安曇野ちひろ美術館
美術館・友の会だより







●展示室1

ちひろ・花の香り
●2008年3月1日（土）〜5月13日（火）

バラ、チューリップ、スイートピー

様子とは異なります。しかし、たっぷり

花を描くとき、ちひろは現実の花を写

……。ち ひ ろ は、生 涯 を 通 じ て、四 季

水を含んだ筆で薄く塗った色面に濃い色

実的にそのまま描写することもありまし

折々の花を子どもたちとともに描き出し

をさすなどして生じる、色の濃淡の微妙

たが、年齢を重ねるにつれて、より自由

ました。その数は、８０種類を超えます。

な調節で、花びらのしっとりとした肌触

な発想と大胆な構図で、感じた花を心の

１９５２年、３４歳のちひろは練馬区下石神

りが表されることで、この絵に描かれた

ままに表現する傾向が強まっていきます

井に家を建て、亡くなるまでの２２年間を

バラは思わず触れてみたくなるようなリ

（図２）。花を目の前にした新鮮な感動

そこで過ごしました。忙しい仕事の中で

アルな質感に満ちています。そして、ビ

を体全体で受けとめて、ちひろは、その

も、庭を丹精し、食卓にもアトリエにも、

ロードのような光沢を帯びる洋服を着た

喜びを感じるままに素直に視覚化してい

いつも身近に花を絶やさなかったちひ

可憐な少女のイメージと相まって、花び

きました。色や形、筆触などの造形的表

ろ。本展では、ちひろが終生愛した花を

らの感触とともにその甘い芳香までも想

現から生じるリアリティに加え、ちひろ

めぐる作品を紹介します。

像させるような、華やかでいきいきとし

自身の湧き立つ心の動きまでが絵の中に

花を描く

たバラの表現が生まれました。

醸し出されることで、見る人の心に五感

花の香りを感じて

を通じて強く刻みつける花の表現へとつ

桃色のワンピースを着て、澄ました様
子でこちらを見つめる少女と、それを囲

晩年のちひろの未発表草稿に「春の花

むように配された、ピンク、黄、赤の大

にはしきりに蝶がきたり、蜂がきたりす

「私は、子どもも花も大好きです。こ

輪のバラ。「バラと少女」（図１）で、ち

る。花のほのかな香りのなかにいると、

の主題をいままでにどれだけたくさん描

ひろは、水彩絵の具の濃淡や滲みを駆使

にぶい蜂の羽音がきこえてくる」＊１とい

いたことでしょう」＊２と語ったちひろ。

して幾重にも重なるバラの花びらを描き

う言葉があります。大好きな草花の中に

ちひろが生涯に渡り多彩に描き続けた、

分け、繊細でかつ確かな量感を持った花

身を置く時、ちひろは、視覚、聴覚、嗅

香りたつような花々をご覧下さい。

の姿を立体的に浮かび上がらせていま

覚など体中の感覚を研ぎ澄ませ、絵の中

す。画面の上からも横からも茎が伸び、

で戯れる子どもたちのように、花との一

＊１「続・わたしのえほん」
（草稿）１９７１年

大胆に構成されたバラは、現実のバラの

体感を味わっていたのかもしれません。

＊２「
『ふたりのぶとうかい』によせて」１９６９年

ながっているのでしょう。

（屋代亜由）
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〈企画展〉生誕１
１０年記念

初山滋

大回顧展

色彩と線の詩人がおりなすモダニズムの世界

●2008年3月1日（土）〜5月13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、日本児童出版美術家連盟、（社）日本版画協会
【協力】初山斗作、城田三茶／安曇野絵本館、弥生美術館、島田コレクション、白百合女子大学、日本女子大学、岩波書店
河出書房新社、至光社、世界文化社、福音館書店、フレーベル館、光村図書出版
ちひろが愛した画家・初山滋

『一寸法師』
（図１）を見ると、初山の

を浮かべていますが、ルイス・キャロル

いわさきちひろが最も愛し、尊敬して

大層モダンなデザイン感覚が感じられま

の物語が持つ、暗さや不気味さはそこに

いた画家、初山滋。上笙一郎氏は初山滋

す。が、それは同時に、極めて日本的な

はありません。初山独自のどこかユーモ

の絵の本質を、「中世以降の芸術世界に

装飾感覚が活きた作品とも言えるでしょ

ラスな雰囲気が感じられます。アリスの

おける美的概念としての〈幽玄〉の近代

う。ヨーロッパで生まれたさまざまな新

着ている服は、直線と曲線を大胆に組み

童心的開花であった」と評しています。

しい美術潮流。所謂、モダニズムのひと

合わせ、ポイントに大きなボタンを配し

つまり、日本の中世以降に形成された

つのきっかけとなったのが、印象派の画

た洒落たものです。

「幽玄」という「美」の捉え方を、近代

家たちに大きな影響を与えたジャポニズ

本展では、東京展では出展されなかっ

の児童文化、児童出版美術の中で、表現

ムであったことを考えると、この画家

た作品、新たに「おむかえ」（図３）や

したものであったということでしょう。

は、本質的にそうしたモダニズムと同根

『一寸法師』の原画（安曇野絵本館蔵）

出発点を、着物の模様画工としてスター

のものを持っていたと言えます。初山滋

を加え、約１５０点の作品を紹介します。

トし、日本的な装飾美術の中で育った初

の個性は、西欧の美術潮流から多くを吸

子どもの本の世界に優雅な美しさを創

山滋は、そうした日本の美意識をしっか

収しながら、流されることなく、自らの

造し、「描かれていないものをも感じさ

りと身につけた画家でした。１３歳で画家

血肉にしていく強さを持っていたことに

せる」幽玄の世界を生み出した初山滋。

あります。それは、初山が所謂アカデミ

子どもの頃、初山滋の絵と出会ったこと


厓の内弟子に入った初山は、１８歳で巽画

ズムとは別の世界に育った効かもしれま

が、ちひろの出発点でした。幽玄の童心

会の銀賞を受賞し、文展をめざします。

せん。

的開花。その流れは、いわさきちひろへ

せん

を志して工房を辞め、風俗画家、井川洗
がい

しかし、文展に顔の利く師のものでなけ

同年に描かれた「不思議の国のアリス」

れば、絵の良し悪しとは別に入選は難し

（図２）は、結局、使用されることなく、

いと聞いて、あっさりと諦め、印刷美術

実際には、原書と同様にジョン・テニエ

への道を選びました。

ルの絵が使われたといいます＊。豚を抱

の国のアリス』
」（
「Mischmasch」第４号、日

えたアリスは遠い目をして神秘的な表情

本ルイス・キャロル協会、２００
０年）による

今回、原画が特別出品される１９２８年の

と受け継がれていきました。
（竹迫祐子）
＊千森幹子「幻に終わった初山滋画『不思議
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図２

チューリップのなかのあかちゃん
１９７１年

図１

バラと少女 １９６６年

黄色いバラとおさげ髪の少女
チューリップのなかの男の子 １９６５年

スイートピーの花とふたり １９６８年

１９７１年

●展示室3・4

（図１）『コドモエホンブンコ 一寸法師』（普久社／誠文堂）
１９２８年

（図３）「おむかえ」「キンダーブック」６巻１２号（フレーベル館）１９
５２年３月

（図２）「不思議の国のアリス」１９２８年

絵本『もず』より（至光社）１９６７年
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活動報告

安曇野ちひろ美術館 新収蔵棟建設によせて

安曇野ちひろ美術館館長

松本 猛

ちひろ美術館が世界各国の絵本原画の

に問うなかで、絵本画家をはじめとした

させるために、このたび新収蔵棟を建設

コレクションに取り組み始めてから２０年

多くの人々から信頼が寄せられた結果だ

することにした。この建物には今までの

以上が経過した。少しずつ増えてきたコ

といえるだろう。多様な地域の作品が増

収蔵庫の約３倍にあたる５１４の収蔵庫

レクションの常設展示を目的の一つとし

えてきたと同時に、歴史的にも重要な価

があるほか、１
４２の資料研究室も作ら

て安曇野ちひろ美術館を建設したのは１１

値のある作品の寄贈や寄託あった。しか

れる。コレクションと研究は美術館の展

年前のことだった。そのときのコレクシ

し、世界には、それぞれの国の文化を反

示を支える重要な部門である。

ョ ン 数 は、世 界１
８カ 国 約１５００点 だ っ た

映した個性豊かな作品がまだまだたくさ

また、この工事にあわせて今までの展

が、現在は、２９カ国１７２人の画家による約

んあり、埋もれている過去の作品のなか

示室も一部改装されることになる。公開

１６６０
０点（２００８年１月現在、いわさきちひ

にも重要なものがいくらでもある。こう

スペースに大きな変化はないものの、よ

ろ作品約９４００点を含めると約２６０００点）で

した作品を調査研究し、後世に残してい

り中身の充実した展示を行うためにも今

ある。この１０年あまりで１０倍以上の作品

くことは美術館の使命の一つである。

回の新収蔵棟の建設は大きな力を発揮す

数になったことになる。

ちひろ美術館は、世界最初の絵本美術

これは、ちひろ美術館が内外の優れた

館として活動を展開してきた社会的責任

絵本原画を紹介し、その美術的価値を世

を踏まえ、収集、研究活動をさらに充実

ることになるだろう。工期は約一年、
２００９年１月に竣工予定である。


＜データ＞
・新収蔵棟の平米数…７１６
・現在の収蔵庫面積（収蔵庫１・２・３）
約１７５に加え、約５１４（収蔵庫、簡
易収蔵庫、修復・隔離庫、額収納庫等）
の収蔵スペースが完成予定。資料研究
室（１４１．
７５）も新収蔵棟に移る。
＜工期について＞
・２００８年２月末頃、新棟工事着工。
・枯らし期間を経て、２００９年１月頃に、
竣工予定。

新収蔵棟

■増築後の安曇野ちひろ美術館外観模型と周辺配置図（予定）

●多目的ギャラリー

ちひろ美術館コレクションの立体作品
●2008年3月1日（土）〜5月13日（火）

ちひろ美術館コレクションの絵本画家

小作品はコントラスト鮮やかな赤と緑色

です。荒く形を削られた犬からは、身近

の幾人かは、絵本の他に立体作品を制作

で塗られ、紙による表現の可能性を見せ

な動物へのヴィルコンの愛情が感じられ

しています。今回は、大きく開かれた建

ています。

ますが、ドアに向かってちょこんと座る
犬の姿は、不思議と扉の向こう、つまり、

物の窓から遠く北アルプスや、約３０，
０００

ポーランドのユゼフ・ヴィルコンは、

株の花畑が見える多目的ギャラリーの開

自然が残る自宅の庭で斧やノミを使って

作品の奥への想像力をかきたてる魅力が

放的な空間の中で、いくつかの立体作品

木を彫り上げ、次々と新たな作品を生み

あります。木の他にも金属などをも用い

を展示します。

出しています。「背中を丸めて根をつめ

て、小鳥、魚、空想上のドラゴンまで、

て机に向かって描く絵本のための絵とは

彼の手にかかると、今にも動き出しそう

異なる創作の喜びがある」と語る彼は、

な生き物となるのです。

（図１）
クヴィエタ・
パツォウスカー
（チェコ）
「赤と緑の像」
１９８２年

絵本にも常に登場するユーモラスな動物
たちを、立体作品においては、さらに大
（図３）
キアラ・ラパッチーニ
（イタリア）
「安曇野での体操」
２００２年

きく、迫力をもって、表現しています。

幅広い芸術活動を続けているチェコの
クヴィエタ・パツォウスカーは、「本は建

イタリアのキアラ・ラパッチーニは

築である」という考えを持ち、彼女の絵
本の中には、平面にとどまらない工夫が
見られます。彼女は、
「紙の彫刻」と呼ば
れる軽やかで、遊び心溢れる作品を制作
しています。（図１）
「高さ５センチでも、

（図２）
ユゼフ・
ヴィルコン
（ポーランド）
「ドアの前の犬」
１９９５年

高さ５メートルでも、それは彫刻」と語

「ドアの前の犬」（図２）は、ヴィルコ

る彼女が紙を切り、貼り、折って作った

ンの家に実際にあったドアを使った作品

２００２年に来日した折、安曇野の空気を
感じながら、地元信州の木を使って「安
曇野での体操」（図３）を制作しました。
細く、伸びやかな人間の形は、リズムの
軽快な音楽のように周りに広がり、見る
者を包みます。

（松方路子）
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ちひろを
２５
訪ねる旅

熱海ホテル

熱海に行く車中、夫・善明と（１９５９年）
「カンヅメ」がはじまる１０年前。ちひろと
善明は、短い休暇を熱海で過ごすべく、車
中のひととなった。
こうした思い出が、後に「カンヅメ」の
地を熱海に選ぶ、ひとつのきっかけになっ
たのかもしれない。

みこと

「今はないこのホテルは温泉街か

え、ちひろはその家庭でいくつも

らすこしはなれた海沿いの小高い

善明のもとに、絵本制作のために

の役割を担いながら、この時期、

丘のうえにあり、大正時代の建築

熱海ホテルに滞在していた妻いわ

画家としてもさらに新しい絵本表

とかで、高い天井と、ところどこ

さきちひろから、こんな電報が届

現の可能性を追求していました。

ろに和洋折衷の様式が見られる洋

くことがありました。

けれど、こうした状況で、仕事に

館だった。広い芝生の庭があり、

絵本作家として活躍する妻と、

専念することは難しく、まとまっ

そのむこうに海が見えた」と記し

国会議員として多忙を極める夫。

た絵本を制作する際には、一定期

ています。かつて、日本の新婚旅

互いに「すれ違い夫婦」を自認し

間、家を離れて篭もりきることも

行の代名詞だった熱海。その常春

ていたふたりは、ゆっくりと会話

ありました。所謂「カンヅメ」と

の景勝地で、
『あめのひのおるす

を交わす余裕のない日常の中で、

言われる状態です。

ばん』『あかちゃんのくるひ』『こ

童心社の「若い人の絵本シリー

事を終えた夫は短い休日を妻と過

ズ」では、長野県の北部、黒姫山

『ぽちのきたうみ』
『ゆきのひのた

ごすべく、熱海に立ち寄ることも

にあった山荘が、一方、至光社の

んじょうび』は生まれました。

ありました。

絵本制作にあたっては、一冊目の

「お帰り熱海ホテルで待つ、ち

『あめのひのおるすばん』以来、

ひろ」この短い電文に、ちひろの

熱海ホテルが定宿でした。

浮き立つような思いが感じられる

国会議員の妻として、受験生の
母として、半身不随の母親を介護

「わたしが選んだちひろ展」
思いがけず、メッセージが絵の横に
展示され、はずかしいけれど嬉しい
です。記念に母がこのメッセージの
言いましたが、携帯禁止との事で残

２
００７年 は、全 国 ３ ヶ 所 の 会 場
で、館外展が開催されました。
それぞれの会場の感想ノートか
ら、お客様の声を紹介します。
●２００７年７月２１日〜８月１９日
福井市美術館（福井）
「わたしが選んだちひろ展」
●２００７年８月２５日〜９月２５日
福岡アジア美術館（福岡）
「ちひろとアジアの絵本画家
たち」
●２００７年１０月１２日〜１１月１２日
美術館「えき」KYOTO（京都）
「いわさきちひろ展」

美術館
日記

念がっていました。この絵とメッセ
ージの本とかがでたらいいなと思い
ました。
小南詩歩
２才の子と一緒だったので、ゆっく
りというわけにはいきませんでし
た。やはり小さい子をもっていると
社会参加するのはキビシイと感じま
した。それでも見に行きたかった。
一人で行くことなんてムリだけどい
つか、安曇野へ行きたくなりまし
た。
３７歳

永谷昌子

ようです。

息子は、熱海ホテルの思い出を

する娘、姑と暮らす嫁として、住

部分だけを携帯で写真に残したいと

館外展会場の感想
ノートから

とりのくるひ』『となりにきたこ』

時にこうして連絡を取り合い、仕

「ちひろとアジアの絵本画家たち」
8月30日（木）
いわさきちひろの絵は、今日も含
め、３回見させていただきました。
色づかいがすごくきれいで、何度見
ても、あこがれます。また同時に日
本や世界の画家たちの絵や絵本も見
れて、たくさんの絵がここに来て
て、すごく嬉しく思いました。
PN．
熊本県の女性

＊
ちひろの絵はもちろん大好きで、今
回もつい涙がこみあげてきてしまい
ました。アジアの絵本画家たちの絵
も、そしてそこに示された詞（こと
ば）もとても良かったです。今日は
母とケンカして出てきたのですが、
きれいな気持ちで心穏やかに帰れそ
うです。ありがとうございました。

（竹迫祐子）

「いわさきちひろ展」



ふたこと

み込みの二人のお手伝いさんを抱

「オカエリ



ひとこと

アタミホエテルデ

マツ、チヒロ」出張先の夫、松本

10月31日（水）
ちひろさんの子どもを見る目、子ど
も観が伝わってきました。絵は心で
見るものです。 やさしさ
ったかさ

や

あ

をたくさん感じました。

ちひろさんの絵が、なぜ愛されてい
るか、少し分かった気がします。今
日、心から、素てきな絵だなと感じ
ました。来てよかったです。これか
らも、ちひろさんと出会うチャンス
をたくさん（全国で）作って下さいね
２２歳学生

11月11日（日）
京都でまた出会えました。ありがと
う！「大人になること」の言葉が、
また私を励ましてくれました。ちひ
ろさんの絵があちこちに見られる世
の中になって私はしあわせです。ま
たいつか安曇野へ行きますね

和

10月21日（日）

評。年配の男性がはじめは戸惑い

しい美術館」のキャッチコピーで

「秋の夜長の安曇野寄席」が開催

ながらも、ろくろを回し始めたと

表現。来年も多くのお客様に喜ん

された。今年で６回目を迎え、常

たん、無邪気な子どもの様な笑顔

で頂ける美術館にしたい。

連のお客様も多い。演目が終わる

に変わったのが印象的。

12月10日（月）

と、やおら隣に座られたお客様よ

11月24日（土）

２００８年２月の収蔵棟増築工事着工

り「来年も楽しみにしています」と

「日本の映画上映会」で「愛染か

を前に、身障者用並びに職員駐車

の感想を頂く。スタッフ一同、来

つら（総集編）」を上映。映画の時

場の移設改修工事がスタート。例

年に向け一気に気が引き締まる。

代背景や懐かしい挿入音楽に関す

年になく厳しい寒空の下、急ピッ

11月1日（木）〜11月4日（日）

る、映画監督の河崎義祐氏（NPO

チの作業が進む。（４面記事参照）

「アート・自然・暮らしにふれる

シネマネットジャパン理事長）の

2008年1月29日
（火）

秋の安曇野ゆったり散策。」をテー

解説で上映開始。年配の方が多い

松本市内の中学校で出前講座を開

マに、クラフト作家を中心に、工

会場では、久々に見る映画に「幼

催。図書委員を対象に、ちひろの

房・美術館・ギャラリーなどが参

い頃の自分を重ね、懐かしく拝見

作品や半生を紹介しながら、平和

加し、安曇野の魅力を発信するイ

しました」との感想も頂く。

への願いを伝える。特にちひろの

ベント「安曇野スタイル」。当館も

12月3日（月）

両親の実家が松本市内にあったと

工芸家の作品展示や、初の大人向

２００８年に向けたポスター・チラシ

いう説明に、興味深げに写真を見

けのワークショップ、竹細工・陶

の打ち合わせを行う。安曇野ちひ

る生徒も多い。ちひろが信州に縁

芸制作を開催。作家の作品に、季

ろ美術館らしい、景色とともにの

の深い作家であったことに共感を

節の安曇野の野花を、お客さまが

んびり寛げるイメージを、
「りん

持てたと話す生徒も。同校では図

思い思いに生けるコーナーも好

ごと天使」の作品と「空気のおい

書室にて複製画展も開催された。
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●次回展示予定
＜展示室１＞

5月16日（金）〜7月8日
（火）
＜展示室４＞

ちひろ・あそびの情景

指人形で遊ぶ子どもたち １９６６年

元気に駆け回る子どもたち、
夢中になって絵を描く少女
……。ちひろは、子どもた
ちが生き生きと遊ぶ情景を
数多く描き出しました。本
展では、懐かしい遊びを描
いた作品や絵本『となりに
きたこ』などを展示し、子
どもにとってかけがえのな
い遊びの時間を見つめ直し
ます。

―ちひろ美術館コレクション―

世界の絵本画家展Ⅰ
小企画展示として、ドイツの絵本画家、
クラウス・エンヅィカートの描く、『４人
の子ども、世界をまわる』の原画を紹介
します。手書きによる文字と絵の組み合
わせ、線の美しさをお楽しみください。
また、２８ヶ国１７２人約２６，
０００点（２００８年１
月現在）のコレクション作品から、約１００
点を選んで展示します。
クラウス・エンヅィカート（ドイツ）
ベッドで遊ぶ４人の子どもたち
『４人の子ども、世界をまわる』より（部分） １９９２年

●3月20日（木・祝） 安曇野ちひろ美術館感謝デイ
■入館料無料！
皆様への日ごろの感謝の気持ちをこめて、この日は、全ての方の入館料が無料
となります。（イベントの参加費も無料です）

●スライドトーク
「色彩と線の詩人・永遠のモダニスト

初山滋」

3月16日（日）
、4月20日（日）、5月11日（日）
いずれも１４時〜 多目的ギャラリー

■ワンドリンクサービス！
当館カフェで人気のドリンク（コーヒー、紅茶、そば茶、松川村産りんごジュー
ス）の中から、お好きなドリンク１杯をプレゼントします。

■１３：００〜１４：００ 松本猛トークライブ
当館館長の松本猛が、母・ちひろとの思い出や信州とのゆかり、安曇野ちひろ
美術館が誕生して１１周年を迎える今の想いを語ります。

■ソプラノ歌手・清水正美コンサートとみんなで歌おう！
歌声喫茶ともしびのコンサートに加え、来館者のみなさんと一緒に誰もが親し
みやすい曲を歌う、参加型ライブを開催します。
●出演 ソプラノ：清水正美／バリトン：吉田正勝
ピアノ：山田剛史／バイオリン：三ツ木摩理
●午前の部【親子向け】１１：００〜１２：４５
「翼をください」
「君をのせて」
（「天空の城ラピュタ」主題歌）など、小さな
お子様から大人まで一緒に楽しめる内容です。
●午後の部【一般向け】１４：００〜１５：４５
「千の風になって」「早春賦」「さとうきび畑」他、ちひろが愛した曲も紹介
します。
清水正美・プロフィール
「歌声喫茶ともしび」で歌うこと２０数年。声楽を二期会の
大倉幸枝氏に師事すること１０数年。日本の歌、世界の歌オ
ペラ・マリアからシャンソン、ポピュラーなど、その幅広
いレパートリーと説得力のある歌唱には定評がある。

●新刊案内

初山滋

出典不明 １９３０年代

●4月19日（土）

安曇野ちひろ美術館歴史展示室ガイド 』

死者の書や時禱書、絵巻物から２０世紀初頭の絵本に
いたるまで、ちひろ美術館所蔵の歴史資料や作品を
通して、イラストレーションの歴史をわかりやすく
読み解いたガイドブックです。（２００８年春刊行予定）

開館記念日

ご来館の皆様に、開館記念のささやかなプレゼントを差し上げます。

開館記念日イベント

ちひろが愛した映画上映会
（協力：NPO法人シネマネットジャパン）

上映作品 「巴里祭」（字幕付／DVDによる上映）
１９３２年・９０分・フランス／監督：ルネ・クレール
時間 １４：００−１６：００
参加費 無料
申込方法 安曇野ちひろ美術館（TEL０２６１−６２−０７７２）まで
●NPO法人シネマネットジャパン理事長で、黒澤明監督の助監督
も勤めた河崎義祐監督と、松本猛館長との対談も予定しています。

●ゴールデンウィーク

『絵本の歩み

企画展「生誕１１０年記念 初山滋 大
回顧展」の開催に合わせ、
『初山滋
永遠のモダニスト』
（河出書房新社刊、
２００７年）の著者である当館副館長の
竹迫祐子が、初山滋の作品の魅力と
その人生を、スライドを使ってわか
りやすく紹介します。
※申込不要、参加無料（入館料のみ）

開館情報

４月２６日（土）〜５月６日（火）のゴールデ
ンウィーク期間中は、無休で開館いたします。
（※この期間は、開館時間を１８時まで延長い
たします）５月１４日（水）、１５日（木）は展
示替のため休館いたします。公園の花々が美
しく咲くこの季節に、是非ご来館ください。

●おはなしの会

●絵本相談室

●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日 １１：００〜
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。どなたでもご自由にご参加い
ただけます。

毎月第２・４土曜日 １１：３０〜
絵本に関する相談や、絵本選びのアドバイ
ス等、絵本に関するお問い合わせを承りま
す。

毎月第２・４土曜日
世界の絵本画家展１３：００〜／ちひろ展１
４：００〜
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ます。
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