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●展示室1・2・多目的ギャラリー

〈企画展〉はじめてみる、ちひろの世界。 いわさきちひろ×佐藤
●2015年7月17日
（金）～9月23日
（水・祝）

現代を代表するグラフィックデザイナ
ー・佐藤卓。彼が最初に手掛けたちひろ

他

卓＝展

主催：ちひろ美術館
協力：佐藤卓デザイン事務所、㈱ライティング プランナーズ アソシエーツ
後援：絵本学会、こどもの本WAVE、
（公社）全国学校図書館協議会、
（公社）日本グラフィックデザイナー
協会、（一社）日本国際児童図書評議会、日本児童図書出版協会、（公社）日本図書館協会、長野県教
育委員会、松川村教育委員会

佐藤卓が選んだ、ちひろの絵
−ちひろの描く線画−

もうひと
つの「いわ

美術館の仕事は、１９９
７年の安曇野ちひろ

本展では、ちひろの作品を佐藤卓がも

さきちひろ

美術館開館にあわせてデザインしたシン

う一度見直し、その絵の本質的なテーマ

×佐藤卓＝

ボルマークでした。以後、ちひろ美術館

はなにかを探りました。佐藤が目を留め

箱」は、ち

のさまざまな印刷媒体や商品を手掛け、

たのは、これまで展示される機会があま

ひろの絵を、

ちひろの繊細な世界を大切にしながら、

りなかったスケッチです（図４、５）
。完

「箱」とい

その絵を生かすデザインとはどういうも

成を求めずになにげなく引いた線が、い

う三次元の

のかの方向性を示してきました。佐藤卓

きいきとしていることに興味をひかれた

空間に入れた作品です（図８、９）
。箱の

は、今、ちひろの絵を最も多くみている

といいます。佐藤は、次のように語って

奥にちひろの絵を置き、その前には、佐

デザイナーといえるでしょう。

います。

藤が絵からインスパイアされた「もの」

いわさきちひろ×佐藤卓＝箱

本展は、そんな佐藤卓が「はじめてみ

「すごいデッサン力なんですよ。鉛筆

が置かれています。人は知っていると思

る、ちひろの世界」を開こうとプロデュ

が道具というよりも手の延長線上にある

うとよく見ようとしなくなりますが、な

ースした展覧会です。佐藤のデザインを

わけです。ことばがぽろっと出てしまう

にかわからないことがあるときには、じ

紹介する「佐藤卓のデザイン採集」、ちひ

ように、自分の感じたことが、線になっ

っくりと見て、考えます。この箱を見る

ろの絵の新しい見方を提示する「佐藤卓

てしまうのですね。スケッチというのは、

人は、ちひろの絵と置かれたものとの関

が選んだ、ちひろの絵」のほか、ちひろ

完成させたり人に見せることを考えず、

係を考え、絵だけのときとはまた違う、

の絵を素材に佐藤卓が実験的な試みを行

どんどん描いていくものです。そこにち

さまざまな思考をめぐらすことになるで

った「いわさきちひろ×佐藤卓」のコラ

ひろの本質的なものが見え隠れしている

しょう。この箱は、ちひろの絵を全く新

ボレーション作品も展示します。

なという気がしたのです。
」

しい視点から見つめ直す仕掛けともいえ

佐藤卓のデザイン採集

よく知られた代表作や、デッサン力の

ます。

私たちの身近に流通する商品として存

際立つ子ども像などをあえて加えず、鉛

在する佐藤卓のデザインを、昆虫を捕ま

筆や割り箸ペンによる多彩な「線」に、

絵は普遍なわけですから、実は常に人と

「絵が描かれたのはかつてであっても、

えて標本箱に入れる昆虫採集のように、

鑑賞者が集中できる展示空間をつくり出

の関係のなかで変化しながら、その時代

特製の箱に入れてみせる試みが「デザイ

します。

に生きています。これからまた１
０年、２
０

ン採集」です（図１）。おなじみの「ロ

年先に、ちひろの絵が新鮮に見えてくる

ッテ

キシリトールガム」
「Ｓ＆Ｂブラッ

にはどんな見方、伝え方をしたらいいの

クペッパー」などが、箱に入り照明を当

か。そこにデザインが役にたつのではと

てて展示され、見られる対象となったと

思って試行錯誤しました。
」
と佐藤はいい

き、初めてデザインが意識的に見えてき

ます。また、
「変えてはいけないことを

ます。佐藤は「デザインとは、それ自体

大切にすると共に、常に変化を恐れない

や美しさが目的なのではなく、何かと何

ということも大切だと思うのです。
」
とも。

かをつなぐもの」という考え方のもと、
商品の本質を見極めて、情報を整理し、
その魅力を人に伝えるデザインを考え続

時代を超えて親しまれてきたちひろの絵
野菜の切り方 １
９
５
０年代後半

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

けてきました。ここでは、それぞれの商

ちひろが絵を描いたときからおよそ半

品を佐藤がどのように考え、デザインし

世紀。印刷美術の画家だったちひろの絵

たか、その考え方の過程についても彼自

は、描かれた当初には絵本や広告、挿し

身のことばで紹介します。また、
「明治

絵などそれぞれの目的をもっていました

おいしい牛乳」や、銘菓「チロリアン」
（図

が、長い年月の間に、彼女の意図を超え

３）など、自分でデザインした商品を巨

た広がりを見せてきました。

大化した立体作品（図２）も展示します。

佐藤は、そんなちひろの絵のもつ可能
性を、
もっと自由に引き出す
「いわさきち
ひろ×佐藤卓」の実験に取り組みました。
その答えのひとつが「いわさきちひろ
×佐藤卓＝バナー」
（図７）
。ちひろの線
画から、佐藤卓が線を取り出して、パタ
ーンデザインにしたものです。岩やブラ
ンコ、家並み、草木などを描いた絵の線
だけを切り離し、拡大や回転、連続など
の操作をして、あるリズムと無限の広が

明治おいしい牛乳 ２００
１年
ロッテ キシリトールガム １９９７年
エスビー食品 スパイス＆ハーブシリーズ

りをもった新たな表現へと生まれ変わら
２００６年

に対する既成概念を取り払い、新鮮な見
方を提示する、佐藤卓の実験的な試みを
ご覧ください。

（上島史子）

佐藤 卓
ＴａｋｕＳａ
ｔｏ

1979年東京芸術大学デザイン科卒業、
1981年同大学院修了、株式会社電通を
経て、1984年佐藤卓デザイン事務所設
立。「ロッテのキシリトールガム」「明治
お い し い 牛 乳」等 の 商 品 デ ザ イ ン、
「PL
EATSPL
EASEI
SSEYMI
YAKE」の
グラフィックデザイン、
「クリンスイ」の
グランドデザイン、
「武蔵野美術大学
美術館・図書館」のロゴ、サイン及びフ
ァニチャーデザインを手掛ける。また、
NHK Eテレ「にほんごであそぼ」の企
画メンバー及びアートディレクター・
「デ
ザ イ ン あ」総 合 指 導、21_
21DESI
GN
SI
GHTのディレクターを務める。

せています。
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●展示室1・2・多目的ギャラリー

他

佐藤卓のデザイン採集

図１

佐藤卓

明治おいしい牛乳 ２
０
０
１年

佐藤卓が選んだちひろの絵

図２

佐藤卓

チロリアン五人衆・立体 ２
００
６年

図３

図４

いわさきちひろ
ブランコと子どもたち １
９
７
１年

図５

佐藤卓

千鳥屋

チロリアン １
９９７年

いわさきちひろ
葛温泉・高瀬川で遊ぶ子どもたち １
９
５
６年

いわさきちひろ×佐藤卓の実験室

図６

図８

いわさきちひろ×佐藤卓＝箱 ２
０
１
４年

図９

図７

いわさきちひろ×佐藤卓＝バナー ２
０
１
４年

いわさきちひろ
ひまわりとあかちゃん １
９７
１年

いわさきちひろ×佐藤卓＝箱 ２
０
１４年

＊図１、２、３、７、８は、２
０
１
４年にちひろ美術館・東京で
開催された展覧会での写真です。
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●展示室3・4

ちひろ美術館コレクション

衣装あれこれ涯世界の絵本展

●2015年7月17日
（金）
～9月23日
（水・祝）
本展では、ちひろ美術館コレクションか
ら、衣装をテーマに世界各国の絵本画家の

りました。伝統が息づく多彩な民族衣装か

とたんに動物はある社会的な存在に」なっ

らは、世界の文化の多様性が感じられます。

たと語っています。

作品を紹介します。
当コレクションは、日本や欧米、アジア
やアフリカ、中南米など世界３３の国と地域
にもおよび、その作品のなかには、さまざ
まな民族衣装も登場します。

エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）
『つぼのおうち』より １
９
５
９年

ボロルマー・バーサンスレン（モンゴル）
『ぼくのうちはゲル』より ２００４年

ローベルト・ブルン（スロヴァキア）
『シンデレラ』より １
９
８
９年

ラチョフが描く『つぼのおうち』のオオ

架空の世界を舞台にした物語では、絵本

カミは、ロシアでは高貴な人物が着用する

ならではの自由な発想で描かれた衣装が登

襟が高く丈の長い外套に身を包んでいます。

場します。ブルンは、よく知られた『シン

ロシア民話には、動物の姿を借りて、人間

デレラ』の物語を、想像力を広げて登場人

の本質や社会を風刺した寓話が多く、ラチ

物や服装を独自の表現で描いています。丸

バーサンスレンの『ぼくのうちはゲル』

ョフは動物に衣装を着せることで、主人公

みを帯びた有機的な形は、リアルな身体の

の登場人物は、モンゴルの民族衣装デール

の職業や階級などを巧みに表現しました。

描写とは異なりますが、どこかユーモラス

を着ています。草原での遊牧生活を送るの

当時のソビエトでは、出版事業は国の統制

で、薄い布をまとった裾のフレアの陰から

に、立て襟と長い裾が日光や風、寒さから

下にあり社会主義リアリズムに即した表現

は足のような形が透けて見えています。デ

身を守り、折り返した袖を伸ばせば手を保

が求められていました。風刺を含んだ着衣

フォルメされた顔や身体、細かな模様に彩

護することができます。地域特有の自然環

の表現に編集部は困惑し、動物をありのま

られた奇妙な衣装や帽子が、不可思議な印

境や風土、生活様式の必然から生まれ、歴

まの姿で描くよう求めますが、ラチョフは

象を与えています。

史を重ねて独自のスタイルに至った民族衣

これを頑なに拒否したといいます。ラチョ

絵のなかに描かれた衣装からは、趣向を

装は、その民族にとってのアイデンティテ

フは「民話の動物は、森に住んでいる動物

凝らした画家の個性とともに、世界各国の

ィーを示すものであり、民族の象徴ともな

とはまったく違っています。
（略）
服を着た

文化や伝統が見えてきます。 （山田実穂）

〈活動報告〉 2
0
1
6
年夏「トットちゃんの広場」オープン・プレイベント
４月２９日（水・祝）飯ごう炊さんの会
『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに

たちで料理をする大変さや、みんなで協力

懸命に取り組んだ結果、素敵な椅子が完成。

する楽しさを感じたようでした。

当日の感想には、
「トンカチをほめられて嬉

５月２３日（土）電車の教室づくりワークショップ

しかった」
「生徒さんが、やさしくしっかり

第２弾では、地元・池田工業高校建築科

教えてくれて、子どもも大人も楽しく取り

ば

ちなんだ活動の第１弾として、松川村の馬
ろ

お

羅尾高原で飯ごう炊さんを行いました。
今日は、松川村の自然や食べ物について
とても詳しい方が先生です。薪を使った火

の生徒に教わりながら、木の小さな椅子を
つくりました。

組めました」といった声が寄せられました。
池工との電車の教室づくりはこれからい

の起こし方、ご飯の炊き方などを丁寧に教

作業に

わりました。自分たちで米を研いだり、飯

入る前に、

机や椅子が電車に並ぶ日も、もう間近です。

ごうを火から降ろすタイミングを見極めた

昨年秋に

６月６日（土）松川村の畑の先生と農作業体験

りと、初めての体験に試行錯誤しながら、

長野市か

第３弾では、農業が盛んな松川村の畑の

ご飯が炊きあがりました。もうひとつのメ

ら松川村

先生といっしょに、さつまいもの苗を植え

ニューの

の安曇野

ました。
「苗が風邪をひかないように、土

豚汁は、

ちひろ公

はしっかりかぶせてね」
「さつまいもは痩せ

たくさん

園へと移

た土が合うから肥料はいらないんだよ」
。

の野菜と

設された電車を見学。「トットちゃんの教

畑の先生のことばをみんな真剣に聞きなが

松川村の

室が電車だったなんてすごい」と驚く子ど

ら作業をしました。１０
０本の苗もみんなで

味噌を使

もたちは、教室へと生まれ変わる車両を

植えるとあっという間です。秋にはこのお

い、やさ

「完成が楽しみ！」とじっくりと眺めてい

いもで焼

しい味に仕上がりました。

ました。

きいも大

よいよ本格始動します。池工生がつくった

できあがったころには、お腹もぺこぺこ

館内に戻り、いよいよ作業開始。
「もの

会をしま

に。安曇野の大自然のなかでいただく食事

づくりの楽しさをみんなに知ってもらいた

す。いま

は格別で「みんなでいっしょに外で食べる

い」と語る池工生から、ノコギリやカナヅ

から収穫

と美味しい！」と、子どもたちの元気な笑

チの使い方を教わりながら、５枚の板を組

が楽しみ

い声が森に響きました。「親子で参加でき

み合わせていきました。
「いち、に、さん、

です。

ていい機会になった」
「新しいお友だちがで

し！」と声をあわせながら板を切る子、
丁寧

毎月イベントを開催しながら、トットち

きた」などうれしい声も。参加した子ども

に触って確認しながら木にヤスリをかける

ゃんの広場の完成をみんなで見守っていき

たちは、トットちゃんと同じように、自分

子、豪快に釘を打つ子……、
それぞれに一生

たいと思います。

（畔柳、長井、入口）
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ちひろを
５８
訪ねる旅○
渋谷区伊達跡・
岡田三郎助の画塾
その２

渋谷区恵比寿、伊達跡の記念碑
「岡田三郎助終焉の地」

ひとこと
ふたこと
みこと

いわさきちひろが、１４歳のとき

画室には、たくさんの石膏像が

から通い始めた、洋画家・岡田三

置かれ、棚には岡田が集めたと思

郎助の画塾。女性画家育成のため

われる洋書の画集が並んでいます。

と、薄緑の壁のアトリエがありま

に開いた画塾は、岡田の自宅の一

往時の様子を伝える貴重なフィル

した。おじ様が入って来られると

画に設けられたアトリエにありま

ムも残されていました。そこには、

きは、カランカランと気持ちいい

した。築１００年を迎える、そのア

西洋の絵皿が飾られた壁や、風情

鐘が鳴ります。母屋のお部屋にも、

トリエが、現存しています。

のある画家愛用の椅子。来客には、

おじ様の「縫いとり」やパリの公

木造の瀟洒な洋館は、時が止ま

お手伝いのみっちゃんが淹れたコ

園の白いドレスの女性像が飾られ

ったかのように、今も渋谷区恵比

ーヒーや手作りのケーキがふるま

ていて、まるでフランスに行った

寿伊達跡にあります。極めてシン

われ、画家たちが集えばワインで

かのようでした」と語るのは、ひ

プルなつくりで、明かり取りのた

の歓談がはじまる様子も記録され

ところ画塾でちひろと一緒だった

めの天窓がある岡田の画室を中心

ています。ちひろはずっと制服で

岡田の姪・石尾恵美子さん。ちひ

に、はめ殺しのガラス戸で仕切ら

通っていたといいますが、画塾生

ろも同様に、多感な少女時代に、

れた北側に、一回り小さな画室が

の女性画家のなかには、流行の最

岡田が過ごしたフランスを含め、

あり、女子の画塾に使われていま

先端を行くおしゃれなモガ（モダ

異国の香りを敏感に感じ取ったこ

した。それ以外には、小ぶりで使

ンガール）も映っています。いつ

とでしょう。その芳醇な空気は、

いやすそうなダイニングルームと

も着物をダンディに着こなしてい

ちひろの美意識そのものを形成し

２階に小部屋がひとつ。

たという岡田は、言葉少なく画学

たと言えます。

3月28日（土）

ろさんの絵に励まされていきます。 明日は東京のちひろ美術館に行き

我が家のカレンダーはずっとちひ

（ちょっと年のいった父）

生の間を回って絵を見ています。
「バラのアーチをくぐって行く

（竹迫祐子）

ます。とってもワクワクしてます。

ろさんでした。２６年ずっと月が終

4月9日（木）

4月29日（水）

わるとはずし、その絵を保管して

前回は娘が小さくよく覚えていな

５
９才プラスワンのオヤジにとって

います。

いというのでまた来ました。まわ

も、子ども心にかえることができ

3月29日（日）

りの風景もステキですし、ちひろ

るような心地よい雰囲気でした。

子どものかわいさ、よさなどを思

さんの絵に癒されました。長新太

い出させてくれる…またその画風

さんのブタヤマさん、 懐かしか

5月5日（火）

からちひろさんの子どもに向ける

った！
！ 娘が子どものころに読ん

ちひろさんのあかちゃんの絵は、

まなざしをうかがうことができま

であげた懐かしい絵本がたくさん

やさしくてどこかはかない。
「子

した。改めて“子どもは宝物”と

あってうれしかったです。（J.
S）

ども」でいられる時間がどんなに

いうことを気付かせてくれる。そ

4月11日（土）

切なく、この上なく愛おしいもの

れをもう一度、日本中が、世界中

とってもすごい！
！ちひろさんの手

なのかよくわかった。私はまだ中

が、みんなが、一人ひとりが考え

づくりのワンピースとってもかわ

２なので「子」と「大人」を行ったり

るべきと思いました。

いい！（小６

来たりするけれど、大人になった

（S.
O）

チワワ大好き女子）

（A.
Y）

4月2日（木）

4月23日（木）

とき（でもいつ大人になるのかな

不登校になった今度２年生になる

退職後の一人旅。絵本の世界にじ

ぁ）、ちひろさんの作品を見たら、

子どもと訪れました。子どもがど

っくりゆっくり入りこんでとって

どのようなことを感じるのだろう。

のような状態であれ健康に心豊か

もいい時間が流れました。トット

子ども時代の感性が取り戻せたら

に育つことを願っています。ちひ

ちゃん広場ができたらまた来ます。

いいなと思う。

美術館

4月11日（土）

タート。初回のこの日は小学生の

5月24日（日）

日記

「まるごとちひろ美術館」展にち

男の子２名が挑戦し、見事合格！

「安曇野まつかわ五月の風音楽

なみ、コレクション画家エリッ

「トットちゃんの広場大使」のバ

祭」が村内で行われる。美術館と

ク・カールの技法を体験するワー

ッジと合格証書を贈呈した。この

公園は街角コンサートの会場とな

クショップを行う。膨らませた水

検定は、来夏オープンの「トット

り、新緑を背にアルペンホルンや

風船やエアパッキンなど意外な道

ちゃんの広場」を多くの方々に知

管楽器の音色が響き渡る。爽やか

具を駆使して紙に模様をつけ、そ

ってもらおうとはじめたもの。こ

な五月晴れのなか、リラックスし

の紙を参加者同士で交換したあと、

れから、東京館とともに毎週土曜

て楽しむお客さまの姿が見られた。

思い思いの形に切って台紙にペタ

日に行う予定。

ペタ。子どもも大人も夢中で手を

5月14日（木）

動かし、個性あふれる色鮮やかな

展示替え２日目。
「戦争を描いた

カードが完成した。

日本の絵本展」では作家からのメ

（中２

K.
T）

ッセージも展示される。戦争法案
が閣議決定されたこの日、
「戦争
反対といっていても、ある日「戦
争賛成」になってしまう日は来る。

5月27日（水）

もうそうなりかかっている。」とい

５月に３０度近い日々が続く。木々

う田島征三さんの言葉が重く心に

の緑が一段と濃くなり、萩やあじ

のしかかる。そうならないために、

さいなど、いつもより少し早めに

4月25日（土）

この展覧会が少しでも力になりま

育っているよう。恵みの雨が待ち

「トットちゃんの広場検定」がス

すように。

遠しい。
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●次回展示予定

2015年9月26日
（土）～11月30日
（月）
チョウンヨン

〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』조은영の絵本づくり展

〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
「ぶどうを持つ少女」の魅力

ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
女」。本展では、
「ちひろの紫」
「横
顔のシルエット」
「帽子のおしゃ
れ」など、５つのテーマからこの
作品の魅力とちひろの表現を紹介
します。

韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
に輝きました。本展では、絵本原画とと
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
大胆な絵本づくりを紹介します。

いわさきちひろ
ぶどうを持つ少女 １
９
７３年

チョ・ウンヨン（韓国）
『はしれ、トト！』（文化
出版局）より ２
０
１０年（個人蔵）

〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション １０人の絵本画家 １０の絵本づくり
〈展示室2〉ちひろの人生 〈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
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/
/
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hi
r
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j
p/ TEL.
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●展示関連イベント
いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
展覧会に関連し、ちひろの絵とコラボレーションするワークショップ
を開催。期間中、地元・松川中学校の中学生ボランティアによる、安
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。
○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と「何か」を
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
日 時：７月２９日（水）～８月１６日（日）
参加費：５００円（入館料別）
定 員：１日３回 各回１０名（先着順）
ワークショップ作品のイメージ

○ちひろの線とコラボレーション
佐藤卓が選んだちひろの「線」をもとに、自由に描いてみましょう！
投稿作品のなかから選ばれた作品を、美術館に展示します。
日 時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
参加費：無料（入館料別）

●松川中学校

図書委員による絵本の読み聞かせ

松川中学校の図書委員が、館内で、絵本の読み聞かせを行います。
日 時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
各日①１２：３０～ ②１３：３０～

●近隣市町村入館無料デー
９月１３日（日）白馬村・小谷村

●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
ちなんだイベントを毎日開催します。参加者限定の
スタンプラリーも行っています。
○全国のトットちゃん大集合
８月９日は黒柳徹子館長の誕生日です。全国のテツコさん、テツコ
ちゃんは、安曇野ちひろ美術館に集合！来館してくださった“トット
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
日 時：８月９日（日）
○トットちゃんの肝だめし
夏休みにお寺で「肝だめし」をしたトットちゃん。夜の安曇野ちひろ
公園で初の「肝だめし」をします。この日は、夜のミュージアムのた
め、２１：００までの開館です。
日 時：８月２９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合
○鉄道ファンあつまれ！ 電車特別見学会Ⅱ
改修工事中のトットちゃんの電車の教室の本年最後の特別見学会で
す。
日 時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
会 場：安曇野ちひろ美術館 正面入口に集合

●朝のミュージアム
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
す。絵本カフェも８：００からオープン。「朝のおはなしの会」（９：００
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

村民入館無料デー

●夜のミュージアム
●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

８月２９日（土）は、２１：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
でドリンクをサービス。当日は、
「すずむしの里クリスタルシンフォ
ニー」も開催され、安曇野ちひろ公園では、すずむし採り（無料）が
行われます。（１９：００～雨天延期）

●敬老の日
８土～８/
１
６日は、１
８
：００まで開館延長）
８月は休まず開館します。（８/

９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。
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