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　スロヴァキアを代表する絵本画家ドゥ

シャン・カーライとカーライに学び、世

界的に活躍する日本の絵本画家、出久根

育。本展は、ふたりの画家の作品を紹介

する初の展覧会です。

ドゥシャン・カーライ

　ドゥシャン・カーライは、１９８８年、４０

歳の若さで国際アンデルセン賞画家賞＊１

をスロヴァキア（当時はチェコスロヴァ

キア共和国）で初めて受賞しました。繊

細で緻密な描写とその複雑な色の重なり

がつくりだす独特の幻想的な世界は、多

くの人を魅了しています。展覧会開催や

絵本出版など、日本との縁も深く、来日

は５回を数えます。１９９８年には、板橋区

立美術館のボローニャ国際絵本原画展に

あわせ開催される「夏のアトリエ」＊２で

講師を務め、絵本画家を目指す日本のイ

ラストレーターたちが多くの刺激を受け

ました。出久根育もそのとき、カーライ

の教えを受けた一人です。カーライが教

鞭をとるブラティスラヴァ美術大学で

も、日本の若い画家がスロヴァキアに渡

り、カーライに学んでいます。

　シェイクスピアやオスカー・ワイルド

といった文学作品の挿絵を多く手がける

カーライは、大切なのは、「いかにテキス

トを深く読み込み、自分のものにして表

現するか」と語っています。『魔法のなべ

と魔法のたま』（１９８９年・図２）と『３

つの質問』（２００７年・図３）との間には、

１８年の歳月が流れています。以前に比

べ、一部に彩度のより高い色が使われる

など変化も見られますが、少しくすみの

ある柔らかなピンクをベースに、細かく

線を重ね、微妙な色合いで丁寧に描くス

タイルは、年を経ても変わりません。そ

の作品からは、作家のつくった作品に向

き合い、自身の世界観を表す真摯な姿勢

がうかがえます。本展では、アンデルセ

ン賞受賞後の１９８９年に描かれた作品、未

発表アニメーション作品、銅版画（図

１）、１９９９年以降に制作され、当館初公開

の新収蔵作品等を展示し、カーライの多

様な仕事の魅力を紹介します。

出久根育

　出久根育は、２００３年ドゥシャン・カー

ライも審査員を務めたブラティスラヴァ

世界絵本原画展＊３で、グランプリを受賞

しました。受賞作『あめふらし』（図４）

は、グリム童話の一話。木のパネルに油

彩という中世ヨーロッパ絵画によく見ら

れる手法による重厚な雰囲気と光沢感が、

おとぎ話の不思議な世界を巧みに描き出

しています。出久根は「どんな空想の世

界を描くときでも、物を観察し、自分の

目で捉えてからイメージを形づくる」と

言います。『あめふらし』の後の作品『ワ

ニ』（図５）は、ジャングルで暮らす１匹

のワニの物語。リアルで細密な描写のな

かで非現実的な物語が展開することで、

シュルレアリスム性が強調されています。

　現在チェコの古都プラハに暮らす出久

根の作品には、ヨーロッパの長い伝統や

文化、人々の暮らし、豊かで厳しい自然

が感じられます。本展では、テンペラ技

法で描いたスラヴ地方の民話『十二の月

たち』（図６）等からも作品を紹介します。

　物語から、独自の世界をつくりあげる

ドゥシャン・カーライと出久根育。ふた

りの画家の幻想の世界をどうぞ、お楽し

みください。　　　　　　（柳川あずさ）

　帽子をかぶって微笑む少女、後ろ姿の

おさげの少女など、ちひろの作品には、

多くの少女の姿が見られます。本展で

は、ちひろが描いた少女像を、“記憶”

と“心象”の２つの側面から紹介します。

記憶の情景

　「子どもを描いていると、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」

と語ったように、多くの少女像には幼い頃

のちひろ自身の姿が投影されています。

　夏には、両親の故郷・信州を訪れ、自

然のなかで遊んだり、初山滋やローラン

サンの絵に心躍らせたり、大好きだった

白いワンピースを着たり……。第一次世

界大戦終戦の年に生まれたちひろは、太

平洋戦争が始まる以前の大正から昭和に

かけて、豊かな少女時代を過ごしました。

　明るい日差しのなか、裸足の足を少し

上げて微笑む少女が描かれた「黄色い背

景のなかに座る少女」（図３）には、信州

の奈良井川で、妹たちと川遊びをしてい

た頃のちひろの姿（図２）が重なります。

　自らの人生を大きく方向づけたと語る

戦争体験を経て、「平和で、豊かで、美し

く、可愛いものがほんとうに好きで、そ

ういうものをこわしていこうとする力に

限りない憤りを感じます」と語ったちひ

ろ。ちひろは少女像のなかに、かつて過

ごした平和で豊かな時間と、美しく可愛

い、無垢なる輝きを見出していたのでは

ないでしょうか。

絵本『あかちゃんのくるひ』

　『あかちゃんのくるひ』は、ちひろの幼

少期と同じ呼び名を持つ“ちぃちゃん”

を主人公とした至光社の絵本シリーズの

２作目です。この絵本について、ちひろ

は、「弟が生まれて、お母さんが一緒に家

に帰ってくる日、すべてが赤ん坊の弟の

ために用意されてるような気がして悲し

くなったり、弟と二人で遊べると思って

うれしくなったりする女の子の心の揺れ

動きを描いた」と語っています。

　表紙の作品（図４）には、あかちゃん

の帽子をかぶり、物思いに沈む少女が描

かれています。期待や不安、好奇心や嫉

妬など、相反する感情が絡みあう複雑な

心境に揺れる少女は、三人姉妹の長女で

あったちひろ自身の姿に重なります。

心象の世界

　ちひろは物語や小説の絵を描くとき、

文章が持つ情感を基に、登場人物の心情

を表現しています。絵本『たけくらべ』

の主人公・美登利は、ちひろにとっての

心象の少女像を描いた典型ともいえます。

絵本『たけくらべ』

　１９７１年、ちひろは少女時代からの愛読

書『たけくらべ』を手がけました。他の

挿絵が、明治の下町情緒や風物詩に重き

が置かれていたのに対し、ちひろは、登

場人物の描写に焦点をあてて描きました。

 花  魁 となる運命を背負った美登利は、勝
おい らん

気でお転婆な少女として登場しますが、

信如への淡い恋心を抱き、人生の機微と

哀しみを知り始めます。子どもの世界に

別れを告げ、髪を桃割れから大島田に結

い直した日の美登利（図１）は、陰りのあ

る表情の中にも、自らの運命を受け入れ、

しっかりと生きていく強さを持って描か

れています。ちひろは、この絵本の制作

に際し、一葉記念館を訪れ、イメージを

膨らませながら、「凛として美しい美登利

像」を表現したのでしょう。（宍倉恵美子）

東欧と日本を結ぶ　色と線の幻想世界　ドゥシャン・カーライ×出久根育展

●2011年3月1日（火）～5月10日（火）

ちひろの少女−記憶と心象−

●展示室4

●2011年3月1日（火）～5月10日（火）
後援：絵本学会、（社）全国学校図書館協議会、（社）日本国際児童図書評議会、スロヴァキア共和国大使館、チェコ共和国大使館

協力：偕成社、のら書店
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図１　美登利　『たけくらべ』（童心社）より　１９７１年

１９４８年、スロヴァキア・ブラ

ティスラヴァに生まれる。ブ

ラティスラヴァ美術大学に入

り、ブルノウスキーに師事。

現在同大学教授。絵本のほか

に、版画、切手デザインなど

の仕事も手がける。

ドゥシャン・カーライ

図２　奈良井川のほとりにて　妹・世史子と　１９２２年頃 図４　『あかちゃんのくるひ』（至光社）より　１９６９年

バラ飾りの帽子の少女　１９７１年 なべをかかえる少年と少女　１９７１年

図３　黄色い背景のなかに座る少女　１９６９年

図１　ドゥシャン・カーライ

　　　グリーティングカード　２０１１年

＊１　１９５３年に国際児童図書評議会（ＩＢＢＹ）が

創設し、２年に一度、現存の作家および画家の全

業績に対して贈られる子どもの本の国際賞。

＊２　１９９８年より板橋区立美術館にてさまざまな

テーマ、講師により開催されているイラストレー

ターを対象にした絵本制作の専門的な講座。

＊３　スロヴァキアの首都ブラティスラヴァで

１９６７年より隔年開催。すでに出版されている絵本

の原画作品を対象に、グランプリ、金のりんご賞、

金牌等が授与される。

１９６９年、東京都に生まれる。

武蔵野美術大学卒業。１９９６

年初めての絵本『おふろ』

を手がける。『マーシャと

白い鳥』で２００６年日本絵本

賞大賞受賞。現在、チェ

コ・プラハ在住。

出久根育

図４　出久根育　『あめふらし』より　２００１年

　　　（天沼春樹・訳　パロル舎）

図２　ドゥシャン・カーライ

　　　『魔法のなべと魔法のたま』より　１９８９年

図５　出久根育　『ワニ』より　２００３年（梨木香歩・文　理論社） 図６　出久根育　『十二の月たち』より　２００８年（偕成社）

図３　ドゥシャン・カーライ　『３つの質問』より　２００７年
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　７６０万部を超えるベストセラーとなっ

た『窓ぎわのトットちゃん』は、単行本

として発行される前に、講談社の月刊誌

「若い女性」（１９７９年２月～１９８０年１２月）

で連載されていました。そのなかには、

単行本では未掲載となった作品が約５０点

あります。

　連載第１１回「一番わるい洋服」では、

有刺鉄線の張り巡らされた垣根の下を、

洋服やパンツを引っ掛けながらも、ジグ

ザグに潜っていく、トットちゃんの最も

好きな遊びが登場します。この話には、

生垣の間から向こう側を覗こうとする女

の子が描かれた作品「垣根越しにのぞく

子ども」（図版）が添えられました。少

女が着ている丈の短いワンピースとパン

ツは、話のなかに登場するトットちゃん

の服「メリンス風の布地のワンピース」

と「木綿のレースなんかがついているゴ

ム入りの白いパンツ」と重なり、文章と

絵の強い結びつきが印象に残ります。

　連載の２０数年前から、トモエ学園のこ

とを書きたいと思っていた黒柳は、ちひ

ろの作品が７０００点（１９７９年当時）近く残

されていることを知り、『窓ぎわのトッ

トちゃん』の執筆を決意したと語ってい

ます。当時は、毎月、仕事を終えてから

美術館を訪れ、ちひろの一人息子・松本

猛氏とともに、ちひろの遺作のなかか

ら、自ら作品を選んでいました。

　本展では、ちひろ美術館・東京での、

「ちひろと黒柳徹子『窓ぎわのトットち

ゃん』展」の開催に合わせ、「若い女性」

で掲載された約７０点の作品から約２０点を

選び、話の内容を添えて、ピエゾグラフ

作品にて展示します。『窓ぎわのトット

ちゃん』の原型ともいえる、ちひろと黒

柳徹子、二人の感性が響きあう世界をお

楽しみください。　　　　（宍倉恵美子）

ちひろと黒柳徹子『窓ぎわのトットちゃん』ピエゾグラフ展
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　松川小学校１年ろ組の子どもたちが、

ちひろのにじみ技法を使い、絵本をつく

りました。この活動は松川小学校、松川

村図書館、当館の三者で行ない、長野県

図書館大会（１０／３０長野県飯田市）で松川

小学校の先生

によって報告

されました。

その内容を紹

介します。

　子どもたち

は、図書館、美術館で絵本やちひろ作品

の鑑賞後、一人１０枚のにじみ絵を作成、

好きな順番に並べ、そこからイメージし

た言葉を１点１点につけていきます。

「ドッカン」「ホタルがピカンピカン」

と擬態語を自由につくり出したり、物語

をつくったり、子どもたちの豊かな創造

力には驚くばかり。

　完成した「世界にたったひとつの絵本」

は、後日、図書館に展示され、お互いの

絵本を自由に楽しむとともに、来館した

方々にも見てもら

いました。

　今回は、私たち

美術館も、図工、

生活科、国語科と

さまざまな授業での実践活動に継続的に

関わりました。子どもたちと多くの時間

を共有することで、小学校や図書館とと

もに美術館が松川村の子どもたちを育む

地域の拠点として担う役割の大切さを再

認識した活動でした。　　（柳川あずさ）

松川小１年生のにじみ絵本づくり

　夕方４時、大勢の親子づれが真冬の公

園に集まりました。次々と手づくりのラ

ンタンに明かりが灯ります。お母さんと

一緒に点灯し、うれしそうにしゃがみこ

んで見入っている幼児も。

　「ちひろの誕生日会」のイベントのひと

つに、寒いなかでほっとできる催しをし

たいと探していたとき、「安曇野まほら」

を知りました。「安曇野まほら」は安曇野

市三郷の地域おこしグループで、各所で

手づくりのリサイクルエコランタンを灯

す活動を行っています。ろうそく原料の

ために保育園給食の廃油を集め、使用済

みプリンカップに流し込んでキャンドル

をつくり……とすべてがボランティア。

紙袋のランタンを飾るのは松川の子ども

たちの絵。松川小１年生にはちひろの水

彩技法体験の授業を生かし、絵の具でに

じみ絵を、北保育園と南保育園の園児に

は、自由にお絵描きをしてもらいました。

どれもなかなかの力作ぞろい。松川村役

場の協力を得て、村の有志の方にも準備

や片付けを手伝っていただきました。

緩やかな公園斜面の歩道沿いにゆらゆら

と暖かな光の列ができ、子どもたちの絵

が浮かびあがる光景は幻想的でした。

　エコロジーと郷土を思う気持ち、そし

て子どもたちの幸せ……暖かな灯りの美

しさとともに、大切なことを教えてくれ

た２日間でした。　　　　　　（阿部惠）

１２月１８日（土）・１９日（日）　安曇野ちひろ公園に３５０個のエコランタン灯火
協力：安曇野まほら、松川村

　信州・安曇野は、『窓ぎわのトットち

ゃん』に出てくる丸山先生の出身地です。

ですから私はずいぶん前から「安曇野」

という地名を知っておりました。もう先

生はお亡くなりになりましたが、１９９７年

に安曇野ちひろ美術館が建てられたとき

には、なんて偶然、とうれしく思ったも

のでした。そして今年、『窓ぎわのトッ

トちゃん』出版３０周年を記念して、東京

と同時開催で、安曇野ちひろ美術館でも、

トットちゃんの世界を紹介するピエゾグ

ラフ展を開催することになりました。

　ぜひ、たくさんのみなさんに、安曇野

の美しい自然とともに、ちひろさんのい

きいきとした絵と、トットちゃんの世界

を楽しんでいただきたいと思います。そ

して、展示をご覧になったみなさんの心

に、ぽっと明るく、やさしい灯がともる

ような、そんなひとときを過ごしていた

だけたら……と願っています。

『窓ぎわのトットちゃん』ピエゾグラフ展に寄せて

黒柳徹子 （女優／ユニセフ親善大使／ちひろ美術館・東京館長／安曇野ちひろ美術館名誉館長）
垣根ごしにのぞく子ども

『となりにきたこ』（至光社）より　１９７０年

●2011年3月1日（火）～5月10日（火）　会場：多目的展示ギャラリー



美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅○４０ 
ハワイ

ひとこと

ふたこと

みこと

　１９７３年３月２３日、いわさきちひ

ろは、羽田国際空港からハワイに

向けて機上の人となりました。十

二指腸潰瘍を患い、体調の優れぬ

ちひろを気遣って、至光社の武市

八十雄が静養のためにと誘った旅

行でした。武市一家とちひろと長

男猛が揃って出かけています。

　１９６４年４月１日に、日本人に解

禁されたハワイ旅行は、７０年３月

３日のホノルル国際空港開港を機

に運行がはじまったジャンボ

ジェット（ボーイングＢ７４７）の

登場もあって、日本人にとって、

より身近な海外旅行となりました。

当時のガイドブックによると、ワ

イキキビーチやダイヤモンド・

ヘッド、ポリネシア文化センター

などの名所が中心に紹介されてい

て、今日のショッピングとグルメ

というハワイ旅行のイメージとは

異なり、昔日の感があります。

　便利になったとはいえ、病身の

ちひろにとって、道中は楽なもの

ではなかったでしょう。その頃の

ちひろは、お腹が空くと痛みがひ

どくなるので、よく飴を口にして

痛みを和らげていたといいます。

　それでも、常夏の国。明るい日

差しと澄んだ空気のなかで、仕事

と家事、半身不随の母の介護に忙

殺される日々とは異なり、ゆった

りと穏やかな時間であったので

しょう。残されたスケッチは数こ

そ多くはありませんが、のびやか

に走る線が、大きなタオルに身を

包んで振り向いた少女の一瞬や軽

やかにヨットが走るワイキキ港の

ようすをとらえています。

　眼前にワイキキビーチが広がる

シェラトンホテルのデッキチェア

に座ったちひろは、同じ場所で熱

心に本に読みふける老婦人を描い

ています。その横顔からは、女性

のしっかりとした人柄まで想像で

きるようで、病を得てもなお、失

われることのない画家の鋭い観察

眼と筆力の高さがうかがえます。

　この年、ちひろは病と闘いなが

ら、『ぽちのきたうみ』『戦火のな

かの子どもたち』といった代表作

を生み出しました。体内に、ガン

の病巣が発見されるのは、同年、

秋のことでした。　　（竹迫祐子）

●5 

10月17日（日）

母と何度か来た思い出が懐かしく

て来ました。２年前に、母は９２歳

で他界しました。ここが大好きな

母でした。また来ます。

10月21日（木）

初めて訪れました。びっくりしま

した。本の大好きだった父から、

小さい頃に与えられていた絵本の

挿絵概　いわさきちひろさんでし

た。あの本も、この本も……。今

日ここに訪れなければ、気がつき

ませんでした。なんともいえない

懐かしさとやさしさで、涙が出ま

す。　　　　　　　　　（安津美）

10月31日（日）

４０代後半の主婦です。今日は主人

と２人です。先月２８日、女友達５

人で初めて来ました。時間が足り

ず残念だったと主人に話したとこ

ろ、連れてきてくれました。今年

は我が家にいろいろなことがあ

り、ちょっと疲れていましたが、

ちひろさんの絵は心をやさしくし

てくれます。元気に毎日を送れる

幸せを感じつつ、これからも頑張

ろうと思います。

11月4日（木）

遠い昔、子育てしながらよく目に

した、ちひろさんの絵。その頃の

ことが、小さい我が子の姿ととも

に、よみがえります。色といい、

タッチといい、とてもやさしくや

さしく描かれ、小さい子への愛情

があふれるよう。すてきな絵ばか

り！

11月8日（月）

奈良から来ました。二人とも８０歳

代です。かわいい、純真な子ども

たちの絵を見ていると、戦中戦後

の苦しい時代をともに乗り越え

た、愛する妻と二人の子どものこ

とが、一層いとしく思われます。

11月28日（日）

愛知県から親子３人で来ました

（母親・中３・小６）。日頃は学校

や部活で忙しい毎日を過ごしてい

て、親子３人で出かける機会がほ

とんどありませんでした。上の子

が進路を決める前に、いろいろと

みんなで感じることができた気が

します。いつもと違う時間と場所

を与えてくれて、ありがとう。

＊　　　＊　　　＊

１０年ぶりの来館です。またすてき

になっていますね。ちひろさんの

絵は、私にとって宝石みたいです。

アジア、アフリカ、そしてロシア

の絵本もエキゾチックで、イマジ

ネーションの世界が広がります。

黄色いバスタオルの少女と女性　１９７３年

10月15日（金）

今月９日より松本市美術館にて、当

館のコレクションから代表的な作

品約１５０点を選んで「ちひろ美術館コ

レクション世界の絵本大集合！」

展を開催。会期中は、両館の受付や

ショップ、カフェ、計６ヵ所を巡る

スタンプラリーも実施。早速すべて

のスタンプを集めた長野県内在住

のお客様がちひろ美術館に。「どち

らの美術館も初めて訪れた。また来

たい」とうれしい言葉をいただく。

１１月3日（水）　 　

「ちひろの昭和」展関連企画とし

て、昔懐かしい街頭紙芝居を開

催。１日３回行った口演には、各

回２００名近くのお客様が参加され

た。幟を立て、紙芝居の舞台を自

転車に積んだ昔ながらのスタイル

に目を輝かせる子どもたち。「黄

金バット」など、子ども時代に親

しんだ演目に、大人の顔も思わず

ほころぶ。秋晴れの空のもと、大

きな笑い声がこだました。

12月12日（日）

詩人の谷川俊太郎さんとちひろ

は、ともに１２月１５日生まれ。うれ

しい偶然を記念し、俊太郎さんと

作編曲・ピアニストの賢作さん親

子による、詩の朗読とピアノ演奏

のクリスマスコンサートを開催し

た。お子様連れの方や長野県外か

らいらした方など約９０名が参加、

会場は熱気に包まれた。中盤には

俊太郎さんの絵本の朗読に、賢作

さんが即興でピアノ演奏をする場

面も。合間に繰り広げられる親子

ならではのトークも楽しい。「あ

らためて日本語のもつ、言葉の美

しさを実感しました」「とても楽し

く、生きる力がわきました」とい

った感想が寄せられた。

12月18日（土）・19日（日）

冬期休館前最後の週末は、「ちひ

ろの誕生日会」を開催。ちひろさ

んに集合してもらう企画、水彩技

法を活かしてクリスマスカードを

作るＷＳなどさまざまなイベント

でお祝いした。日が落ちて、公園

のエコランタンの幻想的でやさし

い光を、お客様とともにゆっくり

と味わう。２０１０年最後の開館日を

たくさんのお客様とともににぎや

かに終えられたことに感謝の気持

ちでいっぱいになった。

本を読む老婦人　１９７３年
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ちひろの旅物語

〈展示室５〉絵本の歴史

茂田井武の世界旅行

戦中から戦後の混乱期に子どもの本の世界で

活躍した茂田井武の遺作約７７０点が、２００９年

に当館に寄贈されました。本展では、若き日

に放浪したパリで描いた画帳『Ｐａｒｉｓの破片』

や、『古い旅の絵本』などを展示し、友人か

らボヘミアンと呼ばれた茂田井の“旅”を紹

介します。

旅が好きだったちひろ。旅は心休まると

きであると同時に、制作への意欲を育む

時間でもありました。本展では、絵本

『あかいふうせん』『あかまんまとうげ』

などの作品を、旅情ただようスケッチと

ともに紹介します。

●3月27日（日）　無料感謝デー
■入館料無料！

日頃の感謝を込めて、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

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。

■ミニライブ♪（参加自由）　１４：００～

信州に暮らすボーカリスト「ふま」を中心としたユ

ニット・ゆくりりっくのミニライブを行います。

■おはなしの会（参加自由）

１回目　１０：３０～１１：００／２回目　１３：００～１３：３０

親子で楽しめる絵本の読み聞かせを行います。

ちひろ美術館が所蔵する作品のなかから、エリック・カール（ア

メリカ）、クラウディア・レニャッツィ（アルゼンチン）、エフゲー

ニー・ラチョフ（ロシア）、いわさきちひろや赤羽末吉（日本）

など、世界の絵本原画約１００点を紹介します。

○開館時間：１０：００～１８：３０（入館は１８：００まで）

○休　館　日：毎週火曜日（ただし５月３日は開館）

○会　　場：島根県立石見美術館

○入　館　料：一般１０００円（８００円）、

　　　　　　大学生６００円（４５０円）、小中高生３００円（２５０円）

問い合わせは、島根県立石見美術館（ＴＥＬ．０８５６－３１－１８６０）へ。

●〈館外展紹介〉島根県立石見美術館　企画展

　ちひろ美術館コレクション　世界の絵本をめぐる旅
　展覧会会期：4月16日（土）～5月23日（月）
主催：島根県立石見美術館、山陰中央テレビジョン放送株式会社、中国新聞社、ちひろ美術館

※（　）内は２０名以上の団体割引料金。 クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）
　『紙の町のおはなし』より　１９９９年

激動の昭和の時代を、画家として、母として、強くやさしく

生きたちひろ。本展では代表作や絵本等約１２０点を展示する

と同時に、ちひろの家も再現し画業の全体像と人物像を紹介

します。

○開館時間：１０：００～１９：３０（入館は１９：００まで）

　　　　　　最終日１７日（火）は１８：００閉館

○会　　場：松坂屋美術館（松坂屋名古屋店　南館７階）

○入　館　料：一般１０００円（８００円）、高・大生８００円（６００円）、

　　　　　　中学生以下無料

問い合わせは、松坂屋美術館（ＴＥＬ．０５２－２６４－３６１１）へ。

主催：松坂屋美術館、中日新聞社、ＮＨＫプラネット中部、ちひろ美術館

後援：ＮＨＫ名古屋放送局、愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市 各教育委員会、愛知県私立幼稚園連盟

母の日　１９７２年

※（　）内は前売り・１０名以上の団体割引料金。

●ギャラリートーク●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～

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

●〈館外展紹介〉松坂屋美術館開館20周年記念

　いわさきちひろ展　未来へつなぐ　やさしさのために
　展覧会会期：4月27日（水）～5月17日（火）　会期中無休

２０１１年１月より、松本猛氏（前・安曇野ちひろ美術館館長）

がちひろ美術館常任顧問に就任しました。安曇野ちひろ美

術館は、引き続き、副館長竹迫祐子が館長代行を兼任します。

当館１４回目の開館記念日。この

日ご来館のお客様に、ささやか

なプレゼントを差し上げます。

●開館記念日

●工芸の五月2011

　「子どものための工芸」展

子どもたちに本物のすばらしさを伝えていきたい

――そんな思いを込めて、現在活躍中の工芸作家が、

子どものためにつくった作品を展示・販売します。会

期中に出展作家によるワークショップも開催します。

○開催時期：５月１３日（金）～６月７日（火）

○出展作家：相原清子（金工）・磯敦子（布）・小美

濃厚夫（木工）・金井香里（ガラス）・小林裕爾（木

工）・佐藤綾子（漆器）・杉野葵（アクセサリー）・

萩原千春（陶器）・森友見子（再生紙）ほか

○ワークショップ日程：

５月２２日（日）・５月２９日（日）

※詳細は決まり次第、ホー

ムページにてお知らせしま

す。
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