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　トモエ学園での小学校生活を中心に、
黒柳徹子が自身の子ども時代のことを書
いた『窓ぎわのトットちゃん』。ちひろの
没後に出版された本ですが、「いつも子
供の味方、子供の幸福を願っていた、ち
ひろさんの絵を、使わせてもらいたい」
という黒柳の強い希望で、遺された絵か
ら、トットちゃんや友だちの絵が選ばれ
ました。１９８１年に単行本として出版され
た本作は、戦後最大のベストセラーにな
り、現在も世界各国で読みつがれていま
す。ちひろの没後４０年を迎える今年、
『窓ぎわのトットちゃん』が、絵本とな
って出版されます。本展では、黒柳の言
葉とともに、絵本や単行本、初めて掲載
された雑誌「若い女性」の作品も含め、
約８０点のちひろの作品を紹介します。
トットちゃんってどんな子？
　おさげ髪（図１）やバレリーナに憧れ
るという女の子らしい一面を持ちながら、
珍しいものをみつけると思いっきり飛び
込み、穴にはまったり、垣根にもぐって
ジグザグに進み、パンツまで破いたり
……『窓ぎわのトットちゃん』には、好

奇心旺盛で豪快なトットちゃんのユニー
クな個性が伝わるエピソードが収められ
ています。黒柳は、「若い女性」の連載第
一回目、トットちゃんがトモエ学園に初
めて向かう場面に、よそゆきのおしゃれ
をして腰掛ける少女の作品（図２）を選
びました。期待に胸を膨らませながらも、
緊張が入り混じるトットちゃんの心情が、
口に微笑をたたえ、きゅっと手を結んだ、
少女の姿と呼応しています。
トモエ学園のこと
　普通の小学校を１年生で退学になった
トットちゃんを、トモエ学園の小林宗作
校長先生はあたたかく迎え入れます。先
生は「みんな一緒だよ」と語り、子ども
たちがお互いに個性を尊重し、協力しな
がら学ぶことを大切にしていました。授
業や行事には、体を使ったリズム教育
「リトミック」、課外学習「 飯  盒  炊  爨 」、

はん ごう すい さん

講堂にテントを張って泊まる「野宿」など、
独創的な教育方法を取り入れています。
「白鳥の湖」の章に添えられた作品（図
３）では、子どもたちの元気な姿が描か
れています。跳ねて腕を大きく広げる後

ろ姿の男の子、首をかしげ慎重にステッ
プを踏む女の子……、絵のなかの子ども
一人ひとりに、個性を見出しながら描い
た、あたたかなちひろの視線は、生まれ
持つ美質に目を向け、個性を伸ばすこと
を大切にした小林先生の大きな愛情とも
重なります。
トットちゃんが生きた時代
　物語は、トモエ学園の校舎が東京大空
襲で焼け落ち、トットちゃんが満員の疎
開列車で、東北へと向かう場面で終わり
ます。子ども時代に戦争を体験した黒柳
は、トモエ学園での経験の尊さをより一
層実感します。ちひろも青春時代に体験
した第二次世界大戦を経て、未来を生き
る子どものしあわせを強く願うようにな
りました。
　新たな作品も加えられた絵本では、ト
ットちゃんやトモエ学園の、さらなる魅
力に出会うことができます。生涯を通じ
て子どもの心に寄り添い活動し続けたい
わさきちひろと黒柳徹子。二人の響き合
う世界をご覧ください。
 （長井瑶子）

●展示室1・2

●展示室3・4

−ちひろ美術館コレクション−　絵本・のりもの博覧会
●2014年3月1日（土）～5月13日（火）

　電車、自動車、飛行機、船……。絵本
のなかには、たくさんの乗り物が描かれ
ています。本展では、“乗り物”に焦点を
あて、「陸の乗り物」「空の乗り物」「水の
乗り物」をテーマに、作品を紹介します。
陸の乗り物
　“乗り物”と聞いてまず思い浮かべるの
は、地下鉄やバス、自転車など、生活に
密着した陸の乗り物ではないでしょうか。
　絵本では、実生活では見られないユニ
ークな電車が楽しめます。周囲の景色を
眺められるドーナツ電車や３階建ての電
車（図１）など、井上洋介の『でんしゃ
えほん』には、「この電車に乗ってみた
い！」と、大人も子どもも目を輝かせる
ような、愉快な電車が次々に登場します。
　西村繁男の『がたごとがたごと』では、
駅を出発した電車が時空を越え、想像も
つかない世界に到着します。「おくやま
駅」（図２）で電車から降りてくる、洋
服を着た動物たちは、乗車したときには
人間でした。人間から動物に変化しても、
洋服や持ち物はそのまま。見比べること
で、楽しさが増す絵本です。

　電車や車が発明される以前、馬などの
動物や 駕  篭 、馬車が人々の移動手段でし

か ご

た。赤羽末吉の絵本『春のわかれ』は、
今昔物語をもとにした作品です。貴重な
硯を割ってしまった青年の罪をかぶり、
屋敷から追放された若君が、乳母の家ま
で牛車で移動する場面（図３）を、赤羽
は重ねた和紙に日本画顔料を使って描い
ています。小さく描かれた牛車が霞がか
った道を進む様子からは、若君の不安な
気持ちが伝わってきます。
空の乗り物
　絵本には、飛行機や飛行船、ロケット
のほか、“空想上の乗り物”も見られます。
　詩集『魔法の森』に収められた、ロシ
アの詩人サーシャ・チョルニイの「夜な
夜な」のためにユゼフ・ヴィルコンが描
いた作品には、不思議な生き物を乗せ、
波うちながら飛び立とうとするじゅうた
ん（図４）が登場します。薄手のじゅう
たんの質感や、やわらかな毛足の長さが、
パステルとガッシュで表現されています。
水の乗り物
　海や湖など水上を移動する船は、人を

乗せる旅客船や液体を運ぶタンカーなど、
さまざまな仕事で、生活を支えています。
　１９世紀末、イギリスの作家R.L.スティ
ーヴンソンは、貨客船に乗って、ロンド
ンからニューヨークへ、大西洋を横断し
ました。彼の故郷への手紙をもとに、事
実と空想を織り交ぜて、マーチン＆アリ
ス・プロベンセンが制作した『スティー
ヴンソンのおかしなふねのたび』には、
当時、貨客船として使われていた、帆を
備えた蒸気船（図５）が描かれています。
　ゴンドラは、ヴェネツィアで何世紀に
もわたり主な交通手段として使われ、今
も観光タクシーや渡し舟として活躍する
乗り物です。フレデリック・クレマンは、
イタリアを舞台にした『ヴェニスの楽器
職人』に、複数のゴンドラが空を飛ぶ幻
想的な場面（図６）を描いています。
　絵本のなかの乗り物をとおして、文明
の変遷、その地域特有の自然環境や風土
をみることができます。身近な乗り物か
ら不思議な乗り物まで、絵本画家が描い
た、魅力あふれる“乗り物”の数々をお
楽しみください。 （水谷　麻意子）

−ちひろ没後40年−　絵本になった！『窓ぎわのトットちゃん』展
●2014年3月1日（土）～5月13日（火）
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●展示室1・2

●展示室3・4

図１　井上洋介（日本）　『でんしゃえほん』（ビリケン出版）より　２０００年

図３　赤羽末吉（日本）『春のわかれ』
（偕成社）より　１９７９年

図４　ユゼフ・ヴィルコン　（ポーランド）
『魔法の森』より　１９８５年

図６　フレデリック・クレマン　（フランス）
『ヴェニスの楽器職人』より　１９８８年

図５　マーチン＆アリス・プロベンセン（イギリス）
『スティーヴンソンのおかしなふねのたび』（ほるぷ出版）より　１９８７年頃

図２　西村繁男（日本）　『がたごとがたごと』（童心社）より　１９９９年

図２　こげ茶色の帽子の少女　１９７０年代前半

図３　「このあしたん」　１９６９年

バラと少女　１９６６年春の野原　１９６９年

図１　後ろ姿のおさげ髪の少女　
１９７０年
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活動報告

　ちひろ没後４０年記念の講演や画家を講師
に迎えてのワークショップ、安曇野の四季
の美しさを美術館の空間のなかでも味わう
イベントなどを企画しています。

■ちひろ没後４０年記念の催し■
○『窓ぎわのトットちゃん』朗読会と対談
４月２０日（日）には安曇野ちひろ美術館で
プロの読み手を迎えての朗読会を行います
（詳細はINFORMATIONのイベント予定
を参照）。なお、５月には東京において朗
読会と財団理事長・山田洋次と館長・黒柳
徹子による対談の集いを行います（予定会
場：講談社旧社屋講堂　詳細はちひろ美術
館公式ＨＰにてお知らせします）。
○記念講演会「松本猛―母を語る」
ちひろの命日である８月８日（金）に、安
曇野ちひろ美術館多目的ギャラリーにて記
念講演を行います。
■ロジャー・メロを迎えて■
５月１７日（土）にブラジルからロジャー・
メロを迎え、画家本人によるギャラリート
ークや絵本の読み聞かせを行います。
■ワークショップ ｂｙ スズキコージ■
９月１９日（金）からはじまる注目の企画展
「聖コージズキンの誘惑展」。２０日（土）
には、スズキコージによるライブペイント
やワークショップも開催します（松川村図
書館と共催　会場：松川村すずの音ホール）。
■ちひろの水彩技法ワークショップ■
夏期以外でもにじみの水彩技法を体験でき
る日をつくりました。６月と１１月に、ちひ
ろの技法体験ワークショップを行います。
６月８日（日）、１１月１６日（日）、３０日（日）
■夜のミュージアム■
２１時まで開館時間を延長する日をつくりま
した。季節にあわせたイベントとともに、
昼間とは違った美術館の魅力をお楽しみい
ただけます。
　６月２１日（土）は、ロジャー・メロ展に

　２０１３年１０月１２日（土）、絵本画家・武田
美穂さんを講師に迎え、松川村すずの音ホ
ールにて、「ひみつきちをつくろう！」が開
催されました。松川村公民館・図書館 共催、
青少年育成村民会議家庭教育部会 後援で
行われたこのワークショップには３４名が参
加。親子や友だち同士で班になり、さまざ
まな素材で自分たちだけの“ひみつきち”
をつくりました。
　武田さんから「スタート！」の声がかか
ると、どんな基地にするか皆で話し合いを

始める子、我先にダンボールを組み立てる
子など、班ごとに基地作りが始まりました。
　土台にはそれぞれダンボールを使用。箱
型にしてから円形に積み上げた「かまくら
型基地」や、縦につなげて、シールで飾っ
た「電車型基地」、いろいろな方向から 潜 る

くぐ

ことができる「迷路型基地」……、オリジ
ナリティあふれる基地の数々が姿をあらわ
します。武田さんも子どもたちと力をあわ
せて「滑り台付基地」を完成させました。
　大人も子どもも、自由に想像を広げ、改

めてものをつくる楽しさに触れたワークシ
ョップとなりました。 （宍倉恵美子）

〈活動報告〉2013年10月12日（土）武田美穂ワークショップ「ひみつきちをつくろう！」
共催：松川村公民館・図書館　　後援：青少年育成村民会議家庭教育部会

関連して「ブラジルを楽しむ夕べ」を行い
ます。サッカーワールドカップの真っ最中
のこのとき、美術館でも南米の音楽を楽し
めるミニコンサートを企画します。
　８月２３日（土）は、浴衣を着てご来館い
ただくと、カフェでドリンクをサービスし
ます。心地よい夏の宵を美術館でお過ごし
ください。
　９月２７日（土）の夜のミュージアムのテ
ーマは、「お月見」。秋の名月を安曇野ちひ
ろ公園で楽しむ夕べを企画します。館内で
もススキなどを用いた手作りの灯りの工芸
作品を飾ります。
■朝のミュージアム■
夏に８時から早朝開館する日をつくります。
絵本カフェでは美味しい目覚めのコーヒー
をご用意します。７月２０日（日）、２１日（祝）、
８月３日（日）、２４日（日）
■そのほかのお知らせ■
○写真撮影スポット
展示室内での撮影はご遠慮いただいていま
すが、ここだけはＯＫのちひろの絵と一緒
に写真を撮ることができるスポットが生ま
れます。ちひろの子どもたちと一緒に記念
撮影をどうぞ。
○出版
・第一弾の好評に応えて『e-MOOKいわさ
きちひろ』（宝島社）の第２弾が刊行さ
れました。安曇野ちひろ美術館はもとよ
り、安曇野周辺散策に役立つガイドブッ
クです。

・ドキュメンタリー映画「いわさきちひろ
～２７歳の旅立ち～」は２０１３年の２月より
これまでに全国約５０箇所で自主上映が行
われました。映画のなかでは紹介しきれ
なかったちひろを知る方々の証言が、没
後４０年を記念して刊行されます（新日本
出版社より８月刊行予定）。

○８月の開館時間の変更について
安曇野ちひろ美術館は、お盆時期の８月９

２０１４年の安曇野ちひろ美術館の活動について
活動紹介

　３月１日（土）、展示室２「ちひろの人生」
がリニューアルオープンします。現在設置
している年譜パネルや、洋服、帽子などの
ちひろ愛用の品々に加え、新たに映像を取
り入れて、いわさきちひろの生涯を紹介し
ます。
　２０１２年に公開されたドキュメンタリー映
画「いわさきちひろ　～２７歳の旅立ち～」の
制作時に撮影されたちひろゆかりの人々の
証言映像から、今回は、戦前から晩年まで
のちひろの姿や思い出、絵本表現について
語られた１１名の証言を、約３分の映像で再
生・視聴できる常設コーナーを設置します。
 

　このほか、各年代のちひろの写真をスラ
イドショーとして公開します。画家であり、
一人の女性であり、母であったちひろ。貴
重な証言と映像を通して浮き彫りになる 
いわさきちひろの素顔をご覧ください。
 （宍倉恵美子）

１１人の証言者　＊予定・敬称略・順不同
松本善明（夫）／松本猛（息子）／黒柳徹
子（当館館長）／内藤多美子（従兄弟）
／三輪寛子（丸木アトリエの仲間）／
渡辺泰子（元編集者）／武市八十雄
（元編集者）／高畑勲（アニメーショ
ン作家）／田島征三（画家仲間）／平
山知子（松本時代の知人）／辻晶子・
松山雅子・山野朝子（神田時代の知人）

展示室２「ちひろの人生」が
リニューアルします

日（土）から１７日（日）までは１８時まで、
そのほかは通常通り１７時閉館といたします。
　各催しの詳細はＨＰにて随時お知らせい
たします。 （阿部恵）
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ちひろを
訪ねる旅○
静岡・こころ豊かな
教育を求めて

幼児指導絵本「あそび」

　いわさきちひろの早い時期の仕
事に、静岡での雑誌や絵雑誌があ
ります。ひとつは、母親向けの教
育雑誌、静岡図書の「ＰＴＡ教室」
（１９５０年代創刊）と、同社が発展
的に継承された静岡教育出版社の
「母と生活」（１９５９年１０月創刊）。
ちひろは、１９５０年から７２年までの
長きにわたって、表紙や挿絵を描
きつづけました。静岡教育出版社
は、創業の経緯を、「戦後、　物資
がとぼしく子どもたちの教育もま
まならない厳しい状況のなか、　
静岡県の教職員たちが静岡県の児
童・生徒に、こころ豊かなそして
質の高い教育をするために、　文
字どおり手づくりの教材編集をは
じめました」と記しています。　

　５０年代、ちひろは「夏休みの友」
の仕事も引き受け、校長会に呼ば
れて何度か静岡を訪れています。
当時、校長先生の中には、気立て
のよい若いお嬢さんに、ふさわし
い伴侶をと世話を焼く人もいて、
ちひろがすでに結婚していると知
り一同大いに驚いたということも
あったと言います。
　幼児指導絵本「あそび」（静岡福
祉事業協会）は、地方都市で独自
に刊行された珍しい絵雑誌。５０年
代に創刊され、７０年代前半までの
刊行が確認されていますが、詳細
はわかっていません。この「あそ
び」には、武井武雄や長新太など、
第一線で活躍する画家たちが絵筆
を振るいました。

　なぜ、ちひろが静岡でこうした
仕事をすることになったのか、き
かっけは定かではありません。け
れど、戦争が終わって、二度と子
どもを戦場に送らない、平和な国
を築いていこうという思いを胸に、
教師も子どもの本の作家や画家も、
熱い思いで教材や雑誌作りに取り
組んでいた、そんな時代の息吹が
伺えます。そして、子どもたちの
日々の暮らしを大切に、地域の独
自性を反映した教育の考え方は、
今も学ぶところがあります。
　一昨年、静岡県立中央図書館で
「あそび」の展覧会が行われ、研
究も進みつつあります。その実相
が、当時の理想とともに明らかに
なる日が楽しみです。（竹迫祐子）

10月17日
今年は、孫が２人増え、４人にな
りました。ちひろさんの絵を見て
いると、孫の顔が順番に浮かんで
きます。今度は、孫を連れてと思
っています。 （Y.Shimada）
10月30日
今回は、小学生の娘と２泊３日。
ちひろ美術館のために東京からや
ってきました。ここには、良質の
絵本がたくさん置いてあるので、
それらを読むために来たのです。
毎日３時間程を３日間。娘も私も
満喫しました。美術館内は心地良
い空間ですし、外の風景も素晴ら
しいし、大変満足のいく旅になり
ました。まだまだほんの一部の絵
本しか手に取ることができなかっ
たので、第２弾を計画したいです。
 （飯塚）

子どもの頃の情景がよみがえって
懐かしかったです。ちひろさんの
イメージが少し変わりました。暗
い表情の目が印象的でしたけど、
CMや絵本でかわいらしい、子ど
もの明るい様子も描いていたので
すね。 （E）

＊　　　＊　　　＊
初めて来ました。ちひろさんの絵、
あったかく　やさしく　それでい
て大胆。 （６６才男性埼玉より）
11月14日
もう何十年も前に絵本で見た、つ
るのおんがえしの絵。私が小さい
ころ見た絵。私の子ども２人が新
しい目で見ている。この絵が、
次々と子から孫へ伝わっていてほ
しい。 （愛知県　佐藤幸義）
11月19日
ちひろさんのアートを知り、数十

年が過ぎました。今回念願かなっ
てようやく妻と２人で訪れること
ができ大変うれしく思っています。
私自身の子どものころと重なると
ころもあり、なつかしい思いもで
てきます。一枚一枚を見ていると
心が洗われ、すがすがしい気持ち
になれる充実感はなんでしょうか。
 （名古屋市　三好義和）
11月23日
「となりのせきのますだくん」と
いう本がおもしろかったです。怪
獣のますだくんが最後に人間にな
っているところがすごかったです。
やや興奮気味の私です。また、来
たいです。 （荒巻きらり　９才）

＊　　　＊　　　＊
勝手に神様だと思っているスズキ
コージさんの絵を見に来ました。
出会わせてくれてありがとう。

10月28日（月） 
恒例の安曇野寄席で人気の落語家、
三遊亭時松さんを講師に迎え、松
川小学校で落語のワークショップ
を開催。６年生全員が参加した。
はじめに行った「いつ、どこで、
誰と、何をした」という、バラバ
ラにつくった短文を、ランダムに
つなげる課題では、意図せず愉快
な文章ができあがり大笑い。その
後、希望した数人が座布団にすわ
り、落語の所作や発声の指南を受
けた。表情の硬かった子どもたち
も、伝統文化の面白みに触れ、後
半には、心からの笑顔が弾けてい
た。
10月30日（水） 
今年で５年目となる、韓国の絵本
画家、パク・チョルミン一行の来
村。今回は、初の子ども参加者で
ある６歳の男の子を含む１５名が、

２泊３日を松川村で過ごす。初日
に公民館で行われた夕食会では、
村のお母さんたちによるごちそう
や金箔入りの地酒で乾杯。ジェス
チャーでの会話でも意気投合した。
歓迎会のあとは、地元の農家に分
宿。翌日は美術館での研修後、村
の子どもたちとの交流会。韓国の
民族衣装、チマチョゴリの折り紙
や、ボディペイントなど、言葉だ
けでないコミュニケーションで一
層距離が縮まった。年々活動の密
度が上がり、これからがさらに楽
しみ。
11月2日（土） 
開催中の「ちひろのアトリエ－東
京・黒姫－」展にあわせ、１１月１
日～４日まで、「安曇野スタイル
２０１３　ちひろの暮らし展」を開催。
ちひろが生きた昭和の時代から、
時を超えて愛され、受け継がれて

きた工芸品を展示した。今日は閉
館後に、夜のイベントとして、塩
尻市出身のパントマイミスト、藤
森まさやす氏を迎え、ちひろが好
きだった映画音楽などにあわせて
のパフォーマンス。エアーキャッ
チボールなど、参加者を巻き込む
熱演に、会場は大盛り上がり。大
人も子どもも、パントマイムの不
思議な世界に引き込まれる一夜と
なった。
12月28日（土） 
１２月１日～２月末の冬期休館中は、
新しい年の展示企画や、印刷物の
制作などに加え、年に一度、館内
各所のメンテナンスも行う。昨年
は雪が多く、雪下ろしをしながら
の屋根補修に苦労したが、今年は
雪も少なく、順調に工事が進み、
本日無事に完了したとの報告に一
安心。

５２

「母と生活」 「ＰＴＡ教室」
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時代を超えて語り継がれるアンデルセ
ンと宮沢賢治の童話。ちひろも、画家
として人として、二人の作品世界に深
く共感したひとりでした。本展では、
『おやゆびひめ』や『あかいくつ』な
ど、アンデルセンの代表的な童話を描
いた絵本や単行本の作品、宮沢賢治の
物語を描いた唯一の絵本『花の童話集』
などを展示し、ちひろの感性を通して
映し出された二人の作家の世界を紹介
します。

●4月19日（土）開館記念日
安曇野ちひろ美術館、１６回目の開館記念日です。この日ご来館の先着
１００名に、非売品ポストカードをプレゼントします。

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

〈展示室5〉絵本の歴史

今年サッカーワールドカップが開催
されるブラジルで活躍中の絵本画家
ロジャー・メロの原画が初来日。１００
冊以上の絵本の絵を手がけ、自ら文
章も書くメロは、その鮮やかな色彩
感覚と、斬新なデザインで多くの人
を魅了しています。日本初公開とな
る絵本１２冊の原画や資料などを通し
て、彼のつくる多様な世界をお楽し
みください。

〈展示室4〉〈企画展〉ブラジルからやってきた！　
色彩の画家 ロジャー・メロ展

〈展示室1・2〉ちひろ没後４０年　
ちひろの愛した アンデルセンと宮沢賢治

ロジャー・メロ（ブラジル）
『Jardins』より ２００１年

踊るカーレン『あかいくつ』
（偕成社）より １９６８年

●新刊紹介『愛蔵版　絵童話　窓ぎわのトットちゃん』
１９８１年に刊行された『窓ぎわのトットちゃん』。
今では中国を中心としたアジア圏でも翻訳され、
読みつがれています。今回、「トットちゃん」と
同世代の子どもたちも楽しめるよう、新たに編
集。各見開きにちひろの絵が収録され、読み聞
かせにも向いた一冊です。

○２０１４年５月刊行（予定）講談社
○体裁：Ｂ５変形  上製  カバーつき  各巻９６Ｐ
○価格：上下巻　各１４００円（予定） 本を抱える少女　１９７０年

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション 世界の画家たちが愛した物語
多くの画家が描いてきたアンデルセンやグリムの童話、文化や風物が映し出される各国の民話など、物語のために描かれた作品を展示します。
世界の絵本画家たちが描いた魅力あふれる物語の数々をご覧ください。

●中学生ボランティアの報告書が
　できました！
夏休み期間、地元・松川中学校の生徒が、体験コー
ナーのサポート役・解説ツアーガイドなどとして
活躍する中学生ボランティア。２０１３年版、活動報
告書ができました。
※ご希望の方は、安曇野ちひろ美術館までお問合
せください。
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会…許距
〈活動報告・活動紹介〉２０１３年１０月１２日（土）武田美穂ワークショップ「ひみつきちをつくろう！」／２０１４年安曇野ちひろ美
術館の活動について…鋸
　ちひろを訪ねる旅５２／ひとことふたことみこと／美術館日記…漁

●〈館外展紹介〉
　ちひろ美術館コレクション　世界をめぐる絵本の旅

ちひろ美術館コレクションの中から、珠玉の作品約１５０点をお届けし
ます。国際アンデルセン賞画家賞をはじめとする国際的な絵本賞作家
の作品や、世代を超えて愛され続けているミリオンセラーの絵本原画
なども多数出品されます。

○会　期：２０１４年４月２６日（土）～６月１日（日）
○会　場：福島県立美術館
○開館時間：９：３０～１７：００（最終入館は１６：３０まで）
○休館日：４月３０日、５月７日、５月１２日、５月１９日、５月２６日
○入館料：一般・大学生８００円、団体６４０円、高校生以下無料
○４月２６日（土）１４：００～１５：３０、松本猛による講演会「いわさきち
　ひろと世界の絵本画家たち」があります。
　※イベント・展示についてのお問合せは、福島県立美術館へ
　TEL：０２４−５３１−５５１１

主催：福島県立美術館・ちひろ美術館・福島民放社・福島テレビ
共催：福島県立図書館　後援：福島市

●3月16日（日）感謝デー
日ごろの感謝を込めて、この日はどなたでも入館料無料でお楽しみい
ただけます。ワンドリンクサービス、おはなしの会、水彩ワーク
ショップなど、イベントが盛りだくさんの一日です。

●展示関連イベント　『窓ぎわのトットちゃん』朗読会
○日　時：４月２０日（日）１４：００～１５：００
○会　場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー
○読み手：abn長野朝日放送アナウンサー

蔵田玲子
○申し込み：要事前予約（HP、TEL.０２６１−６２−０７７２にて）

蔵田玲子さん
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