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ちひろ―その心、
花にたくして
●２０１6年３月１日
（火）～5月１０日
（火）
花とともに

もしれません。
「あまやどり」
（図 ２ ）
「は

描いた
「水仙」
（図 ７ ）
は、運命を受け入れ

終戦の翌年、疎開先の松本から画家を

なぐるま」
（図 ３ ）
「春の庭」
（図 ４ ）
のよう

て強く生きると決意した少女の凛とした

志して上京したいわさきちひろは、神田

に、四季折々に庭を彩る花々が頻繁に作

心を映したような気高さを湛えています。

の叔母の家に身を寄せて、「人民新聞」

品に描かれるようになっていきます。

花と子ども

の記者として働き始めます。戦後の混乱

１９６６年に長野県の黒姫高原に山荘を兼

ちひろが最も多く描いた花はバラでし

期に復興をめざして懸命に生きる市井の

ねたアトリエを建てたちひろは、日常の

た。自宅の庭にもバラ棚があり、黄色と

人々の姿をカットや記事に描き、丸木位

雑事に追われることなく絵に集中できる

ピンクの大輪のバラと、四季咲きの白と

里・俊夫妻が主催するデッサン会に学ん

黒姫での生活を大切にしていました。花

真紅のツルバラが咲いていました。

でいました。翌１９４７年には前衛美術会の

バサミを手に山野を散策したり、摘んで

「バラにかくれる子ども」
（図 ８ ）で

創立に参加、日本美術会、日本童画会の

きた草花を部屋中に飾ったこともありま

は、子どものふっくらとしたやわらかな

一員になったのもこのころです。

した。絵本『花の童話集』や『あかまん

肌の感触や楽しげな心持ちが、やさしい

まとうげ』には、ちひろが愛した黒姫の

色合いのバラの花に呼応するようです。

自然が深く息づいています。

子どもと花の大きさの対比は現実にはな

「丸い壺にいけた花」
（図 １ ）
は、
ちひろ
が時代の波にもまれながら画家として成
長したいと模索していた当時の作品です。

自宅のアトリエにもドライフラワーや

いものですが、花びらのリアルな質感と

つましい生活のなかでも未来を見つめて

鉢植えを置き、語りかけるように花を見

大きな花を右上から流れるように配置し

生きるちひろの身近にいつも花があった

つめるちひろの姿がありました。

た構図の工夫で違和感なく見せていま

ことを、このスケッチが語っています。

花を描く

す。子どもの心情を花の色や構図に重ね

結婚して子どもが生まれ、ようやく念

ちひろの描いた花々は、それぞれの花

願の家を持ったのは１９５２年のことです。

の特徴や雰囲気が的確にとらえられてい

以来、ちひろは庭仕事にも勤しむように

ます。
「ダリア」
（図 ５ ）
では、
燃え立つよう

本展では、このほかアンデルセンや宮

なります。近くの農家からリヤカーで売

にうねる花弁が、ダリアの花を情熱的で

沢賢治の世界にも通じる花の妖精たちが

りにくる花の苗や切花を購入したり、季

存在感あるものにしています。
「夏の草

登場する絵本や、花のスケッチやカット

節ごとに花壇の花を植えかえるなど、絵

むら」
（図 ６ ）
では、
太い筆を大胆に動かし

など、ちひろが描いた花々を一堂に展示

の制作の合間に庭の手入れを楽しみなが

て描いた夏草に生命感あふれる草いきれ

し、繰り返し描き続けた「花」に込めた

ら、絵のイメージを膨らませていたのか

が感じられるようです。
『たけくらべ』
に

ちひろの心を見つめます。（徳永美幸）

たような表現は、ちひろが描いた「花と
子ども」
の特徴のひとつとなっています。

●展示室３・4

ちひろ美術館コレクション

花の博覧会

●２０１6年３月１日（火）～5月１０日
（火）
可憐で美しい花は、古くから画家たち

衣装の模様までも繊細な筆致で描き出し

に満ちた生命力を感じさせます。

を魅了し、季節を彩るものとして、
ときに

ました（図 ２ ）
。緻密な描写は、架空の

独創的な花

輝くいのちの象徴として、様々な形で絵

物語にリアリティーを与えています。

のなかに描かれてきました。本展では、

輝くいのちの花

実際の花の姿にとらわれず、画家のイ
マジネーションが生み出した独創的な花

コレクションから「花」をテーマに、世

田島征三の『ふきまんぶく』は、幼い

もあります。スロヴァキアのローベルト

界の絵本画家たちの作品を紹介します。

女の子ふきちゃんと、蕗との不思議な交

・ブルンの作品（図 ５ ）では、楽器を手

花をめぐる物語

流を描いた絵本です。自給自足をめざし

に宙を舞う虫の真下に、赤い花のような

瀬川康男の絵本『だれかがよんだ』の

て東京都西多摩郡日の出村（現町）で営

ものが描かれています。楕円や球体とい

冒頭、犬の主人公「おび」を呼ぶ声の主

農生活を始めた ３ 年目に描かれました。

った曲面による形と、鋭角にとがった形

は、オオイヌノフグリの花
（図 １ ）
です。

「ふきまんぶく」とは蕗の丸い花“ふき

を組み合わせた造形は、幾何学的である

１９７７年より北軽井沢に移り住んだ瀬川

のとう”の村での呼び名です。早春、土

にも関わらず有機的で、頭上の虫を狙う

は、山野の草花や虫のスケッチに没頭し

から顔をのぞかせた萌黄色のつぼみを見

奇妙な食虫植物のようにも見えます。

ます。ルーペを使って構造の細部まで観

つけ、喜びの声をあげるふきちゃん（図

アルゼンチンのクラウディア・レニャ

察し細密な写生を繰り返すなかで、自然

３ ）。少女の感動は、日々土やいのちと

ッツィは、素材を張り付けるコラージュ

が創造したものの美しさに魅了されたと

向き合う田島の実感であり、泥絵の具の

の技法で、ユニークな絵本制作を行って

いいます。小さな一輪の花の描写にも、

重厚なマチエールからは土の匂いまでも

います（図 ６ ）
。植物の葉には気泡緩衝

自然への深い畏敬の念が感じられます。

が伝わってくるようです。

材や糸を使い、ピンクの花の茎には段ボ

アンデルセン原作の「おやゆびひめ」

スーダンのセイフ・エディーン・ロウ

は、誰もが知る花をめぐる物語です。ス

タは、動物たちの背景に、湖面の縁を覆

国や地域が変われば自然環境や植生も

ロヴァキアのヤナ・キセロヴァー・シテ

い尽くすように繁茂する草花を描いてい

異なります。画家の個性によっても多様

コヴァーは、布にテンペラとインクで描

ます（図 ４ ）
。鮮やかで光沢のある強烈

な表現が生まれ、描かれた花の姿は千差

く独特の手法で、花びらの薄くやわらか

な色彩は、アフリカの強い太陽の光とと

万別です。世界の絵本画家たちによる花

な質感とともに、蕊や花の国の人びとの

もに、大地に生きる動植物のエネルギー

の博覧会をご覧ください。（山田実穂）

しべ

ールの凹凸を活かしています。

２

●展示室１
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1958年
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図4

春の庭

1969年
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はなぐるま

1967年
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図 7 水仙『たけくらべ』
（童心社）より 1971年

図8

バラにかくれる子ども

1972年
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図3

図1

瀬川康男『だれかがよんだ』
（福音館書店）より

1973年

1990年

図4

図2

田島征三『ふきまんぶく』（偕成社）より

セイフ・エディーン・ロウタ
『ゲーム』より 1984年

図5

ローベルト・ブルン
『教父コオロギのおとぎ話』より
1979年

ヤナ・キセロヴァー・シテコヴァー
『おやゆびひめ』より 2001年

図6

クラウディア・レニャッツィ 『わたしの家』より

2001年
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●活動報告

松川村・安曇野ちひろ公園
安曇野ちひろ公園拡充計画
安曇野ちひろ美術館の周囲に広がる

トットちゃん広場オープンに向けて
中心に、自身の幼少期をつづった『窓ぎ

や、
その思いを、
未来へつないでいきます。

わのトットちゃん』
（講談社・１９８１年刊）

池工プロジェクト

３６，５００㎡の安曇野ちひろ公園
（長野県・松

に登場する
「電車の教室」
が再現されます。

川村営）。その北側部分が約１７，０００㎡拡

モハとデハニ

電車の教室のなかに設置する机や椅子
は、長野県池田工業高校の生徒さんたち

充され、「食」
「農」
「いのち」
を体験的に学

電車の教室に使用するのは、長野電鉄

の手によるものです。昔の学校で使われ

べる公園として、生まれ変わります。新

より松川村が譲り受けた ２ 両の古い電車

ていた机や椅子をもとに、小学生くらい

たな公園は、大きく ４ つのゾーンに分か

です。南側に位置するモハ６０４（昭和 ２

の子どもたちが使いやすい机の高さや、

れます。敷地の中央に位置する「センタ

年製）には、トットちゃんたちが授業を

椅子とのバランスなどを考え、またこれ

ーハウス」は、公園全体の維持管理を主

受けていた当時の電車の教室が再現され

から長く使っていくために安全で丈夫な

目的とし、地域情報のターミナルとして

ます。北側のデハニ２０１（大正１５年製）

ものになるよう、工夫をしながらつくっ

の役割を担う交流スペースが設置されま

は、現在３０ヵ国以上もの国で翻訳され、

てくれています。開園後も、家具の修理

す。食と農を体験するための調理ができ

読み継がれているトットちゃんの物語

などで面倒を見てくれる予定。
トットちゃ

る実習室も設けられます。「農業体験ゾ

や、トットちゃんを彷彿させる元気な主

ん広場を支えてくれる頼もしい存在です。

ーン」は、野菜や果樹などの作付けから

人公が出てくる絵本や童話を、自由に読

世界中の子どもを笑顔に

収穫までを体験学習する場となります。

める図書スペースとして整備されます。

「雑木林ゾーン」では、松川村に古来よ

統廃合となる学校との関わり

松川村のみなさんをはじめ、たくさん
の方々の力を結集し、いよいよ、今夏オ

り残るオニグルミやクヌギの樹木など、

電車の教室で使用する備品の一部は、

ープンする安曇野ちひろ公園・トットち

豊かな自然と触れ合うことができます。

この春に統廃合となる長野県内の学校か

ゃん広場。
『窓ぎわのトットちゃん』の

ら譲ってもらうことになりました。長野

なかで、トモエ学園の小林宗作校長先生

市立信田小学校は ４ 月から隣町の学校と

が、トットちゃんたちへいつも言い聞か

統合することが決まっています。
創立１４０

せていた「みんな、いっしょだよ。
」と

年もの歴史を持つ信田小学校に併設され

いう思いを受け継ぎ、世界中の子どもた

ている記念館に保存されていた、古い時

ちの笑顔が輝く場として、トットちゃん

計や小さなオルガン、黒板などを譲って

広場が愛されていくことを願い、残り半

いただけることになりました。信田小学

年、開園準備を進めたいと思います。

校のみなさんが大切にされてきたもの



（入口あゆみ）

トットちゃん広場
新たな公園のなかで、安曇野ちひろ美
術館に近い位置につくられるのが「トッ
トちゃん広場」です。トットちゃん広場
には、黒柳徹子（ちひろ美術館館長）
が小
学時代を過ごしたトモエ学園での生活を

手を上げる少年と遊ぶ子どもたち

１９7０年代前半

●活動報告

子どものための展示室

「トットちゃんの部屋」オープン

今春、安曇野ちひろ美術館に、子ども

て遊ぶことができます。

が入ったお弁当をつくるワークショップ

のための展示室「トットちゃんの部屋」

「海のものと山のもの」

のほか、黒板に書かれた時間割のなかか

が新設されます。

トモエ学園では、必ずお弁当に「海の

ら、自分の好きなものを選んでチャレン

個性を育む教育を行っていたトモエ学

もの」
（魚・佃煮など）
と「山のもの」
（野

ジできるプログラムを準備しています。

園での日々をつづった黒柳徹子の著書

菜・肉など）を入れることになっていま

子ども

『窓ぎわのトットちゃん』
。この部屋で

した。戦時中でも、子どもたちには栄養

「子どもの目の高さにのぞき穴を作っ

は、トットちゃんのように、子どもたち

バランスの摂れた食事が大切だと考え

て、そこからのぞくとちひろさんの作品

が楽しみながら豊かな感性を育む場所で

た、小林校長先生のアイディアでした。

が見られるようにできないかしら？」と

のぞき箱

あることを目指した展示を展開します。

いう黒柳の希望をもとにした「子ども

「電車の教室」の再現

のぞき箱」も設置されます。座ったり、

トットちゃんがトモエ学園を訪れたと

かがんだり……、子どもならではの自由

き、最初に心躍らせたのは、本物の電車

な発想でのぞいてみることができます。

の車両を使った「電車の教室」でした。

子どものための活動を続ける黒柳徹子

トットちゃんの部屋では、
「電車の教室」
の内部を再現します。古い黒板や教壇、

やいわさきちひろ、古い学校備品の数々
並んでお弁当を食べている子どもたち

１９６６年

を寄せてくださった方々……、さまざま

木製の学校机、椅子などが置かれた教室

このエピソードをもとにした、ちくわ

な人々の思いが重なり、形となった「ト

では、昔なつかしい雰囲気に包まれなが

や蓮根などをかたどったおもちゃの具材

ットちゃんの部屋」をぜひご覧ください。

ら、時を経て、トモエ学園の一員となっ

（木製）
を使って、
「海のものと山のもの」



（宍倉恵美子）
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ちひろを
訪ねる旅
新宿伊勢丹

伊勢丹ポスター

１９５０年代

襟と袖口に毛皮のついた緑色の

伊勢丹の前身は、１８８６年（明治

で撮ったもの。ちひろが、母文江

Ａラインのロングコートで装うお

１９）創業の呉服太物商「伊勢屋丹

の関わる女子青年団が送り出す満

母さんは、淡いピンクのトーク帽

治呉服店」。１９３０年（昭和 ５ ）に、

州女子開拓団の書道教師として、

にハイヒールでシックな雰囲気。

株式会社伊勢丹を設立し、３３年

中国東北部（旧満州）勃利に赴く前

手をつないだ男の子は、温かそう

（昭和 ８ ）、現在の場所に、ゴシック

に、やはり陸軍病院職員として赴

なフードつきの半コートと半ズボ

様式の外観を取り入れたアールデ

任する妹と撮影したものでした。

ンにブーツで少しもじっとしてい

コ調のビル（清水組設計）を建設

戦後、家庭を持って上井草に暮

られない様子がうかがえます。

し、新宿伊勢丹を開業しました。

らすようになってからも、
伊勢丹は

いわさきちひろが描いたポスタ

このビルは、外壁の装飾や細工も

変わらぬなじみであったようで、

ー「楽しいＸマスのお買物は新宿

美しく、前年の３２年に銀座 ４ 丁目

ちひろのファッションに欠かせな

伊勢丹へ」は、ちひろとひとり息

交差点に建てられたネオゴシック

い帽子にも、伊勢丹の箱のものが

子の猛を彷彿させるもの。どこ

調の銀座和光ビル（渡辺仁設計）

残されています。時には息子と出

か、絵雑誌「コドモノクニ」に描

とともに、東京都の歴史建造物に

かけ、帰りに西武新宿駅近い洋食

かれた１９２０年代の岡本帰一の絵を

指定され、今も東京に残る１９３０年

レストランすずやに寄って、大好

思い起こさせるおしゃれでモダン

代の魅力的なモダン建築です。

きないちごのババロアを食べるひ

な空気が流れていて、幼い頃のち

岩崎家のアルバムに残る１９４４年

と時も楽しんでいたちひろ。それ

ひろの憧れも重なりあっているよ

のちひろと妹世史子が晴れ着姿で

は、まさにポスターそのもの。幸

うです。

おさまった写真は、伊勢丹写真館

せなひとときでした。（竹迫祐子）

ひとこと

9月７日（月）

日の影が長く尾を引いて、赤とん

ね。ちひろさんの絵、ずっとみせ

ふたこと

美術系大学に入学した娘と訪れま

ぼも飛んでいる。よいところに来

てくれていました。

みこと

した。以前来たときは、庭でコオ

られて嬉しく思います。ちひろさ

11月20日（金）

イムシを取って遊んだちひろ美術

んの水彩のぼかしの美しさにひか

ちひろの絵のディテールの特集、

館。小学生だった娘は、家を出て

れます。素敵な午後 ４ 時のひとと

絵の深みを知ることができるもの

一人暮らし。久々の帰郷で、行き

きでした。

でした。本当に子どもはかわい

たいと言い出したちひろ美術館

10月25日（日）

は、今度は館内をひたすら真剣に

子どもを描いたちひろさんの観察

「焔のなかの母と子」はすごい。特

見つめる場に変わりました。子ど

眼に感心します。
「ぽち」が来る

に、母親の目はキナクサイ今の世

もの成長とともに、役割、影響の

のを待っている「ちいちゃん」が

の我々をにらみつけています。可

形を変化させる美術館の懐の深さ

昔の私とダブります。犬が大好き

愛い帽子をかぶり、一房のぶどう

を感じました。

で、引っ越す際に泣く泣く別れた

を持って、のびやかに子どもが住

9月2７日（日）

のですが、 ２ 、 ３ 日して、あげた

める世の中でないといけない。ち

ここにこられてすごくうれしいで

お宅から私の後を追いかけて来た

ひろの絵の優しさや淋しさ、にら

す。わたしは絵が大すきで、ここ

のです。思い出して、涙してしま

みつける目も、すべてが愛に通じ

にきたらもっときょうみをもちま

いました。心優しいちひろさん、

ています。この愛を、我々皆がもう

した。ありがとう。

あまりにも若い死でしたね。

一度取り戻さないといけないので

10月12日（月）

11月2日（月）

はないかと思います。それに、ち

安曇野の夕方。稲わらを焼く匂い

母へ

ひろの絵が一役も二役も担うこと

が煙とともに鼻孔をくすぐる。夕

でも、いっしょにきていますよ

を祈るばかりです。
（京都

美術館

10月2日（金）

10月11日（日）

る。あつあつホクホク絶品の味

日記

ちひろ生誕の地である福井県越前

出展作家チョ・ウンヨンさんを講

に、作業の疲れもふきとぶ。

市（旧・武生）の市政１０周年記念

師に迎え、ワークショップを開

11月1日（日）

企画、ちひろの絵のラッピングバ

催。透明のアクリルボードに絵の

地域全体でおもてなしをする催事

スがお披露目された。 １ 台は市民

具や墨を塗り、乾いてからその色

「安曇野スタイル」の一環とし

バスとして、もう １ 台はスクール

を削り取ることで、線や形を描き

て、「あかちゃんのための初めて

バスとして利用される。ちひろの

出す独自の技法を体験した。やさ

の贈りもの」展を開催。あかちゃ

絵から出てきたような子どもたち

しい笑顔で、身振り手振り、手順

んも楽しめる美術館＝ファースト

が早速乗車。この地で生後 ３ ヵ月

を伝えるチョさんの指導のもと、

ミュージアムとして、ぬくもりの

間を過ごしたちひろが、後に「武

参加者は作業に熱中。それぞれに

感じられる木や布などを使ったク

生の町は私の心のふるさと」と手

工夫が凝らされた迫力満点の作品

ラフトグッズを紹介。親子で手に

紙につづった思いが今につながっ

が完成した。

触れながら楽しむ姿が見られた。

ているようで、胸が熱くなる。

10月25日（日）

1月1８日（月）

「トットちゃん広場」の開園前の

深夜から降り始めた雪が思いのほ

試みとして、松川村の畑の先生に

か早いペースで積もり、一晩にし

教わりながら ６ 月に植え付けたさ

て一面の銀世界。３０ｃｍはあろう

つまいもを収穫。子どもたちは、

かという積雪に、スタッフは朝か

自分の顔よりも大きく実ったおい

ら雪かきで大わらわ。今年はこれ

もを抱えてニッコリ。数日前に先

まで気温が高く、雪もほとんどな

掘りして寝かせておいたものをそ

かったため、遅めの冬の恒例作業

の場で焼いもにし、みんなで頬張

となった。

ちひろと妹世史子

１９４４年

（さとうみ）

（おと）

いっしょにきたかったね。

（ひで）

い。文句なしに愛しい。しかし、

M.N）
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●次回展示予定 2
015年9月26日
（土）
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日
（月）
●次回展示予定
２０１6年5月１4日
（土）
～7月１１日
I
N
F
OR
MA
T
I
ON
〈展示室1・2〉ちひろを語るこの一点
〈展示室4〉〈企画展〉『はしれ、トト！』조은영の絵本づくり展
チョウンヨン

〈展示室１・２〉
ちひろのスケッチ紀行
「ぶどうを持つ少女」の魅力
●次回展示予定
2015年9月26日
（土）～11月30〈展示室4〉
日
（月） 企画展 あべ弘士の動物王国展
チョウンヨン
旅を愛したちひろは、心の故郷・信州をはじ
旭山動物園で飼育員を25年間勤
ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
〈展示室1
・2〉ちひろを語るこの一点
〈展示室4〉〈企画展〉
『はしれ、トト！』
조은영の絵本づくり展
めとする国内旅行はもちろん、当時はまだめ
めた異色の経歴を持つ絵本画家
女」。本展では、
「ちひろの紫」
「横
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
「ぶどうを持つ少女」の魅力
ずらしかった旧ソビエト（ロシア）やヨーロ
あべ弘士。動物と深く関わるな
顔のシルエット」「帽子のおしゃ
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
ッパ各地への海外旅行にも出かけています。
かで、そのいのちの営みを見続
ちひろの代表作「ぶどうを持つ少
韓国の絵本画家チョ・ウンヨンは、デ
れ」など、５つのテーマからこの
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
本展では、旅の見聞が生かされた絵本、風景
けてきた経験が、彼の絵本には
女」
。本展では、
「ちひろの紫」
「横
ビュー作『はしれ、トト！』で、馬が好
作品の魅力とちひろの表現を紹介
に輝きました。本展では、絵本原画とと
や人物のスケッチなどを展示し、ちひろの足
生かされています。動物園で出
いわさきちひろ
顔のシルエット」
「帽子のおしゃ
きな少女の競馬場での一日を描き、ブラ
します。
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
キエフ 老人たち 1963年
跡をたどりながら、旅と絵との関わりに注目
会った動物や、アフリカや北極
れ」など、５つのテーマからこの
ティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ
大胆な絵本づくりを紹介します。
します。
で見た大自然に生きる野生動物
作品の魅力とちひろの表現を紹介
に輝きました。本展では、絵本原画とと
いわさきちひろ
チョ・ウンヨン（韓国）
『はしれ、トト』（文化出
4 4 4
などをテーマに、ユーモアあふ
ぶどうを持つ少女 １
９
７
３年
版局）より ２
０
１０年（個人蔵）
します。
もに、制作過程の資料を展示し、画家の
あべ弘士 「飛ぶ教室」表紙
〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション ふしぎな動物たち
大胆な絵本づくりを紹介します。
れる描写で、いのちのリアリテ
（光村図書出版）
2007年 個人蔵
ひとくちに動物といっても、画家によって描き方は千差万別。鼻を楽
〈展示室3〉ちひろ美術館コレクション
０人の絵本画家 １０の絵本づくり
ィを映し出すあべ弘士の世界を
いわさきちひろ１
チョ・ウンヨン（韓国）
『はしれ、トト』（文化出
ぶどうを持つ少女
１
９
７３年
版局）より ２
０
１０年（個人蔵）
器にしてブルースを奏でるゾウや、民族衣装を着たキツネなど、不思
〈展示室2〉ちひろの人生
〈展示室5
〉絵本の歴史
紹介します。
議な動物たちが描かれた作品を中心に、動物画の代表作を紹介しま
〈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
す。
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。
〈展示室2〉ちひろの人生
〈展示室5〉絵本の歴史
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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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
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●展示関連イベント
●2016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
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いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ

２０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに

ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
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
展示関連イベント
●
●2
016夏トットちゃんの広場オープン・プレイベント
定のスタンプラリーも行っています。
●ちひろの切手シート発売中！
●ちひろ―その心、花にたくして展・関連イベント
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
２
０１５年は『窓ぎわのトットちゃん』のエピソードに
いわさきちひろ×佐藤 卓＝展ワークショップ
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。
幼少期の思い出を想起させる「童画」を題材と
〇ドレスコード特典
ちなんだプレイベントを毎日開催します。参加者限
○全国のトットちゃん大集合
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
したシリーズの第 2 弾のデザインに、ちひろの
期間限定 3 月 1 日（火）～ 5 月10日（火）（ 4 /29～ 5 / 8 のＧＷ期間
定のスタンプラリーも行っています。
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
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
○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
作品が採用されました。ちひろの子どもたちが
は除く）
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
曇野ちひろ美術館ガイドツアーも行います。
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
描かれた切手でお手紙を送りませんか？ 全国
「花」をモチーフにしたファッションでご来館の方には、カフェにて
○全国のトットちゃん大集合
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と
「何か」を
の郵便局で好評発売中です。
1 ドリンクサービスいたします。
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
日
時：８月９日（日）
○ちひろの絵と箱（ハコ）ラボレーション
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
〇ギャラリートーク＆ワークショップ
花を楽しむ
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
中学生ボランティアと一緒に、オリジナルの箱を
日
２９日（水）～８月１６日（日）
第2集
〇名時：７月
称：童画のノスタルジーシリーズ
「ちひろ ―その心、花にたくして」展に関連し、
ちゃん”には、プレゼントをご用意します。
○トットちゃんの肝だめし
立体キャンバスに見立て、ちひろの絵と
「何か」を
参加費：
５００円（入館料別）
〇発行日：2016年
1 月29日（金）
花を楽しむワークショップを開催します。学芸員
日
時：８月９日（日）
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
組み合わせたコラボレーション作品をつくります。
定
各回１０名（先着順）
〇種員：１日３回
類：82円郵便切手（
1 シート10枚組）
によるギャラリートークの後、ドライフラワーを
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
ワークショップ作品のイメージ
日
時：７月
２９日（水）～８月
１６日（日）
〇販売場所
：全国の郵便局など
（当館でも販売中）
使った植物のモビールづくりをします。
○トットちゃんの肝だめし
め、
１：００
参加費：
５００円（入館料別）
○ちひろの線とコラボレーション
※詳細のお問い合わせは、日本郵便株式会社
日 ２
時：
4 までの開館です。
月16日（土）13：00～15：00
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
日
時
：
８月
２
９日（土）１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合
定
員：１日３回
各回１０名（先着順）
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！
経営企画部
広報室
ワークショップ講師：kokageya
荒良木つつじ
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
ワークショップ作品のイメージ
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。
（報道担当）TEL.03-3504-9798まで。
料 金：2000円（入館料込み）
め、
２１：００までの開館です。
○鉄道ファンあつまれ！
電車特別見学会Ⅱ
○ちひろの線とコラボレーション
日 時：７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）
申し込み：要事前予約
日
時：８月２
９日（土）
１９：３０までに安曇野ちひろ美術館エントランス集合
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
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！
参加費：無料（入館料別）
（ちひろ美術館
HP、TEL.0261―62―0772で受付）
す。
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。
●入館無料デー
○鉄道ファンあつまれ！
電車特別見学会Ⅱ
日 時：９月２２日（火・祝）
１３：００～１５：００
日
時：７月
１
７
日（金）～９月
２
３
日（水・祝）
日ごろの感謝を込めて、美術館の近くにお住まいのみなさまが、入館
松川中学校 図書委員による絵本の読み聞かせ
●
改修工事中のトットちゃんの電車の教室を、特別に見せていただきま
会
場：安曇野ちひろ美術館
正面入口に集合
参加費：無料（入館料別）
●ちひろの水彩技法ワークショップ
無料でお楽しみいただけるご優待日を設けました。今年は初の「長野
す。
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。
ちひろの作品の特徴でもある水彩絵の具の“にじみ”技法を体験し、
県民デー」も開催します。お誘いあわせのうえ、ぜひご来館ください。
日 時：９月２２日（火・祝）１３：００～１５：００
日 時：８月１日（土）、４日（火）、６日（木）、９日（日）
オリジナル作品をつくります。
●朝のミュージアム
●松川中学校
図書委員による絵本の読み聞かせ
会
場：安曇野ちひろ美術館 正面入口に集合
各日①１２：３０～ ②１３：３０～
日時：
4 月24日（日）10：00～／13：30～
3 月 6 日（日）松川村民特別優待デー ドリンク 1 杯サービス
７月
１９日（日）
、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
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。
料金：500円（入館料別）
3 月27日（日）長野県民入館無料デー
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
日 時：８月１日（土）、
４日（火）、６日（木）、９日（日）
●朝のミュージアム
申し込み：要事前予約（ちひろ美術館 HP、TEL.0261-62-0772で受付）
4 月10日（日）池田町・生坂村民入館無料デー
●近隣市町村入館無料デー
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
各日①１２：３０～ ②１３：３０～
5 月１３
8 日（日）白馬村・小谷村
日（日）安曇野市民入館無料デー
７月１９日（日）、２０日（月・祝）限定で、８：００からの特別に開館しま
９月
村民入館無料デー
5 月22日（日）大町市民入館無料デー
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
●夜のミュージアム
●ギャラリートーク
●おはなしの会
6 月12日（日）松本市民入館無料デー
●近隣市町村入館無料デー
～）では、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。
●おはなしの会
●ギャラリートーク
８月
２９日（土）は、
００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
6 月26日（日）白馬村・小谷村民入館無料デー
毎月第
2 ・ 4 土曜日２１：
14：00～ちひろ
毎月第 2・4 土曜日11：00～
９月
１３日（日）白馬村・小谷村 村民入館無料デー
でドリンクをサービス。当日は、
展、14：30～世界の絵本画家展 「すずむしの里クリスタルシンフォ
展示や季節にあわせて、絵本
毎月第２・４土曜日
毎月第２・４土曜日
●夜のミュージアム
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
展示室で作品を見ながら、担当学芸員 の読み聞かせや素話などをお
１１：００～
参加自由、入館料のみ
●4月１9日（火）開館記念日
●おはなしの会
●ギャラリートーク
８月
２９日（土）は、
２
１
：００まで開館。浴衣でご来館の方には、カフェ
行われます。
（１９：０
０
～雨天延期）
が展覧会の見どころなどをお話します。
こないます。
参加自由、入館料のみ
１
４：００～ちひろ展
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
（参加自由、入館料のみ）
（参加自由、入館料のみ）
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
毎月第２・４土曜日
１
４：３０～世界の絵本画家展または企画展
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
１１：００～
参加自由、入館料のみ
●敬老の日
行われます。（１９：００～雨天延期）
参加自由、入館料のみ
１４：００～ちひろ展
（８/
８土～
８/
１６日は、１
８：
００まで開館延長）
８月は休まず開館します。
９月２１日（月・祝）は、６５歳以上の方は入館料無料となります。
4０月29日（金・祝）～
5 月 8 日（日）は、18：00まで開館を延長いたします。
●ＧＷの開館情報 2016年
１４：３
～世界の絵本画家展または企画展

●敬老の日

はじめてみる、ちひろの世界。
ちひろ美術館コレクション 衣装あれこ
CONTENTS 〈展示紹介〉
いわさきちひろ×佐藤卓＝展／
（８/
８〈企画展〉
土～８/
１６日は、
１
８：
００まで開館延長）
８月は休まず開館します。
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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