポルトガル・ポルト

7〜8月

★植樹10周年祭：秋田県外旭川市・外旭川幼稚園（1997年4月植樹）／岩手県奥州市・奥州市立広瀬小学校（1997年3月植樹）

クリスタルパレスガーデン

12〜08年

●展覧会

「いのちをつなぐ希望の木

-柿の木プロジェクトin からこ」「（埼玉県東松山市

原爆の図

丸木美術館）

3月
2008年

3月

■植樹：イタリア・ブレーシャ

レーモノーリ小学校／国立レオナルド・ダ・ヴィンチ中学校／エヴァリストアルチミ高齢者ケアセンター／ス

タータル小学校／カステニャート市内の公園／アヌンチャータ修道院
◆植樹：静岡県駿東郡・ベルナール
2009年

ビュフェ美術館／岐阜県大垣市

植樹：イタリア・クレモナ

アントニオカンピ中学校／ブレーシャ

ロッコ教会隣接の植物園／チェッラーティカ市小学校／ゴリツィア
校／フランス・ボルドー
2010年

墨俣保育園／大垣日大高等学校

3月
レストラン「カステッロ・マルベッツィ」／セント・
モンファルコーネ・ロータリークラブ／ポーランド・ワルシャワ

小学

児童館

2月
2〜3月

■植樹：イギリス・ハダーズフィールド

フィリングデールズ英国教会小学校／ボルトン

マイサム小学校／イタリア・ブレーシャ

アルコバ

レーノ駅公園／ドンルジェロ・コロンボ財団／トレンツァーノ国立総合学院／マルデイーリ・ディ・ビアンツァ・ロッギア小学校／マルデイ
ーリ・ディ・ビアンツァ・ロッギア小学校／エンリコ・フェルミ高校／インファンツィア保育園／オルドフレディ公園／スカウト基地
3〜5月

☆植樹10周年祭：イタリア・ブレーシャ
／カルピ

10月

サンタジュリア博物館（2000年3月植樹）／バレーゼ

旧サンジョバンニ教会（2000年3月植樹）

裁判所中庭（2000年3月植樹）

★植樹10周年祭：新潟県三条市

月岡小学校（2000年2月植樹）／宮城県仙台市

東北生活文化大学高等学校(旧三島学園女子高等学校（2001

年2月植樹）

「時の蘇生・柿の木プロジェクト」実行委員会事務局
〒302-0123

茨城県守谷市乙子 8-5 / FAX; 0297-20-6543 / mail; kaki@bolero.plala.or.jp
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2011年

3月

東日本大震災発生。世界各国の植樹地より日本の植樹地・事務局へ、心配と応援のメッセージが届く

4月

福島県福島市立渡利小学校が、原発事故のため、予定していた植樹を断念

4〜5月

■植樹：イタリア・ラクイラ

ジョスエ・カルドゥッチ第一中学校／ミラノ

ブレダ中学校／ブッファローラ

ベットーレ新公園／ブレーシャ

聖マッシミリア・コルベ教会／バニョーロメッラ総合学校／レオナルド・ダ・ヴィンチ国立総合学院／コメッツァノチッツァーゴ小学校／
イギリス・ウエストヨークシャー

2012年

ノステル修道院隣接の公園

5月

イタリア・より、福島市立渡利小学校へ義捐金。柿の木実行委員会が代理にて届ける

10月

★植樹10周年祭：長野県須坂市

3月

◆植樹：長野県飯田市

高甫小学校（2001年3月植樹

南信州かぶちゃん村／東京都あきる野市

ベックウェイハウス／長野県須坂市

須坂版画美術館／村石公民館／上八町

／下八町／望岳町／妙徳町
4〜6月

■植樹：イタリア・ミラノ

ジェロラモ・カルダノ高校／トリエステ

サンジォバーニ広場／ブレーシャ

ソーニコ幼稚園／ロカンデッレ市内

小学校／ガヴァルド総合学校／ソプラポンテ小学校／ヴィッラヌオーヴァ・スル・クリージ市内小学校／コストリオ市内小学校／メルカト広
場／M・カリーニ小学校／サンジェロラモ農場／タヴァルヌッツェ「平和の家」／ヴァレ・ディトリア植物園／シチリア

ミラベッラ・イン

バッカリ市役所前広場／アフガニスタン・カブール・カブール国立美術館「平和と希望の庭」

2013年

7〜9月

●展覧会：BOOK柿発行記念「KAKI STORY

8月

「柿の木の物語-長崎で被爆した柿の木とその子どもたちが教えてくれる大切なこと」発行

2〜5月

◆植樹：

長崎県・長崎市

島県・会津若松市

1995-2012」（東京都中央区・BLD Gallery）

長崎市立西北小学校 ／高知県・安芸市

白梅幼稚園／福島県・会津若松市

ッズパーク with 本宮市立白沢中学校／東京都・瑞穂町
県・本宮市

伊尾木忠霊広場／和歌山県・紀美野町

東行仁幼稚園／福島県・会津若松市

殉国慰霊塔及び平和記念碑周辺／東京都・瑞穂町

えぽか with 本宮市立本宮第一中学校／イタリア・レッコ市

校／イギリス・タプローコート

SGI-UK タプローコート総合文化センター

とフランチャコルタ平和行進／イタリア・ブレーシャ・ボヴェッツォ
ョ市庁舎／イタリア・フォッジャ

テイムサイド小学

追悼の庭／イタリア・ブレーシャ・ベルリンゴ

苗木贈呈式

ビバルディ中学校／イタリア・ブレーシャ・マレッニョ

ウゴリーニ小学校／イタリア・アルベロベッロ

イタリア・ローマ アウグスト・リーギ高校／イタリア・マノペッロの樹木園／イタリア・サレルノ
3〜6月

スマイルキ

みずほエコパーク／福島

A.バドーニ高校／イギリス・レディング

グリエルモ・マルコーニ国立理系高校／イタリア・ブレーシャ・ムラ

マルコーニ小学校／イタリア・ブレーシャ・ブレーシャ
2014年

りら創造芸術専修高等学校／福

富岡幼稚園／福島県・本宮市

マレッニ

ムラ協会近くの公園 with G.
B&B ジョイフル・ピープル／

アレーマ協会本部

菜園・庭園

■植樹：イタリア・ブレーシャ・パッシラーノ・公立公園／イタリア・ピエモンテ・アレッサンドリア・シルヴァーノ・ドルパ幼稚園／イタリ
ア・エミリア・ロマーニャ・モデナ・ミランドラ幼稚園／イタリア・ロンバルディア・マントバ・バッニョロ

サンビト幼稚園／イギリス・

ロンドン・グラスミア小学校／イタリア・トリノ・ロルッソ・クトュニョ刑務所／イタリア・ヴェナウス・芸術多目的センター・平和の円形
劇場／イタリア・RC・リアーチェ・サラ公園／イタリア・ブレーシャ・トスコラノ・ブレーシャ精神障害者支援財団・ヴィッラ・ザナルデ
ッリの庭／イタリア・SR・レンティーニ・ベアト

ルイジ

パラッツォロ小学校／マリ共和国・イェレケブグー・ファンシラ・コロ村・コ

共和国・ンゴロファラ村・ンゴロファラ村の診療所／マリ共和国・カティ・ジギヤ・ソ・リハビリテーション／イタリア・パビア・アレッサ
ンドロ

ボルタ高等教育研究所／スロベニア・ストルニャン・エルビラ・ヴァトヴェク小学校

作成：『時の蘇生』柿の木プロジェクト実行委員会

◆国内植樹地：県名市町村名

施設名

■海外植樹地：国名・市町村（または地域）名
★国内１０年祭：県名市町村名

施設名

施設名…植樹時期

☆海外１０年祭：国名・市町村（または地域）名

施設名…植樹時期

◎国内美術展；「展覧会名」（都道府県名市町村名

美術館名）

●海外美術展；「展覧会名」（国名・市町村（または地域）名

美術館名）

▲イベント（シンポジウム・講演会など）

「時の蘇生・柿の木プロジェクト」実行委員会事務局
〒302-0123

茨城県守谷市乙子 8-5 / FAX; 0297-20-6543 / mail; kaki@bolero.plala.or.jp

Home; http://kakitreeproject.com / Facebook; www.facebook.com/kakitree
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