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いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」

ひろしま

石内都

●２０１８年５月１２日
（土）
～７月１６日
（月）

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
特別協賛：

協賛：大雪渓酒造株式会社
協力：The Third Gallery Aya

いわさきちひろが大切に描いたもの―「Life」
。
いわさきちひろの生誕１００年にあたる２０１８年、さまざまな分野で活躍する
作家が Life をテーマにちひろとコラボレートします。

―広島から「ひろしま」へ
写真家の石内都は、１９４５年 ８ 月 ６ 日の
広島の原爆で被爆した人たちの遺品のな
かから肌身に直接触れたものを中心に選
び、ライフワークとして撮影を続けてい
ます。一方、いわさきちひろは被爆した
子どもたちの作文や詩を編んだ本『わた
しがちいさかったときに』（童心社

１９６７

年）のために絵を描きました。
直視するにはあまりにも大きく重い惨
事の影に見失いがちな、ひとりずつの生
に焦点をあてた写真と絵本による作品
は、過去の歴史的事実にとどまらず、現
在その作品を見る私たちにさまざまなこ
とを問いかけています。ふたりの女性芸
術家がとらえた「ひろしま」を起点とし
た作品の共鳴をご覧ください。

図１

死んだ女の子『わたしがちいさかったときに』
（童心社）より

１９6７年

ちひろとひろしま
想いえがくイメージというもの
がある。その大半は与えられた情
報にいくらでも左右され、一方的
なイメージにかたまってしまう。
それは違うかもしれないと気付く
ことが最近多い。そのひとつがい
わさきちひろである。彼女の絵本
はかわいらしく、やさしく、美し
い線と色彩で描かれていて、私と
は接点がないと思っていた。
しかし現実はそうではなく、生
誕１００年記念の年に「ひろしま」
が呼ばれたことで、いわさきちひ
図２

Ⓒ Ishiuchi Miyako ｢ひろしま #１3｣ Donor : Yazu, I., ２００７

ろを何も知らなかったことがはっ
きりする。

〈コラボレーション作家〉

石内都

知らない世界を知る喜び、新し
い発見の驚き、無知を知る楽し
さ。ちひろ美術館での「ひろし

桐生市生まれ、横須賀市育ち。写真家。２００５年母の遺品

ま」の展示は今までのどこの美術

シリーズ「Mother's ２０００―２００５ 未来の刻印」でヴェネ

館とも違う空気の中で、未来へ向

チア・ビエンナーレ日本代表。２００8年個展「ひろしま―

けた希望の場として大きな広がり

Strings of Time」では原爆で亡くなった人の遺品シリ

を予感する。そしていわさきちひ

ーズを発表。いまそこに衣服をまとった人がいるかのよ

ろは母と ２ 歳違いであることもわ

うな作品は大きな注目を集めた。２０１4年、日本人 3 人目

かる。

石内都

となるハッセルブラッド国際写真賞を受賞。２０１７年から
２０１8年にかけて開催した個展「肌理と写真」では、未発
Ⓒ Maki Ishii

表作品や最新の「ひろしま」シリーズを展示した。

２

図3

いわさきちひろ 原爆ドームのある広島風景 １９6７年

広島という地
１９４５年 ８ 月 ６ 日、広島に原爆が落とさ
れてから今年で７３年がたちます。

図 4 いわさきちひ
ろ 野の花『わたし
がちいさかったとき
に』
（童心社）より
１９6７年

図５

いわさきちひろ「そのときぼくは」
『わたしがちいさかったときに』
（童心社）より

１９6７年

図 6 いわさきちひろ
焼け跡のバラックと女の
子『わたしがちいさかっ
たときに』
（童心社）より
１９6７年

更し、数枚のスケッチをしただけで、帰

り、記録写真の多くがそうであったよう

途につきます。
（図 ３ ）

に、広島をモノクロームの世界で想像し

この旅行の後、編集担当は、渡辺泰子

ていました。

広島は、世界最初の原子爆弾によって

に代わり、ちひろは彼女に、丸木さんみ

しかし、初めて広島へ行き、資料館で

壊滅した都市であるために、多重なメッ

たいには描けない、と伝えます。丸木位

遺品と対面したとき、服には色や模様が

セージを背負い、文学、絵画、音楽まで

里・俊夫妻の描いた「原爆の図」は１９５０

あり、当時の若い女性がおしゃれをして

幅広く芸術作品に書かれ、描かれ、歌わ

年に最初の ３ 部が発表され、おそらくち

い た こ と に 気 づ き ま す。
（図 ８ ）そし

れてきました。トルコの詩人ヒクメット

ひろはその作品を目にしていたのでしょ

て、
「原爆の死という集団としての死で

が１９５５年に発表した「小さな女の子」と

う。そこに描かれたような、火や水のな

はなく、たった １ 人の女の子の死につい

いう被爆した少女がテーマの詩は、さま

かで苦しんでいる人々の姿を描くのは無

て考えたい」というところから作品が始

ざまな国の歌手やグループによって、そ

理と感じたと想像されます。渡辺は、

まりました。石内は、 ２ 万点近い遺品の

れぞれのメロディーで歌われています。

「作文を書いた子、あるいはその足元に

なかから、自ら撮影したい遺品を選び、

日本では「死んだ女の子」という題で、

咲いていた花一輪を描くだけでも、子ど

自然光あるいはライトボックスの上で、

中本信幸らが翻訳し、ちひろもこの詩に

もたちの悲しみは読者に伝わる」と励ま

撮影を行ないました。写真のなかの遺品

絵をつけています。
（図 １ ）

しました。その言葉の通り、完成した絵

たちは、それまで収蔵庫に長年しまわれ

いわさきちひろとひろしま

本の随所に野の花がみられ、子どもたち

ていた後に空気を得て伸びやかに呼吸を

童心社の編集者稲庭桂子は、ちひろと

は悲しむだけでなく、凛とした強さや愛

しているようにもみえ、被爆資料・遺品

ともに「若い人の絵本」シリーズの第一

おしさもみせています。
（図 ４ 、５ 、６ ）

のもつ重々しいイメージはありません。

弾としてアンデルセンの『絵のない絵

ちひろは「戦争の悲惨さというのは子

（図 ７ ）靴下からワンピースまで、被写

本』を出しましたが、次は広島で被爆し

どもたちの手記を読めば十分すぎるほど

体は「物」ですが、そこには、石内とそ

た子どもたちの作文を集めた長田新編

わかります。私の役割は、どんなに可愛

の服を着ていた生前の １ 人の人間との目

『原爆の子』などから選んだ文章を、ち

い子どもたちがその場におかれていたか

にみえない会話のようなものが表現され

ひろの絵とともに出版したい、と持ちか

を伝えることです」と語り、時には涙し

ているようです。

けます。引き受けたものの、ちひろはあ

ながらも、ひとりひとり、子どもを描き

まり気のりせず、１９６７年 ５ 月、稲庭に連

ました。

今も、遺品が寄贈され続けているという

れられて広島へ取材旅行にでかけます。

石内都とひろしま

ことを知り、衝撃を受けた石内は、２００７

資料館には原爆投下後７０年以上たった

平和記念公園の近くの宿に泊ったちひろ

写真家の石内が、広島の平和記念資料

は、「この旅館は、原爆で亡くなった人

館の遺品を撮影してほしい、と依頼され

品の撮影を続けています。

のお骨の上に建っているのじゃないかし

たのは、彼女の母親の遺品を撮影した作

ふたりの「ひろしま」

ら」と怯えて、同室の稲庭を何度も起こ

品「Motherʼs」をみた編集者からでし

ちひろも石内も、広島の被爆をテーマ

したそうです。ちひろは、広島の町を歩

た。それまで、石内は一生広島には行か

にしたそれぞれの作品で、直接的に戦争

きながらも、原爆で亡くなった子どもた

ないだろうと思うほどだったため、
「母

の惨さや平和の尊さを訴えることはして

ちのことが頭から離れなかったのでしょ

が広島に連れて行ってくれた」と語って

いません。絵や写真は、静かに、私たち

う。予定されていた平和記念資料館や原

います。高校時代に目にした土門拳の写

がじっくりみて、考え、感じるのを待っ

爆病院の訪問も取りやめ、宿も厳島に変

真集『ヒロシマ』が重い記憶として残

ています。

図７

ⓒ Ishiuchi Miyako 「ひろしま #43」
Donor：Yamane S., ２００７

図8

年の最初の撮影以降毎年広島へ通い、遺

ⓒ Ishiuchi Miyako 「ひろしま # ９ 」
Donor：Ogawa R., ２００７

図９

（松方路子）

ⓒ Ishiuchi Miyako 「ひろしま #９8」
Donor：Yokoyama S., ２０１3

３

●展示室４

ちひろ美術館コレクション展

いのち

●２０１８年５月１２日（土）～７月１６日
（月）
ちひろ美術館では優れた子どもの本の
イラストレーションを貴重な文化財と位

年近くを経た今も、世界中の子どもたち
に愛され続けています。

置づけ、世界３４の国と地域、２０７名の画
家による２７２００点を収蔵しています。本
展では、コレクションのなかから「いの
ち」をテーマにした作品を展示します。

図3

図２

図１

マーク・シモント（アメリカ）
『はなをくんくん』（福音館書店）より

１９4９年

セイフ・エディーン・ロウタ
『ゲーム』より １９84年

（スーダン）

田島征三 『ふきまんぶく』
（偕成社）より １９７3年

島征三は１９７３年、長女の誕生を心待ちに
しながら、少女と山の蕗との不思議な交

セイフ・エディーン・ロウタは、アフリ

流を描いた『ふきまんぶく』
（図 ３ ）を

カの強い太陽の光のもと大地に生きる動

制作します。田島は、芽吹く生命の象徴

マーク・シモントの『はなをくんく

物や植物の姿を、鮮やかで光沢のある強

のように、萌黄色のつぼみと少女とを重

ん』（図 １ ）では、冬眠していた森の動

烈な色彩と大胆なデフォルメによってエ

ね合わせて描いています。

物たちが、春の気配を感じてつぎつぎと

ネルギッシュに表現しています
（図 ２ ）
。

動物や人、虫や花に至るまで、懸命に

目を覚まし、雪原を駆けていきます。モ

人間もまた大地の恵みを受けて、それ

生きるその姿は、いのちへの慈しみや自

ノトーンの雪の情景が続いたあとに、花

ぞれの風土のなかで日々のくらしを営

然に対する尊厳など、心の奥にある原始

の黄色が鮮やかに目に飛び込んでくるシ

み、いのちをつないでいきます。自給自

的な感情を呼び覚まします。生命力あふ

ーンが印象的なこの絵本は、出版から７０

足を目指して村での農耕生活を始めた田

れる作品をご覧ください。（山田実穂）

●活動報告

４ 月１４日（土） ワークショップ
「色」×「音」×「体」であそぶ
４ 月１４日（土）
、いわさきちひろ生誕

を音に変換することで音符になります。

げたり、飛び跳ねたりしながら、元気よ

１００年「Life 展」あそぶ plaplax の関連

ちひろの技法を体験しながら、自分たち

くポーズを決めました。

企画として、ワークショップ“「色」×

のにじみ絵の楽譜が出来上がりました。

フィナーレ

「音」×「体」であそぶ”を開催しまし

デジタルの色と音を重ねる

最後は、今ま

た。アートユニット plaplax の近森基さ

次に、撮影したにじみ絵の楽譜をスク

で記録してきた

ん、小原藍さん、音楽家の高見澤淳子さ

リーンに映し出し、デジタルの色と音を

にじみ絵の楽譜

んの ３ 名を講師に招き、絵の具で描いた

重ねていきます。自分たちが描いたにじ

の映像と音を再

にじみ絵やデジタル映像、ピアノ演奏な

みを見ながらキーボードを弾くと、奏で

生しながら、高

どを融合して、参加者全員によるオリジ

る音によって、 ７ 色の丸い色が画面上に

見澤さんが即興

ナルの楽譜と曲をつくりました。

現われます。強く弾くと大きな、優しく

でピアノを演奏

にじみを描く

弾くと小さな丸が現れ、絵の具のにじみ

しました。

水彩絵の具による、淡く柔らかな色彩

に重なっていきました。

絵の具、デジ

ピアノを演奏する高見澤さん

が広がる“にじみ”は、ちひろの代表的

自由に大胆に弾く子、慎重に色を選び

な技法です。たっぷりと水を塗った紙の

ながら弾く子……、
思い思いの演奏で、
個

多様なメディアを駆使して、参加者の感

上に、７ 色の絵の具を垂らして、
家族ごと

性豊かな楽譜が形になっていきました。

性や行動をひとつの楽曲へと導くこのワ

タル技術、キーボード、ピアノの演奏…、

ークショップは、参加型の展示を展開し

に自分たちのにじみ絵をつくりました。

てきた plaplax と、人と音楽との関わり
を追求してきた高見澤さんならではのも
のとなりました。
「知覚と聴覚、いろいろな感覚を結び
つけることで、新しい感覚が生まれるき
っかけとなるとうれしい」と語る
キーボードの弾き方を説明する plaplax 近森さん

plaplax。参加者からは、
「子どもたちの

画面にはときどき、ちひろが描いた子

感覚がきれいな音に変わる不思議で楽し

「 紫・ド 」「 赤・レ 」「 青・ミ 」「 黄・フ

どもの絵も登場します。
「子どもが出て

いイベントだった」との感想が届けられ

ァ」「桃・ソ」「緑・ラ」
「茶・シ」と、 ７ 色

きたら、同じポーズをしてね」と言われ

ています。

が表す音が決められていて、この後、色

ると、参加者の子どもたちは、片足を上

参加者のにじみ絵を撮影する plaplax 小原さん



（宍倉恵美子）
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生誕１００年企画

ゆかりの地
紹介

今回は、アトリエを兼ねた山荘

故郷でもあるこの地に興味を持ち

みを持って野の草花を摘みに出た

のあった黒姫（長野県上水内郡信

ます。しかし坪１００円という破格

といいます。若いころに心酔した

濃町）をご紹介します。

の値段に「詐欺ではないか」と弁

宮沢賢治の童話を題材にした『花

黒姫のある信濃町は長野県の北

護士の夫・善明と心配しました

の童話集』を黒姫で手がけた際に

端にあり、妙高、黒姫、戸隠、飯

が、詐欺でも被害額は少ないだろ

は、「賢治もこうして山道を歩き

綱、斑尾の北信五岳の山々と、そ

うと土地購入に踏み切ります。赤

ながら、木や花や草や鳥たちとお

の麓に広がる野尻湖を臨む、風光

羽末吉やいぬいとみこなども同じ

しゃべりしたんだと思うの」と話

明媚な土地です。大正時代には外

く黒姫に山荘を構えました。

していたそうです。日常の雑事か

ほくしん ご がく

②黒姫

（長野県上水内郡信濃町）

国人宣教師が野尻湖畔に別荘地を

この時期のちひろは仕事も多忙

ら離れて黒姫の自然のなかに身を

を極めながら、１９63年には善明の

置き、木々や草花のスケッチを思

いわさきちひろがこの黒姫高原

両親が自宅に同居し、１９6７年には

う存分できる環境は、ちひろにと

に山荘を建てたのは１９66年。当時

善明が共産党の衆議院議員とな

ってかけがえのないものでした。

の信濃町町長が、児童文学者・坪

り、東京の家で集中して制作する

ちひろの黒姫山荘は現在「黒姫

田譲治とともに、子どもの本の作

ことが難しくなっていました。黒

童話館」の敷地内に移築し公開さ

家や画家、出版関係者らに別荘地

姫山荘完成後は、毎年こちらにこ

れており、本年は、ちひろ生誕１００

として格安に土地を提供し「児童

もって絵本制作を行いました。

年を記念したピエゾグラフ展「ち

開いたという歴史もあります。

文化村」を作ろうと試みました。

黒姫に到着すると、ちひろはま

ちひろは自分の好きな小林一茶の

ず部屋中の窓を開け放し、花ばさ

3０）も開催されます。（松澤理佳）

ひとこと

３月４日（日）

３月１１日（日）

３月３０日（金）

ふたこと

足ぶみすると

ながれる音楽

大きな災厄から ７ 年を迎えた日に

8 ヶ月になる娘と来ました。時々

みこと

タッチすると

うつるもよう

寄せてもらいました。復興とは？

気になる絵をジーとみていた娘。

あざやかな色や

美しい音

と感じずにはいられません。失っ

『おふろでちゃぷちゃぷ』を読む

見ているだけで

うれしいな

たものは元に戻らないですから。

とニコニコ笑っていました。

ちひろさんなら、震災を震災後を

４月２日（月）

３月４日（日）

どのように描いたでしょうか。

学生時代、練馬区のアパートに住

子どもの心を大切に大切に思い、

３月１７日（土）

んでいた頃、石神井にあるちひろ

このちひろ公園が松川村の人たち

あかちゃんの泣き声、小さな子ど

美術館に ２ 度ほど訪れました。

に守られ、賛同するすべての人た

もさんの笑い声。そんな一つ一つ

時を経て、二人の男の子を授か

ちの思いがぎっしりと詰まってい

が似合う美術館は他にはない気が

り、念願だった安曇野にある美術

ることが本当にうれしく、感動し

します。子どもさんたちの平和な

館に来ることができました。親に

ました。

未来を願うちひろさんの気持を大

なった今と昔では、絵を見ている

白馬の大自然とピュアな子ども心

切にしていきたい。

時の感情が違っていました。昔よ

を忘れない人たちがこの輪をもっ

３月２６日（月）

りも、もっと深いところで感動を

ともっと大きくなるよう伝えてい

ちひろさんのえはみんなのえがお

覚えました。この美術館に来るこ

けたら良いと思います。私は今７０

をつくるすてきなえです。もっと

とができて本当に良かったです。

代に入ってしまいましたが、いつ

みんなのえがおをつくれたらいい

心を入れ直し、もっと日々の子育

までもピュアな心を忘れないでい

と思います。またいろいろなへや

てを丁寧にしていこうと思わせて

ようと思います。（群馬県

であそびたいです。

もらえました。

１９6７年 6 月 黒 姫・ 女 学 校 時 代 の 友
人と（中央・ちひろ）

（京都府

水つい）

都津）

（Ｆ）

（ちなつ）

ひろの愛した四季」
（ 4 ／２8～１０／

（千葉

女性）

美術館

３月１日（木）

３月２３日（金）

けたら夢中になってかぞえてくれ

日記

開館初日、早速、地元の松川南保

松川村保健センター主催の連続講

てうれしかった」と来館者の反応

育園の子どもたちが「Life 展」

座「認知症カフェえんむすび」の

をしっかりキャッチしてくださっ

あ そ ぶ plaplax を 見 学。 は じ め

一環で、認知症の方やご家族が来

ているよう。

て見る体験型の作品に興味津々の

館。電車の教室が再現された子ど

様子。

もの展示室で、古い椅子に腰かけ
ながら『窓ぎわのトットちゃん』
の読み聞かせを行う。昔の松川村
の写真を見ながら、子ども時代の
思い出話に花が咲く場面も。 ０ 歳
から１００歳まで、どんな方でも気
軽に足を運べる場所でありたい。

４月１日（日）

「絵の具のあしあと」では、白い

３月３１日（土）

念願の安曇野ちひろ公園ホームペ

床の上を歩くと浮き出る“にじ

来館者へ展覧会の魅力を広め、子

ージが開設し、ネット上でワーク

み”に「出てくる色がみんなちが

どもたちが安全に見学できる楽し

ショップ参加や体験交流館での郷

う！」「足でお絵かきしてるみた

み方を伝えるボランティアを、は

土食づくりの申し込みが可能に。

い！」と大はしゃぎ。動きにあわ

じめて募集。 3 名の方が参加して

また、トットちゃん広場では、電

せて鳴るピアノの音には「この下

くださることになった。
「plaplax

車の教室を背景に記念の一枚が撮

で誰かが弾いてるの？」という質

の仕掛けに、子どもより大人が喜

影できるフォトスポットを準備

問も。見て、触れて、まさにあそ

んでいることも多い」「この部屋

中。インスタグラムなどＳＮＳで

びながら楽しんでいた。

に“ぽち”は何匹いる？と声をか

の情報発信に大いに期待したい。
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●次回展示予定 2
２０１8年7月２１日
（土）
～9月２5日
●次回展示予定
015年9月26日
（土）
～1
1月30（火）
日
（月）

チョウンヨン
〈展示室4〉
〈展示室１・多目的ギャラリー〉
いわさきちひろ生誕１００年「Life
展」〉〈企画展〉
〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
〈展示室4
『はしれ、トト！』조은영の絵本づくり展
〈企画展〉 奇喜怪快 井上洋介の絵本展
「ぶどうを持つ少女」の魅力
子どものへや
トラフ建築設計事務所

いわさきちひろは子ど
ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、
「ちひろの紫」
「横
もの居場所をどう描い
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
たでしょう。トラフ建
れ」など、５つのテーマからこの
築設計事務所は、その
作品の魅力とちひろの表現を紹介
ことを観察する過程
します。
で、ちひろが好んで描

絵本、漫画、イラスト
韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
レーションなど、多彩
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
な分野で活躍した画家
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
・井上洋介。本展では、
に輝きました。本展では、絵本原画とと
絵本の仕事を中心に、
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
タブローや漫画などの
大胆な絵本づくりを紹介します。
作品も展示。鬼気迫る

いたモチーフである
チョ・ウンヨン（韓国）
『はしれ、トト』（文化出
「帽子」に着目しまし
圧倒的な描写に、ナン
版局）より ２
０
１０年（個人蔵）
た。「帽子」を子ども
センスやユーモラスな
井上洋介『でんしゃえほん』
（ビリケン出版）
より ２０００年
が安心できる空間とと
表現を融合させた独自
〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家
１０の絵本づくり
らえ、巨大化すること
の世界を紹介します。
〈展示室2〉ちひろの人生
〈展示室5〉絵本の歴史
で「子どものへや」を
〈展示室３〉
ちひろ美術館コレクション展
くらし
いわさきちひろ
つくります。
麦わら帽子に蟹をのせた少年 １９７１年
安曇野ちひろ美術館
イベント予定
各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。
〈展示室5〉 絵本の歴史
詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。 ht
t
p:
//
www.
chi
hi
r
o.
j
p/ TEL.
０
２６
１－
６
２－
０７７
２ FAX０
２６１－
６
２－
０
７７
４
ht
t
ps:
//
www.
f
acebook.
com/
chi
hi
r
o.
azumi
no
安曇野ちひろ美術館 イベント予定
いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女 １
９
７
３年

各イベントの予約・お問い合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。TEL.０２６１―６２―０77２

●展示関連イベント
●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。chihiro.jp
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ

いわさきちひろ生誕１００年
●
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
「Life 展」ひろしま 石内都 関連イベント
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。
○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
○石内都によるアーティストトーク
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
日時：
５ 月１２日（土）１４：００～
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と
「何か」を
参加費：無料（入館料のみ）
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日 時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
○ドキュメンタリー映画上映会
参加費：５００円（入館料別）
「ひろしま
石内都・遺されたものたち」
定
員：１日３回
各回１０名（先着順）
ワークショップ作品のイメージ
日時： ６ 月 ９ 日（土）、 ６ 月１０日（日）
各日１１：００～／１５：００～
○ちひろの線とコラボレーション
参加費：7００円（入館料別）
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
申し込み：要事前予約
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
Ⓒ Maki Ishii
（TEL.０２６１―６２―０77２、生誕１００年サイトにて受付）
日 時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）
○対談「ひろしま」石内都とアーサー・ビナード
日時： ６ 月２８日（木）１7：３０～
●松川中学校 図書委員による絵本の読み聞かせ
参加費：１０００円（入館料別）
松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
定員：８０名
日 時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
申し込み：要事前予約
各日①１２：３０～ ②１３：３０～
（TEL.０２６１―６２―０77２、生誕１００年サイトにて受付）
○平和の絵本のおはなしの会 ―松川中学校図書委員とともに―
●近隣市町村入館無料デー
日時： 7 月 7 日（土）１３：００～
９月１３日（日）白馬村・小谷村 村民入館無料デー
参加費：無料（入館料のみ）
いわさきちひろ生誕１００年サイト
１００.chihiro.jp
●おはなしの会
●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日
毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ
● Life 展パスポート １４
好評販売中
参加自由、入館料のみ
：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展
ちひろ美術館（東京・安曇野）で開催する、すべての
Life 展に何度
でも入館できるパスポートです。ぜひご利用ください。
８土～８/
１６日は、１
８：
００まで開館延長）
８月は休まず開館します。（８/
販売価格：１０００円（税込）
販売場所：ちひろ美術館（東京・安曇野）

ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
●ちひろが愛した安曇野・まつかわ
定のスタンプラリーも行っています。

北アルプスパノラマウォーク

○全国のトットちゃん大集合
主催：松川村観光協会 協力：安曇野ちひろ美術館
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちひろが松川村の風景を描いたスケッチポイントや、村内に点在する
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
神秘的な遺跡などをめぐるウォーキングイベントです。北アルプス連
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
峰が水田に映り込んだ絶景を望む約 ８ ｋｍコースをお楽しみください。
日
時：８月９日（日）
日時：
５ 月２６日（土） ９ ：００～１３：００ 小雨決行
参加費：１０００円（保険料含む）
○トットちゃんの肝だめし
定員：８０名
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
申し込み：要事前予約
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
（松川村観光協会
TEL.０２６１―６２―６９３０にて
め、
０までの開館です。
受付２１：
５０
月１８日〆切）
日 時：８月２
９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合
どなたも入館無料です。
●国際博物館の日 5月１8日（金）
○鉄道ファンあつまれ！
電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
す。
●近隣市町村入館無料デー ※ご住所のわかるものを受付でご提示ください。
日 時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
○大町市民入館無料デー
５ 月２０日（日）
会
場：安曇野ちひろ美術館
正面入口に集合
○松本市民入館無料デー ６ 月 ３ 日（日）

●朝のミュージアム
●安曇野ちひろ公園（松川村営）の公式 HP ができました！
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
トットちゃん広場や園内のニュース・イベント情報はこちらをご覧く
す。絵本カフェも８：
００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
ださい。イベントや体験の予約もできるようになりました。
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
http://chihiro-park.org/

●夜のミュージアム
●おはなしの会
●ギャラリートーク
８月
２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ

毎月第 ２・４ 土曜日 １１：００～ 毎「すずむしの里クリスタルシンフォ
月 第 ２ ・ ４ 土 曜 日 １４：００～ Life
でドリンクをサービス。当日は、
※参加自由・無料
展／１４：３０～コレクション展
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
※参加自由・無料
行われます。（１９：００～雨天延期）
〈お知らせ〉
●敬老の日
２０１８年 ４ 月 １ 日より、安曇野ちひろ美術館副館長に阿部惠が就任しま
９月
２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。
した。竹迫祐子は引き続き、財団事務局長、並びに、ちひろ美術館主
席学芸員をつとめます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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