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●展示室1・2
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　戦中から戦後の混乱期にかけて、子ど

もの本の世界で活躍した茂田井武。２００９

年、その遺作約７７０点が当館に寄贈され

ました。本展では、友人からボヘミアン

と呼ばれた茂田井の“旅”を紹介します。

欧州への旅（１９３０～３３年）

　１９３０年、２１歳の茂田井は、写生旅行と

称して所持金八十円と手提鞄一つを持ち、

博多から日本を離れます。京城、ハルピ

ンを経由してシベリア鉄道に乗り、似顔

絵描きで旅費を得ながら放浪の末、行き

着いた先はフランス・パリでした。

　世界中から多くの芸術家が集い“狂乱

の時代”と呼ばれた１９２０年代の高揚から

一転、大恐慌の渦中にあったパリは芸術

の都としての華やぎを失い、街には失業

者が溢れていました。何とか日本人クラ

ブでの職を得た茂田井は、日中給仕とし

て働きながら市井の人と哀歓を共にし、

夜になると脳裏に焼き付いた情景を絵日

記のように画帳に描きとめていきました。

　『ｔｏｎ　ｐａｒｉｓ』（１９３０−３３年　図１）は現存

する最も古い画帳です。長期滞在中描か

れた『続・白い十字架』（１９３１−３５年　図

２）はスイスが持つ清らかな空気を伝え

ます。『Ｐａｒｉｓの破片』（１９３０年頃−３５年

頃）は、苦い恋愛の想い出とともに１９３３年

にパリを去った茂田井の心情も浮かび上

がらせます。後の東京大空襲で彼は多く

の絵を焼失しますが、これらの稀少な３

冊の画帳は『古い旅の絵本』（図３）等と

ともに難を逃れ、若き日の茂田井が異国

で得たみずみずしい感動を今に伝えます。

　ほとんど独学で絵を学んだ茂田井が売

るつもりもなく描いた作品たちは、画家

の心に映った情景そのものを鮮やかに蘇

らせ、独自の輝きを放っています。

遠い日の中国（１９４０～４１年／４４～４６年）

　帰国後の茂田井は、職を転々とした後、

１９３５年に挿絵画家としてデビュー。独特

の画風で人気を博します。しかし、戦局

の悪化が進むなか、自由に絵を描く仕事

は徐々に許されなくなりました。茂田井

は１９４０年と１９４４年の二度中国へ赴き、軍

報道部の任務や兵役に従事します。

「これを見た誰かはこの絵から過去の何

時か何処かで逢い見た光景を感じて呉れ

ないとも限らない」＊１。知人に託した

『無精画帳』や幾つかの絵にひっそりと茂

田井が描き残した中国は、戦地としての

生々しい姿を留めていません。かつて旅

の途中で出会ったやさしく佇む家並みや

平穏な人々の暮らしが、温かくどこか哀

しく映し出されています（図４）。

流浪の画家・茂田井武

　茂田井には、戦争以前に過去の一切を

失った経験があります。１９０８年日本橋の

大きな旅館に生まれた茂田井は何不自由

なく育ちますが、１４歳の時の関東大震災

で状況が一変。家も旅館も全焼し、翌年に

は実母が震災のショックも重なり亡くな

ります。突然に終わった「幸福で安穏」＊２

だった幼少年期の印象は繰り返し描かれ

て鮮明さを増し、自分の内側に息づく記

憶は画家の大切な源泉となりました。

　終戦の翌年、３７歳の茂田井は焼け野原の

東京に復員。せきを切ったように多くの

子どものための絵を描きます。青春時代

の旅の記憶も有形無形に童画に夢を与え、

生涯失われることはありませんでした

（図５）。絵のなかで永遠の生命を宿した

茂田井の旅をご覧ください。（屋代亜由）

　旅が大好きだったいわさきちひろ。海

外では旧ソビエトやヨーロッパ、国内で

は信州をはじめ、京都、千葉など、さま

ざまな土地を旅しています。人として、

画家として、英気を養う時であった旅は、

ちひろにとって特別なものだったのでし

ょう。１９７１年の関西旅行の後、「こうい

う自由なひとときを、私はどれほどまえ

から夢見ていたことだろうかと思いまし

た」と語っています。本展では、絵本作

品とともにスケッチを展示し、ちひろの

創作の礎となった旅の数々を紹介します。

アンデルセンの生地を訪ねる旅

　１９６６年、ちひろは、約１ヵ月にわたり、

ヨーロッパ各地を巡っています。「絵の

ない絵本」を描きたいと思っていたちひ

ろは、原作者アンデルセンの生地・デン

マークのオーデンセ（図４）を訪ねるこ

とをこの旅の最大の目的としていました。

３月３０日、同行の画家仲間たちと行動を

別にし、ちひろは母・文江を伴ってオー

デンセまで足を延ばしています。古い石

畳や１９世紀の低い家々が残る街並みに感

銘したちひろは、「じかにこの目で見、ふ

れることのできる感動がどんなにわたく

しを力強く仕事に立ち向かっていけるよ

うにするかということをかみしめていま

した」と語っています。この旅は、ちひ

ろに、画家としての飛躍をもたらしまし

た。『絵のない絵本』のみならず、『あか

いくつ』（図３）や『あかいふうせん』

（図１）など、後に手がけた西欧の物語

には、それまでにないヨーロッパ特有の

雰囲気が表現されるようになっています。

心のふるさとを訪れる旅

　幼い頃から親しんだ両親の郷里・信州

は、ちひろの心の故郷でした。１９６６年、

ちひろは信濃町の黒姫高原に、アトリエ

を兼ねた山荘を建てています。春夏は

「 野  花 亭」、秋冬は「 雪  雫 亭」と呼んだ
や か せっ か

この山荘を、ちひろは毎年のように訪

れ、家族とともに野山を散策し、野花を

摘んで穏やかな時間を過ごしています。

日常の雑事から離れ、制作に専念するこ

ともできた山荘では、数々の作品が生み

出されています。生命力あふれる萌黄色

や可憐で繊細な薄紫色が印象的な絵本

『あかまんまとうげ』（図２）もこの山

荘で描かれた作品の一つです。ちひろ

は、黒姫の豊かな自然に囲まれて過ごす

なかで、美しい自然が見せる四季折々の

表情を作品に結実させています。

最後の旅

　未完の遺作となった絵本『赤い蝋燭と

人魚』も黒姫山荘で描かれた作品でした。

金に目がくらみ、大事に育てていた人魚

の少女を売り渡してしまう老夫婦とそれ

を見つめる人魚の少女。人間の原罪と悲

しみを描いた物語を支える日本海の表現

は、リアリティのあるものでなければな

らないと感じたのでしょう。すでに体調

を崩していたちひろでしたが、舞台とな

った北の海を描くため、黒姫に来て５日

目に、新潟県郷津虫生海岸を訪れ、日本

海をスケッチしています。肌で感じ、黒

一色で描き出した冬の日本海（図５）の

描写は、見るものに身を切るほどの寒さ

や激しい潮騒の音をも感じさせます。

　ちひろが生涯愛した旅は、安らぎを与

えるものであると同時に、確かな実感を

持って描きたいと願った画家ちひろの心

を支えていたといえます。（宍倉恵美子）

＜企画展＞　茂田井武の世界旅行

●2011年5月13日（金）～7月12日（火）

ちひろの旅物語

●展示室4

●2011年5月13日（金）～7月12日（火） 協力　（財）大川美術館、後藤暦、安和子（順不同、敬称略）

＊１茂田井武「印象のレンズ」より（１９５２年）　＊２茂田井武「雑文集」より（１９５２年）
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●展示室1・2

●展示室4

図１　風船と街へ出るパスカル　『あかいふうせん』　１９６８年

アクロバット　１９３２−３３年頃

図２　画帳『続・白い十字架』より

　　　１９３１−３５年（個人蔵）

図１　画帳『ton paris』より

　　　１９３０−３３年（大川美術館蔵）

図３　『古い旅の絵本』より　１９４３−４４年頃 図４　広州鴛鴬　１９４０年代後半

図５　すてんどぐらす　

　　　絵雑誌「キンダーブック」１９５４年１１月　１９５４年

図２　わらびを持つ少女

　　　『あかまんまとうげ』　１９７２年

図３　教会の前で踊るカーレン　『あかいくつ』　１９６８年

山里のスミレ　１９７２年

図５　冬の日本海　『赤い蝋燭と人魚』　１９７３年

野尻湖　１９６５年 図４　「アンデルセンの家」　１９６６年
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　この春、島根県立石見美術館では、ち

ひろ美術館コレクションの主要作品と、

当館所蔵の日本の絵本の歴史資料、併せ

て１１０点を集めた展覧会を開催中です。

　２３ヵ国６７人の画家の作品からは、文化

の多様性と画家たちの豊かな芸術性を味

わうことができます。世界各地で活躍す

る画家たちの描く絵には、それぞれの思

いも込められています。南アフリカのフ

ィオナ・ムーディは、絵本を通して伝え

たいことを次のように語っています。

「悪いことが起こっても優しさが存在す

る世界、お互いを信じ、助けあう人々を

描きたいのです。仲間との連帯感、勇気

とユーモアを理解する心は、世界をより

あたたかい場所にすることを表現したい

と思います」。

　日本の絵本画家の

作品は、いわさきち

ひろを含め、１９人の

作品が出展されま

す。赤羽末吉の絵本

『だいくとおにろく』

には、鬼と大工の駆

け引きが、日本画顔

料で描かれ、赤羽は

大和絵風に描くことを意識したといわれ

ています。

　今回展示される、もうひとつの昔話を

題材にした絵本が、いわさきちひろの

『うらしまたろう』です。ちひろは透明

水彩の特性を生かして海の水や海草を重

ね、独特の表現をつくり出しています。

「浦島太郎」が現在のようなお話の形に

なったのは、御伽草子からであるといわ

れます。御伽草子とは、室町時代を中心

につくられたさまざまな内容の物語の総

称で、他にも「一寸法師」など、現在で

もよく知られているお話も含まれていま

す。今回の展示では、世界と日本の絵本

原画に加え、日本の絵本の歴史の流れを

たどることができる展示も設けています。

　ちひろ美術館では、絵本文化を、絵本

とイラストレーションの歴史も視野に入

れて考えています。日本の絵本は、その

原点を絵巻物にまで遡ることができます。

出展される、絵巻物『俵藤太』は、江戸

時代前期のものです。描かれているのは

お伽草子にも含まれている話で、近江の

国に伝わる、俵藤太という勇敢な男が大

百足を退治し立身出世する話です。この

コーナーでは日本の絵本の歴史を、写本、

版本、子どものための絵本の３つに区分

し、江戸時代から昭和初期の絵本まで、

１５点の資料を初めて館外で展示します。

　石見美術館のある島根県芸術文化セン

ター「グラントワ」は、ちひろ美術館両

館と同じく、建築家・内藤廣氏による設

計です。同館では特別展「内藤廣の赤縞」

も６月６日まで開催されています。共に

お楽しみください。　　　　（松方路子）

●2011年4月16日（土）～5月23日（月）

顔を洗う男の子　１９５６年
『ひとりでできるよ』（福音館書店）より

母の日　１９７２年

　このゴールデンウィークには、名古屋

で、いわさきちひろの大規模な展覧会を

開催します。四季折々の子どもたちの姿

や、絵本の原画、絵雑誌などに発表した

童画、スケッチ等約１１０点を展示して画

業の全貌を紹介すると同時に、激動の昭

和の時代を母親として、画家として生き

たちひろの人間像も紹介します。

　ちひろが生涯のテーマとしたのは、

「子ども」でした。ちひろが子育てに奮

闘しながら子どもの本の画家として活躍

していたのは昭和３０年代－世の中がよ

くなっていくことへの期待に満ちた時代

でした。今よりゆっくりと時間が流れて

いて、人と人との距離が近く、子どもた

ちはよく遊びました。ちひろの当時の絵

のなかには、息子や身近な子どもたちを

モデルに、リアルな子どもの生活が描き

出されています。会場では、東京・練馬

（現ちひろ美術館・東京所在地）にあっ

た自宅の一角を再現し、昭和３０年頃のち

ひろの生活のようすも紹介します。

　母親として成長する我が子を見つめ続

けたその絵には、子どもはかけがえのな

い存在であり、未来そのものという思い

があふれています。亡くなる２年前、ち

ひろは次のように語りました。「平和で、

豊かで、美しく、可愛いものがほんとう

に好きで、そういうものをこわしていこ

うとする力に限りない憤りを感じます。

今の世の中、いろんなものが失われてい

ってるでしょう。とても素朴なんだけれ

どたいせつなもの、それが絵本の中には

あるんです。それをなんとか表現してい

ってお母さまたちにみてもらうのが、わ

たしの生きがいです」。

　ちひろが子育てをしていた時代からほ

ぼ半世紀がすぎた今も、　“たいせつなも

の”は何かを、ちひろの絵は語り続けて

います。　　　　　　　　　（上島史子）

〈館外展紹介〉松坂屋美術館

いわさきちひろ展　～未来へつなぐやさしさのために～
●2011年4月27日（水）～5月17日（火）

主催　松坂屋美術館、中日新聞社、ＮＨＫプラネット中部、ちひろ美術館
後援　ＮＨＫ名古屋放送局、愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市　各教育委員会

〈館外展紹介〉島根県立石見美術館

ちひろ美術館コレクション　世界の絵本をめぐる旅
主催　島根県立石見美術館、ちひろ美術館、山陰中央テレビ、中国新聞社

〒６９８-００２２　島根県益田市有明町５番１５号

島根県芸術文化センター「グラントワ」内

TEL.０８５６－３１－１８６０

【開館時間】午前１０時～午後６時３０分

（入館は閉館３０分前まで）

【休館日】毎週火曜日（ただし５月３日は開館）

【入館料】一般１０００円、大学生６００円、

小中高生３００円

【交通】ＪＲ益田駅から石見交通バス（医光

寺行き）約５分、「グラントワ前」下車

※バスは１０分～１５分間隔で運行

島根県立石見美術館

〒４６０-８４３０　名古屋市中区栄三丁目１６番１号

TEL.０５２－２６４－３６１１

【開館時間】午前１０時～午後７時３０分

（入館は閉館３０分前まで）

最終日１７日（火）は午後６時閉館

【入館料】一般１,０００円、高・大生８００円、

中学生以下無料

【交通】地下鉄矢場町駅（名城線）下車５番

出口すぐ　松坂屋名古屋店南館７階

松坂屋美術館

フィオナ・ムーディ
『ある漁師のおとぎばなし』
より　１９８４年

絵巻物『俵藤太』　江戸時代前期



美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅○４１ 
１９７３年　小海線の旅

ひとこと

ふたこと

みこと

　１９７３年という年、いわさきちひ

ろは、体調不良で入退院を繰り返

しながら、忙しく過ごしています。

　１月初旬に病院を受診。下旬に

制作のため、湯河原に逗留。

　３月下旬、療養を兼ねてハワイ

旅行。帰国後、３月２９日に入院。

　４月、『ぽちのきたうみ』の制作

で、熱海ホテルに滞在。

　６月上旬、再度入院。１１日に退

院して後、６月下旬から７月上旬

にかけて、『戦火のなかの子ども

たち』の制作に取り組みます。残

された時間がわずかであることが

わかっていたような集中ぶりでし

た。

　８月中旬、東本つねと小海線の旅。

　１１月、気力を振りしぼるように

して黒姫の山荘へ。制作中の絵本

『赤い蝋燭と人魚』のために、初

冬の日本海を見ようと、急遽思い

立って、新潟県の郷津虫生海岸ま

で足を延ばします。

　９月には、待望の『戦火のなか

の子どもたち』が刊行されますが、

同時期、家族はちひろの病気が、

ガンであることを告げられていま

した。

＊

　８月１３日、ちひろは東本つねと

信越線を乗り換え、小海線の臼田

から１時間余り、長野県南端、標

高１３４５．６７ｍにある野辺山駅に向

かいます。ちひろは車中で乗り合

わせた人々をスケッチしています

が、珍しいことに油性のフェルト

ペンを使っています。鉛筆も使っ

ていますから、それしか画材がな

かったというわけではないので

しょう。どのような心境の変化か

はわかりませんが、希少なスケッ

チです。

　「ここは国鉄で一番高いところ

の駅だということで、残暑の頃で

も、もう仲秋の気配がします。ぬ

けるように青い空を仰ぎ、涼しい

風に吹かれてホームにおりると、

たのしさがはずんでくるような気

がします。ちひろさんの歌声にも

同じ想いを知るのでした」と、東

本は書いています。野辺山駅から

飯盛山を目指したふたり。そこに

は束の間、心安らかに穏やかな時

間が流れていました。（竹迫祐子）

●5 

3月1日（火）

大学３年の春休み。８回は家族と

一緒に来ているこの大好きな美術

館に、今日はバスと電車を乗りつ

いで、ひとりで訪れてみました。

空は曇天。でも私の心はちひろさ

んのやさしい絵のおかげで、温か

くなってきました。今はいろんな

ことが大変な世の中で、私はこれ

からその社会に飛び込んでいきま

す。ちひろさんが描く子どもたち

のような純粋な気持ちで乗り越え

ていきたいです。

　（松本市出身　山梨県在住　女）

3月25日（金）

東北で信じられないような地震が

あり、主人の仕事に便乗してつい

てきましたが、とても観光気分に

はなれずにいました。２７年前長女

を出産した頃から大好きだったち

ひろさんの絵を見学できて感動い

たしました。どうか被災された方

に幸せが訪れますように。

＊　　　＊　　　＊

３月１１日の大地震以降、心休まる

暇なく過ごしていました。東北の

故郷を失った悲しみと痛みを、以

前旅行で訪れたここで癒すことが

きっとできる、と毎日心にとどめ

ていました。「防空壕の子どもた

ち」は、数日前の私たちのようで

す。見えない敵の手が、小さい我

が子にしのびよる恐怖。この度は、

親である大人の私が、子どもの無

垢な姿に救われていました。まだ

不安がなくなりはしませんが、ポ

ッカリとあいた心の穴が、少し縮

まりそう。あたたかい温度を取り

戻せそうです。

（茨城県丹野良子）

岐阜県可児市文化創造センター

ピエゾグラフ展　感想ノート

展示会期：1月8日～1月23日

独身のときからちひろさんの絵が

大好きでした。我が子にその名前

をつけたほどの大ファンで、安曇

野ちひろ美術館にも２度ほど家族

で行きました。長野県は遠いので、

こうして近場でちひろ展を開催し

て頂き、うれしいです。ちひろさ

んの絵を見ていると子育ての初心

にかえれる気がします。絵を見な

がら、今年はちひろさんのような

温かい気持ちで子ども達と関わっ

ていきたいなあと思っています。

＊　　　＊　　　＊

ちひろさんが描く色と形の美しさ、

繊細さ、これ以上のものはありま

せん。特に赤ちゃんの手指のかわ

いさには感動しました。（Ｔ.Ｍ）

1月21日（金） 

スタッフが学校に出向く出前授業。

今日の出張先は雪深い木曽地域に

ある大桑小学校。全校生徒へのス

ライドトークと、１年生へのちひ

ろの水彩技法体験を行う。車で３

時間の場所にある学校だが来館経

験がある生徒もちらほら。これを

きっかけにまた交流を深めたい。

3月1日（火） / 

今日から開館スタート。「ちひろと

黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』

ピエゾグラフ展」では、会期中、

トットちゃんへの手紙を募集。戦

後日本最大のベストセラーとなっ

た『窓ぎわのトットちゃん』。どん

なエピソードが詰まった手紙が集

まるか楽しみ。手紙は後日トット

ちゃん（黒柳徹子）へ届ける予定。

3月11日（金）・12日（土）

東北地方太平洋沖地震発生。平屋

建ての館内でも強く長い揺れを感

じた。１２日早朝には長野県北部を

震源とする地震も発生。美術館で

はお客さまやスタッフ、作品、建

物に大きな被害はなかったもの

の、ニュースで流れる各地の深刻

な状況に胸が痛む。被災された

方々への支援ができないか、両館

での話し合いをスタートさせる。

3月18日（金） 

道の駅安曇野松川で、パンジーを

販売し東日本大震災と長野県北部

地震の被災者を応援するイベント

準備にスタッフが参加。駐車場に

約２万株のパンジーで「心ひとつ

にみんなでガンバロウ」とメッセ

ージを描いた。

3月27日（日） 

年に一度、入館無料・ワンドリン

クサービスの感謝デー。震災後、

開催中止も検討したが、被災地支

援の思いを込め予定通り実施を決

めた。当日は晴天にも恵まれ、

１７６７名ものお客さまが来館。なか

には「３世代で楽しみに来ました」

と声をかけてくださる方も。ウク

レレと歌のユニット「ゆくりりっ

く」のコンサートでは、開演前か

ら会場一杯に観客が詰め寄せ大盛

況。館内に設置した義援金箱には

小さな手に握りしめたお金を募金

する子どもの姿も。皆さんからの

思いが、少しでも多くの被災者の

励みになることを願う。

4月4日（月） 

ＮＨＫ連続テレビ小説「おひさま」の

放映が始まる。ドラマの舞台は松本

と安曇野。一面そば畑の美しい景

色が画面に映し出されると、スタ

ッフからは歓声が上がった。「そば

が人々をつないでいく」という信

州ならではのストーリーにも期待。

小海線・車中の人　新聞を読む男と子ど

も　１９７３年８月１３日
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●次回展示予定　7月15日（金）～9月13日（火）

〈展示室１・２〉〈出版記念展〉 〈展示室３・４〉ちひろ美術館コレクション

蟹を持つ少年　１９６９年

ブライアン・ワイルドスミス（イギリス）

『さかな』より　１９６７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

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。

ちひろ・夏の画集

〈展示室５〉絵本の歴史

ようこそ！ 絵本水族館
色鮮やかな魚から、人魚や河童など

の想像上の生き物まで、絵本に描か

れている水の生き物は多種多様です。

本展では、ちひろ美術館コレクショ

ンのなかから、世界各国の絵本画家

たちが描いた水の生き物の数々を紹

介します。世界の絵本水族館をどう

ぞお楽しみください。

ちひろは、夏の子どもたちの生命の

輝きを、空や太陽、海などの自然が

見せる一瞬の表情の美しさとともに、

みずみずしく表現しました。『ちひ

ろ・夏の画集』（講談社）の出版を

記念し、夏の季節感あふれる作品や、

絵本『ぽちのきたうみ』などを紹介

します。

●茂田井武の幻灯会とミニトーク
茂田井武の次女・後藤暦さんが、父の思い出や、『古い旅の絵

本』などに描かれた旅について語ります。茂田井武が家族のた

めに描き、幻灯で映してわが子を楽しませた『ドリトル先生ア

フリカへゆく』のスライドも上映します。

○日　時：６月４日（土）　１７：００～１８：３０

○会　場：安曇野ちひろ美術館

　　　　　多目的ギャラリー

○講　師：後藤暦（茂田井武・次女）

○定　員：４０名

○参加費：５００円（お茶付。展示をご

覧になる場合は別途入館料）

●工芸の五月2011　「子どものための工芸」展

　関連ワークショップ
出展作家とともにつくるワークショップを開催します。

５月２２日（日）１０：００～１６：００　再生紙でつくるモビール

色画用紙やダンボール紙など、不用になった紙を再生させて、

やさしい風合いのモビールをつくります。

○講　師：森友見子

○定　員：２０組４０名

○参加費：１０００円

※詳細は安曇野ちひろ美術館にお問い合わせください。

５月２９日（日）９：３０～１２：００／１３：００～１５：３０

ふわふわ綿のいとつむぎ－手織りでつくるキーホルダー－

綿からつむいだ糸を織り、オリジナルのキー

ホルダーをつくります。

○講　師：磯敦子

○定　員：各１０組２０名

○参加費：８００円

※大人だけの参加も可、入館料別途。

※詳細は安曇野ちひろ美術館にお問い合わせください。

当館学芸員が、スライドを交えながら、展示のみどころや作品

解説などを行ないます。

○日　時：６月５日（日）　１４：００～１４：３０

○会　場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー

※参加自由、無料

●「ちひろの旅物語」スライドトーク

●あづみ野周遊バスに4月16日（土）より　

　安曇野ちひろ美術館ルートが増設されました

○運行期間

　４月　１６・１７・２３・２４・２９・３０日

　５月　１～５・７・８・１４・１５・２１・２２・２８・２９日

　６月　４・５・１１・１２・１８・１９・２５・２６日

　７月　２・３・９・１０・１６～３１日

　８月　１～２８日

　９月　３・４・１０・１１・１７～２５日

　１０月　１・２・８～１０・１５・１６・２２・２３・２９・３０日

※上記日には、１日４便が運行されます。

※全区間フリー乗降

　（大人５００円/小人３００円で乗り降りが自由）

※運行時間などは安曇野市観光協会へ。

　http://www.azumino-e-tabi.net

○バス運行図　　　

ＪＲ穂高駅

↓　↑

大王わさび農場

↓　↑

高橋節郎

記念美術館

↓　↑

安曇野ちひろ美術館

６月１日発売

体裁：２２０×２００ミリ、１０８ページ

定価：２０００円（税込）

ちひろ美術館・編、講談社・発行

※好評既刊

『ちひろ　花の画集』『ちひろ　いのちの画集』

『ちひろ　秋の画集』『ちひろ　冬の画集』『ち

ひろ　春の画集』（すべて講談社、定価２０００円）

●新刊紹介　『ちひろ・夏の画集』

●ギャラリートーク●おはなしの会

絵本の読み聞かせや素話を、親

子でお楽しみいただけます。参

加自由、入館料のみ。

毎月第２・４土曜日　１１：００～

展示室にて、作品の解説や展示の見どころ、

絵の楽しみ方などをお話しします。参加自

由、入館料のみ。

毎月第２・４土曜日

１４：００～ちひろ展／１４：３０～世界の絵本画

家展

〈人事〉２０１１年４月１日付で、松本由理子がちひろ美術館・東京副館長を退任

し、ちひろ美術館顧問に、上島史子がちひろ美術館・東京の学芸部長に就任し

ました。

INFORMATION




