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●展示室1・2

ちひろの軌跡
●2013年3月1日
（金）～5月7日
（火）
絵本画家として活躍したいわさきちひ

画家としての才能を見出し、ともに作

て、松本善明と出会います。翌年、２人

ろ。本展では、初期童画から後期の絵本

品を作り上げた編集者との出会いもちひ

は「お互いの立場を尊重し、とくに芸術

作品までを展示し、それぞれの時代に、

ろにとって大切なものでした。１９６８年、

家としての妻の立場を尊重すること」な

ちひろを支えた人々との関わりを通し

ちひろは、至光社の編集者・武市八十雄

ど全５条からなる誓約書を交わし結婚し

て、画業と人生の軌跡を紹介します。

とともに「絵本でなければできないこと」

ました。善明は、終世この誓いを守り、

画家仲間との出会い

を目指し、絵本『あめのひのおるすばん』

−丸木俊−

ちひろを支え続けました。１
９５１年、
猛を

終戦の翌年、ちひろは画家を目指して

（図２）の制作を開始します。
「あなたほど

出産したちひろは、「うしおのように流

単身上京します。昼は人民新聞の記者と

の技術のある人なら大丈夫」と後押しす

れだす愛情を、どうしようもなくて」と

して働き、夜は日本共産党宣伝芸術学校

る武市をちひろは信頼し、揉み紙に描く

語っています。愛する夫との出会い、子

で絵の勉強をしながら、丸木位里、俊主

ことで雨にぬれたあやめ（図３）を表現す

どもを得て抱いた母親としての愛情は、

催の早朝デッサン会にも参加していまし

るなど、それまでにない実験的試みを重

「世界中のこどもみんなに平和としあわ

た。太い線で力強く描かれた当時のスケ

ねます。少女の微妙な心理を表したこの

せを」という願いが込められた作品へと

ッチからは、「自分が引く一本の線にも

絵本は、表現を飛躍的に広げるきっかけ

繋がっていきます。人々との出会いを重

責任を持つ」という俊の考え方の影響が

となりました。

ね、画家として人として豊かに成長し円

色濃く伺えます。

家族

熟期を迎えていくちひろの作品をご覧く

編集者との出会い

−夫・善明、長男・猛−

１９４９年、ちひろは共産党の活動を通じ

−武市八十雄−

ださい。

（長井瑶子）
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後のメッセージ−
手から手へ展 −絵本作家から子どもたちへ 3.
●2013年3月1日
（金）～5月7日
（火）

主催：手から手へ実行委員会、ちひろ美術館 共催：
（社）
日本国際児童図書評議会
（JBBY）
、中日新聞社
後援：絵本学会、こどもの本WAVE、
（公社）
全国学校図書館協議会、日本児童図書出版協会、
（社）
日本図書館協会、
スロバキア共和国大使館、スロバキア郵政

２０１１年３月１１日の東日本大震災の後、

ンハーゲンへと巡回し、世界の人々に作

２０１１年３月１１日、Ｍ９の強大な地震が

ふり や

スロバキア在住の絵本作家・降矢奈々の

家たちの想いを届けてきました。

日本を襲いました。それにより発生した

この展覧会が、当館での展覧会を皮切

大津波が東日本の太平洋沿岸地域に壊滅

「３１
.
１後の世界から私たちの未来を考え

りに、２０１３年から日本で巡回されます。

的な被害をもたらし、さらに追い討ちを

る」というテーマで子どもの本に関わる

海外で巡回してきた作品に日本の絵本作

かけるように“福島第一原発”が重大な

呼びかけから広がった「手から手へ展」。

仲間たちに作品を募り、震災の一年後の

家たちの新たな作品も加わり、出品作は

事故を起こしました。放射能は大気中、

２０１２年３月に、５６名の有志が参加して、

７カ国１１０名による約１６０点にのぼりま

海洋へと漏れ出し、今もなお事故収束に

イタリア・ボローニャの子どもの本の見

す。子どもに向き合う絵本の作家たち

は程遠い状況です。

本市の公式イベントとして最初の展覧会

が、３１
.
１を忘れないために、また未来を

津波被災地の復興と放射能汚染地域の

が開催されました。以後、ブラティスラ

生きる子どもたちへの想いを込めて描い

除染は、日本にとってできるだけ早く解

バ、ワルシャワ、アムステルダム、コペ

た作品をご覧ください。

決すべき課題です。しかし、原発事故後

（上島史子）

時間が経てば経つほど、放射能汚染の除

＜出品作家＞
あおきひろえ、青山友美、あべ弘士、荒井良二、アンヴィル奈宝子、飯野和好、石井聖岳、

染の困難さが、普通の日本人の目にも明

石田菜々子、市居みか、伊藤秀男、いとうひろし、いまいあやの、いまきみち、いわむらか

らかになってきました。子どもは放射線

ずお、植田真、おーなり由子、大畑いくの、岡田千晶、おくはらゆめ、梶浦聖子、片山健、

の影響を大人より強く受けます。子ども

かとうまふみ、きたむらさとし、きたやまようこ、久保貴之、黒田征太郎、小柏香、児島な

を持ったお母さんや若い女性の不安は甚

おみ、小林敏也、こみねゆら、酒井駒子、坂田季代子、ささめやゆき、篠原晴美、スズキコ

大です。

ージ、そのだえり、瀧根進史、武田美穂、高畠純、高畠那生、田島征三、田島征彦、たしろ
ちさと、田畑精一、たなか鮎子、田中清代、垂石眞子、たんじあきこ、t
upe
r
at
upe
r
a
（亀山
達也・中川敦子）
、出久根育、どいかや、洞野志保、長野ヒデ子、西村繁男、のだよしこ、長

このような状況の中、アートに何か手
助けができるでしょうか。生きることで

谷川義史、はたこうしろう、浜田桂子、早川純子、ふしはらのじこ、藤本将、降矢奈々、降

精一杯の人々にとって、アートなど役立

矢洋子、堀川理万子、松成真理子、松本春野、三浦太郎、宮沢ゆかり、村上康成、八木民子、

たずでしかないのでしょうか。アートに

山内ふじ江、山田真奈未、山福朱実、山本孝、和歌山静子、渡辺美智雄、渡邊智子、内田麟

何ができるのか……。（中略）

太郎、木坂涼、富安陽子（日本）イゴル・ピアチカ、カタリーナ・スラニンコヴァー、ジョ
ルト・ルカーチ、ダーヴィト・ウルシニ、ノエーミ・ラーツォヴァー、ペテル・ウフナール、
ペテル・ソイカ、マルティナ・マトロヴィチョヴァー、マレク・オルマンジーク、ミロスラ
ウ・レギトコ、ユライ・マルチシュカ、ユーリア・ピアチコヴァー、リュボスラウ・パリョ

今この時、私たちアーチストができる
ことのひとつ。私たちの発するメッセー
ジが観客の方々に届き、それが人々の手

（スロバキア）ヴァレリア・ヴァレンツァ、ヴィットリア・ファッキーニ、ダヴィデ・ロン

から手へと伝わり世界に広がっていくこ

ガレッティ＆田隅真由子、フィリップ・ジョルダーノ（イタリア）ミヒャエル・ゾーヴァ

とを願い、この展覧会に「手から手へ」

（ドイツ）クラース・フェルプランケ、トム・スコーンオーヘ、ヒド・ファン・ヘネヒテン

と名づけました。

（ベルギー）アレックス・デ・ウォルフ、イヴォンヌ・ヤハテンベルフ、ハリエット・ヴァ

（絵本作家・
「手から手へ展」主催者代表）

降矢奈々

ン・レーク、ヒッテ・スペー、ヨーケ・ファン・レーウェン、ワウター・ヴァン・レーク
（オランダ）アーサー・ビナード（アメリカ）

＊「手から手へ展」公式サイト

ht
t
p:
/
/
handt
ohand311.
or
g/

＊「手から手へ ２０１１年３月１１日
セージ」カタログ序文より

＊「手から手へ展」はちひろ美術館・東京（5月22日～8月4日）に巡回します。

震災後のメッ
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●展示室1・2

図１

手紙をポストにいれる男の子 『ひとりでできるよ』
（福音館書店）より １９５６年

図２

図３

くちもとに指をそえた少女
『あめのひのおるすばん』
（至光社）より １９６８年

あやめ 『あめのひのおるすばん』（至光社）より １９６８年

図４

ひなげしと子ども １９６９年

●展示室4

アレックス・デ・ウォルフ（オランダ）
嘘か真か ２０１２年

降矢奈々

スズキコージ
ドラゴンを退治する聖ゲオルギオス ２０１２年

子どもたちへの遺産 ２０１２年

ヴィットリア・ファッキーニ（イタリア）
ギブミーファイヴ、シックス、セブン、エイト、
ナイン、テン…Ⅰ ２０１２年

荒井良二

ニュー原始くん ２０１２年

クラース・フェルプランケ（ベルギー）
笑顔は闇の中の光Ⅰ.２０１１年

そのだえり

しろくまの親子 ２０１１年

長谷川義史

もう一度この町で ２０１２年
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活動報告

〈研修報告〉 ミュンヘン国際児童図書館より
ドイツ南部、バイエルン州の州都ミュ

さまざまな活動の一つに、５０年前から

れた画家のうち、日本で資料を収集しに

ンヘン郊外に位置する、ミュンヘン国際

続く奨学生制度があります。毎年世界中

くい非英語圏の画家を中心に調査してい

児童図書館（Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒｎａ
ｔ
ｉ
ｏｎａ
ｌ
ｅＪ
ｕｇｅｎｄｂ
ｉ
ｂ
ｌ-

の応募者から選ばれた約１５人が、最長３

ます。図書館の資料のなかには、絵本画

ｉ
ｏ
ｔｈｅｋ Ｍｕｎｃｈｅｎ）は、第二次世界大戦

カ月、図書館内の専用図書室に机を与え

家のビネッテ・シュレーダーが長年個人

後、１９４９年に「子どもの本を通じて国際

られ、館内の資料を利用して各自の研究

で集め、２００６年彼女の展示室が館内の屋

理解を」という理念のもとで建てられた

ができる、というものです。

根裏に開館した折に寄贈した、貴重な世

図書館です。創始者のイエラ・レップマ

界中の絵本や資料３０００冊も含まれます。

ンは、敗戦で荒廃したドイツの町を回り

２つ目のテーマは、ミュンヘン国際児

人々を訪ね、必要なのは心の糧となる子

童図書館の運営、活動、コレクションな

どもの本だという信念を持ちました。以

どの実態調査です。子どもの本の世界最

降、レップマンの呼びかけに応えて世界

大の図書館が、約３０人の職員でどのよう
に仕事を行っており、どのような課題が

中の人々の好意によって寄贈された本
は、現在では１３０言語による５
８万冊を越

研究図書室

あるのか、館員や前館長、ドイツの子ど

え、世界最大の児童図書館と言われてい

国際交流を目的としたこのプログラム

もの本に関係する団体などにインタビュ

ます。１９８３年に拠点をブルーテンブルグ

で、奨学生は豊富な子どもの本に関係す

ーし、プログラムを見学しています。設

城へ移してからは「本のお城」として親

る一次、二次資料に接することができ、

立理念は変わらずとも、社会や経済は常

しまれ、城内にはさらに、ミヒャエル・

図書館はさまざまな国から来る奨学生か

に変化しており、館も絶えず変わる努力

エンデ、ジェイムス・クリュス、エーリ

ら各国の子どもの本などの最新の情報を

が求められているのだと感じました。

ヒ・ケストナーらの児童文学作家、そし

得ることができ、双方にとって意義深い

１月にはちひろの人生と作品、そして

て絵本画家のビネッテ・シュレーダーの

ものとなっています。近年では研究者が

ちひろ美術館についてのスライドトーク

作品、書籍等を常設している小さな博物

主な対象となっていますが、過去の４０カ

も館の行事として英語で行い、ちひろを

館が次々と開設されました。また、テー

国の奨学生たちのなかには、絵本画家や

知らない人に知ってもらう機会を得まし

マをもった本の展示や本のイラストレー

図書館関係者も含まれていました。奨学

た。距離は離れているものの、今後も相

ションの特別展も１年を通じて開催され

生の滞在費用はドイツ連邦政府の外務省

互交流を続け、出会った人々との繋がり

るなど、幅広い活動を行っています。

から支給されます。

を大切にしていきたいと思います。
（松方路子）

２０１１年の秋に応募し、幸いにも１５人の
１人に選ばれた私も、２０１２年の１２月から
２カ月、同図書館に日々通っています。
ちひろ美術館の一職員として、今後広く
役立てられるよう、２つのテーマを中心
に調査・研究を行っています。
一つ目は、国際アンデルセン賞画家賞
受賞者の本と資料データの調査・収集で
中庭から臨むブルーテンブルグ城

す。１９６６年以降、２年おきに賞を与えら

世界中から集まった奨学生とともに

ドキュメンタリー映画
「いわさきちひろ～２７歳の旅立ち～」自主上映スタート
野では、大健闘とのこと。ご覧いただき

出向いて、皆さんとちひろの思いについ

ました皆さまには心より感謝いたしま

てお話をする機会がもてたら、と考えて

す。

います。

「ちひろさんの人生についてはじめて

２０１２年７月、有楽町の劇場を皮切りに

全国で一番最初の自主上映会は、２月

知ることがたくさんあった」「絵のやさ

１日の東京都杉並区（主催

しさは甘さではなく、強さに裏打ちされ

合）での上映。今回の上映会の申し込み

ているのだと知った。あらためて絵本を

理由には、「ちひろの作品の魅力を表現

読み返してみたいと思った」「大きな映

技術だけでなく、その奥にある人間性と

像で絵を観ることができてよかった」

の関係でとらえ直したい」と書いてくだ

「もっとゆかりの方の証言が聞きたい」

さいました。「ちひろを通して現在の教

「たくさんの人に見てもらって、ちひろ

育のありかたを皆で考えたい」と、熱心

さんの思いを伝えたい」等々、たくさん

な声をいただき、実現したものです。

の感想が寄せられました。

都教職員組

ちひろが亡くなって３９年。この映画を

全国各地の映画館・ホールで上映された

そうしたなか、ぜひ有志でこの映画を

通して、今一度あのかわいい子どもたち

ドキュメンタリー映画「いわさきちひろ

観たいという声にこたえ、２０１３年からは

の絵を描き続けた画家いわさきちひろに

～２７歳の旅立ち～」
。たくさんの方々に

自主上映での上映会の取り組みがはじま

さらに深くふれていただければと思いま

足を運んでいただき、昨年末までに４４ヵ

ります。すでに北海道、四国・徳島、九

す。全国で行われる上映会で皆さまとお

所で公開、総入場者数は３５０
,
００人を超え

州・福岡まで、全国から上映申し込みを

目にかかることを楽しみにしています。

ました。ドキュメンタリー映画という分

いただき、私たち美術館の職員も会場へ

＊自主上映についてのお問合わせ・お申し込みはht
t
t
p:
/
/
www.
c
hi
hi
r
o
e
i
ga
.
j
pまたはクレストインターナショナルTEL０
.
３−３５８９−３１７６へ。

（阿部惠）
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ちひろを
４８
訪ねる旅○
銀座・青山ルネ再び

ルネで仕立てたスーツを着て
１９７３年

ひとこと
ふたこと
みこと

美術館
日記

白いネグリジェの上に、美しい

ます。

東京美術学校で洋画を学び、若き

紫色のロングコートを羽織り、一

作家の向田邦子がルネを愛用し

芸術家が暮らした長崎アトリエ村

見すると入院中とは思えないいで

ていたことは妹が書いています

で一時期を過ごした保氏。隣家の

たちで、いわさきちひろは病院を

が、ほかにも女優の新村玲子、バ

長沢節からは、考えることを学ん

抜け出します。行き先は青山の洋

イオリニストの黒沼ユリ子、ピア

だと言います。戦後はお金のため

装店ルネ。ちひろは、そこに鈴木

ニストの田中希代子等々、さまざ

でなく、ただ絵を描くことのみに

保・才子夫妻を訪ねていました。

まな女性がルネを愛しました。そ

生きたという脱俗の画家を支えた

「ちひろさんは、いつも、にこに

の後、銀座の店は閉じ、夫妻は青

のは妻ですが、保氏は卓抜したセ

こして入って来られ、また、にこ

山に転居。けれど、ルネの人気は

ンスで、他所にはない魅力的な輸

にこして帰っていかれた」
。女主

衰えることなく、宣伝もしないの

入生地を選び、才子さんの仕事を

人の才子さんが語るちひろです。

にお客は切れませんでした。

支えました。

才子さんが、銀座の裏通りに４畳

その人が選んだ好みの生地か

「ゴッホ以外は絵描きでない」と

半ほどの小さな洋装店を出したの

ら、本人のイメージを聞いてデザ

言い切る保氏は、厳しい姿勢を崩

は１９５０年代の半ば。雑誌「新女苑」

イン画を描き、丁寧に仕立てられ

すことなく創作に専念しつつも、

の編集者北原節子を通じてその店

た服は、まさに夢の洋服。ルネが

訪れた人たちと楽しく豊かな芸術

を知った丸木俊が、ちひろに紹介

生み出した数々の洋服には、才子

論を交わしていました。それはち

したのが、ちひろとルネの出会い

さんとともに、画家である保氏の

ひろにとって、まさに至福の時だ

で、１９５９年頃のことだったといい

センスも活きていました。戦前の

ったといえます。

10月9日（火）

と思い立ち、来ました。ちひろさ

すべて（中国語）はわかりません

いい天気に誘われて、気持ちの良

んの描く女の子は、娘によく似て

が、なんとなくわかります。漢字だ

い美術館にやってきました。中国

いて、もう懐かしく感じるほどで

から。違いや過去にとらわれるの

の絵本に流れているのは、やはり

す。明日は娘と同じ病気でがんば

ではなく、同じ美的感性や未来に

同じ気持ち。子どもたちの健やか

ってるお友達に会いに行きます。

ついて語りあえればと思います。

な成長を願うそんな気持ちがあふ

ほんとは娘と来たかった。今日は

11月10日（土）

れていました。チュンチェ（春節）

しっかり見て帰ろうと思います。

私は、こんなすばらしい絵をはじ

は原文で読んだこともあり、印象

10月27日（土）

めてみました。どれもちりがみを

深いものでした。

中学・高校と毎年のようにここに

きってはったような絵ばかりで感

10月16日（火）

来てちひろさんの絵を見させてい

動しました。色えんぴつでも切り

この年になってはじめてきまし

ただいていました。今、私は久し

がみでもない。筆でかいていて、

た。ずっときたかったので夢がか

ぶりにこの場所で絵を見ていま

にじまずにすごいです。本の表紙

なってうれしいです。ちひろのや

す。なにも変わらない絵にまた感

にもなっていてすごいと思いまし

さしい水彩表現はまねしようとし

動させてもらっています。（２４）

た。私もしょうらいこんな絵がか

てもできません！！

10月28日（日）

けるようになりたいです。（９才）

たくさん本物を見にきたいと思い

じじの古希のお祝い旅行で、みん

11月17日（土）

ます！！

なできました。みんなでこられて

一目見ただけで心にやさしさを運

10月18日（木）

よかったね。

んでくれる絵が、ものすごい努力

先日娘がなくなってポンとあいた

11月2日（金）

の上にあったことを知り感銘しま

時間。そうだ、こちらに来たい！

中国の絵本を読んでいると言葉は

した。

10月5日（金）

お客様から花束が贈呈されると、

12月13日（木）

韓国から、パク・チョルミンさん

会場は祝福の拍手に包まれた。

長野県立こども病院で、ちひろの

と絵本画家１１名が松川村を訪問。

11月1日（木）〜4日（日）

水彩技法体験を開催。子どもと保

これからも
（２１さん）

（竹迫祐子）

（YUKI
）

美術館では、収蔵棟見学や作品保

護者２７名が参加し、プレイルーム

存研修、ギャラリートークを行

や病室で、にじみのバッジやマグ

う。農家に宿泊、児童館では子ど

ネットづくりを楽しんだ。寝たき

もたちと交流し、りんご狩りや温

りの子どもに、自分が体験する様

泉を楽しむ充実した３日間。２０１２

子を見せながら取り組むお母さん

年春には村から韓国を訪問したこ

も。「いい思い出になる」「病院で

ともあり、パクさんが「松川のみ

安曇野スタイルにあわせて、多目

こんなことができるなんてうれし

なさんはまるで家族」と語るよう

的ギャラリーで「ちひろの色」展

い」との声を聞き、スタッフも笑

に、年々交流が深まっていること

を開催。すすきや木の葉を使った

顔に。２００６年から、ちひろピエゾ

を実感する。

灯りがともるあたたかな雰囲気の

グラフ展を続けてきた縁で実現し

10月14日（日）

なか、ガラス、フェルト、キャン

たワークショップ。今後も活動を

１１回目となる安曇野寄席に、７５名

ドルなど、６人の工芸作家がちひ

大切に育てていけたらと願う。

の方が来館。すっかりおなじみと

ろの色を表現した作品が並んだ。

なった三遊亭時松さん、遊興亭福

制作の苦労話や手入れの仕方な

し満さん、寄って亭年配者さんの

ど、作家との会話もはずみ、
「すて

噺に、おおいに笑い、引き込まれ

きなもの、すてきな色に囲まれ

る。終演後、２０１２年６月に結婚さ

て、ゆったり過ごせた」と、来館

れたばかりの時松さんへ、常連の

者は秋のひとときを満喫した。
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●次回展示予定

2013年5月10日
（金）～7月9日（火）

〈展示室1・2〉 ちひろの子ども歳時記
古来より日本人の暮らしは、
季節に深く結びついてきまし
た。子どもたちも、四季折々
の美しさのなかで、いきいき
と輝いています。ちひろが、
季節を体いっぱいに感じる子
どもたちの表情をとらえ、描
いた作品を紹介します。

〈展示室3・4〉 ちひろ美術館コレクション

絵本のつくり方

コレクション展では、
“絵本づくり”という視点
で、作品を通して絵本のおもしろさを紹介。あ
わせて、ナチス占領下のポーランドで、子ども
たちの教育に命をかけて取り組んだ医師・コル
チャック先生の姿を描いた絵本『ブルムカの日
記』の原画を初公開します。
イヴォナ・フミェレフスカ
『ブルムカの日記』（石風社）より ２０１１年

「あめ」 １９６０年頃

〈展示室5〉絵本の歴史

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。
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．
０２６１－６２－０７７２ FAX０２６１－６２－０７７４
●3月20日（水・祝） 入館無料感謝デー

● 「手から手へ展」出展作家によるワークショップⅠ
「きてきての木」

日頃の感謝を込めて、入館無料でお楽
しみいただけます。ワンドリンクサー
ビスや、楽しいプログラムを用意して
お待ちしています。お楽しみに！

“きてきての木”に住んでいる、不思議な生き物を、自分の手を使って
つくります。さまざまな素材を曲げたりつなげたり、色とりどりに飾り
ましょう。できあがった生き物を手に、館内を散歩します。

○日時：３月２０日（水・祝）９：００～１７：００
○会場：安曇野ちひろ美術館 全館
※イベント内容の詳細については、決まり次第、ホームページ上でお
知らせします。

●4月19日（金）

○日
○会
○講

時：３月３１日（日） １０：００～１１：３０
場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
師：早川純子、坂田季代子、山福朱実、そのだえり（絵本作家）
ほか
○対 象：はさみが使える人
○定 員：３０名
○参加費：無料（入館料のみ） ※要申し込み
※同日午後にもワークショップを開催予定（予約不要）

開館記念日

安曇野ちひろ美術館は、２０１３年に開館１６周年を迎えます。
この日にご来館のみなさまに、ささやかなプレゼントを差し上げます。

● 「手から手へ展」出展作家によるワークショップⅡ
「HANDMADE
（手でつくる）」

●〈館外展紹介〉 いわさきちひろ展

人間の手、動物の手……その形はさまざま。オランダの絵本作家アレッ
クス・デ・ウォルフと、いろいろな手の話や、自分の手で村を水害から守っ
た少年の話を楽しんだあと、
「手」を生かしたポップアップカードをつく
ります。

主催：北海道新聞社、ちひろ美術館、北海道立近代美術館、
北海道文化放送
北海道では２１年ぶりとなる本格的な開催。ちひろが精力的に手掛けた
アンデルセンの絵本や雑誌に掲載された作品の原画、初期のデッサン
など、約１３０点を展示します。また、２０１２年に全国で上映されたちひろ
のドキュメンタリー映画「いわさきちひろ～２７歳の旅立ち～」の上映
会も開催します。
○会
期：２０１３年４月２７日（土）～６月２日（日）
○会
場：北海道立近代美術館
○休 館 日：月曜日
（但し４/
２９、５/
６を除く）、４/
３０
（火）、５/
７（火）
○開館時間：９：３０～１７：００（最終入館１６：３０）
○入 館 料：一般１
２００
（１０００）円、
高大生７００
（５００）円、
中学生５
００
（４００）円
小学生以下無料
（保護者同伴でご来場ください）
お問い合わせは北海道新聞社事業センターへ。
TEL.０１１－２１０－５７３１

○日 時：４月１４日（日） ①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００
○講 師：アレックス・デ・ウォルフ（オランダの絵本作家）
○会 場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
○定 員：各回３０名
○参加費：無料（入館料のみ） ※要申し込み

●おはなしの会

●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日
１１：００～
参加自由、入館料のみ。

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

●いわさきちひろ記念事業団が、公益財団法人に
安曇野ちひろ美術館、ちひろ美術館・東京を運営する財団法人いわさき
ちひろ記念事業団は、２０１３年４月１日より公益財団法人となります。
〈人事〉２０１３年１月１日より、面出薫氏（照明デザイナー・当財団理事）
がちひろ美術館・東京副館長に就任しました。
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