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　色鮮やかな魚、クジラにカメ、そして

竜のような想像上の生き物に至るまで、

絵本に登場する水の生き物は実に多種多

様です。当絵本水族館では、「オジサン

ジュゴン」や「ダメタコ」がいる長新太

の全長約３ｍの『びっくり水族館』（図１）

が初めて展示されるほか、世界各国の絵

本画家が描いた楽しい水の生き物の数々

を紹介します。

色とりどりの生き物たち

　まずは魚類から。ブライアン・ワイル

ドスミスのタツノオトシゴ（図２）は、色

のパーツを組み合わせたパッチワークの

ように彩られ、ガッシュやアクリル絵の

具等の画材を駆使した華やかな水中の世

界が広がります。愛嬌のある表情がかわ

いらしいタツノオトシゴですが、尾を海

草に巻きつけて身体を固定していたり、

魚のような背びれを持つなど、ワイルド

スミスがその特徴をとらえ、描いている

ことがわかります。その他、ピエト・フ

ロブラーの楽器を軽やかに奏でる魚（図

３）、エンリケ・マルティネス・ブランコの

奇妙な魚（図４）などが魚類の面々です。

　ワニやカメ、カエルといった爬虫類や

両生類は、擬人化されることも多く、絵

本のなかでしばしば大切な役割を果たし

ます。アンドレア・ペトルリック・フセ

イノヴィッチの『いつか空のうえで』に

は、雲の間を歩く足の長いカメ（図５）

が登場します。青とグレーが基調の静か

な画面で、お母さんを亡くした女の子に

やさしく答えるカメのユーモラスな姿が、

悲しい物語の雰囲気を和らげています。

想像上の生き物

　実在しない、想像上の生き物が見られ

るのも、この絵本水族館ならでは。なか

でも竜は、伝説上の生き物として洋の東

西を問わず、愛されています。中国を起

源とし、朝鮮半島や日本にも伝わる竜は、

水をつかさどり、信仰の対象とされてき

ました。体は蛇のように長く、天を自在

に駆けますが、翼はありません。韓国の

画家パク・ソンワンの竜（図６）は、古紙

を重ねて彩色され、生み出された古めか

しい色と質感が、東洋的な崇高さを際立

たせています。逆に西洋のいわゆるドラ

ゴンは、飛竜のような姿をし、火を噴き、

人々に恐れられる存在です。ユゼフ・ヴ

ィルコンの「歌うドラゴン」（図７）は、

アルプホルンとしても実際に演奏できる

ユニークな竜ですが、手足の鋭い爪は、

西洋のドラゴンそのものです。そのほ

か、人魚や日本の河童なども必見です。

水の生き物大集合！

　西村繁男の『がたごとがたごと』は、電

車が江戸時代や山奥の動物の世界、お化

けの世界へとお客を乗せていく愉快な絵

本です。最後に向かうのは、海の底の竜

宮城（図８）。電車の周りは、タコ、イカ、

ヒトデにイソギンチャクとにぎやかです。

　本展ではマイ・ミトゥーリッチの『コ

マンドルの島じま』などいろいろな生き

物が一堂に会する作品も紹介します。ど

んな生き物が描かれているのか、探し出

すのもまた一興です。

　画家は、描き出すものひとつひとつに

愛情を込め、色、技法と細部まで気を配

り、作品をつくり出します。生き物たち

の向こうにいる画家たちにも思いを馳せ

て、絵本水族館をお楽しみいただければ

幸いです。　　　　　　　（柳川あずさ）

　降り注ぐ日の光。澄み切った青空。き

らめく海。長い休みを迎える子どもたち

が心躍らせ、まぶしい笑顔を見せる時季

――夏。ちひろは、暑い季節に子どもた

ちが生き生きと遊ぶ姿を、自然が見せる

一瞬の表情の美しさとともに、水彩絵の

具でみずみずしく表現しました。

　『ちひろ・夏の画集』（講談社）の出版

を記念して、生命の輝きに満ちた、季節

感あふれる作品を紹介します。

雨の日の子どもたち

　雨が降ると、ふだん見慣れた風景がい

つもと違う表情を見せます。雨の日の水

に潤んだ情景を描くのに、水に溶けやす

く、透明感のある色彩を自在に生み出せ

る水彩絵の具は、格好の画材です。

　小さな子どもの目に映る、新鮮な感動

に満ちた雨の日の光景を、ちひろは、水

彩絵の具のにじみや筆のタッチを生かし

て、さまざまに描き出しています。

　雨の日に一人で留守番する女の子の心

の変化をとらえた絵本『あめのひのおる

すばん』。母親の帰りを待ちわびる少女

が、曇った窓ガラスに指先で絵を描く場

面（図１）では、ちひろが好んだ紫の複

雑な色調を中心に、青や赤、黄色のにじ

みが重なり合い、女の子のシルエットを

浮かび上がらせています。少女のさみし

さや不安とともに、戸外の色を映しこみ

繊細な色合いを見せるガラスの様子や辺

りに響くやさしい雨音、湿気を帯びた雨

の匂いも、絵から伝わってくるようです。

夏休み――『ぽちのきたうみ』

　海の近くのおばあちゃんの家に遊びに

きた少女の夏休みを描いた『ぽちのきた

うみ』は、ちひろが亡くなる前年の１９７３

年につくられた絵本です。

　物語の舞台である海辺の大自然は、ペ

ージを追うごとに、光や大気の変化を反

映して刻々と表情を変えていきます。こ

の絵本に見られる雄大な海と空の表現

は、ちひろが晩年に切り開いた新たな画

境です。イメージをしっかりと固めた上

で、筆勢を生かして一気に描き上げる描

法は、水彩絵の具を使っているものの、

日本の伝統的な水墨画に通じています。

　愛犬を置いたまま家を出て来たちいち

ゃんは、ぽちにも海に来てほしいと心か

ら願います。ようやく再会できた少女と

小犬が、はしゃぎながら海辺を駆けるシ

ーン（図２）。どこまでも続く水平線の下

に広がる、２人だけの空間。やわらかな

光に包まれた夕暮れ時の砂浜が、空の薄

い赤やオレンジ、黄色などの温かな色合

いと、深い海の青を中心とした色使いの

なかに表現されています。少女がぽちに

対して抱く、限りないやさしさが、画面

全体に満ちあふれています。

　ちひろとともに、この絵本づくりに取

り組んだ編集者は、「一冊の絵本が誕生

するのに、こんなに貴い時がこめられる

のだという実感がそこにありました。ま

るで砂あそびに夢中になっている子ども

たちのように、私たちは没頭したのです」

と語っています。ちいちゃんやぽちと一

緒に過ごした時間は、ちひろの胸に、幼

い日の幸せな夏休みの思い出を再び呼び

覚ましてくれたのかもしれません。

　子ども時代の夏は、つかの間の輝きを

持った、誰にとっても特別な季節。ちひ

ろ自身のかけがえのない夏の記憶も、そ

の絵のひとつひとつに込められていま

す。清々しい季節の印象を、見る人の心

に鮮やかによみがえらせる、ちひろの夏

の世界をご覧ください。 （屋代亜由）

ちひろ美術館コレクション　ようこそ！絵本水族館

●2011年7月15日（金）～9月13日（火）

＜出版記念展＞ちひろ・夏の画集

●展示室3・4

●2011年7月15日（金）～9月13日（火）
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●展示室3・4

図２　海辺を走る少女と小犬　『ぽちのきたうみ』（至光社）より　１９７３年

図１　長新太（日本）　『びっくり水族館』より（部分）　１９９０年頃

夏の草むら　１９７３年

図２　ブライアン・ワイルドスミス（イギリス）　『さかな』より　１９６７年

図３　ピエト・フロブラー（南アフリカ）

　　　『動物の謝肉祭』より　１９９８年

図４　エンリケ・マルティネス・

　　　ブランコ（キューバ）

　　　ビチート９　１９９０年

図７　ユゼフ・ヴィルコン（ポーランド）

　　　歌うドラゴン　１９９９年

図５　アンドレア・ペトルリック・

　　　フセイノヴィッチ（クロアチア）

　　　『いつか空のうえで』より２００１年

図８　西村繁男（日本）　『がたごとがたごと』より

　　　１９９９年

図６　パク・ソンワン（韓国）

　　　龍虎図Ⅰ　１９９６年

図１　窓ガラスに絵をかく少女

　　　『あめのひのおるすばん』（至光社）より　１９６８年

貝がらと赤い帽子の少女　１９６７年黄色い傘の子どもたち　１９７１年

●展示室1・2
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　松本市を中心に美術館ギャラリーなど

５０会場で行う工芸展「工芸の五月」。安曇

野ちひろ美術館では「子どものための工

芸」展の開催にあわせて、２人の出展作

家による親子で楽しめるワークショップ

を行いました。

５月２２日（日）

再生紙でつくるモビール（講師：森友見子）

　展示された森さんのモビール作品はお

客様に大人気。水でふやかした紙をミキ

サーで液状の紙粘土にし、自由な形と色

でパーツをつくり、乾燥後に竹ひごと糸

でモビールに仕立てるというもの。パー

ツの成型作業では子どもたちは大いに盛

り上がり、自由に発想しすぎて、思った

より大きな動物ができてしまった子も。

乾かすスタッフはせっかくつくった首や

触覚が割れないようにと四苦八苦。平面

で見ていたパーツがモビールとなってゆ

らゆらと動きが出ると、皆思わず笑顔に。

５月２９日（日）

ふわふわ綿のいとつむぎ─手織りでつく

るストラップ─（講師：磯敦子）

　綿を育て、糸を紡いで作品をつくって

いる磯さん。糸紡ぎってどうやるの？　

手織りって？　興味津々の参加者たち。

ふわふわの原綿からスピンドルという紡

ぎ機を使って紡ぐ作業は少し難航、糸が

切れたり太くなってしまったり。けれど

織り機に渡した縦糸と横糸をすくって布

を織り始めると、すっかりはまってしま

った方も。「もっとやりたい！」「新しい

発見だった」「孫と一緒に参加できて楽し

かった」という声が。それぞれに思いが

いっぱいつまったやさしい綿の実のキー

ホルダーができました。　　　（阿部惠）

　茂田井武の次女・後藤暦さんをお招き

し、若き日の茂田井の世界旅行に関する

内容を中心に、お話をうかがいました。

　ごく限られた日本人のみが渡欧してい

た１９３０年代初頭、シベリア鉄道などを乗

り継いで一人ヨーロッパへたどり着いた

茂田井武は、２０代前半を主にパリで過ご

します。１７区のアパート自室で、愛着の

ある周辺の情景を描いた画帳『ｔｏｎ　ｐａｒ

ｉｓ』のなかの光景と、現在のパリの建物

とを見比べると、八百屋や牛乳屋など、

当時と同じ業種の店もまだ存在し、茂田

井の足音が聞こえてきそうな街並みが今

も残っているとのこと。帰国後も、パリ

の印象は繰り返し描かれています。茂田

井が亡くなった後も部屋の隅に置かれ、

残された家族で「父のいない部分をこの

絵を見ながらなぐさめていた」という、

パリの遊園地ルナパークを描いた作品

（図）なども紹介されました。暦さんは、

「パリでの生活は大変だっただろうけれ

ど、父は生き生きと暮らしていたんだろ

うと思います」と語りました。

　家の障子に映して繰り返し見たという

幻灯『ドリトル先生アフリカへゆく』は、

「これ、こうなるんだよね！」などと途

中で言い合

いながら、

親子でにぎ

やかに楽し

んだとのこ

と。茂田井

家のほほえ

ましいエピ

ソードに、

会場は、温

かな空気に

包まれまし

た。　　　　　　　　　　　（屋代亜由）

６月４日（土）　「茂田井武の世界旅行」展関連イベント　茂田井武の幻灯会とミニトーク

工芸の五月２０１１「子どものための工芸」展関連企画「親子のためのワークショップ」

　夏休み、新潟県長岡市でいわさきちひ

ろ展を開催します。

　本展では、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の

画業の全体像と、人間像を紹介します。

四季折々の子どもたちを描いた代表作や

中期童画、家族を描いたスケッチ、絵本

『ことりのくるひ』や『戦火のなかの子

どもたち』など、約１２０点の作品で構成し

ます。

　会場には、ちひろが２２年間をすごした

東京練馬区の家の昭和３０年ごろのようす

も再現します。昭和２７年に家を建てた当

初は、ちひろの仕事もまだ新聞や広告な

どのカットが中心で、幼い息子の遊び場

でもあった居間の一角に小さな画机をお

いて、子育てと格闘しながら絵を描いて

いたといいます。幼稚園に通っていた息

子をモデルに、身の回りのことができる

ようになってきた子どもの生活をリアル

に描いた、ちひろの最初の絵本『ひとり

でできるよ』（昭和３２年に出版）も展示

します。

　さらに、本展開催に先立ち、ちひろの

作品へのメッセージを募集しました。

「お気に入りの水着を着て、お腹をポッ

コリ出し、ちょっぴり気取ったり、砂浜

をはしゃいだりしていた娘も、すっかり

凛とした女性になりました。ちひろさん

の絵を見ると、太陽のような眩しい無邪

気な笑顔の娘を思い出し、私の心も顔も

ニッコリ、優しい気持ちになります。娘

と二人で観たい作品です」。「水着の女の

子」（右図）にはこんなメッセージが寄せ

られました。

会場ではみな

さまからのメ

ッセージを、

作品とあわせ

て紹介しま

す。会期中に

もメッセージ

を募集してい

ますので、ぜ

ひふるってご応募ください。（上島史子）

＜館外展紹介＞新潟県立近代美術館

いわさきちひろ展～子どものしあわせを願って～
●2011年7月23日（土）～8月28日（日）

茂田井武「デパルカデール町より見た
ルナパーク」　１９５０年前後

主催　いわさきちひろ新潟展実行委員会、新潟県立近代美術館、新潟日報社、BSN新潟放送、ちひろ美術館
共催　新潟日報美術振興財団

http://www.lalanet.gr.jp/kinbi/

〒９４０-２０８３　新潟県長岡市千秋３丁目２７８－１４

TEL.０２５８－２８－４１１１

会期中無休／開館時間９：００～１７：００

（毎週金曜日は１８：３０まで延長開館）

新潟県立近代美術館

水着の女の子　１９７０年



美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅○４２ 
１９７３年夏　

アトリエにて

ひとこと

ふたこと

みこと

　「この母親像が、どうしてもち

ひろさんに見えてしようがない」。

絵本『戦火のなかの子どもたち』

の一場面、「 焔 のなかの母と子」に
ほのお

描かれた母親像を、担当編集者・

池田春子はこう語っています。

　１９７３年、優れぬ体調を抱えたい

わさきちひろは、６月１１日に小康

を得て退院。そこから７月１９日ま

でのおよそ１ヵ月、すさまじいほ

どの集中力で『戦火のなかの子ど

もたち』制作に取り組みました。

　前年の１９７２年、ちひろは所属す

る「童画ぐるーぷ車」の展覧会に、

子どもを描いた３点の作品を出展

します。当時、激化を極めていた

ベトナム戦争のなか、戦禍に見舞

われた子どもの姿をとらえた作品

は、岩崎書店会長・岩崎徹太、編

集長・小西正保の目にとまり、絵

本の企画が決まりました。「社内

でもいろいろな人が『車』展を見

にいき、ちひろ先生の絵に感動し

て、その絵本を作ろうという熱気

がわき上がっていた」と池田は、

当時の様子を記しています。

　作品のほとんどは、鉛筆と墨で

描かれていますから、絵本も墨一

色で印刷されているように思われ

ますが、実際には鉛筆の繊細な色

調や雰囲気を出すために、墨では

なく、特別な色のインクが使われ、

この絵本は大変手の掛かった印刷

方法がとられています。そんなと

ころにも、関わった人々の熱意が

感じられます。

　この絵本が発行されたのは、同

年９月１０日。印刷や製本に至るま

での間にも、さまざまな編集作業

や色校正という試し刷りも行われ

ます。そうした作業の最終段階で、

ちひろは、この焔のなかの母と子

を描き足すことを決めました。

　迫り来る焔を見据えてたじろが

ぬ母親と、その腕に抱かれてあど

けない表情を見せる坊や。

　この作品には、最後の力を振り

しぼってでも描かずにはおれない、

画家いわさきちひろの戦争への憤

りと、強く揺るがぬ平和への願い

が込められていました。

　その夏は、ちひろが上井草の自

宅のアトリエで過ごした、最後の

夏となりました｡　　（竹迫祐子）
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3月29日（火）

愛媛よりマイクロバスで９名で来

ました。来館は２回目です。自然

の中で心が癒されました。心温ま

るもてなしでコーヒーも美味しく

いただきました。“旅”は心の温度

計。手足の原動力です。これから

約１０時間かけて松山へ帰ります。

4月16日（土）

世界の絵本と比較してもちひろさ

んの絵ほど柔らかく優しい気持ち

にしてくれるものは他にない気が

します。日本が大変な状況にある

中、家族全員揃ってここに集まれ

たことに感謝します。（土屋斗彫）

4月23日（土）

私の名前の由来はちひろさんです。

ちひろさんの絵のような柔らかさ

や優しさを持ち、ちひろさん本人

のような強さを持つ女性に育って

欲しいという母の願いからです。

本を読んだことはありましたが、

ここに来て初めてわかったことも

たくさんありました。名に恥じぬ

凛とした生き方をしようと改めて

考えました。生きることに迷った

らまた来ようと思います。私の心

のふるさとへ。　（横浜のちひろ）

5月10日（火）

出久根育さんのマーシャと白い鳥、

パネルの横まで描いてあるので驚

きました。あれ、上も！下も！と

のぞき込んで見てしまいました。

ウラは？見えなかったです。絵本

ではわからないことで、原画の楽

しみ方を１つ発見した気分です。

6月11日（土）

２歳になる息子が１歳前のときに

『ぽちのきたうみ』を買いました。

最近気に入って読んでいます。今

日も“ぽち、ぽち”と絵本と同じ

絵を見つけて嬉しそうです。私が

大好きなちひろさん。息子も好き

になってくれたようで嬉しいです。

〈島根県立石見美術館「世界の絵

本をめぐる旅」感想ノートより〉

4月16日（土）～5月23日（月）

世界中の絵本を見ていると、子ど

もを思う優しさは万国共通だとつ

くづく感じました。黒柳徹子さん

の“絵本や絵を鑑賞することは平

和でないとできない”という言葉、

ワッツさんが震災にあった子ども

たちに向けた言葉“絵を眺めるこ

とが楽しみと笑顔を与えてくれる

ことを願い、信じている”が心に

強く響きました。世界中の子ども

たちが家族と一緒に絵本を読んで

笑っていられる平和な時代が必ず

来ることを祈りたいと思います。

5月1日（日） 

韓国南部の金海市にて、いわさき

ちひろと日本の絵本の歴史展を開

催。９２点のちひろのピエゾグラフ

作品、３３点の日本の絵本の歴史資

料を展示。プレ・オープン企画と

して、日本の絵本の魅力について

の講演会が開催され、図書館関係

者など６０名近くが参加し熱心に聞

き入った。

5月4日（水） 

穂高地域を中心に、当館や観光地

を巡る「あづみ野周遊バス」が４

月１６日より運転開始。利用された

お客様からは「安曇野の数多い美

術館を巡るのにとても便利」と大

好評。

5月9日（月） 　

「ドゥシャン・カーライ×出久根

育」展開催にあわせて、出久根さ

んが来館。チェコのプラハに住ん

で９年になる出久根さんは、取材

にこたえて灸事実そのものをしっ

かり観察して描くことが、絵が説

得力を持つことへと繋がる。恩師

であるカーライさんからは、どこ

までも追求して制作する姿勢を学

んだ球と語った。

5月21日（土） 

休日親子レクリエーションの一環

で、地元松川小学校２年生の先

生、親子計６０名が来館。ギャラリ

ートーク、絵本の読みきかせに参

加した。初めて美術館を訪れる方

も多く、「美術館やちひろについ

て知るとてもよいきっかけになっ

た」「子どもとゆっくり過ごし、成

長した様子も感じられた」という

感想が寄せられた。

6月7日（火） 

２００２年に始まった、武蔵野美術大

学芸術文化学科、松川村、当館で

取り組むサマースクールも今年で

１０年目。例年の学生によるワーク

ショップに加え、今年は卒業生に

よる企画も。下見のため、卒業生

が会場の一つとなる村内のお宅を

訪問した。長年活動を支えてくだ

さった方々との話し合いのなか

で、「これまで皆さんに大変温か

く迎えて頂いた。ここは私たちの

第二の故郷。ワークショップ開催

が楽しみ」と話す卒業生。１０周年

につながる節目の活動に期待がふ

くらむ。

6月8日（水） 

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おひさ

ま」の放送開始から、約２ヵ月が

経過。本日は、主人公・陽子の婚

礼シーンで、松川村発祥の民謡

「正調安曇節」が披露された。同

保存会の唄や演奏、踊りによって

祝宴が豊かに彩られた。

焔のなかの母と子　１９７３年

　　母さんといっしょに

　　もえていった

　　ちいさなぼうや。
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●次回展示予定　9月16日（金）～11月30日（水）

〈展示室１〉〈香月泰男生誕１００年記念〉 〈展示室４〉〈出版記念展〉－三国志はおもしろい！－

いわさきちひろ　あんよはじょうず

１９６０年代後半

于　大武（中国）　『七たび孟獲をとらえる』より

　２００８年

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。

ちひろと香月－母のまなざし、父のまなざし－

〈展示室５〉絵本の歴史

中国の絵本画家　 于 大武 展
ユー・ダー・ウー

日本でも絶大な人気を誇る中国の歴

史書、「三国志」。中国画の伝統的な

技法を活かして古典文学の世界を描

く絵本画家・于　大武による絵本『三

国志』三部作の原画を、一挙初公開

します。

戦後、山口県三隅町（現・長門市）で人間愛と

平和をテーマに創作活動を続けた画家・香月泰

●夏休み体験コーナー　ちひろの水彩技法体験！

地元・松川中学生のボランティアがサポート役となり、子どもから大人ま

で気軽に楽しめるワークショップを行います。ちひろの水彩技法を体験し、

世界にひとつだけの作品をつくってみませんか。

○日　時：７月２３日（土）～８月１７日（水）

　１０：００～１６：００（最終受付１５：３０）

○会　場：安曇野ちひろ美術館

　　　　　多目的ギャラリー

○参加費：マグネット１００円（材料費）、ポス

トカード無料（いずれも入館料別）

※参加自由、混雑時は整理入場となります。

●松川中学生による美術館探検ツアー

中学生のボランティアガイドがご案内します。

○日　時：７月２４～２７日、３１日／８月１～３日、７～１０日、１４～１７日　１４：００～

　※当日申し込み受付、先着２０名限定

●松川中学図書委員による絵本の読み聞かせ

○日　時：２０１１年８月３日（水）、７日（日）、９日（火）、１２日（金）

　　　　　１４：００～１４：３０／１５：３０～１６：００

○会　場：安曇野ちひろ美術館　絵本の部屋　※参加自由

●女優・渡辺美佐子による平和の朗読会
ちひろの平和の絵本『わたしがちいさかったときに』

などを朗読します。

○日　時：２０１１年８月２８日（日）　１８：００～１９：００

○会　場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー

○定　員：１００名

○参加費：２０００円（入館料別）

○申し込み：ホームページ、電話、ＦＡＸにて、平和の朗読会担当まで。

香月泰男　ママごと遊び

　１９６９年

男。子どもを終

生のテーマに描

き続けたいわさ

きちひろ。二人

の画家の響きあ

う世界を紹介し

ます。

後援：長野県教育委員会、松川村教育委員会

渡辺美佐子プロフィール：俳優座養成所を経て、多くの日活映画に出演後、

フリーに。舞台では演技派女優として注目され、１９８２年より井上ひさし作

一人芝居「化粧」を継続的に演じ、芸術選奨文部大臣賞を受賞。海外でも

多数上演され、国際的にも高い評価を得る。人間を深く洞察した演技には

定評がある。２００４年春の叙勲旭日小綬章受章。安曇野ちひろ美術館では

２００６年に「金子みすゞ朗読会」を行う。今年３月から始まったＮＨＫ連続

テレビ小説「おひさま」では、主人公の祖母・桐野富士子を演じている。

　夕暮れミュージアム　～夜の美術館を楽しもう～

浴衣で来館した方には、ドリンクをサー

ビス！　すずむし捕りや、ちょっと怖い

絵本のおはなしの会も。安曇野ちひろ公

園に、地元の子どもたちが絵を描いた紙

袋と廃油ろうそくを使ってつくった「安

曇野まほらランタン」を灯します。

○日　時：８月２７日（土）　２１：００まで開館延長

○参加費：無料（すずむし捕りも無料）、入館料別

※参加自由

共催：安曇野アートライン推進協議会

●〈安曇野アートライン推進協議会「夜のミュージアム」／松川
村「すずむしの里松川村クリスタルシンフォニー」開催企画〉

武蔵野美術大学の学生と共に、松川村の自然

のなかで、ワークショップを行います。１日

のみの参加も可。要事前申し込み。

○日　時：各日１０：００～１６：００

①７月３０日（土）　安曇野まつかわサマースク

　　　　　　　　ール

　　　　　　　　「めぐるぐるぐるおいしい記憶」

②７月３１日（日）　サマースクール１０年記念ワークショップ

　　　　　　　　「松川のよいとこあふれる５７５」

○会　場：松川村すずの音ホール、松川村内各所

○参加費：１日のみ参加５００円（松川村の方は４００円）

　　　　　２日間参加９００円（松川村の方は８００円）

○対　象：小学生以上（大人も参加可、未就学児は保護者同伴で参加可）

○定　員：各日４０名

○申し込み：ホームページ、電話、ＦＡＸにて、サマースクール担当まで。

プログラムの詳細は、お問い合わせください。

●安曇野まつかわサマースクール
主催：安曇野まつかわサマースクール実行委員会

共催：松川村、武蔵野美術大学芸術文化学科、安曇野ちひろ美術館、安曇野アートライン推進協議会

〈人事〉２０１１年５月１日付で、黒柳徹子が安曇野ちひろ美術館館長に就

任しました。

●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

撮影：中川敦玲

撮影：中川敦玲
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