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　大正から昭和の激動の時代を生き、絵

本画家として活躍したいわさきちひろ。

本展では、初期のデッサンから最晩年の

絵本作品までを一挙に展示し、画家とし

て、女性として、まっすぐに生きたちひ

ろの人生と画業の全貌を紹介します。

２７歳の旅立ち　―自画像―

　２６歳の夏、ちひろは父・正勝の実家が

ある長野県梓川村で終戦を迎えました。

　終戦の前年（１９４４年）、ちひろは 勃  利 女
ぼつ り

子義勇隊訓練所の一行とともに満州へ渡

ります。戦況が悪化の一途を辿るなか、現

地の生活は想像を絶するものでした。ち

ひろは幸運にも帰国を果たしますが、と

もに渡った女性たちのなかには、生きて

再び日本に帰ることはなかった人たちも

いました。翌年、空襲で中野の家を失った

ちひろたち一家は、松本へと疎開します。

　後年、ちひろは終戦の日を振り返り、

「心のどこかがぬくぬく燃え、生きてい

く喜びがあふれだした」と語っています。

　生活も価値観も一変させた戦争体験を

経て、ちひろの人生観は大きく変化しま

した。終戦の翌年、父親の反対にあいな

がらも画家を目指して単身上京し、自ら

の力で人生を歩み始めます。この時代、

女性が自立して生きること、しかも画家

になることは大きな挑戦でした。その年

の秋の自画像（図１）には、決意を胸に、

強いまなざしで未来を見据える２７歳のち

ひろの姿が描かれています。

飛躍の時―『あめのひのおるすばん』―

　絵本『ひとりでできるよ』（図２）で小学

館児童文化賞を受賞するなど、名実とも

に画家として歩み始めたちひろは、１９６８

年、至光社の編集者・武市八十雄氏とと

もに、“絵本にしかできないこと”をしよ

うと、『あめのひのおるすばん』（図３）の

制作に取り掛かります。この時期、「新し

い、生きいきとした仕事がほんとうにし

たい」と思っていたちひろは、描き上げ

た絵を斜めにしたり裏返したり、一度塗

った色を洗い落とし、また色を重ねたり、

時に迷いながらも、新鮮な驚きと喜びを

持って大胆な実験に取り組みます。新た

な手法を用いて、少女の繊細な心の揺れ

動きを描き出したこの作品で、ちひろは

表現における新境地を切り開いています。

平和への祈り―『戦火のなかの子どもたち』―

　「いましなければベトナムの人は、あ

の子どもたちはみんないなくなっちゃう

んじゃないかと思って……」。ベトナム

戦争が激化するなか、ちひろは展覧会に

出展した３点の絵をきっかけに、絵と短

い文とでつづられた絵本『戦火のなかの

子どもたち』（図４）を制作します。雨

のなかに座り続ける少女、空虚な暗い瞳

を見せる少年……、すべての子が「夢を

もった美しい子ども」に見えると語って

いたちひろは、唯一、この絵本で、深い

絶望と悲しみを背負った子どもたちの姿

を描き出しました。説明的な言葉や描写

を極限まで排除することで、生命を奪う

だけでなく、人の心を蝕み、未来をも奪

う戦争の現実を浮き彫りにしたこの作品

は、ちひろの人生と、画家としての表現

の集大成ともいえる絵本となりました。

　母、妻、娘として家族を支えながら、

画家として、絵本表現を追求し続けたち

ひろ。２８年に及ぶ画業を辿るとき、戦争

体験を経て強く願った“平和への思い”

が浮かび上がってきます。（宍倉恵美子）

ドキュメンタリー映画公開記念展 ちひろ　２７歳の旅立ち

　瀬川康男は、１９６０年代の日本の絵本の

隆盛期に、日本一のベストセラー絵本

『いないいないばあ』などの話題作を

次々に発表し、絵本画家として注目を集

めました。しかし絵本を描き始めたのは

生活のためであったといい、どんなに絵

本の仕事が忙しくなっても、タブローや

版画の制作を続けました。

　瀬川は古今東西の美術に精通していま

した。幼いころは南画に興味を持ち、高

校時代には近代西洋画に魅せられて独学

で油彩画をはじめ、プロレタリア美術に

も強い影響を受けています。ピカソ、シ

ロイケス、コルヴィッツ、ジャコメッテ

ィなど気になる画家の表現を研究し、自

分の手法へと次々に取り込んでいきまし

た。２０代後半にはさまざまな画材で鳥や

魚、東北の剣舞（図１）などの限られた

モチーフを、繰り返し激しいタッチで描

いています。

　タブローの表現を模索し続けるかたわ

ら、絵本では２７歳のときに描いた最初の

絵本から、文章に合わせて自在に手法を

変え、読者を驚かせました。絵本の印刷

原稿としてダイナベースの描き分け版を

用いたことをきっかけに、版への興味を

高めていきます。１９７０年頃からは古版本

に魅せられ、江戸初期の丹緑本を現代の

印刷で再現しようと『ことばあそびうた』

など多くの絵本で実験を繰り返しまし

た。一方で、１９６８年に欧米を旅したとき

にスイスの版画工房に通い詰めて修得し

たリトグラフ（石版画）の細密画の手法

は、『さいのかわら地蔵和讃』（図２）な

どに生かされました。「すべてのことに

惹かれ、貪欲に貪り食う。……好きこそ

ものの上手なれの『好き』とは、そうい

うこと」と瀬川は語っています。

　瀬川が、とりわけ深く魅せられたの

は、自然が創造したものの美しさでし

た。１９７７年、体調を崩して信州に居を移

した瀬川は、しばらく絵本の仕事から離

れ、ひたすら植物や虫のデッサンを行い

ます。ルーペを使って構造の細部まで観

察し、図鑑を調べ、細密な描写を繰り返

しました。その後描かれたタブローに

は、観音や河童、蛙、ふくろう（図６）

などのモチーフの形や周囲の空間にさま

ざまな点や線、植物の蔓のような模様が

果てしなく重なっています。自然の美を

仔細に見つめた瀬川がたどり着いたの

は、空間を埋め尽くす文様による「いの

ち」そのものの表現でした。

　１９８０年代以後、画家自身がことばも手

がけた絵本もゆっくりとしたペースで発

表されました。『ふたり』『ぼうし』『だれ

かがよんだ』『かっぱかぞえうた』（図４）

『ちょっときて』『ひな』（図５）……タ

ブローにもみられる愛犬や河童たちが、

絵本のなかではあたたかなことばのリズ

ムに乗って動いています。

　瀬川は次のように語っています。「こ

の地球上のものはすべて、ひとつの同じ

所から発生している。ひとも虫も、草木

もけものも、無機質なものも一切合切

……　何も違いなどないのだ。別なも

の、は何もない（２００２年）」。

　２０１０年２月、瀬川康男は惜しまれつつ

７７歳の生涯を閉じました。生を営むあら

ゆるもののいのちの根源まで描きぬこう

とした画家の、果てしなく大きな世界を

ご覧ください。　　　　　　（上島史子）

＜企画展＞ 瀬川康男遺作展―輝くいのち―
●2012年3月1日（木）～5月8日（火）
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図４　戦火のなかの少女　１９７２年

　　　『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）より

わらびを持つ少女　１９７２年

＊２０１１年ちひろ美術館・

東京での展覧会とは展示

内容が変わります。

１９３２年愛知県岡崎市生まれ。１３歳より日本画を学

び、１７歳で油絵を始める。１９６０年、初めての絵本

『きつねのよめいり』を出版。１９６７年『ふしぎな

たけのこ』で第１回ＢＩＢグランプリ、１９６８年『や

まんばのにしき』で小学館絵画賞、１９８７年『ぼう

し』で絵本にっぽん大賞、講談社出版文化賞絵本

賞、１９８８年国際アンデルセン賞画家賞次席、１９８９

年『清盛』でＢＩＢ金のりんご賞、１９９２年『絵巻

平家物語（全９巻）』で産経児童出版文化賞大賞

など、国内外の受賞多数。１９７７年より信州に住み、

絵本と並行してタブローの制作も続けた。

瀬川　康男（ ～ ）

●3 

●展示室1

●展示室4

図３　カーテンにかくれる少女　１９６８年

　　　『あめのひのおるすばん』（至光社）より

図１　自画像（２７歳）　１９４６年

図２　そうじをする子ども　１９５６年

　　　『ひとりでできるよ』（福音館書店）より

図１　剣舞　１９５６年 図２　『さいのかわら地蔵和讃』　１９７３年　（文化出版局）より

図６　桃色のふくろう　２００５年図４　『かっぱかぞえうた』　１９９３年　（福音館書店）より

図５　『ひな』　２００４年　（童心社）より　（刈谷市美術館蔵）

図３　はまなす　１９７６年

　　　『流れのほとり』（福音館書

店）より



活動報告
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　ちひろ美術館・東京の開館３５周年、安

曇野ちひろ美術館の開館１５周年を記念し

て、ピエゾグラフ作品による「わたしの

ちひろ」展を、両館で開催します。本展

は、皆さんからのリクエストで展示作品

が決まる、参加型の展覧会。今回、新た

に寄せられたメッセージとともに、選ば

れた作品を展示します。

　リクエストによる展覧会は、２００４年に

ちひろの没後３０年記念展として両館で開

催されて以来、昨年までの間に全国１２の

美術館で行われてきました。日本全国そ

して海外から、また、幅広い年代の方々

から届いたリクエストの総数は、現在、

２９０００通を超えています。

　これまでの展覧会を通して、もっとも

リクエストが多かったのは、「母の日」。

多くのメッセージが届きました。

　長崎県の５０代の女性は「１５年前のある

日、タンスの引き出しに、一輪の野の花

が入っていました。当時４歳の息子が幼

稚園の帰りに摘んできて、私が会社から

帰ってくるまで、他の人に見つからない

ように入れておいたものです。今年も母

の日に、娘からは贈り物をもらいました

が、息子は知らないふり。でもこの絵を

見ていると、息子からは１５年前のあの

日、一生分のお花をもらったような気が

して、心があたたかくなります」と。愛

知県の高校生は、お母さんへの思いを、

「私は、この春高校生になりました。し

かし、私を待っていたのは想像以上に多

忙な日々。そういえば、「母の日」もなに

もできなかったんだった。毎日、くたく

たになって帰る私を、誰よりも心配して

くれた母。それなのに私は自分のことで

精一杯で……本当にごめんね。お母さ

ん。遅くなったけれど、今日、「母の日」

をするね。いつもありがとう。大好きだ

よ」とつづってくれました。

　ちひろ自身、「子どもを描いていると、

自分の小さいときのことを自分で描いて

いるという感じがします」と語っていま

すが、絵のなかの少年・少女に自分の姿

を重ねあわせる人も少なくありません。

　「これ、ぼくだから！」と「立てひざの

少年」を選んだ、広島県の男の子。岡山

県の５０代の女性は、「緑の風のなかの少

女」に「額絵のなかからするりと抜け出

てきそうなこの少女は、もしかすると、

私の心のなかのもうひとりの自分なのか

もしれない。あたたかく柔らかな色彩

は、心のなかにそよぐ風や光を運び、あ

どけない少女の姿は、ある瞬間、希望の

光となったり、生きる勇気の証しとなっ

たりする。心の奥底に、誰もがこの少女

のような命のきらめきとときめきをいだ

いて、生きている気がする」と自身の姿

を見出します。

　生涯、子どもの平和と幸せを願い続け

たちひろは、戦争をテーマにした３冊の

絵本を手がけました。ベトナム戦争を描

いた『戦火のなかの子どもたち』の「焔

のなかの母と子」へ、長野県の４０代の女

性は、「いわさきちひろの絵から強いメ

ッセージを感じることはあまりなかった

のですが、この絵を見たときに、ちひろ

の強い怒りを感じました。子どもを守り

たい、母の強い思いです。母親がにらん

でいるその先には、いったい何があるの

でしょうか。母として、親として、大人

として、今私たちは何をしなければなら

ないのかと、いつも考えさせられる作品

です」とメッセージを寄せられました。

　皆さんが選んだ、皆さんのいわさきち

ひろ展。どうぞ、それぞれの思いのこも

ったメッセージとともに、ご覧ください。

（水谷麻意子）

東京開館３５周年／安曇野開館１５周年記念 ピエゾグラフによる「わたしのちひろ」展
東京：２０１２年３月１日（木）〜５月２０日（日）　安曇野：２０１２年３月１日（木）〜５月８日（火）

　２００２年から１０年間、地元・松川中学校とともに取り組んでき

た中学生ボランティアの活動が、「第１３回　朝日のびのび教育

賞ベルマーク賞」を受賞しました。この賞は地域に根ざした独

創的な活動を続けている団体に贈られるもので、なかでもベル

マーク賞は、子どもたちが主体的に助け合いの活動をしている

学校が対象となる賞です。

　１月１１日には、松川中学校で授賞式と松本猛（ちひろ美術館

顧問）による記念講演も行われました。講演では、松川村に美

術館を建てた経緯や建築時の様子、展示に込めた思いなどが紹

介され、「これから

も美術館でさまざ

まな発見をして、

楽しみながらボラ

ンティア活動を続

けていってほし

い」と、中学生た

ちへ励ましの言葉

が贈られました。

（入口あゆみ）

　秋の安曇野の恒例イベントとなった「安曇野スタイル」。当館

では職人の高齢化や後継者不足、昨年の大震災によりさらに苦

境に立たされた東北の伝統工芸を途絶えさせないことを願い、

「東北の手しごと」展を開催しました。

　本展示には、青森県十和田湖畔にある「暮らしのクラフト　

ゆずりは」が出展、木工や鉄器、刺し子、竹工芸など東北６県

の作品２００点以上が並びました。

　東北の手しごとは、北国の自然の厳しさのなかから生み出さ

れた暮らしの知恵や技。ゆずりは店主の田中陽子さんが作品に

込められた作家の

思いを語ったお話

会も行いました。

館内に彩られた

花々も美しく、実

りの多い４日間と

なりました。

 （児玉文嘉）

安曇野スタイル２０１１

「東北の手しごと」展−風土が培った生きる力と技−
展示会期：２０１１年１１月３日（木）〜６日（日）

朝日新聞社長野総局長より表彰される生徒会長　後方：小幡校長

母の日　１９７２年

緑の風のなかの少女　１９７２年

中学生ボランティア

「朝日のびのび教育賞」授賞式
２０１２年１月１１日（水）



ちひろを
訪ねる旅○４４ 
激動の時代を駆け抜

けた画家

　後に大正デモクラシーとも呼ば

れた時代に生まれ、日本が侵略戦

争へと突き進んでいくなかに青春

を送り、戦後、国の再生とともに

子どもの本の世界で活躍した画家

いわさきちひろ。ちひろを知る

人々の証言から、今年、ドキュメ

ンタリー映画が公開されます。

感性を育む恵まれた少女時代

　軍人の父と教育者の母のもと、

１９１８（大正７）年１２月１５日に生ま

れたちひろ。恵まれた子ども時代

に、絵雑誌「コドモノクニ」で出

会った岡本帰一や武井武雄、初山

滋といった童画家の作品は、幼い

感性を豊かに育みました。絵が好

きで音楽を愛し、書をよくした少

女時代は、画家の礎となります。

ちひろと二つの戦争

　１９３９（昭和１４）年、２０歳で意に

添わぬ結婚をし、夫の任地、中国

の大連に渡ります。それは日本が

アジアの国々への侵略を進めた時

代でもありました。１９４４（昭和１９）

年、勃利女子義勇隊訓練所の書道

教師として再度中国へ渡り、九死

に一生を得て帰国。翌年５月２５日

には、空襲を受け、中野の実家を

消失、迫り来る火の海を逃げ惑う

一夜を過ごしました。

　こうした戦争体験は、ちひろの

人生を大きく変えます。国策に貢

献する両親の庇護のもとで、恵ま

れた生活を送っていたちひろは、

戦後、戦争の本質を知るきっかけ

となった共産党との出会いを経て、

画家として自立を決意します。

　そんなちひろにとって、ベトナ

ム戦争は遠い国の問題ではありま

せんでした。病身に最後の力を振

りしぼり、絵本『戦火のなかの子

どもたち』の制作に挑みます。刊

行は死の１１カ月前のことでした。

生活者としての視線

　一児の母、国会議員の妻、大家

族を取り仕切る主婦でもあったち

ひろは、常に生活者としての視線

を持ち描き続けた画家でした。

　子どもの動きを的確に捉える

デッサン力、水彩の淡く美しい色

彩。愛されるその作品には、生活

者としてのリアリティと、子ども

の平和と幸せを願う揺るぎない思

いが息づいています。（竹迫祐子）

●5 

ひとこと

ふたこと

みこと

8月25日（木）

ちひろさんが描いた子どもたちの

やさしい雰囲気は、小さい子ども

を持つ今の私の視線に近く、すご

く共感しました。実家が被災し

（宮城県石巻市）、また放射能など

でいろいろと不安な東京を離れ、

空気と水のきれいな安曇野で、久

しぶりに何の不安もなく過ごせて

いる今日に感謝します。

9月4日（日）

初めての安曇野。美しい自然のな

かで体と心が癒されました。普段

はなかなかゆっくりと絵を見る機

会がありませんが、今日は館内のゆ

ったりした雰囲気の中、心を十分

に満たす事ができました。（西川K）

9月24日（土）

私たちは１１月に夫婦になります。

ちひろさんの家族写真やご主人を

描いた絵に心打たれました。いつ

までも仲良く幸せな家庭を築いて

いくには、こうしたゆったりとし

た時間を過ごすことが大切だなと

感じました。また夫婦２人で来ま

す。 （N.T）

10月9日（日）

いろんな思いを抱いて絵を描かれ

ていたのですね。温かい瞳のなか

に強い信念を感じるちひろさんの

絵、かわいいだけではなく「人として

生きる姿勢」がうかがわれました。素

直な気持ちにさせてくださったた

くさんの絵に感謝です。 （岡山M）

10月29日（土）

今夏、新潟県立近代美術館（長岡

市）で、いわさきちひろ展に行き

どうしても娘と孫にちひろさんの

絵を見せたくて今日参りました。

絵は、ちひろさんの心のあり様、

美しい心、温かい心、思いやりの

心あってのものと思います。だか

らこそ自然に涙が出て、また絵に

会いたくなりました。 （鈴木）

11月7日（月）

NHK「日曜美術館」で見て以来、香

月泰男さんの絵と子どものために

つくった木やブリキのおもちゃを

見たいと思っていました。今回ち

ひろさんと香月さんの展覧会があ

ることを知り「あれ？二人の接点

は？」と不思議に思うと共に、とて

も楽しみな企画で、母と訪れまし

た。二人の親としての子どもへの

温かいまなざしが感じられる、そ

して戦争の恐ろしさを身をもって

体験されたこと、作品への想いが

わかる興味深い展示でした。安曇

野、松川の秋の景色と共に過ごす、

とてもいい一時でした。 （昭一）

美術館

日記

10月11日（火） 

３年目となるパク・チョルミンさ

ん率いる韓国の絵本画家グループ

の松川村来訪。当初５月の予定で

準備をしていたが、３月に震災が

あったため、秋に延期に。民泊先

の方々にもあたたかく迎えられ、

再会を喜びあった。松川小学校の

ワークショップでは「アンニョン

ハセヨ！」と元気に挨拶する２年

生と、すぐに意気投合。美術館で

は、コレクションの成り立ち、作

品の保存管理などについての研

修、ギャラリートークを行い、ス

タッフと交流をした。

10月16日（日） 

秋の夜長の安曇野寄席は、今年で

１０年目。毎年楽しみにしている方

はもちろん、約８０名が来場、満席

に。観客を引き込む熱演に拍手喝

采。「たくさん笑って泣けました」

「来年もまた来ます」という感想が。

10月23日（日） 　

講談社の「本とあそぼう　全国訪

問おはなし隊」がやってきた。た

くさんの絵本を積んだ２台のキャ

ラバンカーが、各都道府県を１カ

月単位で巡回している。１０月は長

野県。カラフルなキャラバンカー

を来館者は興味津々、のぞき込

む。おはなし隊長さんによる絵本

や紙芝居の読み聞かせに、大いに

盛り上がった。

11月13日（日） 

「ちひろと香月」展関連企画とし

て、第２次世界大戦の旧日本兵だ

った 穂  刈  甲  子  男 さんの講演「シベ
ほ かり か し お

リア抑留を語る」を行う。極寒の

地で、飢餓という劣悪な環境のな

か、「自らを支えたのは望郷の思

いだった」「平和のために、シベリ

ア抑留の歴史を後世に正しく伝

え、多くの教科書に取り上げてほ

しい」と話した。講演後には、同

様に抑留経験を持つ来場者が握手

を求める場面も。

12月23日（金） 

安曇野アートライン展開催にあわ

せ、国営アルプスあづみの公園で

にじみを用いたランタンづくりの

ワークショップを行った。光を通

しやすい和紙ににじみをつくり、

型抜きをした紙袋に貼り込む。夕

方、紙袋のなかで水に浮かべたロ

ーソクを点灯すると、参加者から

は歓声が。イルミネーションが美

しい公園に、手づくりランタンの

やさしい光が灯った。

2012年1月5日（木） 

冬期休館中、館の中庭の錦木は、

枝を守るため、放射状に縄をかけ

て雪吊りがされる。年明けには、

雪化粧をした姿で職員を迎えた。
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●次回展示予定　2012年5月11日（金）～7月10日（火）

〈展示室１〉

ゴリラやチンパンジーを主人公にしたユ

ニークな絵本で知られ、２０００年には国際

アンデルセン賞画家賞も受賞したイギリ

スの絵本画家、アンソニー・ブラウン。

本展では、絵本原画の他、資料を展示し、

絵本づくりの秘密に迫ります。

　アンソニー・ブラウン

『すきですゴリラ』（あかね書房）より　１９８３年

●おはなしの会

絵本の読み聞かせや素話を、

親子でお楽しみいただけます。

参加自由、入館料のみ。

毎月第２・４土曜日１１：００～

●ギャラリートーク

展示室にて、作品の解説や展示の見どこ

ろ、絵の楽しみ方などをお話しします。

参加自由、入館料のみ。

毎月第２・４土曜日

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４〉〈企画展〉国際アンデルセン賞受賞画家

アンソニー・ブラウン展　－ゴリラが好きだ－
ちひろは花を愛し、描いた草花

の種類は８０種を超えるといわれ

ます。透けるような花弁の質感

までもが感じられる、花の肖像

画ともいうべき作品のほか、琳

派を思わせる装飾的な構図など、

ちひろの花の魅力に迫ります。

チューリップのなかの男の子　１９６５年

●４月１日（日）　開館１５周年・無料感謝デー

■入館料無料！

開館１５周年の感謝の気持ちをこめて、この日はすべての方の入館

料が無料となります。　

■ワンドリンクサービス！

限定メニューのなかから、お好きなドリンクを１杯サービスいた

します。　

■青空ライブ（参加自由）　１４：００～

青空のもと、公園の芝生でライブを予定しています。　

■ちひろの水彩技法体験「にじみのカードづくり」

①１１：００～　②１３：００～　③１５：００～　

参科費：無料／所要時間：約４０分／定員：各回２０名　

※申し込み：当日９：００から館内にて、受付を開始します。　

■特典

①先着１００名様に、開館１５周年記念ポストカード（非売品）プレ

ゼント！

②安曇野ちひろ美術館開館と同じ、１９９７年生まれの方（今年１５歳

になる方）のなかから、先着５０名様にちひろグッズをプレゼント！

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．０２６１－６２－０７７２　FAX ０２６１－６２－０７７４

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。

●〈館外展紹介〉毎日新聞創刊140年記念

いわさきちひろ展　母のまなざし・子どもたちへのメッセージ

展覧会会期：2012年3月31日（土）～5月6日（日）

毎日新聞社発行の月刊誌「毎日夫人」の

表紙を飾った作品をはじめ、子どもたち

の四季折々の姿を描いた水彩作品、油彩、

書など代表作１３０点のほか、ちひろのアト

リエも復元し、愛用の品々を展示します。

○会　場：兵庫県立美術館ギャラリー棟

３階

○休館日：月曜休館

　　　　　（ただし４月３０日（月・祝）は

開館、５月１日（火）は休館）

○開館時間：１０：００～１８：００（最終入館１７：３０）

○入館料：一般１０００円（８００円）、大学生８００円（６００円）、高校生・６５歳以上５００

円（４００円）　※（　）内は前売・２０名以上の団体割引料金。

〈展示室５〉絵本の歴史

●新商品紹介

・ちひろタンブラー

携帯に便利なタンブラーを、４

種類の絵柄（「海辺の小鳥」「バ

ラと少女」「スイートピーの花と

ふたり」「少女の夢」）でつくり

ました。内側は、保温・保冷に

すぐれたステンレス製です。お

でかけのお供に。３月発売予定、

１８９０円（税込）。

・クリアファイル「わらびを持つ少女」

大人気のクリアファイルに「わらびを持つ少女」が加わります。

３月発売予定、３７８円（税込）。

主催：毎日新聞社、神戸新聞社、ちひろ美術館　共催：兵庫県立美術館

五つぶのえんどう豆　１９７２年

●開館記念日　4月19日（木）

安曇野ちひろ美術館は、開館１５周年を迎えます。この日ご来館の

お客様全員に、開館１５周年記念ポストカード（非売品）をプレゼ

ントいたします。　

ちひろ・花の肖像

●工芸の五月2012　子どものための工芸展vol.2関連企画

　親子のためのワークショップ　ちいさな 箒 づくり
ほうき

５月１１日（金）～７月１０日（火）まで開催される「子どものための工芸展」に

関連して、出展作家によるワークショップを開催します。国産素材を用い、

子どもも使いやすいサイズの箒をつくります。

○日　時：５月２０日（日）　１０：００～１２：００／１３：００～１５：００

○講　師：吉田慎司

○定　員：各８組１６名（要申し込み）

※大人だけの参加も可。

※詳細は安曇野ちひろ美術館へお問い合わせください。

INFORMATION


