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｢子どもというのは、あらゆる可能性を

もっている大切な人間の宝です｣

いわさきちひろ　１９７２年

　ひとりの母親でもあったちひろにとっ

て、子どもはかけがえのない存在であ

り、あかちゃんは未来そのものでした。

本展では『ちひろ　いのちの画集』（講談

社）の出版を記念し、子どもやあかちゃ

んを描いた代表作、平和への願いをこめ

た絵本の原画など約９０点を展示します。

いのちのかがやき

　「赤い胸あてズボンの少女」（図１）の

少女は、大きなつば広帽子をかぶり、脚

を踏み出すような前傾姿勢で描かれてい

ます。ちひろの描く子どもが生命感にあ

ふれているのは、ただ単に可愛らしいだ

けではなく、のびやかな肢体が的確にと

らえられているからにほかなりません。

この絵でちひろは、重心のかかる左脚（支

脚）と右脚（遊脚）との違いを描き分けて

います。２０代の頃にデッサンを重ね、後

には息子やその友だちの姿を折々にスケ

ッチしてきたちひろは、どんな格好もモ

デルなしで描けると自負していました。

　一方、「はなぐるま」（図２）では写実

的な表現からはなれ、視点や尺度を自在

に変化させて画面いっぱいに色とりどり

の花々を描いています。ちひろの絵に登

場する花や蝶、小鳥など小さく愛らしい

存在は、いのちの象徴でもあるようです。

あかちゃん

　ちひろの描くあかちゃんには、月齢の

違いまで描き分けることのできる観察力

とデッサン力に加え、息子を慈しみ育て

た母親としての実感が込められていま

す。「チューリップとあかちゃん」（図３）

では、まだ指しゃぶりが上手にできない

月齢の低いあかちゃんの、不器用な手つ

きまでもが見事に表現されています。

子どもの心

　「子どもを描いていると、自分の小さ

いときのことを描いているという感じが

します。」と語ったちひろは、好奇心や喜

び、寂しさや不安といった子どもの頃の

繊細な心を忘れませんでした。

　絵本『となりにきたこ』（図４）では、

主人公の少女が隣に引っ越してきた子が

どんな子なのか確かめようと、垣根ごし

にのぞくシーンが印象的です。木は簡略

化され視線は自然とふたりに集中しま

す。のぞきこむ仕草やぴんと開いた指先

に、少女の期待と緊張感が表れています。

悲しみの日々－平和への願い

　『わたしがちいさかったときに』（図５）

は、広島で被爆した子どもたちの詩や手

記に絵を描いた作品です。「どんなに可

愛い子どもたちがその場におかれていた

かを伝えること」を画家の役割ととらえ、

原爆にさらされた子どもの、母親や家族

の、深い悲しみや魂の叫びを鉛筆と薄墨

のモノトーンで描き出しました。

　亡くなる前年の１９７３年には、ベトナム

戦争への反戦の思いから『戦火のなかの

子どもたち』を発表します。今何かしな

いと、ベトナムの子どもたちがみんない

なくなってしまうのではという焦燥感に

かられ、体調を崩しながらもちひろは、

自らの空襲体験を重ねて戦時下に生きる

子どもの姿を５０点もの絵に描きました。

元気いっぱいの子どもの絵にも、戦火の

なかの子どもの絵にも、ちひろの平和へ

の願いが込められています。（山田実穂）

●展示室1・2・3

●2009年9月9日（水）～11月15日（日）

出版記念展　ちひろ　いのちの画集

●多目的展示ホール

　ちひろ美術館では、世界３０カ国１９４名

の画家による約２６５００点の作品を収蔵し

ています。このなかには、さまざまな動

物が描かれている絵も数多く含まれてい

ます。とりわけ、画家たちが親愛を込め

て多く描いているのが、ねこです。本展

では、世界各国の絵本画家が描いたねこ

の絵から約５０点を厳選して展示します。

世界中から大集合したねこたちの個性豊

かな表情をお楽しみください。

いろいろな国のねこ

　ねこは、古くから世界中で人間ととも

に暮らし、わたしたちの文化のなかに溶

け込んできました。ねこの絵にも、それ

ぞれのお国柄が現れています。スーダン

の画家、セイフ・エディーン・ロウタは、

強烈な色彩で、がっしりした体つきのね

こを描いています。顔を見ると、眼はカ

ールしたまつ毛に縁取られ、耳には唐草

模様が描かれています。独特の装飾的な

表現には、アフリカの民族芸術のおおら

かな味わいが生かされています（図１）。

写実的な動物画の伝統があるポーランド

の画家、ヤヌシ・グラビャンスキは、ね

こをテーマにした絵本も描いています。

グラビャンスキは、ねこの骨格や動きを

研究し、ねこが見せるふとした表情を、

素早い筆致で的確に描写しています。四

肢を投げ出して寝そべったまま、顔だけ

を起こして視線を向けるねこの姿には、

画家の鋭い洞察力と愛情に満ちたまなざ

しが感じられます（図２）。

　一方で、子どもたちがねことふれあ

い、心を通わせる姿は、国の違いを超え

て私たちの共感を誘います。チェコの画

家ミルコ・ハナークは、子どもとねこが

一緒にいるさりげない日常の一場面をい

きいきとした水彩の筆致でとらえ、それ

ぞれの瞳を表情豊かに描いています（図

３）。日本の和田誠は、自宅で飼ってい

るねこをテーマに、絵本『ねこのシジミ』

を描いています。男の子が捨てねこを家

に連れて来た場面では、少し緊張した面

持ちの男の子と、男の子に抱かれた無邪

気な子ねこの様子を正面から対比して、

ユーモラスに描いています（図４）。

あんなねこ、こんなねこ

　ねこの顔には、正面に大きな目がつい

ているので、人間に親近感を抱かせま

す。静かに寝そべっていたかと思うと、

獲物を見つけて敏捷な動きを見せるね

こ。しっぽを立てて音もなく優雅に歩く

ねこ。のどを鳴らしてすり寄ってきたか

と思うと、ぷいとどこかへ逃げてしまう

気まぐれなねこ。その魅力にあふれる性

質から、ねこは、各国の昔話や童話のな

かで、さまざまな姿に描かれています。

ドイツの画家クラウス・エンヅィカート

は、ねずみに求婚して受け入れられた雄

ねこを、スペイン風の衣裳を身に着けた

紳士として描いています（図５）。緻密な

線で描かれた顔の表情からは、狡猾そう

なところがうかがわれます。ロシアの画

家エフゲーニー・ラチョフは、仲間のお

んどりを機敏に助け出す誠実なねこを、

ロシアの伝統的な衣装を着た堂々とした

青年の姿として描いています（図６）。

ねこはどこに？

　ねこを中心的なテーマにした絵や絵本

原画の他、画面のどこかにねこが描かれ

ている絵も展示します。どこにねこがい

るか、わかりますか？（図７）。（原島恵）

●2009年9月9日（水）～11月15日（日）

ちひろ美術館コレクション展　ねこねこ大集合
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●展示室1・2・3

図２　はなぐるま　１９６７年

図１　赤い胸あてズボンの少女　１９７１年

図４　垣根ごしにのぞく子ども　『となりにきたこ』より　至光社　１９７０年

　図５　死んだ子どもを抱く目の見えなくなった母親
　　　　『わたしがちいさかったときに』より　童心社　１９６７年

図１　セイフ・エディーン・ロウタ（スーダン）
　　　『ゲーム』より　１９８４年
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●多目的展示ホール

となりに　きたこ　どんなこ　となりに　いるこ　どんなこ

図３　チューリップとあかちゃん　１９７１年

図３　ミルコ・ハナーク（チェコ）
　　　はしごを登る子どもと猫
　　　１９６８年頃

図５　クラウス・エンヅィカート（ドイツ）
　　　『小石ちゃん』より　１９７４−７５年

図６　エフゲーニー･ラチョフ（ロシア）
　　　「金のとさかのおんどり」より　１９６３年

図７　エドワルド・ムニョス・
　　　バシュ（キューバ）
　　　『なぜ？』より　１９８８年

図４　和田誠（日本）
　　　『ねこのシジミ』より
　　　１９９６年

図２　ヤヌシ・グラビャンスキ
　　　（ポーランド）伸びをする猫
　　　制作年不明
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活動報告

　「ちひろとローランサン」展にちなみ、

マリー･ローランサン美術館学芸員の富

安玲子さんにご講演いただきました。

　「１９世紀末のパリという場所の申し子

のようなローランサンは、他の画家たち

を熱心に学びながらも安易に同調せず、

自分の絵を探究しました。バラ色や優し

い青を使って描き、独自の個性を手に入

れて、新進画家として認められました。

　ドイツ人男爵と結婚したローランサン

は、第一次世界大戦の勃発とともに７年

に及ぶ亡命生活を余儀なくされます。こ

の頃の作品には、痛々しいまでに孤独な

内面が表現されていますが、グレーの美

しさが際立っています。不遇ななかでも、

芸術の上では豊かな実りを得ました。

　離婚してパリに戻ると、甘く優美な作

風に変わります。ちひろ美術館の新収蔵

作品「ブリジット･スールデルの肖像」も

この頃の作品です。若い頃は、バラ色を

使ってクールな絵を描いていたのが、今

度は寒色を使って優しい絵を描いていま

す。この辺もローランサンの上手さです。

　１９２９年に経済大恐慌が始まり、３３年に

はナチス・ドイツが政権を取り、３９年に

第二次世界大戦が勃発します。時代が暗

くなるのに反し、彼女の作風は、より明

るさを増します。そこに戦争の影は感じ

られませんが、ローランサンの人生には

苦難がありました。彼女が住んでいた家

を占領ドイツ軍が接収したのです。小さ

な家に移り、アトリエを別に借ります。

絵の具もない、キャンバスもないなかで、

どんどん華やかな絵を描くようになった

のです。同時期にピカソが描いたのが「ゲ

ルニカ」です。ローランサンは、戦争な

んて、ナチなんて、私が美しいものを描

こうと思う気持ちに何の影響も与えない

のよと、言ってのけているかのようです。

　ローランサンは、人に甘えることなく、

すべてを引き受ける生き方をしました。

それでも、大切だと思うもの、エレガンス

や美しさを絶対に放棄しないで自立して

いた人でした。彼女を痛めつけた戦争や

ナチは、今の私たちを支配することはで

きません。けれども、彼女が残した芸術

の力は、５０年以上の時を経てなお、今の

私たちの心を動かすのです。」（原島恵）

７月１９日（日）スライド・トーク「マリー･ローランサンの絵と人生」

８月８日（土）いわさきちひろ没後３５年記念　松本由理子講演会　～画像でたどる最後の４年間～

　「ちひろの命日の８月８日に、このよ

うな講演を行うのは、実は今回が初めて

です。亡くなってから３５年間、遺された

作品を通して、ちひろの思いを１人でも

多くの人に知っていただきたいと、必死

で美術館や本作りをし続けてきました。

　今回、改めて医師によるちひろの病状

報告を読み直し、私たちが身近に感じて

いる彼女の晩年に描かれた数々の作品

が、本当に辛い状態のなかで生み出され

ていたんだ、ということを再認識しまし

た。ベトナム戦争が激化してくるなか、

誰に頼まれたわけでもなく「こども」と

だけ題された作品を描き、それをきっか

けに、文字通り、自らの命を削りながら

『戦火のなかの子どもたち』を制作してい

る。自分に残された時間を考えていたか

らでしょう。当時の体調と、山積みの仕

事と、自分と夫の両方の母親が同居して

いる、あの家庭の状況を思い浮かべると、

大変な決意がなければできなかったこと

だと思います。それほどの切迫感があの

時代にはあった。世界中のどの子にも幸

せになってほしい、戦争は二度としては

いけない、自分にできることは？　との

思いに突き動かされたのだと思います。

　ちひろは、確かに辛いこともいろいろ

あったけれど、心から愛する夫がいて、夫

と思想（人間への深い愛、未来への展望）

を共有し強い絆で結ばれていた。幸せな

人だったと思います。編集者をはじめ多

くの方が、ちひろさんのためならと力を

貸してくださり、亡くなった後もたくさ

んの人に支えられているのですから。

　もし生きていたら、こんなに作品を飾

られて恥ずかしい、と言ったかもしれな

いけれど、美術館が自分の絵だけでなく、

文化や宗教の違いを越え、子どもを愛す

る世界中の素敵な絵本画家の作品を集

め、展示してくれて、ありがとう、と言

ってくれるのではないかと思います。そ

して、私たちがみなさんのおかげで、世界

で初めての絵本の専門美術館として、こ

こまで歩んでくることができたことを、

彼女も喜んでくれていると思います。」

　当日は、６３名の方が参加。講演後の懇

親会では、「病魔に力を奪われながらも

必死に描いたという秘話に、胸がしめつ

けられた」「絵に込められた思いを知り、

絵を観る心持ちが変わりました」「ちひろ

さんの絵を見ると心が強くなる」などの

感想が聴かれました。ちひろへの想いを

持つ、さまざまな人の交流の機会となっ

た３５回目の命日でした。　（窪田有希子）

　現役医師、２児の母であり、シンガー

ソングライターとしても活躍するアン・

サリーさん。小さなお子さん連れでも気

兼ねなく楽しめる、美術館でのコンサー

トを企画・開催しました。

　曲目は、「椰子の実」「蘇州夜曲」など

異国情緒たっぷりの名曲のほか、“ＮＨＫ

みんなのうた”でおなじみの「のびろの

びろだいすきな木」など全１５曲。１２２名の

参加者で満員の会場に、アンさんのたお

やかな歌声が響きわたりました。

　熱烈なアンコールにこたえて演奏され

た最後の曲、「こころ」を歌いながら、

思わず涙を見せたアンさん。コンサート

終了後、その涙の理由をたずねると……。

「ちひろ美術館に来てこうして歌ってい

ること、自分自身が二人の子どもの子育

てをしていること、会場にもたくさんの

子どもたちが来てくれていることを思っ

たら、なんだかこの曲が子どもという存

在そのものを歌った歌のようにも思えて

きて……。思わず泣いてしまいました」。

　今回、初めて来館し、ちひろの絵や言

葉をじっくりとご覧になっていたアンさ

ん。「ちひろさんの水彩のにじみを見て、

たとえば同じ黄色でも、本当にいろいろ

な種類の黄色がある、ということに改め

て気付きました。音楽でもそうなんです。

同じ“ソ”の音でも、実はいろいろな“ソ”

の音がある。そう思ったら、絵の色も、

音楽のように思えてきました」。帰り際、

「ちひろさんが目指していたことと、自

分が大切にしていきたいと思っているこ

とが重なる気がしました」と語り、美術

館をあとにしたアンさん。お子さんの手

を引くその笑顔が、プロの歌い手の顔か

ら、二人の子どもの“お母さん”の顔にな

っていたのが印象的でした。（川口恵子）

７月２６日（日）アン・サリー　コンサート

講師：富安玲子（マリー･ローランサン美術館学芸員）
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窓 平和の誓い
松本由理子（ちひろ美術館・東京　副館長）

　広島の平和祈念式典に参列したスタッフ

からのメールに心が熱くなる。「こども代

表の『平和の誓い』は、私たちちひろ美術

館の思いと深く重なり合いますので、急ぎ

お伝えします」との後にこう記されていた。

　「これから先、世界が平和になるために、

私たちができることは何でしょうか。それ

は、原爆や戦争、世界の国々や歴史につい

て学ぶこと、けんかやいじめを見過ごさな

いこと、大好きな絵や音楽やいろいろな国

の言葉で、世界の人たちに思いを伝えるこ

と。今の私たちにできることは、小さな一

歩かもしれません。けれど、私たちは決し

てあきらめません。話し合いで争いを解決

する、本当の勇気を持つために、核兵器を

放棄する、本当の強さを持つために、原爆

や戦争という『闇』から目をそむけること

なく、しっかりと真実を見つめます。そし

て、世界の人々に平和への思いを訴え続け

ることを誓います。　２００９年８月６日」

　広島・長崎に原爆が投下されて６４年。被

爆の実相を語り続けてくださった方々の高

齢化が心配されるなか、その思いをしっか

りと受け止め、自分たちの目線で何ができ

るかを考え、自分たちの言葉で語りかける

子どもたちがいることに励まされる。

　長崎に原爆が落とされた８月９日、安曇

野館で吉永小百合さんが松川村の中学生に

原爆詩の朗読をしてくださった。村は毎

年、４人の中学生を平和祈念式典に送って

いる。「原爆は一瞬にして、命だけでなく

希望や夢や生きる力まで奪った。遺品は、

止まった時間、命を奪われてしまった人の

ことを教えてくれた」「遺伝子にまで被害を

及ぼし、今現在まで苦しむ人たちを生み出

していることを知った」「学び伝えていくこ

とが原爆をなくしていくことにつながって

いくと思う」との中学生の報告に、核兵器

のない平和な未来への確信を得た。

美術館

日記

7月11日（土） 

ちひろ美術館が収集してきた、世

界の絵本原画を一堂に展示する損

保ジャパン東郷青児美術館での展

覧会が始まる。オープニングには

出品作家やご遺族、作家の出身国

の大使も集まってくださった。席

上で、茂田井武さんのご遺族から

遺作全点の寄贈が発表される。

7月22日（水） 

近くの都立稔ヶ丘高校が、授業の

一環でグループ来館。今月に入っ

てから私立女子中学校や都内の中

学校の美術部などのグループ入館

が目立つ。「生徒たちの企画でち

ひろ美術館を選びました」という

ことを聞くと、とてもうれしい。

7月29日（水） 

石神井公園近くに来年３月開館予

定の区立博物館「ふるさと文化館」

関係者が来館。開館記念展では区

内の美術館の紹介コーナーをつく

るので、ちひろ美術館にも協力を

お願いしたいとのお話。ワークシ

ョップができる空間もあるとのこ

と、子どもたちが校外学習で両館

を巡るようになる日が待ち遠しい。

8月1日（土） 

草花や土などから匂いを取り出す

「ＦＥＥＬ　ＴＨＥ　ＥＡＲＴＨ　子どもの

ための自然とアートのワークショ

ップ」に協力。朝、石神井公園で

採取した草花などにアルコールを

加えることで匂いの液体を抽出す

る。制作した作品は、三鷹市芸術

文化センターに展示される。嗅覚

に集中し、終日根気よく作業に取

り組む子どもたち。夕刻迎えにき

た保護者の前で、ほっとした笑顔

になっていた姿が微笑ましい。

8月6日（木） 

平塚市美術館で開催中の「わたし

がえらんだいわさきちひろ」展を

ご覧になったお客様が、「選んだ人

が違うので初めて見る作品もあっ

てよかった。順位も『ちひろＢＯ

Ｘ』と微妙に異なっていて面白い」

とＨＰの掲示板に書いてくださっ

た。参加型の展覧会として、全国

のさまざまな館で開催を重ねてい

る、「選んだ展」ならではの感想だ。

ひとこと

ふたこと

みこと

6月12日（金）

ちひろさんの、母としての子への

無償の愛、人としての戦争への怒

りを感じてはいましたが、来館し

て、初めて女性としての愛に触れ、

より一層魅力的に感じました。原

画に触れて力強さ、潔さを感じま

した。この、かわいいだけではな

い深さに人々は魅せられ、感動す

るのでしょうね。苦労があっても

いいんだ、悩んでもいいんだと少

し心が軽くなりました。　（Miki）

6月21日（日）

私とちひろさんの出会いは、小学

校の国語の教科書。表紙がとても

かわいらしく、大事に大事に使い、

机の上に飾っていたのを覚えてい

ます。あの頃は物もなく、ひとつ

の物を大事に使っていました。そ

の頃の気持ちをふと思い出し、懐

かしく思いました。忘れかけてい

た大切なことを思い出せた気がし

ます。この気持ちを忘れる前にま

た来たいと思います。（Sachiko）

7月31日（金）

ぼくは美術館の近くに住んでいる

ので、よくここへ来て展示を見ま

す。いつ見ても、ちひろさんの絵

は初めて見るようにいいなあと思

います。それに、絵の具のぼかし

や、鉛筆のやわらかい線の太さの

調節がよくできています。ぼくも

ワークショップでぼかしをやって

みたけれど、なかなか絵に使うの

は難しそうでした。ちひろさんは

うまくぼかしで絵を描いていて、

それはちひろさんだからできたの

だと思います。ぼくも、そういう

「自分のできること」を持ちたい

と思いました。　（櫻井千尋１１歳）

〈ちひろとローランサン展〉 

7月22日（水）

３０年ぶりに来ました。落ち着いた

たたずまいのなかに身を置き、ち

ひろとローランサンを見るなんて

至福のひとときです。美しいもの

に触れ、心が蘇った思いです。ロ

ーランサンが、最後にバラとアポ

リネールの手紙を胸に旅立ったと

わかり、心打たれました。

＊　　＊　　＊

ちひろさんの淡く優しいタッチに

対し、ローランサンの厚くどこか

暗いタッチ。微妙な部分での共通

点を見つけるのが楽しくなる展示

でした。「戦争・恋・死」、この３

つのキーワードをより考えさせら

れました。庭は時間がいくら経っ

てもそこだけ時間が静止している

ように感じました。（Arisa１６歳）

右：茂田井武の次女、後藤暦さん

左：黒柳徹子東京館館長
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ことばと音楽で遊ぼう！　詩人の谷川俊太郎さんと、ピアニストの谷川

賢作さんによる、親子で楽しめるコンサートです。

○日　時：１２月１９日（土）１７：００～１８：３０

○出　演：谷川俊太郎（詩人）、　

　　　　　谷川賢作（ピアノ）

○会　場：多目的展示ホール

○定　員：８０名

○参加費：大人（中学生以上）２５００円

　子ども（３歳～小学生）１５００円

　友の会会員２０００円　※入館料別

○申込み：要申込み　１１月１日より申込み受付開始

各イベントの予約・お問合わせは、ちひろ美術館・東京イベント係へ。

ちひろ美術館のＨＰからもお申込みできます。　http://www.chihiro.jp/

TEL．０３－３９９５－０６１２　E-mail   chihiro@gol.com

東京館イベント予定

INFORMATION

〒177-0042　東京都練馬区下石神井4-7-2　テレホンガイド03-3995-0820 Tel.03-3995-0612  Fax 03-3995-0680

http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiro@gol.com

●「ちひろ　いのちの画集」スライドトーク

●次回展示予定　11月18日（水）～2010年1月31日（日）

雪遊び、あたたかなセーターや手袋、

クリスマスやお正月……。寒くても、

すてきで楽しいことがいっぱいの

“冬”。本展では、冬の子どもたち

を描いた作品や、雪の信州のスケッ

チ、絵本『ゆきのひのたんじょうび』

の原画などを展示します。

ちひろ　冬の 詩 
うた

雪の幻想　１９７１年

「ちひろ美術館コレクション展　ねこねこ大集合」展開催にちなみ、

会期中、館内にねこの絵を描いて投稿するコーナーを設置します。す

てきなねこの絵を描いてくださった方５名に、ねこの絵本をプレゼン

ト！　ふるってご参加ください。

○会　場：図書室

※「ちひろ美術館コレクション展　ねこねこ大集合」会期中、随時投

稿受付いたします。

当館学芸員が、ちひろの平和への思いを、『いのちの画集』収録作品や

展示作品のスライド、資料などを交えながらお話しします。

○日　時：９月２７日（日）１４：００～１５：００

○会　場：図書室

○参加自由、無料（入館料のみ）

CONTENTS
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〈展示紹介〉出版記念展　ちひろ　いのちの画集／ちひろ美術館コレクション展　ねこねこ大集合…許距　

〈活動報告〉スライドトーク「マリー・ローランサンの絵と人生」／アン･サリーコンサート／松本由理子講演会～画像

でたどる最後の４年間～…鋸　ひとことふたことみこと／美術館日記／窓…漁

武田美穂『となりのせきのますだくん』より　１９９１年

●谷川俊太郎・谷川賢作　親子コンサート

楽しくて、子どもたちの圧

倒的な支持を得ている武田

美穂の絵本。『となりのせ

きのますだくん』などの原

画とともに、さまざまなア

イデアと工夫がつまった絵

本づくりを紹介します。

毎月第１・３土曜日１４：００より展示室にて、作品の解説や展示のみど

ころなどをお話しします。１０月１４日（水）は、松本猛（安曇野ちひろ

美術館館長）がお話しします（参加自由）。

●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日１１：００より展示や季節にあわせて、絵本の読み聞

かせなどをおこないます。（参加自由）＊授乳室もご利用になれます。

●えほんのじかん　

●ねこの絵、大募集！

こんなおばけがいたらいいなと思う、自分だけのおばけをつくってみ

よう！

○日　時：１１月２９日（日）、１月９日（土）各日１３：００～

○講　師：武田美穂（絵本作家）

○会　場：多目的展示ホール

○対　象：小学生

○定　員：各日３０名

○参加費：各日５００円

○申込み：要申込み　１０月１日より申込み受付開始

●武田美穂さんのワークショップ

　ともだちおばけをつくろう！（仮）

○日　時：１２月６日（日）１７：００～１８：３０

○会　場：多目的展示ホール

○定　員：８０名

○参加費：８００円（入館料別）

○申込み：要申込み　１０月１日より申込み受付開始

●対談　武田美穂×松本猛（安曇野ちひろ美術館館長）

＜企画展＞

絵本は楽しい！　武田美穂の絵本づくり

“コラボレーションの魅力”をテーマに、ちひろの絵と一茶の俳句、

夏目漱石の俳句と絵画などを取り上げた番組が放送されます。安曇野

ちひろ美術館館長・松本猛も出演します。ぜひご覧ください。

○番組名：ＮＨＫ日曜美術館　「ちひろと漱石」（仮題）

○放送日：９月２０日（日）ＥＴＶ　９：００～

　再放送：９月２７日（日）ＥＴＶ　２０：００～

●9月20日（日）ＮＨＫ日曜美術館　放映決定

２００９年８月２５日より、いわさきちひろ作品普及会が、以下に移転となり

ました。

〒１６７－００４３　東京都杉並区上荻２丁目３１－１２　ピース荻窪１０１

ＴＥＬ：０３－６９１５－１０４０　ＦＡＸ：０３－３３９１－１２２８

●お知らせ

武田美穂さん

●他館での展示スケジュール
○刈谷市美術館（愛知）　 ９月１９日（土）～１０月２５日（日）

「わたしが選んだ　いわさきちひろ展」

問い合わせ　TEL.０５６６害２３害１６３６

谷川賢作さん谷川俊太郎さん
©菊池一郎


	東京165_01.pdf
	東京165_02
	東京165_03
	東京165_04
	東京165_05
	東京165_06

