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●展示室1・3・4

ちひろ・５１歳の挑戦
●2010年7月14日（水）～9月12日（日）

パステルで線を描いて、それに水をつ

少女と隣に越してきた男の子が友だちに

の筆勢やにじみを生かした後期の水彩表

けると、水彩絵具より透明なきれいな色

なるまでの心の機微を、ちひろは最初、

現（図６）へと展開していきます。３年

がながれでます。そんなおもしろいこと

鉛筆と薄墨で描き出しました。その絵は

後に制作した『ぽちのきたうみ』の「小

をして作ったのが、この「となりにきた

すぐれた描写力と繊細な叙情性を感じさ

犬を抱く少女」（図７）では、勢いのあ
る筆で少女の髪や小犬の動きをとらえ、

こ」です。（中略）君子になんて関係な

せるものでしたが、従来の仕事の延長に

い私は、豹変しながらいろいろとあくせ

留まっていると感じたちひろは、画材を

弾むようなよろこびを表現しています。

くします。よい方に豹変したならいいけ

パステルに替えて再び挑戦します。顔料

５１歳のちひろ―人生の転機を迎えて

れど、新しいことというのはいつも不安

の粒子を棒状に固めたパステルは、細か

１９７０年、ちひろは『となりにきたこ』

です。

な描写には不向きで、細部へのこだわり

のほか、あかちゃん絵本のミリオンセラ

を捨てるうえで格好の画材でした。

ーとなる『おふろでちゃぷちゃぷ』、万葉

1970年 いわさきちひろ

１９７０年、５１歳のちひろは、パステルと
いう新たな画材に挑戦します。本展では

“感じる絵本”でちひろと武市は、一貫

の世界をモノクロームで描いた『万葉の

『となりにきたこ』などのパステル作品

して「説明的な描写を避け、感じ感じさ

うた』など、バラエティーに富んだ６冊

と、その後の水彩画を展示するほか、当

せることに集中する」
「引き算のつもり

の絵本や単行本を発表し、精力的に仕事

時の写真やことばを紹介し、画家とし

で、一番大事なもののみに集中する」こ

をこなしています。一方で、国会議員の

て、女性として、人生の転機を迎えた５０

とを意識して、絵本制作にあたっていま

妻として、大学受験生の母として多忙な

代のちひろの姿を浮き彫りにします。

す。外で食事をする場面では、習作（図

日々を過ごすなか、この年の夏には脳梗

パステルへの挑戦 『となりにきたこ』

１・２）に描かれていた庭の草花や家の

塞で倒れた半身不随の母・文江を自宅に

ちひろは、１９６８年の『あめのひのおる

境のフェンスが、完成作（図３）では画

引き取ります。ちひろは後に「独身だっ

すばん』以降、至光社の編集者・武市八

面から取り去られ、説明的要素を次々と

たら気楽で、絵もバンバン描けるだろう

十雄とともに、“感じる絵本”と称して、

はぶいていく過程がよくわかります。

と考えられるけど、とんでもないです

ときに実験的な手法も試みながら新しい

パステルから後期の水彩表現へ

よ。夫がいて子どもがいて、私と主人の

絵本表現の可能性を模索していきます。

『となりにきたこ』の制作をきっかけ

両方の母がいて、ごちゃごちゃのなかで

当時、ちひろは絵本画家として一定の評

に、ちひろはほぼ１９７０年に集中してパス

私が胃の具合が悪くなって仕事をしてい

価を得ながらも、器用にまとまってしま

テルの作品（図４・５）を残しています。

ても、人間の感覚のバランスがとれてい

う自分の画風に限界を感じていました。

顔や手の輪郭線に好んで用いられている

るんです。そのなかで絵が生まれる。大

ちひろは「私は今までの仕事がいやで、

オリーブグリーンは、普通に思いつくよ

事な人間関係を切っていくなかでは、特

長いこと悩んで自信をなくしておりまし

うなセピアではつまらない、もっと「突

に子どもの絵は描けない」と語っていま

た。新しい、生きいきとした仕事がほん

飛」な色をと選んだもので、ここにも新

す。１９７０年のちひろはまだ病魔に冒され

とうにしたい」
（１９６８年）と記し、５
０代

しい表現に挑もうとするちひろの姿勢が

ることもなく、画風の刷新に挑み、家族

を目前に新たな画風に意欲をみせます。

表れています。パステルによる線描表現

を支えて生きる日々の営みを大切に紡い

絵本『となりにきたこ』は至光社のシ

は、これまでにないのびやかで大胆な筆

でいます。５１歳、人生に真摯に向き合う

リーズの３冊目にあたります。主人公の

致をもたらし、その大胆なタッチは、後

女性の姿が見えてきます。 （山田実穂）

●展示室2

ちひろ美術館コレクション展

素材であそぶ

●2010年7月14日（水）～9月12日（日）
絵本を見ていて、この絵はどうやって

ています。

ウェン・シュウは、中央アメリカに位

と、不思議に思うこ

チャールズ・キーピングの『まどのむ

置するコスタリカ出身の若い女性の画家

とがありますよね。この夏は、ちひろ美

こう』（図２）は、少年が窓という限ら

です。昨年新たにコレクションに加わっ

術館コレクションのなかから、素材や技

れた視界から見た奇妙な１日のできごと

た作品「３匹のハナグマ」
（図４）では、ク

法に工夫をこらした作品を紹介します。

を描いた絵本です。レースのカーテンか

ナ族の女性たちがつくる伝統刺繍“モラ”

エリック・カールの「くじゃく」（図

らのぞく夢とも現実ともつかない光景

の文様を、コラージュに応用しています。

１）は、よく見ると鮮やかな色彩のなか

は、表と裏に彩色をした２枚のフィルム

にさまざまな模様が見えてきます。カー

を重ね合わせて描かれています。

描いたんだろう？

キューバの画家、エンリケ・マルティ
ネス・ブランコの描く「ネコⅠ」（図５）

ルは筆やスプレー、型押しなど、さまざ

韓国のパク・ソンワンの伝説の生き物

は、ダンボールを切った断面に絵の具を

まな方法で色をつけた薄紙を、素材とし

たちのシリーズ（図３）は、古書を切り

つけて勢いよく紙の上を走らせ、細部を

て使っています。アトリエの壁面に備え

取って画面に貼った上から色を塗って描

鉛筆で補筆して描かれています。

つけた大きな引き出しには色調ごとに整

かれているため、目を凝らしてみると、

その他にも、初山滋の切り絵やクヴィ

理された薄紙が入っていて、制作のとき

色の下から文字が透けて見えてきます。

エタ・パツォウスカーの紙の立体作品な

には、ここから絵の具を選ぶように薄紙

漉き込みのある韓紙の風合いとあいまっ

どを展示します。原画だからこそ見えて

を選び、下絵にあわせてカッターナイフ

て、新しい表現でありながら、古典的な

くるさまざまな手法をご覧ください。

で切り取ってコラージュ（貼り付け）し

印象を与えます。

す

（上島史子）

2

●展示室1・3・4

図１

図２

図４

図３

水着の女の子 １９７０年

そとで ごはん たべていいでしょ 『となりにきたこ』（至光社）より １９７０年
＊図１・２はその習作

図５

図６

海とふたりの子ども『ぽちのきたうみ』（至光社）より １９７３年

図７

つば広帽子の少女 １９７０年ころ

小犬を抱く少女『ぽちのきたうみ』（至光社）より １９７３年

●展示室2

図１

エリック・カール（アメリカ） くじゃく １９９１年

図４ ウェン・シュウ
（コスタリカ）
３匹のハナグマ
２００８年

図２

チャールズ・キーピング（イギリス）
『まどのむこう』より １９７０年

図３

パク・ソンワン（韓国） 山神図Ⅱ １９９６年

図５ エンリケ・マル
テ ィ ネ ス・ブ ラ ン コ
（キューバ）
ネコⅠ １９９１年
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●

活動報告

４月４日（日）

太田治子講演会「ちひろと金子みすゞ」
ごい数の方が亡くなっていることに通じ

葉は、富国強兵、立身出世の考えに通じ

作家の太田治子さんが詩の朗読を交え

ます。日露戦争の後、悲しいことに、み

ます。けれどこの詩は最後がすばらし

て、ちひろの絵と金子みすゞの詩の魅力

すゞさんのお父様は、中国で現地の人に

い。打たれなくても踏まれなくてもい

を語りました。その一部をご紹介します。

殺されました。この美しい詩を読んで、

い、
「名のない草のお宿をするよ」と。努

「私と小鳥と鈴と」

「ちひろと金子みすゞ」展に合わせて、

日本と中国のあり方、日清・日露戦争が

力する姿は美しいけれど、土が土らしく

みすゞさんの詩にある「みんなちがっ

何だったのかということを感じます。み

あるだけで良いという感覚は「みんなち

て、みんないい」という言葉は、ちひろ

すゞさんの詩には、どこにも反戦につい

がって、みんないい」と重なります。

さんの絵に結びつきます。鈴も小鳥も私

ての言葉は出ていませんが、人が亡くな

「明るい方へ」

もいい、それぞれに良さがあるといって

ることが、お魚が亡くなることに置きか

います。自然も芸術もこれが一番という

えられて、悲しみが自然に響いてきます。

父・太宰治と母・太田静子のことを２年

ものはありません。ただし、人ぞれぞれ

みすゞさんの詩は、静かに話しかける

間かけて書きました。太宰と母の真実を

に好みがあり、それを人に押しつけるの

ように心に伝わってきます。ちひろさん

書くことは、重くつらいことでした。そ

はよくありません。他者を認めることが、

の絵も同じです。けれど、ちひろさん

こで、みすゞさんの詩をタイトルにいた

自分の良さを認めることになるという真

は、本当は

だいたのです。みすゞさんは、実際にお

実を、みすゞさんの詩もちひろさんの絵

とても芯の

父さんの記憶がないだけに、憧れる気持

も、ふわりとやさしく教えてくれます。

強い方だっ

ちがあったのだと私も実感としてわかり

「大漁」

たのだと思

ます。深く濃い悲しみを持ちながら、詩

「浜は祭りのようだけど、海のなかでは

私は「明るい方へ」というタイトルで

います。ベ

を書くことで救われたのでしょう。そし

何万の鰮のとむらいするだろう」という

トナム戦争

て、傷つくことがあっても、かわいい女

のは、みすゞさんならではの発想です。

のときに描

の子のお母さんであることに幸せを感じ

明治時代、人々は日清・日露戦争に勝っ

いた、眼尻を上げて、子どもを抱くお母

ていたのだと思います。今日は、会場に

たとわきたったけれど、そういう気持ち

さんの絵は、きっと描かずにはいられな

金子みすゞさんのお嬢様、上村ふさえさ

に駆られるように政府が仕向けたので

かった絵なのでしょうね。

んがいらしています。ふさえさんにお会

す。「勝った勝った」というのと大漁はイ

「土」

いすると、みすゞさんもきっと、明るく

いわし

コールです。海の底では何万のお弔いを

この詩にある、打たれる土が良い畑に

しているというのは、日露戦争でものす

なり、良い道になり、車を通すという言

５月２９日（土）

てかわいらしい方だったのだなと思えて
うれしくなります。

（原島恵）

赤羽茂乃講演会「赤羽末吉の人生」

赤羽家の嫁として日々の暮らしや生活

ったらしいんです。あるとき新品を中古

さがほしい、そして格調がほしい、強さ

のようすを目にし、膨大な作品や資料の

にみせて税金を安くして通せ、という仕

もほしい、やさしさもほしい。絵本を描

整理にも携わってきた茂乃さんが、赤羽

事が入ってきた。それをうまくやりとげ

きはじめても、この目標は変えませんで

末吉さんの波乱に富んだ人生について語

て、満州電信電話会社という会社に、ス

した。絵本というものは、子どもが無造

りました。その一部をご紹介します。

カウトされたわけです。父は渡りに船と

作に読むものなんだけれども、子どもだ

旧・満州（中国東北部）での日々

飛びついて、新京（現・長春）に移りま

ましではいけない。子どもの感性を豊か

父は２２歳のときに単身大連に渡って、

す。そのころから満州国美術展に出品を

にする、質の高い絵本を子どもたちに与

運送屋で働きはじめます。初めはひとり

はじめて、３回続けて特選をとるんです

えたいと考えたわけです。これは子育て

ぼっちで寂しく暮らしていたわけですが、

ね。そうすると会社でも宣伝になるので

でも同じで、父は美しいもの、質の高い

絵を描くようになって、だんだん画家の

広報という仕事にまわしてくれる。父は

ものを子どもの身の回りに置いてやりた

友だちもできました。城内（中国人街）

スケッチブックとカメラを手に、満州国

いと考えていました。子どもが小さいと

に足繁く通ってスケッチし、庶民の味も

中巡り歩いて、その成果を新聞や週刊誌

きに住んでいた都営住宅の狭い庭には、

喜んで食べ歩いていたようです。そのこ

に書きました。その記事の切抜きを引き

四季折々花をいっぱいに植えていまし

ろに母にも出会いました。父は上原謙に

揚げのときにもってきているのですが、

た。自分がおもしろいと思った映画を見

間違えられるようなハンサムボーイ、母

影絵芝居について書いてある文章などを

せたり、吉野の桜が美しいと思ったら連

は水谷八重子似といわれる美男美女のカ

読みますと、本当に

れていったり……そういうことを自分も

ップルだったらしいんですね。すると祖

微にいり細にいり調

楽しみながらやってくれたわけです。

母が「うちはひとりっ子だからね、私も

べている。父には研

こみで、一生私の面倒も見てくれるんだ

究者としての資質と

父は１９９０年６月８日に亡くなりまし

ったら結婚していいよ」といったらしい

いうのもあったんじ

た。最後に意識のある父と言葉を交わし

んです。父は、このちゃっかりしたおば

ゃないかなと思いま

たのは私ひとりで、なんとなく父との縁

あちゃんを９３歳まで面倒みていました。

す。

というものを感じます。まだ父の人生を

子どもたちにみせたいもの

調べはじめたばかりなんですけれども、

父は腕力もないし、あまり運送業に向
いていないようなんですけれども、税関

父はある日、自分はどんな絵を目指す

を通すときの役人との駆け引きがうまか

かということを考えたんです。まずは深

父を見習って地道にこつこつと調べてい
けたらと思っております。 （上島史子）
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ひとこと

5月8日（土）

作品なんだなあとひたすら感じま

ら見えた青空……その空こそが、

ふたこと

今日は友達と２人で来ました。こ

す、今は。これからもずっとちひ

このつるにょうぼうの空そのもの

こに来るのは５回目くらいです。

ろさんの絵を好きでいることに変

だったのです！

みこと

私は小さいころからちひろさんの

わりはないんだろうなと思います。

吉さんの虜になり、本日ようやく

（横浜市

絵が好きです。こまった時やなき

美術館
日記

窓

千恵）

それから赤羽末

原画が見られ感慨にたえません。
このような機会をつくってくださ

たい時にここに来るとおちつきま

〈生誕100年

赤羽末吉展Ⅰ〉

す。私は、ちひろさんの絵はみん

5月22日（土）

った皆様に感謝いたします。あり

なのえがおにつながる絵だとおも

スーホの白い馬と小学生以来の再

がとうございました。（和田一幸）

います。（６年、OTANIMi
ZUKi
）

会。あの絵の印象深さは教科書の

6月5日（土）

5月27日（木）

中で群を抜いていました。（宮崎）

原画で見ると、１枚の絵としてど

ここに来るのは３回目で、１回目

5月23日（日）

れもいい。絵本になったものをつ

は長野から母と、２回目は上京し

つるにょうぼうの最後の場面（鶴

ながりとして見ていく楽しさ、い

た大学生のとき彼と、そして今日

が空へ飛んでいくシーン）を初め

ろんな楽しみ方がある。１枚の絵

は２９歳を目前に幼なじみと。いろ

て見たとき、鳥肌が立ちました。

に奥深さを感じました。

いろ環境や仕事や生活が変わって

“まさしく雪国の景色だ！”と心の

も、ちひろさんの絵はいつも私に

中で叫んでいました。私の出身は

6月15日（火）

訴えかけてきて、心にしみます。

新潟なのですが、冬の暗くどんよ

１枚で見ると、絵の中に吸い込ま

小さい頃はきれいだすてきだとた

りした空……毎日毎日雲が覆い、

れてしまう。そして、絵が動いてい

だ感じていたものが、長い長い努

太陽など忘れてしまいそうな中、

るように見える。
空気、温度、湿度

力や苦労の末につくりあげてきた

急に少しだけ明るくなる、雲間か

のちがいも伝わってきた。
（サトウ）

4月24日（土）

ノートにも韓国語や中国語の記述

ます。（中略）絵本画家としての父

今春開館した「石神井公園ふるさ

が増え、先の「ちひろと金子みすゞ

の原点を見させていただいたこと

と文化館」
（練馬区）で出張ワー

展」では、韓国からのお客様に「ゞ」

を、とてもとてもうれしく思って

クショップ「ちひろの水彩技法体

の読み方をたずねられたことも。

おります」との丁寧な手紙が届く。

験」。区内の小学生３０人が参加し、

「絵本の世界はインターナショナル」

にじみや白抜き、紙を揉んだり、

というちひろの言葉を思い出す。

昨年好評だったわらべうたあそび

筆の勢いを生かしたりと、各自お

5月17日（月）

の会を今年は５回開催。今日は、

気に入りの‘技法’を使った力作

赤羽末吉展レセプション開催。ご

５ヵ月から２歳までの１５組が参

が並んだ。

遺族のほか、赤羽さんと一緒に絵

加。講師の服部雅子先生がひとり

5月5日（水）

本をつくった編集者や画家仲間の

ひとりに歌いかけていくと、さま

晴天が続いたＧＷ。家具が新調さ

方々も多数出席くださった。カフ

ざまな反応に子どもの個性が見え

れたカフェのテラスや庭では、日

ェでは、絵本『へそもち』のイメ

てくる。
「みんなよく聞いてくれ

ごとに色濃くなる新緑に囲まれて、

ージの和菓子が登場し、ひそかな

ていますね。ぜひ『よく聞けた』

冷えたビール片手にゆっくりくつ

話題に。赤羽さんとの思い出話に

ことをほめてあげて」との先生の

ろぐお客様の姿が。カフェの滞在

花が咲き、なごやかな時間が過ぎ

言葉が印象的。

時間も今までより長くなったよう。

ていった。

6月14日（月）

5月14日（金）

5月23日（日）

教員向け内見会。小・中・高・大学

開館と同時に台湾からのツアー客

赤羽末吉さんの奥様とご子息が来

まで、１３校１５名の先生が参加して

２４名が入館。通訳を介した団体解

館。
「数々のスケッチ、デッサンの

くださる。これを機にたくさんの

説の後、ちひろ展も赤羽展も、熱

展示は、私の知らない父、懐かし

子どもたちに来館してほしい、と

心にご覧くださった。館内の感想

い父を教えていただいた思いがし

展示担当者も解説に熱が入った。

（Y.
KAMACHI
）

6月5日（土）

上野千鶴子さんとの出会い
松本由理子 （ちひろ美術館・東京 副館長）

昨夏、ちひろ美術館に届いた１本のメー

者施設で暮らす母を訪ね、入居者の方々の

書かれた文章だと記すと、「５３歳といえば、

ルが上野千鶴子さんとの出会いのはじまり

お話を聞けば聞くほど、高齢化社会が続い

仕事ざかり、女ざかり……。どんなにか口

だった。安曇野ちひろ美術館の「ちひろの

ている限り、
「結婚していようと、子どもが

惜しい思いをなさったことでしょう」との

人生」と題する展示室の入口に掲示されて

いようといまいと、女性は、最後はひとり」

メールが届いた。

いた文章に心打たれたので、全文を教えて

と思い知らされる。だが、ひとりでいるこ

いただけないかとの問い合わせだった。

とは不幸なことでも、寂しいことでもない。

上野さんは、
「けんかの達人」とマスメディ

秋も暮れるころ、東京館を初めて訪れた

女性のおかれたさまざまな問題を、社会

「基本はおひとりさま」を前提に、人の輪

アが振りまくイメージとは対極の、物静か

学の立場から胸がすくように切り込む論客

をつくっていくこと、互いに支えあうこと

で礼節をわきまえた、すてきな女性だった。

として有名な上野さんとは、これまで、ま

が生きる喜びなのだと、明るく教えてくれ

「ちひろさんのこと、文章に書きました」

ったく接点がなかった。だが、
『おひとり

るこの本に、どれだけ励まされたことか。

と、後日、
「年齢」
（『ひとりの午後に』に収

さまの老後』は、上野さんの存在をぐっと

上野さんが問い合わせてきたのは、ちひ

録）と題されたエッセイが送られてきた。上

身近なものにしてくれた。シングルアゲイ

ろが５３歳のときに書いた「大人になること」

野さんとの対談は７月１６日。ＷＡＮの皆様

ンという身だからというだけでなく、高齢

という文章だった。ちひろの死の２年前に

の協力もありネットでのライブ中継実現！

＊
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●次回展示予定
出版記念展

9月15日（水）
～11月14日（日）

ちひろ・秋のいろどり

＜企画展＞2000年代の日本の絵本展

2000－2009

ちひろ美術館では、１０年を
一区切りにして日本の絵本
を俯瞰する展覧会を行って
きました。本展では、２０００
年から２００９年までの１０年間
に刊行された約２万点の絵
本のなかから、時代を象徴
する２１人の画家による２５作
品、約１００点の原画を展示
します。
長谷川義史『ぼくがラーメンたべてるとき』より

次第に木の葉が色づき、ぶど
うやりんごなどの果実が実る
秋。本展では、ちひろの春夏
秋冬をテーマにした画集の第
1弾『ちひろ・秋の画集』（講
談社）の出版を記念し、秋の
情 景 を 描 い た 作 品 や、絵 本
『花の童話集』
、旅のスケッ
チなどを紹介します。
木の葉の精 １９７３年

２００７年（教育画劇）

ちひろ美術館・東京イベント予定
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。ht
t
p:
//www.
chi
hi
r
o.
j
p/TEL．
０３－３９９５－０６１２ Emai
lchi
hi
r
o@gol
.
com

●「ちひろ・５１歳の挑戦」展示関連イベント
対談 上野千鶴子×松本由理子―いわさきちひろ・50代の挑戦

●夏のワークショップ

５０歳を過ぎて、女性として画家として、転機を迎え
たちひろ。新たな画風に挑み意欲的に仕事をする一
方で、家族を支え「自分の力で世の中を渡っていく
大人になった」と自覚します。そんなちひろの人生
を振り返りながら、自立して生きる５０代からの人生
の豊かさ、すばらしさを、社会学者で『おひとりさ
まの老後』『ひとりの午後に』の著者でもある上野
千鶴子さんと、松本由理子（ちひろ美術館・東京副
館長）が語り合います。

身近な紙をミキサーでどろどろにして、いろ
いろな色の紙粘土をつくります。プリンや
ゼリーなどの型に張り込んで、紙の器をつ
くってみましょう。
○講師：森友見子（造形作家）
○対象：５歳～小学６年生とその保護者
○定員：３０名 ○参加費：５００円（※子どもは入館無料）
○申し込み：７月７日（水）より受付開始
撮影：岡戸雅樹

○日 時：７月１６日（金） 開場１８：３０／開演１８：４５／終演予定２０：００
○会 場：展示室４（多目的展示ホール）
○定 員：１００名
○参加費：８００円 ※入館料別
○申し込み：６月１６日（水）より受付開始
※イベントの模様は、Ｕｓｔｒｅａｍでライブ中継される予定です。

●５１歳特典

非売品はがきプレゼント

「ちひろ・５１歳の挑戦」会期中、ご来館の５１歳のお客様（１９５９年生まれ
の方）に、非売品の特製はがきをプレゼントします。美術館受付でお申
し付けください。

●「わたしの○歳の挑戦」メッセージ大募集
「ちひろ・５１歳の挑戦」展にちなみ、皆さまが今までに挑戦したことを
つづったメッセージを大募集します。応募は、会期中、図書室に設置す
るメッセージポストへ。ご応募いただいた方のなかから、抽選で３名の
方にちひろの絵本をプレゼントします。

８月７日（土） １４：００～１７：００ 再生紙でつくる器

８月２１日（土） １４：００～１７：００ ピカッと金属チョーコク
ボール紙を切り抜いて型をつくり、２００寿で溶ける
低融点金属を流し込んで手のひらサイズの彫刻をつ
くります。
○講師：森哲弥（彫刻家）
○対象：小学４年生以上～中学生以下
○定員：２５名 ○参加費：５００円（※子どもは入館無料）
○申し込み：７月２１日（水）より受付開始

●ちひろの水彩技法体験！
ちひろのテクニックを使って、水彩画を描
いてみよう！ ちひろがどのように絵を描
いていたか、そのひみつを、水彩絵の具を
使って試してみましょう。
○日時：８月２８日（土） 子どもの部 １０：３０～１２：００
大人の部
１４：００～１６：００
○定 員：午前・午後 各３０名
○対 象：午前の部＝小学生／午後の部＝中学生以上
○講 師：ちひろ美術館学芸員
○参加費：５００円（※大人は別途入館料８００円）
○申し込み：７月２８日（水）より受付開始

●わらべうたあそび
声を出して歌ったり、体
を動かしたりしながら、
親子で楽しく参加できま
す。０～２歳までの乳幼
児と保護者対象。

CONTENTS

○日 時：８月２１日（土） １１：００～１１：４０
○会 場：図書室
○定 員：１５組３０名
○講 師：服部雅子
○参加費：無料（入館料のみ）
○申し込み：７月２１日（水）より受付開始

●ギャラリートーク
毎月第１・３土曜日１
４：００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（参加自由）。

●えほんのじかん
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。

〈展示紹介〉ちひろ・51歳の挑戦／ちひろ美術館コレクション展 素材であそぶ……許距
〈活動報告〉太田治子講演会「ちひろと金子みすゞ」／赤羽茂乃講演会「赤羽末吉の人生」…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓…漁
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