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　古来より、日本人は四季折々の美しさ
を日々の暮らしに取り入れてきました。
子どもたちの毎日も、季節の移ろいのな
かで、新しい発見や驚きに満ちていま
す。お気に入りの傘と長靴で、友だちと
にぎやかに歩いた雨の日（図 ）、さわや
かな 月の風のもと、元気いっぱい鬼ご
っこやすもうに興じた一日（図 ）……。
本展では、ちひろが描いた四季の自然の
なかで遊ぶ子どもたち、今では見る機会
の少なくなりつつある伝統行事の風景の
作品を紹介します。ちひろは、絵本の作
品も、季節の感覚を大切に描きました。
『あかちゃんのくるひ』では、初めてお
姉さんになる女の子の不安やうれしさを
初夏のゆれる若葉やまぶしい木漏れ日で

表現し、社会科の副読本『しょうがくし
ゃかい 　たろうとはなこ』（図 ）では、
小学 年生の主人公の 年の暮らしを追
いながら、友だち、家族、近所の人たち
に囲まれ、成長する姿を描いています。
　カレンダーや月刊誌の 月号にちひろ
は、伝統的な日本の正月を描きました。
なかでも、晴れ着の少女を、ちひろは好
んで描きました。華やかな着物に身を包
み、頬をピンクに染め、こちらを見つめ
る少女（図 ）からは、新年を迎えた晴
れがましい気持ちが伝わります。
　『おにたのぼうし』は、節分の夜の物
語。大きな瞳と褐色の肌の鬼の子おにた
は、角かくしの帽子を目深にかぶり、雪
の降る闇のなかに立っています（図 ）。

ちひろは、紫と黒がにじみあう闇に、気
弱だけれど勇気をだして少女を訪ねたや
さしいおにたの心情を投影しました。
　「どんどん経済が成長してきたその代
償に、人間は心の豊かさをだんだん失っ
てしまうんじゃないかと思います。（中
略）私は私の絵本のなかで、いまの日本
から失われたいろいろなやさしさや、美
しさを描こうと思っています。」とちひろ
は語っています。ちひろは、普段の暮ら
しのなかで、自然の美しさや、人々のや
さしさに包まれ、いきいきと輝く子ども
たちを、歳時記を楽しむかのように、描
きました。ちひろが作品を通して、伝え
たいと願った心の豊かさが、そこに描か
れています。 （柳川あずさ）

●展示室1・2

●展示室4

ちひろの子ども歳時記
●2013年5月10日（金）～7月9日（火）

ちひろ美術館コレクション　絵本のつくり方
●2013年5月10日（金）～7月9日（火）

版画のように細密に描かれた線画と融合
し、美しい画面をつくりあげています。
展開の妙
　絵本は、一場面一場面が連なり構成さ
れています。ページをめくることで、時
間が経過し、物語が展開していきます。
エフゲーニー・ラチョフの『てぶくろ』
（図 ）は、おじいさんが森に忘れた手
袋のなかに、動物が次々と住みついてい
く物語。小さかった手袋は、新たな動物
が移り住むたびに、煙突やドアが付いて
大きくなっていきます。画家は、新しい
動物の登場と手袋の家が変化する様子
を、同じ視点の場面展開で、わかりやす
く魅力的に表現しています。
　西巻茅子の『わたしのワンピース』（図
・ ）は、空から落ちてきた白い布を使
ってうさぎが仕立てたワンピースが、花
畑を歩くと花模様に、雨が降ると雨模様
に変化する物語です。ここでは、花畑の
場面ではピンク、雨の場面では水色など、
ページをめくると背景の色が変化し、心
地よいリズムが生まれています。また、
絵本の開く方向と同じく、左から右へと
主人公のうさぎは歩いていきますが、こ
の流れから、うさぎの歩いていく方向に
世界が広がり、次に起こる出来事を期待
しながら読者はページをめくります。
　この他、さまざまな画材や技法による
絵画表現も魅力的な、個性あふれる画家
たちの作品もご紹介します。（長井瑶子）

　 歳から 歳を越える人まで、誰も
が楽しむことのできる絵本。本展では
「絵本づくり」に焦点を当て、 つの視
点から絵本の魅力を探ります。
赤羽末吉にみる絵本づくりのプロセス
　日本人で初めて国際アンデルセン賞画
家賞を受賞し、多くの優れた絵本を残し
た赤羽末吉。その作品は、物語について
取材を重ね、絵本のダミーや下絵を描い
た後に本描きを行い、完成させるという
手順で制作されています。ここでは、膨
大な下絵や 段階で試作されたダミーな
ど、数多くの資料が残る『ほしになった
りゅうのきば』（図 ）を通して、絵本
づくりのプロセスを紹介します。
主人公の魅力
　絵本の主人公は、読者が自身の視点や
感覚、思いを投影させる存在であり、物
語の進行を担う役割があります。
　武田美穂の『となりのせきのますだく
ん』（図 ）は、小学校に入学したばか
りの少女・みほちゃんと、隣の席のます
だくんを主人公に、ふたりの気持ちのす
れ違いや葛藤をユーモラスに描き出しな
がら、子どもの心の機微を伝える作品で
す。武田は、気弱で引っ込み思案なみほ
ちゃんが感じるままのますだくんの姿
を、「恐ろしい」「得体が知れない」とい
った怪獣のイメージで描きました。読者
は、登場人物が怪獣の姿で描かれる意外
な発想に惹きつけられるとともに、新生

活や新しい人間関係への不安など、自ら
の体験を重ね、感情移入していきます。
絵と文の調和
　絵と文は、絵本を成立させる つの大
切な要素であり、絵本はこの両者が調和
して物語を伝えます。
　キアラ・ラパッチーニの『ねえ　こっ
ちむいて！』は、多忙な両親の気をひこ
うと、姉弟が作戦を練って両親をあれこ
れと困らせる物語です。子どもの言葉で
語られる文が、現代的なデザイン感覚の
ポップな表現を使い、子どもの視点から
大人を見上げた構図で描かれた絵とマッ
チしています。親の子どもへの無関心と
いう社会問題をテーマに、現代に生きる
大人の現状と子どもの切実な思いを、ユ
ーモラスに浮き彫りにしています。
　谷内こうたの『なつのあさ』は、夏の
朝、懸命に自転車を走らせて列車を見に
行く少年の姿を詩情豊かに描いた作品で
す。簡略化された絵が物語を展開してい
くこの絵本では、文章による説明的な要
素はなく、草原を吹く風や列車の走る音、
つぶやくような少年の言葉が、絵本の世
界をよりイメージ豊かに伝えています。
　一方、絵と文の関係という視点では、
クラウス・エンヅィカートの『 人の子
ども、世界をまわる』（図 ）は、文そ
のもののビジュアル化という点で、興味
深い絵本です。カリグラフィー（西洋の
伝統的なペン字）で描かれた文字が、銅
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図 　こいのぼりと子どもたち　 年（印刷物より複製）

図 　傘と子どもたち　 年

●展示室1・2

●展示室4

図 　戸口に立つおにた　『おにたのぼうし』
（ポプラ社）より　 年図 　晴れ着を着たふたりの少女　 年

図 　ボール遊びをする子どもたち『しょ
うがくしゃかい 　たろうとはな
こ』（日本書籍）より　 年

図 　クラウス・エンヅィカート（ドイツ）　『 人の子ども、世界を
まわる』より　 年

図 　武田美穂（日本）
　　　『となりのせきのますだくん』（ポプラ社）より　 年

図 　エリック・カール（アメリカ）　『はらぺこあおむし』のイメージ
　　　 年

図 　赤羽末吉（日本）　『ほしになったりゅうのきば』（福音館書店）より　
－ 年

図 ・ 　西巻茅子（日本）　『わたしのワンピース』（こぐま社）より　 年

図 　エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）　『てぶくろ』（福音館書店）より
　　　 年
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〈展示紹介〉絵本『ブルムカの日記』原画展−子どもを愛した　コルチャック先生−
展示紹介・館外展紹介

　絵本『ブルムカの日記』は、子どもを
愛したポーランドの医師、教育家、児童
文学作家のコルチャック先生、ことヤヌ
シュ・コルチャック（ ～ ）につ
いての本です。舞台は第二次世界大戦
中、ドイツ占領下にあるワルシャワのユ
ダヤ人のための孤児院。ここに住む主人
公の女の子ブルムカが、日記に、孤児院
の仲間やコルチャック先生が語ったこと
を綴るという設定で、絵本のページも進
んでいきます。ブルムカや、絵本に登場
する孤児たちは架空の人物であるもの
の、多くの真実も含んでいます。強制収
容所で子どもたちとコルチャック先生の
命が奪われたという悲劇は揺るぎない事
実ですが、絵本はむしろ、子どもたちが
コルチャック先生に尊重され守られなが

ら、いきいきと共に生活していた点に焦
点をあてています。名前や顔のわからな
い犠牲者としてではなく、 人の人間と
して。

　画家のイヴォナ・フミェレフスカは、
出版社を探す前からこのテーマに取り組
みたいと考え、準備していました。コル
チャックの書物をすべて読み、何が最も
大切なことかを選ぶために考えぬいたと
いいます。その後、偶然にもコルチャッ
クの絵本をつくりたいと考えていたドイ
ツの小さな出版社に出会い、集中して

ヵ月間で絵を描きあげ、 年にポーラ
ンドとドイツで同時に出版されました。
　各ページには、日記を開いた形が繰り
返し登場し、罫線のモチーフが形を変え
て現れます。また、登場人物や、当時の時
代をあらわすさまざまなものがコラージ
ュされ、文章では語られていないこと
が、絵によって暗示されています。フミ
ェレフスカは、ラガッツィ賞を受賞した
『こころのいえ』や、他の絵本に見られる
ようなシャープな線をこの絵本では用い
ず、どこかぎこちない描き方をして、真
実味を際立たせるようにした、と言いま
す。見えない力で、コルチャック先生
と、ブルムカが自分につくらせたように
思う、と画家が語る本書から、 の原画
を資料とともに展示します。 （松方路子）

〈館外展紹介〉いわさきちひろ展
●北海道立近代美術館（北海道）　 2013年4月27日（土）～5月7日（火）
●岩手県立美術館（岩手）　 2013年7月25日（木）～8月25日（日）

●2013年5月10日（金）～7月9日（火）

描かれたスケッチは、後の絵本のなかで
も随所にいかされています。ちひろが生
涯を通じ、繰り返し描き続けたアンデル
センの作品を、欧州スケッチとともに展
示します。
平和への祈り
　戦争のなかに青春時代を過ごしたちひ
ろは、戦争への悲しみや憤り、そして平
和への願いを、絵本という形で表現しま
した。 年に出版された『戦火のなか
の子どもたち』は、ちひろが最後に完成
させた絵本です。ベトナム戦争が激化す
るなか、ちひろは「いましなければ」と
背中を押されるように、絵と短い文とで
綴られたこの絵本を制作しました。すべ
ての子が「夢を持った美しい子ども」に
見えると語っていたちひろでしたが、こ
の作品では、深い絶望と悲しみを背負っ

た子ども
たちの姿
を描き出
していま
す。
　いわさ
きちひろ
は、

年、ベトナム戦争の終結を見ることなく
他界しました。画家として、母として、
最後まで抱き続けた願いは、 年に反戦
野外展のポスターとして描いた作品の
「世界中のこども　みんなに　平和とし
あわせを」という言葉に凝縮されていま
す。 （宍倉恵美子）

　 年春、北海道立近代美術館で、「い
わさきちひろ展」が開催されます。北海
道では 年ぶりとなる本展は、 点で
構成する大規模な展示です。
　若葉芽吹く春、日差し輝く夏、木の葉
散る秋、そして、雪の舞う冬……。ちひ
ろが、豊かな感性でとらえた四季のなか
に、子どもたちの姿を描き出した代表作
を展示する「ちひろの四季」。本展は、

「ちひろの四季」
「ちひろの技法」
「絵本の世界」「ち
ひろのアンデルセ
ン」「平和への祈
り」等のテーマか
ら、いわさきちひ
ろの画業とその魅
力を紹介します。

ちひろの技法
　柔らかな色の広がりを生む“にじみ”
や“ぼかし”。あえて塗り残すことで、に
じんだ色のなかにシルエットを浮かび上
がらせる白抜き”。水分を抑えて絵の具

を擦れさせ
る“渇筆”
等々、絵画
技法の数々
を紹介し、
ちひろの絵
のひみつを
解き明かし
ます。

絵本の世界
　 年代半ばから、ちひろの主な仕事
であった絵本。当初、『つるのおんがえ
し』や『はくちょうのみずうみ』などの、
民話や童話を描いた物語絵本が中心でし
たが、後年は、新しい絵本表現を求めて、
読者が感じることを大切に、わずかな言
葉だけで、絵そのものが物語を展開する
『あめのひのおするばん』や『ことりの

くるひ』などの
「感じる絵本」
の試みに到達し
ま す。ち ひ ろ
は、生涯にわた
り、独自の絵本
表現を追求し続
けました。

ちひろのアンデルセン
　人生の悲しみや現実を見据え、だから
こそ美しい夢を描き出した童話作家アン
デルセンに、ちひろは深い共感を抱いて
いました。 年、絵本『絵のない絵本』
を制作するにあたり、アンデルセンの生
地も訪れたいと、ヨーロッパ旅行に出か
けます。この旅は、ちひろにさらなる創

作意欲を
もたらし
ました。
歴史と文
化を感じ
させる欧
州各地で

わらびを持つ少女
『あかまんまとうげ』（童心
社）より　 年

くつ屋のカーレン　『あかいくつ』（偕成社）
より　 年あやめと少女　 年

小鳥と少女
『ことりのくるひ』（至光社）
より　 年

戦火のなかの少女
『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より
　 年
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ちひろを
訪ねる旅○ 
長野県塩尻市－ちひ
ろの原画発見

　 年 月 日、いわさきちひ
ろは、塩尻市を訪れます。前年
月の一斉地方選挙で当選、塩尻市
長となった高砂政郎とちひろとの
対談が予定されていました。高砂
は、日本初の共産党員の市長とし
て、注目の人。高砂市制 年目
に、赤旗の記者・田中穣二が企画
した対談でした。田中の夫人かな
子が、ちひろもよく知るロシア児
童文学の翻訳家であったこともあ
り、道中も会話が弾み、ちひろは
楽しげでした。また、塩尻市は、
両親の郷里、松本市の南。ちひろ
にとっては、馴染みの土地でもあ
りました。
　その日は、ちょうど塩尻市児童
館の落成式。「市民の生活の安定、

福祉の増進なくして市の発展はな
い」という方針を掲げた高砂市制
にとって、児童館は象徴的な存在
だったのかもしれません。開館後
は全国でも 番目という早い時期
に誕生した児童館を見たいと、多
くの見学者が訪れました。ちひろ
も後日、開館した児童館に立ち寄
り、熱心に見学していきました。
　この塩尻市児童館に、突然、ち
ひろが描いたパステル画の少女像
が届けられたのは、 年 月。
額の裏板には、「贈呈　塩尻市児
童館　一九七一年四月二十六日　
いわさきちひろ」と書かれていま
した。奇しくも、その日付は、高
砂市長退任の前日。ちひろはどん
な思いで、その絵を児童館に贈っ

たのでしょう。少女像は、長らく
児童館のホールに飾られ、子ども
たちの成長をみつめてきました。
館職員の懸命な努力で、当初は手
探りでスタートした活動も定着。
しばらくすると、かつて通ってい
た小学生が中学生になり、自主的
にやってきて、年下の子どもたち
の世話をして異年齢集団の活動を
展開したといいます。
　対談の折、ちひろは「社会から
忘れられがちな、取り残されがち
なこどもたちや老人、貧しい人た
ちに、苦しい財政のなかからもす
みずみまで気をくばられている」
と感想を残していますが、その言
葉には、ちひろが願う社会の姿が
凝縮されています。 （竹迫祐子）

3月1日（金）
手から手へ展、作品と寄せられた
メッセージに力強い叫びを感じま
した。本当に今、なんとかしなけ
れば地球が壊れてしまう……そん
な叫びとともに、誰かのことを抱
きしめられる手のぬくもりも同時
に伝わりました。私たちの手は壊
すためではなく、繋がるためにあ
るのだと。 （埼玉県　N.U）
3月16日（土）
今日初めてちひろさんを知り、大
好きになりました。今の日本人が
成長していくなかで、犠牲にして
きたものの穴を埋める役割を、自
分の生きた証とともに、ちひろさ
んは現代の日本に伝えたかったの
ではと思いました。美しいものは
美しく、好きなものは好き。そん
なまっすぐなちひろさんの人間性

に惚れました。 （りんりん）
3月16日（土）
友人が亡くなり、お別れをしにこ
ちらに来ました。いわさきさんの
絵を見たら、また涙があふれまし
た。大切な命のひとつひとつを拾
い上げるように描かれたちひろさ
ん。だから心に響くのですね。
3月17日（日）
月で 年間の勤めが終わりま

す。公立保育園です。仕事に悩
み、行き詰ると、いつもここに来
ていました。子どもたちの笑顔と
元気の気にあふれたなかに 年も
一緒にいられて、幸せだった。子
どもたちの笑顔が毎日見られるよ
うに、部屋にちひろの絵を飾りま
す。 （K.T）
3月21日（木）
ちひろさんの描く子どもって、大

好きなうちの子に似ているんです
よね。みなさんもそうなのかな。
 （井原）
3月23日（土）
建築を勉強しており、内藤廣さん
が設計したこの美術館を目当てに
福島からやって来ました。内藤さ
んの細やかな気配りがとても勉強
になりました。優しい絵を描くち
ひろさんと、優しい設計をする内
内藤さん。 人の作品がとても合
っているなと思いました。 （N.O）
3月27日（水）
子どもに対する深く温かい愛が心
にしみてきます。子や孫を持つ身
にとっては、母性愛と戦争に対す
る怒りがこみあがってきました。
苦しい経験のなかから、このよう
うな癒しの絵を与えていただけて
嬉しく拝見しました。 （東京都F）

2月21日（木） 
今日は、企画展「手から手へ展」
実行委員会の方も参加して、マス
コミへの内覧会を開催。企画主旨
や作家・作品についての質問が相
次ぎ、時間をかけた熱心な取材を
受けた。いよいよ 年の展示が
始まる喜びと、多くの方に足を運
んでもらいたいという思いを新た
にする。
3月20日（水・祝） 
入館無料感謝デー。日頃から美術
館を支えていただいていることへ
の感謝の気持ちを込めて、楽しい
イベントを企画。お天気にも恵ま
れ、館内は大いににぎわった。個
性あふれる素敵なカードがたくさ
んできた人気の「にじみのカード
づくり」。特大絵本やパネルシア
ターが登場し、みなで手遊びも楽
しんだ「スペシャルおはなしの

会」。史上初！？の試みで笑い声が
あふれるなか、賞品を目指してい
わさきちひろに関する知識を競っ
た「ちひろクイズ大会」。来館され
た方の笑顔や声を、より身近に感
じ、スタッフにとっても、楽しい
充実した 日となった。

3月24日（日） 
昨秋、いわさきちひろのパステル
画が発見された塩尻市。市が呼び
かけて有志が参加した「ちひろの
軌跡」鑑賞ツアーの一行が来館。
スライドを使った、ちひろの人生
のレクチャーを聴き、その後、展

示鑑賞。ちひろの作品を通しての
交流を、これからも大切にしてい
きたい。
3月25日（月） 
松川村中学校の生徒たちととも
に、 年前の長野県北部地震で被
災した下水内郡栄村に義援金を届
ける。生徒たちは「震災のことを
忘れずにいたい。松川村に戻って
このことを伝えていきたい。義援
金が栄村のために役立ってほし
い」と話した。 年目となる今年
も、ぜひこの活動を続けていきた
い。

「少女像」　 年
昨年、塩尻市で発見された作品

「塩尻の町から雪の北アルプスを
のぞむ」　 年　対談の日のス
ケッチ
（田中穣二氏寄贈）

さて答えは？
みなで盛り上がったクイズ大会

島田栄村村長（手前左）と松川村中新 年生 名
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宇 安曇野

INFORMATION
●次回展示予定　2013年7月12日（金）～9月17日（火）

〈展示室4〉企画展　色の音　紙の詩　
　　　クヴィエタ・パツォウスカー展

やわらかな色彩と“にじみ”や“ぼか
し”などの水彩技法を駆使して、子ど
もをテーマに描き続けたちひろ。本展
では、「水の使い方」「かわいさのひみ
つ」「色のバランス」「引き算の絵本づ
くり」など、代表的な技法を つの視
点から徹底解剖し、ちひろの表現の魅
力に迫ります。

〈展示室1・2〉ちひろになれる！
　　　　　 つの法則－技法徹底解剖－

CONTENTS
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〈展示紹介〉ちひろの子ども歳時記／ちひろ美術館コレクション　絵本のつくり方…許距
〈展示紹介〉絵本『ブルムカの日記』原画展－子どもを愛した　コルチャック先生－／〈館外展紹介〉いわさきちひろ展（北海

道立近代美術館・岩手県立美術館）…鋸
ちひろを訪ねる旅 ／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁

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。　http://www.chihiro.jp/　TEL． － － 　FAX － －

〈展示室5〉絵本の歴史

●おはなしの会
毎月第 ・ 土曜日
： ～
参加自由、入館料のみ。

●ギャラリートーク
毎月第 ・ 土曜日
参加自由、入館料のみ。
： ～ちひろ展
： ～世界の絵本画家展または企画展

●第2回安曇野まつかわ「五月の風」音楽祭
　街角コンサート
松川村すずの音ホールに隣接するリンリン
パーク（雨天時：松川小学校体育館）で開
催される音楽祭の一環として、参加グルー
プによるコンサートが開かれます。
○日時： 月 日（日） ： ～
○会場：安曇野ちひろ公園
○料金：無料
詳細のお問い合わせは、安曇野まつかわ「五月の風」音楽祭実行委員会
TEL． － － （すずの音ホール）まで。

年の様子

貝と赤い帽子の少年　 年

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション　貼る・塗る・摺る　－絵本画家たちの技法と画材－
絵本画家たちは、物語やメッセージを伝えるため、描く対象にあわせて、さまざまな画材や素材を用い、描き方にも工
夫をこらして制作しています。本展では、“技法”や“画材”に焦点をあて、画家たちの個性と魅力を紹介します。 エリック・カール

くじゃく　 年

今年 歳を迎えるチェコの女性アーティスト・
クヴィエタ・パツォウスカーは、今なお精力的
に制作を続け、世界中で展示を行っています。
本展では、絵本原画やブックオブジェのほか、
日本では初公開となる近年の作品も展示し、そ
の作品の楽しさと魅力を紹介します。

クヴィエタ・パツォウスカー
『紙の町のおはなし』（小学
館）より　 年

●ちひろの水彩技法ワークショップ　vol.1
　にじみのカードづくり
いわさきちひろの作品の特徴である“にじみ”
の水彩技法を体験しながら、すてきなカードを
つくります。父の日のプレゼントカードにも
ぴったりです。
○日　　時： 月 日（月）① ： ～ ：
　　　　　　　　　　　　　② ： ～ ：
○会　　場：安曇野ちひろ美術館
○料　　金： 円（材料費・切手代込み）※入館料別
○対　　象：どなたでも参加可能です
○定　　員：各回 名　　○申し込み：当日予約受付（各回先着順）

〈人事〉 年 月 日より、公益財団法人いわさきちひろ記念事業団
の事務局長に、竹迫祐子、ちひろ美術館（東京・安曇野）学芸部長に上
島史子、ちひろ美術館（東京・安曇野）普及部長に阿部 、ちひろ美術
館（東京・安曇野）総務部長に中平洋子が就任しました。

●展示関連イベント絵本『ブルムカの日記』原画展
　ポーランドの画家・イヴォナ・フミェレフスカによるイベント
《ワークショップ》
『ブルムカの日記』の舞台である孤児院の子どもたちを想像し、あな
ただったら、どのように、よりよい、美しい世界をつくれるか、コラー
ジュで作品を制作します。
○日　　時：① 月 日（土） ： ～ ：
　　　　　　② 月 日（日） ： ～ ：
○会　　場：安曇野ちひろ美術館
○定　　員： 名
○参　加　費：無料（入館料のみ）
○申し込み：事前予約制（ちひろ美術館HP、TEL． － － 、

美術館受付にて受付中）
《ギャラリートーク》
イヴォナ・フミェレフスカが、最も大事な作品という『ブルムカの日
記』に込めた想いを語ります（通訳付）。
○日　　時：① 月 日（土） ： ～ ：
　　　　　　② 月 日（日） ： ～ ：
○会　　場：安曇野ちひろ美術館　展示室
○参　加　費：無料（入館料のみ）
○申し込み：事前予約不要（参加自由）

●ちひろの切手シート発売中！
「季節のおもいで」シリーズ第 弾のデザ
インに、ちひろの作品が採用されました。
春をテーマに描かれたちひろ切手でお手紙
に彩りを。全国の郵便局で好評販売中です。
○名　　称：季節のおもいでシリーズ　第

集
○発 行 日： 年 月 日（水）
○種　　類： 円郵便切手（ シート 枚

組）
○販売場所：全国の郵便局など（当館でも

販売中）
詳細のお問い合わせは、日本郵便総務部
（報道担当）TEL． － － まで。


