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毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

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
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

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1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

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
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈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
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
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
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
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
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
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
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
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
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
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
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
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○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。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　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
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
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
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
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）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
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！
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。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
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。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）
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●展示室１ ・ ２ ・ 多目的ギャラリー

●２０１８年７月２１日（土）～９月２５日（火）

いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」

子どものへや トラフ建築設計事務所

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。

ちひろの絵には、帽子のモチーフが数多く登場します。そ
の形や色も、場面によってさまざまで、絵のなかの子ども
たちの心境も表しているように見えます。帽子は子どもに
とって、一番身近な家、あるいはへやのように安心感を与
えてくれるものなのかもしれません。少し大きければ、す
っぽり隠れる自分だけの特別なへやになるのです。そんな
すてきな子どものへやを、帽子をモチーフにつくってみた
いと思いました。ちひろの帽子に包まれながら、遊ぶよう
にちひろの世界を体験してほしいと思っています。

トラフ建築設計事務所からのメッセージ

鈴野浩一と禿真哉により２００４年に設
立。建築の設計をはじめ、インテリ
ア、展覧会の会場構成、プロダクトデ
ザイン、空間インスタレーションやム
ービー制作への参加など多岐に渡り、

建築的な思考をベースに取り組んでいる。「光の織機（Canon�
Milano�Salone�２０１１）」は、会期中の最も優れた展示とし
てエリータデザインアワード最優秀賞に選ばれた。２０１５年
「空気の器」が、モントリオール美術館において、永久コレ
クションに認定。

トラフ建築設計事務所
〈コラボレーション作家〉

図 １　いわさきちひろ　海の夕焼けと机に向かう女の子　１９７３年

図 ２　トラフ建築設計事務所　dollhouse�chair�:�TORAFU�ARCHITECTS�（Koichi�Suzuno,�Alicja�Strzyzynska）

トラフ建築設計事務所
鈴野浩一、禿真哉

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社

特別協賛：

協賛：

協力：九州フィールドワーク研究会

――ちひろの好きな「帽子」が、
　　子どものへやになる！

ちひろが絵を描いていた時代から、
「子ども」という存在が時代を経ても変
わらない一方で、子どもを取り巻く環境
は大きく変わっています。子どもが安心
して、のびのびといられるのは、どんな
場所なのでしょう？建築、インテリア、
プロダクトなどさまざまな領域を自在に
横断しながら活動しているトラフ建築設
計事務所が、ちひろの絵から発想し、
「子どものへや」をつくります。
余白をつくる
ちひろの絵には子ども部屋のようすを

具体的に描いた作品は、初期のものを除
いて、実はわずかしかありません。室内
であっても床や壁で囲われた空間ではな
く、戸外とつながっていたり（図 １）、
多くは背景が省略されて、画面を超えた
空間の広がりを感じさせます。
「子どものへや」をつくるにあたって

数多くのちひろの絵を見たトラフは、そ
の絵の「余白」の魅力に気づいたといい
ます。もし詳しく背景が描かれていた
ら、時代の変化とともに古びて見えるか
もしれないけれど、余白があることで見
る人の記憶や思いが入り込める余地がで
き、絵と一対一の関係が結べるので色あ
せることがないのだ、と。
トラフもいつも「余白をつくる」こと

を意識しているといいます。はじめから
用途を固定してしまうのではなく、建築
を考えるときにも「人が関わることで初
めて完成するような、余白をもつ場をつ
くり出したい」と語っています。
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そんなトラフの作品「空気の器」（図
８）は、空気を包み込むように、かたち
を自由に変えることができる紙の器で
す。一枚のフラットな紙に無数の切り込
みがあり、小皿や小鉢、花瓶など用途に
合わせて自由にかたちをつくることがで
きます。紙の表と裏で色が異なるため、
見え方によって印象が変わります。会期
中には「空気の器」のインスタレーショ
ンが、安曇野館の建物のなかに新たな表
情をつくりだします。
ちひろの描く帽子の子どもたち
トラフは「へや」を探してちひろの絵
を見ていくなかで、子どもたちの「帽
子」を発見しました。帽子をかぶった子
どもは屋外にいる場合が多いのですが、
帽子のなかにその子ひとりのための、小
さな空間を見出したのです。「子どもに
とって“帽子”とは、日差しなどのまわ
りの環境から自分を最小限に守ってくれ
る小さな屋根であり、空間であり、部屋
でもあるのかもしれない。」とトラフは
いいます。
キャスケット帽（図 ５）や冬の毛糸帽
など、さまざまな色やかたちの帽子があ
りますが、なかでも多いのは夏のつば広

の帽子（図 ３、 ４）です。帽子をかぶっ
た子どもの表情はどこか誇らしげで、楽
しげです。展示室には、トラフが選んだ
さまざまな色やかたちの帽子の子ども
が、大集合します。自分のための小さな
「へや」を頭に載せて、子どもたちは閉
ざされた部屋から広々とした世界へと出
かけていきます。
トラフがつくる「子どものへや」
本展では、ちひろの描く夏の子どもの

麦わら帽子から発想し、トラフが帽子型
の「子どものへや」（図１０）をつくりま
す。幅５．５ｍ、高さ２．２ｍの大きな帽子は
つばの部分がテーブルになっていて、絵
を描いたり、絵本を読むことができるよ
うになっています。もちろんなかに入っ
て遊ぶこともできます。夏休み期間には
地元の中学校のボランティアの協力を得
て、ここでちひろの水彩技法が体験でき
るワークショップを行います。参加する
人の作品が増えるにつれて、帽子はカラ
フルになっていく予定です。自然豊かな
安曇野の地にやってくる大きな帽子――
ここで子どもたちに、ちひろの世界を遊
びながら体感してもらえたらと思いま
す。� （上島史子）

図 ３　いわさきちひろ　蟹を持つ少年　１９６９年 図 ４　いわさきちひろ　夏草のパーティー　１９７２年 図 ５　いわさきちひろ
　　　スケッチブックを持つ青い帽子の少女　１９７１年

図 ８　トラフ建築設計事務所　空気の器

図１０　トラフ建築設計事務所　子どものへやのイメージスケッチ

図 ６　いわさきちひろ　毛糸の帽子のあかちゃん　１９７１年

図 ９　トラフ建築設計事務所
　　　コロロデスク／コロロスツール（撮影：伊藤彰浩）

図 ７　トラフ建築設計事務所　港北の住宅

●展示室１ ・ ２ ・ 多目的ギャラリー
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●展示室４

井上洋介は、絵本をはじめ、漫画、広
告、舞台美術など多彩な分野で活躍した
画家でした。鬼気迫る描写に愛嬌と哀
愁、ナンセンスを同居させた独自の画風
で、一貫して人間の本質を描き出してい
ます。本展では、各年代を代表する絵本
原画を中心に、タブローや漫画なども多
数展示し、その画業を紹介します。
創作絵本の世界
井上洋介は、１９７６年から、文と絵の両
方を手がけた絵本の創作を始めました。
自作の絵本はすべて、“ナンセンス”を
軸としています。ちょうつがいや帽子、
電車、穴など、日常のなかに存在するな
にげないものをモチーフにイメージを膨
張させ、絵本として展開しています。
『ぐるぐるえ
ほん』（図 １）は、
観覧車やプロペ
ラなど、回るも
のや渦巻くもの
が １頁ごとに登
場する絵本で
す。大学時代か
ら漫画の投稿を
始めた井上は、
頭に浮かんだ漫画のアイディアの面白さ
について、「ナンセンスへの扉だった気
がする。絵本も、そういう一枚漫画の系

列の発想」と語っています。一枚漫画
（一コマ漫画）の連続で構成されたこの
絵本は、どの頁からでも絵本の世界に入
ることができるとともに、頁を追う度に
次に出てくるものへの期待感が高まって
いきます。

図 ２　�『ヘンなさんぽ』（架空社／銀河社）
より　１９７８年　個人蔵

『ヘンなさんぽ』（図 ２）は、主人公
のぼくの散歩を描いた絵本です。橋の上
で出会った白いひげのおじいさんの後を
追うと、おじいさんはだんだん白く大き
くなっていき、最後は海に浮かぶ雲にな
り消えていきます。普通の散歩から始ま
り、徐々に非日常の世界へと進んでいき
ます。井上もよく「散歩」（街歩き）を
していました。目に映る風景を「巨視
的」（広く浅く）ではなく「微視的」（狭
く深く）に見ることで、何千足の靴が並
ぶ新橋の古靴屋や、卵だけを売る卵屋な
ど、面白い風景に出会ったといいます。
「日常から飛び越えたみたいな、劇的

な一瞬」に出会う散歩は、画家の奇想天
外なアイディアの源泉だったといえます。

タブローの世界

図 ３　「極楽図」　１９７５年　個人蔵

絵が好きだった井上は、幼いころから
絵を描き始め、その後も、生涯タブロー
を描き続けました。「極楽図」（図 ３）で
は、白目を剥

む

き、苦悶の表情をした人々
が、蓮の上で座禅を組む人物を囲み、地
獄絵図をも連想させる世界が描き出され
ています。「自分が少年期に体験した爆
弾の恐怖や飢えといった記憶が思い起こ
されて、今ではそんな記憶がタブローの
発想の源となっているような気がしま
す。（中略）人間が被る災難を描きなが
らも、そんな災難の対極にある『ナンセ
ンス』をいつもタブローに含ませたいと
思っています」と語っています。
原体験と圧倒的な発想力をもとに生み

出された井上洋介のナンセンスの世界を
ご覧ください。� （宍倉恵美子）

「Life 展　ひろしま　石内都」関連イベン
トとして、石内さんと詩人のビナードさ
んによる対談を開催しました。一部を以
下に紹介します。� （松方路子）
広島での出会い
石内（以下、石）　広島には行ったことが
ないし、広島の写真はいっぱい撮られて
いるから、私が行く必要はないと思って
いました。でも、仕事を依頼してきた編
集者に、広島はこれからアートしか残ら
ないと言われて、行くしかないと決めた
のです。初めて原爆ドームを見て、かわ
いい、と思ったの。小さくて。そのとき
に、広島は撮れると感じました。広島に
は遺品を撮るつもりで行ったのではな
く、風景、建物、被爆したもの全部を見
ようと行きました。その最後に資料館に
行って遺品たちを見たら、色彩があり、
デザインがかっこよく、すてきだと感じ
ました。
ビナード（以下、ビ）　石内さんが撮影を
始めたのと同じ時期、僕も資料館に通っ
ていました。絵本『ここが家だ　ベン・
シャーンの第五福竜丸』をつくり始めた

２００５年ころ、広島の人々が体験した被爆
と、第五福竜丸の被爆はどう違うのか、
そこが分からないと第五福竜丸は語れな
い、と広島の資料館に通い始めました。
そのときに、展示されている遺品、制
服、帽子、時計が、なにかしゃべってい
るな、と思いました。
ちひろの絵

ビ　ちひろの、部分しか描かない描き方
は、石内さんがブラウスをひとつ撮るの
と似ていて、ひとりの人間を指先から足
先まで見せるのではなく、一を言って十
を伝えています。石内さんは靴下だけを
撮ったり、靴を片方だけ撮ったりしてい
ますよね。この描写の手加減、どこでと
めるかというのが、ちひろと石内さんと
共通していると思います。
石　ちひろの絵は弱い、というか遠慮して

いると感じました。私は遠慮していません。
ビ　石内さんは遠慮していると考えない
だろうけれど、遺品についての資料を見
ないで撮るのは、ある種の遠慮。一期一
会、この瞬間だけ向き合うから、あなた
の過去を掘り起さない、というのは、あ
る種の尊敬だと思います。ちひろも刹
那、ある瞬間を捉えるというところに遠
慮があると思うけれど、瞬間をとらえ
る、というのが石内さんの時間の区切り
方と共通していると思いました。
メッセージにしばられた広島
ビ　広島を撮ったときに、いろいろ、言
われたでしょう、「この作品に込めたメ
ッセージは？」とか。
石　言われました。私は、「メッセージ
はありません。写真を見て下さい」と、
全部断りました。
ビ　ぼくも同じで、第五福竜丸の本を出
したときに読者に伝えるメッセージは？
と聞かれ、メッセージはぼくの仕事では
ない、物語の本質を伝えることで、メッ
セージはひとりひとりがみつけるもの、
と言いました。

●２０１８年７月２１日（土）～９月２５日（火）

〈企画展〉奇喜怪快　井上洋介の絵本展

対談「ひろしま」　石内都とアーサー・ビナード２０１８年 ６ 月２８日（木）〈活動報告〉

図 １　『ぐるぐるえほん』
　　　（フレーベル館）より
　　　１９８１年　刈谷市美術館蔵

主催：ちひろ美術館、信濃毎日新聞社
協力：井上真樹、沼尻亞樹、刈谷市美術館、玉川大学出版部
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５月１日（火）
「トットちゃんの学校　ひとりひ
とりによい所がある」。それを聞
いて電車の学校へ歩く道すがら思
わず涙してしまいました。ボラン
ティアの方も丁寧に対応してくだ
さり、とてもよい時間をすごすこ
とができました。� （岡本）
５月５日（土）
今は亡き祖母から、お土産にもら
った絵葉書きと同じ絵がありまし
た。その絵葉書きを選んだ理由は
「私の小さい頃に似ていたから」。
私も今日一緒に来ている娘に似て
いる絵を探して、お土産に買って
帰ろうと思います。� （Ｋ）

＊　　　＊　　　＊
子どもたちが赤ちゃんの時からほ
ぼ毎年伺わせていただいていま
す。小川にジャブジャブ入って青ガ

エルをつかまえたり、いつまでも
あきずに生き物を探しています。
５月１９日（土）
私の甥は、ひろしまで原爆にあい
ました。当時は助かったものの、
５０代わずかで亡くなりました。残
された子どもたちの文と、絵を見
て、胸が突かれるような痛みを感
じました。� （９３才　菊枝）
５月２１日（月）
つらい出来事であることに変わり
はありませんが、ヒロシマに色を
感じることが、ここではできた。
色あざやかな世界が１９４５年にもあ
ったんだと。
５月２４日（木）
なぜ地球に住む人を、そして大き
な地球を傷つけるようなことをす
るのだろうと、何度も何度も考え
させられました。

６月３日（日）
写真を見たしゅんかん「あっ…」
といってしまいそうなほどかなし
かったです。にどとおこってほし
くないと思いました。
� （１０才　藤巻充穂）

＊　　　＊　　　＊
この赤いボタンはお気に入りだっ
たんだろうなと思う。ひとつひと
つ丁寧に縫いつけられたボタンや
名札。この子を守ってと祈りがこ
められた防空ずきん。ひとりの人
間が生きていたという証は、重く
て、まぶしくて、愛しいですね。
６月８日（金）
台湾から来ました。テレビで「窓
ぎわのトットちゃん」を見まし
た。ひろしまの写真を見て、すご
く切ないです。いつかひろしまへ
行きたい。� （１９才）

連載の ３回目は、ちひろが模索
しながら駆け出しの画家時代を送
っていた町、神田です。
両親の反対で一度は諦めた画家
になる夢をかなえるため、１９４６年
５ 月、ちひろは疎開先の松本から
単身で上京します。戦時の空襲で
焼失した下町のなかで、母・文江
の妹、泰が嫁いだ中村箔押屋のあ
る神田から神保町にかけては、幸
い被害の少ない一帯でした。
ちひろは ３階の屋根裏部屋に住
まわせてもらい、日中は絵も描け
る記者として「人民新聞」で働き、
夜間は共産党の宣伝部芸術学校、
そして早朝は池袋モンパルナスで
丸木位里・赤松俊子（のちの丸木
俊）夫妻が主宰する早朝デッサン

会で仲間とともに懸命に切磋琢磨
します。絵の批評に落ち込むこと
があっても、桜通りにあった映画
館「東洋キネマ」に大好きなフレ
ッド・アステアのレコードを持ち
込み、休憩時間にかけてもらえ
ば、気持ちも晴れてくるのでした。
１９４８年、ちひろは箔押屋からほ

ど近い神田神保町 ２丁目のブリキ
屋の ２階に引っ越します。そして、
勤めながら新聞や雑誌にカットを
描いていたある日、紙芝居の絵の
依頼が。この仕事をきっかけに、
画家として立つ決意を固めます。
生涯の伴侶となる松本善明と出

会ったのもこのころ。親しくなっ
たふたりは、白山通りからすずら
ん通りへと、尽きない話をしなが

ら、お互いを下宿まで送り送ら
れ、都電でふた駅ほどもある距離
を何往復もしたとか。
１９５０年 １ 月、ちひろは下宿の部

屋をたくさんの花で飾り、ふたり
だけの結婚式を挙げます。翌年 ４
月には、長男猛が誕生。信州の両親
に乳飲み子を預けながら奮闘した
辛い時期を経て、１９５２年、練馬区下
石神井（現ちひろ美術館・東京の
所在地）に親子 ３人で再びいっし
ょに暮らすための家を建て、 ６年
間暮らした神田をあとにします。
ちひろが自立の第一歩を踏み出

し、青春時代を過ごした神田での
物語が、劇団前進座のお芝居とし
てこの秋から全国各地で上演され
ます。� （中平洋子）

５月２１日（月）
松本市中央図書館にちひろ生誕
１００年記念コーナーが設置され、
絵本や画集、関連書籍など２００冊
以上が集められた。本のまわりは
当館から貸し出した複製画や手づ
くりの花飾りで彩られ、ちひろの
作品世界をイメージさせる空間
に。ちひろが幼いころから度々訪
れていたゆかりの深い松本。本を
きっかけに、地元の方たちに親近
感を持ってもらえるとうれしい。

５月２９日（火）
長野県聴覚障がい者情報センター

制作「目で聴くテレビ」でのちひ
ろ生誕１００年特集の取材が入る。
手話で通訳をしながらの撮影で
は、どの手話表現が視聴者により
伝わるか、その都度検討しながら
１カットずつ丁寧に撮っていく。
スタッフの思いがこもった番組の
放映と視聴者の反応が楽しみ。
６月９日（土）
トットちゃん広場で飯ごう炊さ
ん。 ３日前の梅雨入りで心配され
た天気も持ち、子どもたちが元気
に集合。薪を燃えやすい順に並べ、
火の燃える原理を学んだあと、自
分たちで薪を組む。火の調整に苦
戦しながらも飯ごう炊きのごはん
が完成。年齢の違う子どもたちが
大きなテーブルを囲んでごはんと
豚汁をほおばる。飯ごう炊さんを
楽しんでいたトモエ学園の生徒た
ちに笑顔が重なって見えた。

６月２９日（金）
松川中学校 ３年生９９名が来館。ひ
ろしま展鑑賞後、石内都さんによ
る校外授業を行った。広島の修学
旅行から平和学習を続けている生
徒たちからは「広島で聞いた話と
写真が重なった」「当時の広島の
人々にも今と同じように大切な暮
らしがあったということを強く感
じた」といった感想が。「見て感
じて自分で考えてほしい。未来は
あなたたちがつくるのよ」と語っ
た石内さんの思いを受け止め、つ
ないでくれることを願う。

5

生誕１００年企画

ゆかりの地
紹介

③神田

神田すずらん通り　１９４８年
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●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

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
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

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1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

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
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈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
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
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
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
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
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
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
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
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
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
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
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
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○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。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　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
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
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
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
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）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
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！
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。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
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。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
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毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ

●おはなしの会 ●ギャラリートーク
毎月第２・４土曜日
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
１４：３０～世界の絵本画家展または企画展

●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

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
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年

詳細・最新情報はホームページからもご覧いただけます。　http://www.chihiro.jp/　TEL. ０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４
  https://www.facebook.com/chihiro.azumino

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1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

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
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈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
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
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
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
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
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
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
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
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
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
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
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
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○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。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　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
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
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
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
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）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
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！
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。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
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。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原3358-24　テレホンガイド0261-62-0777　TEL.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiroa@seagreen.ocn.ne.jp
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●次回展示予定　2015年9月26日（土）～11月30日（月）

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
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女　１９７３年
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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1・2〉ちひろを語るこの一点
　　　　　　　「ぶどうを持つ少女」の魅力

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』 조  은  영 の絵本づくり展
チョ ウン ヨン

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
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。
チョ・ウンヨン（韓国）『はしれ、トト』（文化出
版局）より　２０１０年（個人蔵）

〈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
〈展示室2〉ちひろの人生　　〈展示室5〉絵本の歴史

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村　村民入館無料デー

●敬老の日
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。

図２　佐藤卓　チロリアン五人衆・立体　２００６年

図７　いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー　２０１４年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

佐藤卓のデザイン採集

＊図１、２、３、７、８は、２０１４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。

図９　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図８　いわさきちひろ×佐藤卓＝箱　２０１４年

図６　いわさきちひろ
 ひまわりとあかちゃん　１９７１年

図３　佐藤卓　千鳥屋　チロリアン　１９９７年

●夜のミュージアム
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
でドリンクをサービス。当日は、「すずむしの里クリスタルシンフォ
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
行われます。（１９：００～雨天延期）

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
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
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
定のスタンプラリーも行っています。

○全国のトットちゃん大集合
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
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日　時：８月９日（日）

○トットちゃんの肝だめし
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
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
め、２１：００までの開館です。
日　時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合

○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。
日　時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会　場：安曇野ちひろ美術館　正面入口に集合

●展示関連イベント
　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
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
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
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
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）
参加費：５００円（入館料別）
定　員：１日３回　各回１０名（先着順）

○ちひろの線とコラボレーション
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！
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。
日　時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

ワークショップ作品のイメージ

図１　佐藤卓　明治おいしい牛乳　２００１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図５　いわさきちひろ
 葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち　１９５６年

図４　いわさきちひろ
 ブランコと子どもたち　１９７１年

●松川中学校　図書委員による絵本の読み聞かせ
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。
日　時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
　　　　各日①１２：３０～　②１３：３０～

８月は休まず開館します。（８/８土～８/１６日は、１８：００まで開館延長）

毎月第 ２ ・ ４ 土曜日１１：００～
（参加自由、入館料のみ）

●おはなしの会
毎月第 ２・４ 土曜日１４：００～ Life 展、
１４：３０～企画展
（参加自由、入館料のみ）

●ギャラリートーク
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〈展示紹介〉いわさきちひろ生誕１００年「Life」展　子どものへや　トラフ建築設計事務所…❶❷
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●9月２日（日）白馬村・小谷村民入館無料デー
日ごろの感謝を込めて、近隣市町村にお住まいのみなさまへ向けたご
優待日です。※ご住所のわかるものを受付でご提示ください。

○開館情報
８ 月は無休、お盆期間（ ８ ／１１～ ８ ／１９）は１８：００まで開館延長いた
します。

●8月8日（水）は「ちひろ忌」
ちひろの命日に、ちひろを偲ぶ催しを行います。
今年は、ご来館のみなさまにちひろさんへのメッセージを書いていた
だき、メッセージツリーに飾ります。

●9月１7日（月・祝）敬老の日
６５歳以上の方は、入館無料です。

●中学生ボランティアと楽しむ　美術館ガイドツアー
８ 月 １ 日（水）～ ８ 月１６日（木）１３：００～（予定）
参加費：無料（入館料のみ）　定員：各回１５名
申し込み：当日予約制

●松川中学校図書委員による　絵本の読み聞かせ
８ 月 ６ 日（月）～ ８ 月 ９ 日（木）各日１０：３０～／１１：３０～
会場：絵本の部屋　参加費：無料（入館料のみ）
申込方法：不要

〒３９９―８５０１　長野県北安曇郡松川村西原３３５８―２４　テレホンガイド０２６１―６２―０７７７　TEL.０２６１―６２―０７７２　Fax０２６１―６２―０７７４

●次回展示予定 ２０１8年9月２9日（土）～１２月１６日（日）
〈展示室１〉 
いわさきちひろ生誕１００年 「Life展」
みんないきてる　谷川俊太郎

〈展示室３・4〉ちひろ美術館コレクション展　人生

〈展示室5〉絵本の歴史

谷川俊太郎が、これまでに書いた膨大な詩
には森羅万象が含まれ、無限の広がりが感
じられる。一方で、いわさきちひろの絵に
は身近にある小さないのちの愛しさ、尊さ
がうたわれている。異なる個性をもつ谷川
の詩とちひろの絵を組み合わせ、あらゆる
ものに息づくいのち、たえず変化していく
宇宙に耳をかたむける。

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
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

安曇野ちひろ美術館　イベント予定

●8月5日（日）朝のミュージアム　8：００～特別開館
絵本カフェでは「モーニングコーヒーもう １ 杯券」をプレゼント（１０
時までにコーヒーをご注文いただいた方限定）。絵本の読み聞かせや
手遊びなどを行う「朝のおはなしの会」も開催します。

●8月２5日（土）夜のミュージアム　２１：００まで開館延長
○浴衣でご来館の方には、カフェにてドリンクをサービス！
○ちひろの水彩技法体験ワークショップ
　にじみのオーナメントをつくろう！
　日時：１7：３０～２０：３０
　参加費：２００円（入館料別）　申し込み：不要
○ギャラリートーク（参加自由）
　１８：００～ちひろ展
　１８：３０～井上洋介の絵本展

●いわさきちひろ生誕１００年「Life 展」
   子どものへや　トラフ建築設計事務所　関連イベント

○ちひろとコラボレーション　帽子を描こう
期間： 7 月２１日（土）～ ９ 月２５日（火）常時開催
参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要

○帽子のなかのおはなしの会
日時： 7 月２８日（土）、 ８ 月２５日（土）、 ９ 月 ８ 日（土）、
　　　 ９ 月２２日（土）　各日１１：００～１１：３０
参加費：無料（入館料のみ）　申し込み：不要

○中学生ボランティアによるワークショップ　ちひろの水彩技法体験
期間： ８ 月 １ 日（水）～ ８ 月１６日（木）
参加費：２００円（入館料別）　申し込み：当日予約制

○「空気の器」に絵を描こう
協賛：かみの工作所／福永紙工株式会社
日時： 7 月２１日（土）１４：００～１５：３０
講師：鈴野浩一、禿真哉（トラフ建築設計事務所）
参加費：５００円（入館料別）
対象：小学生以上　定員：２５名
申し込み：要事前予約（TEL・HP にて）

○トラフ建築設計事務所によるアーティストトーク
日時： 7 月２１日（土）１１：００～１２：００
講師：鈴野浩一、禿真哉（トラフ建築設計事務所）
参加費：無料（入館料のみ）　定員：５０名
申し込み：要事前予約（TEL・HP にて）

いわさきちひろ　雪の幻想　１９７１年

荒井良二
『モンテロッソのピンクの壁』
（ほるぷ出版）より　１９９２年


