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公益財団法人
いわさきちひろ記念事業団

　理事長
ちひろ美術館（東京・安曇野）

館長

　みなさまには、ちひろ美術館、（公財）いわさきちひろ記念事業団に、いつもご理解とあたたかなご支援をい

ただき、本当にありがとうございます。

　コロナ禍も3年目となり、美術館を含め、世のなかの活動はさまざまな分野で再開してきていますが、ちひろ

美術館・東京、安曇野ちひろ美術館も昨年は感染拡大防止に努めながら開館をつづけ、お客さまをお迎えして

まいりました。ご来館くださるお客様の数は、まだまだコロナ前には戻っていませんが、そうしたなかでも支援

会員のみなさまからお寄せいただいた支援は、私たちの活動の大きな励みとなりました。心よりお礼申し上げます。

　2021年度は、ちひろ作品へのリクエストを募る参加型の展覧会「ピエゾグラフによるわたしの好きなちひろ展」

を東京・安曇野で同時開催いたしました。国内外から2,200通を超えるメッセージが寄せられ、館内での展覧会

とともに、特設サイトでも、お寄せいただいたメッセージと作品をあわせてお楽しみいただきました。

また、東京と安曇野の両館をつないだ「オンライン鑑賞会」を行い、遠方にお住まいの方や外出が困難な方、

ご入院中の方、小さいお子さんがおられる方など、これまでは参加が難しかった方々にもご参加いただくことが

できました。

　今、ロシア・ウクライナでの戦争がおこり、話し合いではなく武力でものごとを解決しようとする動きがある

なか、多くの人々がいのちの危険にさらされ、困難な生活を強いられていることに心が痛む毎日です。

　ちひろ美術館では、さまざまな美術館の活動を通して、「世界中の こども みんなに 平和と しあわせを」と願っ

たいわさきちひろの思いを、ちひろの絵とともに、さらに大きく広げていきたいと思います。

ひきつづき、ちひろ美術館へのご支援を、どうぞ、よろしくお願いいたします。

支援会員のみなさまへごあいさつ

11月11日～14日
インドネシア、ジャカルタのオンラインイベ
ントに参加　（オンデマンド配信）　

2021年10月10日～10月13日
BIB （International Biennale Bratislava)の 国
際審査に参加。展覧会は2021年10月15日
～2022年1月9日に開催。

2021年度も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
る緊急事態宣言等の発出が繰り返されるなか、感染症の拡
大防止に努めながら開館しました。ちひろ美術館・東京は
4/25 ～ 5/24を臨時休館（24日間）としましたが、そのほ
かの期間は、ちひろ美術館・東京、安曇野ちひろ美術館と
もに、引き続き開館時間を1時間短縮しながら、臨時休館
せず開館を継続しました。なお、絵本カフェは、感染対策
を講じたメニュー構成で営業しました。
結果として、2021年度にご来館いただいたお客様は、例
年の4割ほどとなりました。

東京、安曇野の両館とも、通常は4会期としてきましたが、
2021年度は3会期開催しました。

1． 美術館の設置・運営
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2． 展覧会の開催

この一年間、公益財団法人いわさきちひろ記念事業団、ちひろ美術館の支援会員として、私たちの活動を支えてくださり、ありがとうございました。

赤枝操　赤澤香恵　赤羽大四郎　秋吉順子　阿部圭子　安藤清貴　安藤優子　井佐恵子　石井鈴子　石井達也　石川顯法　石津ちひろ　石原民子　板倉裕史　伊藤幸一　伊藤早苗　伊藤澄子　伊藤智夫　伊藤美智子　伊藤利香　井上美佐子　岩畔幸子　上坂朋子　植田浩二　上田敏夫　上野誠治
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佐藤律子　里見裕子　澤太郎　澤良世　信太明男　柴原和美　白川光雄　神保和子　菅野昌子　鈴木高也　鈴木武　鈴木真寿子　関根栄子　千田幹雄　曽我克美　高木朝子　高綱理帆　高橋節子　高橋俊文　高橋英子　高橋博之　高橋美智子　瀧口惠子　滝澤智樹　瀧下弘美　田口弘美　
武川雅和　竹下景子　武田正巳　竹村聖　田島貴代子　太刀川久夫　立松房枝　田中秀行　田中美恵子　田中光雄　田中惠　田畑裕子　田丸尚美　田村恵子　田村博康　丹野由美子　千葉俊美　土田忠敬　坪田慶子　出口智之　手塚公久　寺本英子　どいしげこ　遠山定雄　栃木勲　鳥羽敬二　
冨田雅子　中大路耕平　中川薫　中沢まみ　中島洋平　永島宣江　中西時夫　中野和朗　中俣澄子　中村収　中村加津雄　中村紀寿　中村由美　那須野郁子　西尾泰広　西村修　畠山隆司　馬場潤　濱野恵子　早瀬紀子　原智子　平山公洋　平山泰代　広瀬紀子　福林幸代　藤井則子　藤枝隆　
藤代誠一　藤田淑子　藤本正　藤森英和　札場義浩　渕脇文雄　古川正巳　古橋叔枝　星祐樹　星野宏子　本多慶子　本間久幸　前川和則　益子良一　眞下弘三　益川洋子　松浦泰二　松島惠子　松田栄子　松本恭子　松本繁　松本ちひろ　松本祐子　丸山鈞　宮﨑一葉　宮澤孝昇　宮下和也　
ミラー美幸　宗本哲司　村上弘治　村上耕平　村上妙子　森義行　森島仁　森本哲　栁下昭夫　柳沢清美　山浦英樹　山口文枝　山﨑紀代　山下昭美　山田哲也　山田久夫　山元寿美代　山本たまき　山本朋子　山本正道　横川浩子　吉岡正俊　吉川聡子　吉田勝彦　米山美保　若園佐知子　
若山秀樹　渡辺明　渡邉友範

■寄付者一覧
2021年4月1日～ 2022年3月31日にご寄付くださった方のなかから、お名前の公表をご許可いただいたみなさまをご紹介します（敬称略・五十音順）。
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子どものしあわせと平和を願いつづけた絵本画家いわさきち
ひろの業績を記念し、文化の民主的多面的発展に寄与する活
動をおこなう。
散逸しやすい絵本の原画を人類の文化遺産と位置づけ、絵本
芸術等に関する資料を収集･保管･展示して教育的配慮のもと
に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエー
ション等に資するために必要な事業をおこない、あわせて、
これら資料に関する調査研究をおこなう。
（「公益財団法人いわさきちひろ記念事業団定款」より抜粋）

■公益財団法人いわさきちひろ記念事業団は、
　次のような目的をもって活動しています。

ちひろ美術館の支援会員制度について、ぜひお知り合いにご紹
介ください。詳しいご案内やチラシをご希望の方は、希望部数
と送付先（お名前、ご住所、お電話番号）をお知らせください。

申し込み先：ちひろ美術館･東京　支援会員制度担当
　　　　　　〒177-0042　東京都練馬区下石神井4-7-2
　　　　　　TEL：03-3995-0612　FAX：03-3995-0680
　　　　　　E-MAIL：shienkai＠chihiro.jp
 ・「支援会員制度」はクレジット決済による入会
　が可能です。
https://chihiro.jp/foundation/donation/
※外部サイトSyncableに遷移します。

■支援会員の輪を広げてください。

会員数 563人（新規108人、継続455人）
支援会費（寄付金） 4,546,476円
*参考データ：2020年度 4,534,697円
 600人（新規110人、継続490名）

■支援会員の状況（2021年4月1日～ 2022年3月31日）

■2022年会員証・絵柄投票！
昨年に続き、会員証の絵柄を決める
会員投票を行い、「かごめかごめ」
が1位となりました。

■支援会費の使途
絵本原画の収集・保存・研究・展示公開、絵本の普及、国内
外での絵本文化支援の活動等に充当させていただきました。

東京館では、区内の図書
館等と連携し、アートへ
の入り口となる書籍を紹
介するブックリスト（大
人向け/子ども向け）を
作成し、読書支援に取り
組みました。

7． 支援活動

■2021年度　ご遺贈寄付による
　安曇野館プランター刷新
安曇野ちひろ美術館では、2021年度に受
けたご遺贈により、エントランス等の鉢
植えを一新することができました。長年
の成長が楽しめる落葉樹と、季節ごとに
彩を添えてくれる愛らしい草花を、お客
さまにお楽しみいただいております。

■2021年度刊行の書籍
いわさきちひろが人生の折々に遺したつぶやきやことば、
未公開の写真も入れた新刊『ちひろダイアリー』。閉塞的
な暮らしを余儀なくされる日々になか、
他の人と同様にひとりの女性として迷い
や悩みを抱えながらも画家としての人生
を歩んだちひろの素顔を、ちひろの絵と
ともに紹介しました。

■アニバーサリーギフト
ちひろ忌にあわせ、寄付のためのプラットフォームサイト
で、アニバーサリーギフトという寄付イベントを実施しま
した。この寄付イベントでは、子どもたちに向けた活動に
特化して寄付を呼びかけ、いただいた寄付金で、院内展示
のための作品を増やすことができました。

■平和への願い
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、事態の悪
化・長期化が懸念されるなか、ちひろが旧ソビエトを旅行
した際の描いたキーウ（キエフ）のスケッチを展示する小
展示コーナーを両館で設け、平和を願うステッカーの拡散
をSNS等であらためて呼びかけるなど、ちひろの絵ととも
に平和の大切さを伝える活動に取り組みました。

8． その他
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6． 国際交流

「戦時生活資料展」に平和のパネルを貸出
展示（大阪府箕面市郷土資料館）　
おはなしの会（安曇野館）

7月30日～ 9月15日

5． 普及活動

8月7日

1 2

来館者総数
ちひろ美術館・東京： 17,068人(前年比  169.8％)
安曇野ちひろ美術館： 52,384人(前年比  123.8％)

合計： 69,452人(前年比  132.6%）

東京都練馬区下石神井4-7-2
TEL（03）3995-0612　FAX（03）3995-0680

長野県北安曇郡松川村西原3358-24
TEL（0261）62-0772　FAX（0261）62-0774 chihiro.jp
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昨今の幼い人たちを取りまく状況の厳しさを思うとき、まず、そ
の生命を育てる母や周囲の方々のことはもちろんですが、幼い人
の魂を育み、見つめ、守ることの大切さをひしと感じます。

ちひろさんが大切に大事に考えていらした子どもたちの自然な日
常の姿、笑顔と平和の心、人と人とのコミュニケーションが普通
にとれる日々を望みます。

大好きないわさきちひろさんの作品が、いつまでも、たくさんの人
に安らぎと幸せと夢を運んでくださることを、心から願っています。

ご支援に際して届いたたくさんのメッセージから、一部をご紹介させていただきます。

近頃はウクライナの情勢などの悲しい報道に心が痛む日々ですが、
世界の皆さんが心穏やかに暮らせる日々が一日でも早く来るよう
祈るばかりです。

ちひろさんのやさしい深い想いに触れるたび、小さい人の笑顔が絶
えない世の中でありますよう、今の自分にできること考えています。

厳しい時代に生きるこどもたちが、心を失わないように、心から祈っ
ています。ちひろさんの世界がいつまでも続きますように、細やか
ではありますが支援させていただきます。

支 援 会 員 の み な さ ま か ら の メ ッ セ ー ジ

かごめかごめ　1958～60年頃

＜いわさきちひろ展＞
ピエゾグラフによるわたしの好きなちひろ展
　■9月11日～ 11月30日　安曇野ちひろ美術館　　
　■10月2日～ 2022年1月16日　ちひろ美術館・東京
トットちゃん広場5周年『窓ぎわのトットちゃん』展
　■6月5日～ 9月5日　安曇野ちひろ美術館

＜企画展示＞
没後1年　田畑精一　『おしいれのぼうけん』展
　■3月16日～ 4月24日／ 5月25日～ 6月13日
　　（4月25日～ 5月24日臨時休館）ちひろ美術館・東京
　■9月11日～ 11月30日　安曇野ちひろ美術館
生誕111年  赤羽末吉展
　絵本への一本道
　■ 3月1日～ 5月30日　安曇野ちひろ美術館
　日本美術へのとびら
　■ 6月19日～ 9月26日　ちひろ美術館・東京
現代の町絵師　笑いと反骨の画家　田島征彦展
　■6月5日～ 9月5日　安曇野ちひろ美術館

＜他館と提携する展覧会＞
いわさきちひろ展
　■茨城県近代美術館（茨城県水戸市）　2021年7月24日～
　　8月29日　※8月18日から29日まで臨時休館。

エリック・カール『はらぺこあおむし』のイメージ　
Eric Carle, (image from The Very Hungry Caterpillar ). 
Collection of the Chihiro Art Museum.  
ⓒ1999 by Penguin Random House LLC.

＜ピエゾグラフによるコレクション展＞
ちひろ美術館コレクション ピエゾグラフ展　
いわさきちひろと日本の絵本
　■しもだて美術館（茨城県筑西市）  2022年1月8日～ 3月6日
　　※新型コロナウイルス感染症拡大のため1月19日～ 2月20日
　　は臨時休館

＜ピエゾグラフによるいわさきちひろ展＞
越前市武生「ちひろの生まれた家」記念館（福井県）　
　①3月19日～ 6月7日　②6月18日～ 8月30日
　③9月10日～ 11月23日　④12月3日～ 2022年3月7日

＜ピエゾグラフによる赤羽末吉展＞
生誕111年　赤羽末吉展　スーホの草原にかける虹　
　■教文館ウェンライトホール（東京都中央区） 5月29日～6月30日

＜ちひろ美術館コレクション展＞
エリック・カールさんを偲んで
　■9月11日～ 11月30日
　　安曇野ちひろ美術館

■2022年度　経過報告
＜園芸ボランティア活動＞
夏から秋にかけて、東京館の
庭の水やり、雑草取り、花ガ
ラ摘みの園芸ボランティアと
して2名の支援会員さんにお
手伝いいただきいています。

『ちひろダイアリー』　竹迫祐子、
ちひろ美術館 編著、河出書房新社

＜開催中の館外展＞
「いわさきちひろと奥村まこと・生活と仕事」
　■ギャラリーエークワッド（東京都）2022年6月3日～ 9月8日　
「いわさきちひろ展　̶中谷泰を師として」
　■三重県立美術館（三重県）2022年7月16日～ 8月28日
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司修『みにくいあひるのこ』 初山滋『一寸法師』　

瀬川康男 堀文子

3． 作品・資料の収集、保存、
　 並びに、調査、研究
2021年は、初山滋が戦前に描いたコドモエホンブンコの
「一寸法師」の原画と、司修の最初の絵本『みにくいあひ
るのこ』の原画の購入、瀬川康男や赤羽末吉、堀文子らの
作品の寄贈があり、合計62点を新規に収蔵しました。　

 ・いわさきちひろ 9,617点
 ・世界の絵本画家　世界35の国と地域　
221人のアーティスト 17,878点

合計27,495点（2022年3月31日現在。寄託作品含む）

4月11日 赤羽茂乃講演会「赤羽末吉の人生と絵本―大陸と雪
国」（安曇野館）　

4月25日 （オンライン）酒井京子講演会「田畑精一さんとの
絵本づくり」（東京館）

5月15日 「ちひろ・子どもとあそび」関連　　　担当学芸員
と松本猛によるトーク（安曇野館）　　

6月5日 「田島征彦展」展示関連　アーティストトークと読
み語り（安曇野館）

8月22日 （オンライン）赤羽研三×茂乃夫婦対談「父・赤羽
末吉を語る」（東京館） 

4． 教育活動
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8月23日 （オンライン）斎藤惇夫×赤羽茂乃対談　「赤羽末吉
よもやま話」（東京館）

6月5日、9月4日、10月30日
　 （オンライン)親子で楽しむ文化講座　わらべうたあ

そび（講師：服部雅子）（東京館）　

6月6日 青空トモエ学園リトミックのじかん（安曇野館）

10月16日 （オンライン）ちひろ美術館　東京・安曇野をつな
ぐオンライン鑑賞会　(東京館)

10月24日 （オンライン）アーティストトーク「絵本画家ボロ
ルマー・バーサンスレンさんと旅するモンゴル」（安
曇野館）

12月12日 （オンライン)あかちゃん・子どものための鑑賞会（講
師：冨田めぐみ）（東京館）　
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いわさきちひろ  キエフ 老人たち  1963年

公益財団法人　いわさきちひろ記念事業団　支援会員制度
2021年度　活動報告書

（ファイル名）2021katsudouhoukokusho_ura.ai

中面　420mm×594mm


