
安曇野ちひろ美術館
美術館・友の会だより
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　西村繁男の絵には、描かれた人ひとり

ひとり、物ひとつひとつに込められた画

家の温かいまなざしが感じられます。名

前を知らずとも、読者には、絵本の各所

に登場する人たちにはそれぞれの人生が

あることが伝わってきます。西村は個々

の描写に気を配りながら、一歩ひいて、客

観的に全体を見ることも忘れません。細

部と全体、両方の目をもった西村の絵本

は、視点を変化させながら展開します。

　今回は、当館のコレクションの中か

ら、西村の二つの作品『にちよういち』

と『がたごとがたごと』を展示します。

　高知市生まれの西村は、故郷・高知に

３００年以上前から続く街路市「日曜市」

を成人してから改めて取材し、この本を

完成させました（絵本の中には、スケッチ

ブックを持った西村も描きこまれていま

す）。日曜市を訪れる女の子のあっちゃん

と、おばあちゃんの二人が、長い市の端

から端へ移動するまでが、二人の歩調に

あわせて描かれています。カラーの頁

と、赤と黒だけのおさえた色調の頁が交

互に使われることにより、市の多様、多彩

な様子がカラーの頁で強調されて伝わっ

てきます。西村が自ら手がけた、『にち

よういち』の文章は、土佐弁の会話が主

体です。「あつこー、あつこー。どこに

あるぜよ。」（図３）といった言葉は、場

面とよく調和し、映画を見ているように

心をとらえます。

　『がたごとがたごと』では、西村は空間

や時を越えて、一本の電車がお客を乗せ

ては降ろしていく様子を、想像力豊かに

描いています。リズミカルで同じ言葉の

繰り返しが続く文章と、人間が電車を降

りるたびに動物やお化けに変身をする奇

抜な絵の対比が、ユーモラスです。

　日本に古来より伝わる絵巻物は、市井

の人々や、妖怪までを物語として、生き

生きと描いていました。西村の絵本は、

まさに現代の絵巻物と言えるでしょう。

（松方路子）

ちひろ美術館コレクション画家展Ⅱ　西村繁男
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　鮮やかな黄色い大輪のひまわりと海辺

の少女、赤いつば広帽の日焼けした男の

子。いわさきちひろは、夏の子どもたちを

数多く描きました。その豊かな色彩から

は、ときに子どもたちの心情もが感じら

れ、作品をより生き生きと魅力的にして

います。本展では、ちひろの色の魅力を、

その色使いの変遷とともに紹介します。

ちひろの色使い

　ちひろの画風は、時代とともに変化し

ますが、それぞれにちひろならではの色

使いの魅力があります。油彩から出発し

たちひろの初期の水彩画は、油絵具と同

じように重ねて塗っても下の色が透けて

見えない不透明水彩絵具で、画面いっぱ

いに描かれています（図１）。５０年代から

６０年代にかけての作品を見ていくと、よ

り明るく、透明度の高い色彩に変化して

いくのがわかります。これは、不透明水

彩絵具から、透明水彩絵具に画材を変え

たことが理由のひとつに挙げられます。

透明水彩絵具は、水を多く加えて薄くし

ても、発色が鮮やかで、のびがよく、上の

色を透かして下の色が見える性質を持っ

ています。この特長を活かし、ちひろは、

パレット上で色を混ぜ合わせて着彩する

方法から、画面上で絵具を重ねたり、に

じませることで、色をつくるようになり

ます。「貝がらと少年」（図２）では、ち

ひろは、貝殻ひとつにも、青みのあるグレ

ー、緑っぽいグレーと同じグレーでも微

妙な色の違いをつくっています。影には

紫を使い、紫を引き立たせる補色＊１の黄

色をその横におき……と、様々な工夫を

こらしました。画面上で細かくにじみを

つくり、丁寧に色を塗ることで、貝殻の透

明感やつややかな光沢を表しています。

感じる色彩

　このように、６０年代後半の作品には、

透明水彩の特性を活かした美しい色のに

じみが見られます。そして、この頃から

後期にかけ、ちひろはより自由に大胆に

色を使うようになります。「赤いと思え

ば赤くぬるし、紫だとおもえば紫をつけ

た。空を黄色くすることもあれば、水を

もも色にかいたりもする」※と語るよう

に、既成概念に捉われず、自身が感じた

色彩で、光、大気、感情をも描きだしま

した。「黄色い背景のなかにすわる少女」

（図３）の少女の座る場所は、海、高原、

家のベランダ……と見る人によって様々

に想像することができます。ゲーテは

「黄色は光に最も近い色彩である。純粋

かつ明るい状態においては快適で喜ばし

く……」＊２と述べていますが、色にはそ

れぞれ見る人によって持つイメージがあ

ります。故に、人は、この黄色の背景か

ら自由に想像を広げることができます。

ちひろは、少女の生命力や喜びを感じ、

それが背景の黄色に結びついたかもしれ

ません。また、黄色のなかにも濃淡をつ

けたり、橙や緑などの色が置かれること

で、絵に柔らかさと暖かさが加わってい

ます。少女を描くときのちひろの包み込

むようなやさしいまなざしが、私たちに

伝わってくるかのようです。

心情を色に重ねて

　また、本展では、水の表現に見られる

ちひろの色使いに着目し、『りゅうのめ

のなみだ』（１９６５）、『あめのひのおるすば

ん』（１９６８）、『にじのみずうみ』（１９７０）

と３冊の絵本作品を紹介します。北イタ

リアに伝わる民話をもとにした『にじの

みずうみ』（図４・５）では、雷が花火の

ようにきらめき、主人公の水の精オンデ

ィーヌが喜ぶ時の湖を虹色に描いていま

す。反面、魔法使いから逃げる深い湖

は、オンディーヌの恐怖を表すかのよう

に紫や緑の暗い色調を用いています。ち

ひろは湖の色をオンディーヌの心情に重

ね合わせ、水をたっぷりと用いたにじみ

で表現しました。

　長野県の黒姫高原に山荘を建てる際、

ちひろは「レモンとアイボリーと栗色が

あって、空色と、ほんのすこしの藤色」

を画用紙に塗ってイメージを伝えたそう

です。ちひろ独特の色の世界は、豊かな

感受性に加え、色に対するひときわ鋭い

感覚があったからこそでしょう。本展を

通して、ちひろの様々な色彩表現をお楽

しみください。

　　　 　　（柳川あずさ）

ちひろ・夏のパレット
●2008年7月11日（金）～9月23日（火）

●2008年7月11日（金）～9月23日（火）

＊本人メッセージより（２００７年）

※ちひろの手帳より（１９６８年推定）
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＊１ 補色：紫と黄色、青と橙、緑と赤のように色相環（右図）
で反対側の位置にある色。補色の関係にあるふたつの色
には、互いの色を補い合い、引き立てあう性質がある。

＊２ 『色彩論』J.W.V.ゲーテ著、木村直司訳（２００１年　筑摩
書房刊）より

　　（ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ（１７４９－１８３２）
ドイツの詩人、作家、自然科学者、政治家。主な著書に
『ファウスト』『イタリア紀行』等。）

図１ 図２ 図３

『ちひろの絵のひみつ』
（２００６年　講談社）より

～同時開催～

２９ヶ国１７３人の画
家による約２６，０００
点の作品の中から、
約６０点を展示いた
します。

�ちひろ美術館コレクション�

世界の絵本画家展Ⅱ

ヌーレディン・ザリンケルク（イラン）

『アルファベット』より　かえる　１９８６年

西村繁男

図１・２・３　『にちよういち』より　１９７９年

図４　『がたごと　がたごと』より　１９９９年

図４

図２　貝がらと少年　１９６７年

図４・５

『にじのみずうみ』より

１９７０年

図１　やぎのこ　１９５８年

図３　黄色い背景のなかにすわる少女　１９６９年

図４

図５
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ちひろ �技法の魅力�
●2008年7月11日（金）～9月23日（火）

　本展では、１９６６年以降の作品を展示

し、ちひろの技法の魅力を紹介します。

『きつねみちは天のみち』（１９７３年）

　亡くなる前年、ちひろは水彩の滲みや

ぼかしを活かした代表作『ぽちのきたう

み』や、平和への願いを込めて描いた『戦

火のなかの子どもたち』とともに、あま

んきみこの児童文学『きつねみちは天の

みち』の挿絵も手がけています。夏の日

に、３人の少年、少女が体験した不思議

な出来事を、“渇筆”や“デカルコマニー”

といった水彩技法を使って描きました。

□ 渇  筆 
かっ ぴつ

　筆の水分を抑え、絵の具を擦れさせる

技法を渇筆法といいます。４話からなる

この作品の１話目では、この技法が多く

使われています。最初と最後の場面で

は、少し多目に水を含ませた筆で渇筆を

行い、激しく降る雨や茜色に染まった空

を表現しています。一方、少女が狐の小

学校に迷い込む場面では、勢いよく茂る

木々の葉を、水分を極力抑え、絵の具を厚

めに塗って擦れさせ、表現しています。

同じ渇筆でも、場面によって描き分けて

いることがわかります。

□デカルコマニー

　紙に絵の具を塗り、別

の紙に押し当てて剥がす

と、独特な濃淡や隙間が

生まれ、筆による表現と

は違った面白い模様が現れます。ちひろ

は３話目以降、多くの場面でこのデカル

コマニーと呼ばれる技法を使用していま

す。主人公の一人・あきこが魚のぼら（画

面中央）と話す場面では、魚の形に切り

取った紙を使ってデカルコマニーを行っ

ています。はっきりと現れた魚の輪郭線

は、コラージュのような効果も生み出し

ています。一方、突然部屋のなかに現れ

た海からの道（画面下）は、紙の一部に

絵の具を塗って押し当てることで、柔ら

かな輪郭線と絵の具の濃淡で波打ち際を

表現しています。

　この年、ちひろは既に入退院を繰り返

していましたが、 偶然の効果を活かしつつ、

水彩表現の新たな試みを行った作品から

は、更なる飛躍を目指して模索した画家

ちひろの情熱が伺えます。 （宍倉恵美子）

ちひろと
ピアノ

アトリエにて　ピアノをひくちひろ
　　　　　　　　　　　　　１９６３年

「自分の部屋で絵を描いている

と、となりからきれいなピアノの

音がきこえてくる。/こんな素敵

な場面を想像して、結婚するずっ

と前の私は、夫になる人がピアニ

ストだったら都合がいいとふと考

えたことがありました。…」＊１

　少女の頃、音楽が好きでクラ

シック音楽をよく聴き、ピアニス

トの妻になることを夢見たちひ

ろ。岡田三郎助に師事して絵を習

い出した１４歳の頃には、ほとんど

独学でピアノを弾き始めていました。

　やがて、大人になって「一番不

得手なものは音楽だ」＊２という

夫と結婚し、小さな家を建てたち

ひろは、小学生の息子と一緒に習

おうと、１９６０年に一台のピアノを

購入します。肝心の息子はピアノ

にほとんど興味を示さなかったも

のの、ちひろは、仕事の合間にそ

のピアノを演奏するようになりま

した。ピアノ名曲集の譜面を前

に、小さな手を精一杯に広げて、

「指がもうすこし長ければショパ

ンが弾けるのに」と笑いながら「エ

リーゼのために」「乙女の祈り」

などを弾いていたといいます。

　一般家庭用に普及したアップラ

イト（竪型）のピアノは、ちひろ

の居間兼アトリエのソファーの後

ろ側、部屋の一番手前に置かれて

いました。ピアノの上には、たく

さんの人形や石膏像のほか、ス

ケッチなどが飾られていました。

仕事が一段落した時、あるいはな

かなかはかどらない時、ちひろ

は、一人ピアノに向かい、気分転

換をはかったといいます。

　晩年、『戦火のなかの子どもた

ち』を制作した時も、ラジオから

流れてきた「さとうきび畑」に心

惹かれたちひろは、ピアノで音を

拾って、そのメロディーを口ずさ

み、力を得ていました。絵本作り

に励むちひろを見つめ続けたピア

ノは、ちひろ美術館・東京に当時

のまま復元されているアトリエ内

に、今もたたずんでいます。

　～このコーナーでは、ちひろの遺品に
まつわるエピソードを紹介します～

＊１・２　『続・わたしのえほん』未発表　１９７４年

　６月５日（木）、「ちひろ美術館コレク

ション画家展Ⅰ　クラウス・エンヅィカ

ート」の開催にあわせ、エンヅィカート

の絵本『小石ちゃん』などをドイツ語で

読み聞かせする、「原語で楽しむおはな

しの会」を展示室４にて行いました。

　まず、最初に読んだのは、１９９３年に出

版された『小石ちゃん』。“小石ちゃん”

とは、主人公の灰色のねずみの愛称で

す。小石ちゃんは、羊や雄鶏、猫など、

様々な動物に結婚を申し込まれるのです

が……。華麗な演劇のように見立てられ

た非現実的な物語を、ハリのある声と表

情豊かな語り口のドイツ語で読んでもら

いました。絵と手書き文字からは予想も

つかない展開と、意外なラストに、思わ

ず驚きの声をもらす参加者もいました。

　そのほか、子どもたちの奇妙な冒険を

描いた絵本で、多くの原画を展示中の

『４人の子ども、世界をまわる』から、

船代わりのベッドが転覆する中盤のシー

ンを、ドイツ語と日本語で読みました。

　今回、読み聞かせをしてくださったの

は、信州大学留学生のエファ・ウォルブ

リングさんと、ご主人が長野市のサッカ

ーチーム“ＡＣ長野パルセイロ”の監督

を務めるエリカ・ライン・ヴィエイエラ

さん。お二人は、ドイツの風習について

の質問などにも笑顔で答えてくださり、

会場は和やかなムードに包まれました。

日本では、現在エンヅィカートの絵本の

翻訳本は、残念ながら手に入れることが

できません。最初はドイツ語で、それか

ら日本語訳を聞くことで、参加者は、　

原語の音を耳で楽しむのと同時に、スト

ーリーを自分で想像しながら、絵本のペ

ージを注意深く目で追っている様子がう

かがえました。独特な味わいのあるドイ

ツ語の響きやリズムとともに、エンヅィ

カートの作品の魅力を新たに感じること

ができたひとときでした。　（屋代亜由）

　

原語で楽しむおはなしの会報告
●2008年6月5日（木）

椅子に座る少女と魚
１９７３年

読み聞かせの様子
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美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅�２７�
ヨーロッパ旅行１
デンマーク・オーデンセ

＊いわさきちひろ「アンデルセンの生まれた
街」（『ロマンツアー音楽世界めぐり１＝北欧』
１９６７年６月　千趣会）より

ひとこと

ふたこと

みこと

4月7日（月）

金沢ＡＭ９時出発、寄り道しながら

無事ＰＭ１０時着。残雪の山々を背に

ちひろ美術館を訪れた時の感動は、

言葉では語れません。機会があった

らと楽しみに思っておりました。こ

のように早く実現するとはただ驚き

です。主人の生誕１１０周年初山滋展

をどうしても見に行きたいとの思い

で家族旅行が実現しました。主人、

私、娘二人の旅です。ゆっくりと時

間を使って館内をみせて頂きまし

た。ちひろの絵のあたたかな呼びか

けが聞こえてきそうです。そして色

彩の美しいこと、花からは生命感が

伝わってきます。本当に素敵な時を

ありがとう。　　 （銭亀和枝　６２才）

4月24日（木）

静岡から来て、偶然寄りました。子

供のころ、ちひろの絵本を読んでく

れた母がいかに平和を祈っているか

を再び知りました。母に絵葉書を送

ろうと思います。

＊

初めてちひろの原画を見ました！絵

本やカレンダーは知っていたけれ

ど、原画にはさらに優しさがありま

した。花びらの色の重なり、子どもの

顔の表情、動きには本当に感動しま

した。ゆっくりとみせていただき、

今日はとてもいい気持ちになれたこ

とが幸せです。再びこられることを

思いながら……日常にもどります。

（岐阜県多治見より　神野仁己＆礼子）

4月25日（金）

雨あがりのすがすがしい日、すてき

な、かわいいちひろ、初山さんの絵、

心が洗われました。美しい満開の桜

のもとで幸せでした。

（名古屋からの４人組）

4月26日（土）

初山滋さんの絵を見に来ました。素

晴らしかったです。色使い、色彩感

覚、あまりにも素敵で体の力が抜け

て、倒れそうになりました。絵を見

た後、体の中を流れる血や空気が全

て変わったように感じた。絵をずっ

と見ていたいです。

（岡山県津山市　２０代女性）

4月30日（水）

長くずっと訪れたいと思っていまし

たが、ようやく来られました。幼い

頃からちひろの優しい絵の雰囲気が

大好きで、２５才になった今でも、見て

いると心が洗われます。子供たちに

関わる仕事についていますが、皆が

ちひろの絵をゆっくりながめられれ

ば、何かを変えていける気がします。

　（名古屋市守山区　Ｋ）

　１９６６年３月２３日午後１０時３０分羽

田発エールフランス２７１便で、い

わさきちひろはヨーロッパの旅に

出発しました。ソビエト旅行から

３年。この旅の動機をちひろは、

「白夜のレニングラードの石畳の

道を歩いていて、私はからだで北

欧を感じ、いよいよもってデン

マークを見てこなければならない

と思いました」＊と、記しています。

　３月２３日に日本を発ち、イギリ

ス、オランダ、デンマーク、フラ

ンス、スペイン、イタリアを廻り、

４月２５日に帰国する３４日間に及ぶ

長旅に、ちひろは信州の母、文江

とともに出かけていきました。ち

ひろ４８歳、文江７６歳のときです。

　文江は、この旅の記録を「ヨー

ロッパ旅行記」という日記に書き

残しました。厚さ４cmにも及ぶ

日記には、出発から帰国後の挨拶

回りにいたるまで、旅程や行動、

食事の様子などが実に克明に記録

されています。冒頭には、出国に

先立つ３月２１日の松本駅、妹や友

人４０名に見送られ、花束を手に晴

れやかに車窓から顔をのぞかせた

文江の写真がありますが、当時の

海外旅行の大変さと文江の晴れが

ましさを共に伺わせ印象的です。

　「西洋美術研究会ヨーロッパ視

察団」と銘打たれたこの旅行には、

新世紀美術、春陽会、一陽会、新制

作といったさまざまなグループか

ら総勢２０名の画家が参加していま

した。３月２９日から３１日まで、旅

行団とは一時別行動でデンマーク

のコペンハーゲンに移動した母娘

は、ちひろ待望のアンデルセンの

生地オーデンセを訪れます。コペ

ンハーゲン駅から汽車と船と再び

汽車を乗りついで、フュン島の

オーデンセに着いたときの感動は、

画家いわさきちひろにとっては

並々ならぬものがありましたが、

娘を見つめる母親にとっても同様

だったのでしょう。文江は、その

思いを素朴な歌に残しています。

　北欧のあられまじりの寒空に

　吾娘はたちたり画筆をとりて

この折、ちひろが寄贈した自作の

『おはなしアンデルセン』は、今

もアンデルセン博物館に展示され

ています。　　　　　 （竹迫祐子）
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4月9日 

新収蔵棟の建設が、進行中。現場

前のコブシの木に、キツツキが一

足先に巣を作っているのを発見。

巣穴から顔を出す姿に、ほっと心

が和む。

4月19日 

１２年目の開館記念日を迎えたこの

日、ちひろが愛した映画『巴里祭』

（１９３２年制作）を上映。松本猛館

長と映画監督の河崎義祐氏との対

談では「ちひろの絵本づくりは映

画づくりに近かった」と語られる。

映画少女だったちひろは、１０代後

半にこの映画を観た。３０年後、４９

歳の時に制作された絵本『あかい

ふうせん』の中に、この映画の影

響が見られる。パリの町並みに風

船が浮かぶファーストシーンは、

必見。また、ラストシーンの俯瞰

の構図も、ちひろの絵の中に活か

されている。参加者からは「色々

な裏話を聞けて良かった」「この映

画を見た頃の記憶が蘇った」との

感想が寄せられる。

5月7日 

多くの家族連れで賑わったＧＷを

過ぎると、安曇野には、田植えの風

景が広がる。新緑に彩られ、北ア

ルプスの山並みが美しい季節に。

5月23日 

来年のカレンダー制作が始まり、

本日は、第１回目の色校正が行わ

れた。「緑の風のなかの少女」や今

まで紹介する機会が少なかった作

品を含め、バラエティーに富んだ

作品の構成となっている。ちひろ

のにじみの色合いを再現する為

に、長い時間をかけて打ち合わせ

を行う。

5月25日 

山口県立美術館での「いわさきち

ひろ展　ようこそ！ちひろの家

へ」（４月１７日～５月２５日）が最終

日を迎える。１８年ぶりの山口県で

の館外展は、近隣の県からも多く

のお客様にご来館頂けた。展覧会

では、１９５０年代の上井草のアトリ

エを復元し、公開。また、読み聞か

せやワークショップ、子どもの為

のギャラリートークを行った。初

日には、戦前、ちひろに習字を教

わったという方が来てくださり、

その後も何度も足を運んでくださ

ったとか。当時のちひろを知る方

に出会え、スタッフ一同喜ぶ。

6月5日 

原語で楽しむおはなしの会を開

催。クラウス・エンヅィカートの絵

本の読み聞かせを行う。

左上、岩崎文江の残した「ヨーロッパ旅行記」
右下、いわさきちひろのスケッチ「アンデル
センの家」（１９６６年３月３０日）

●5 



夏休み期間中、地元中学生ボランティアサポートのもと、大人から子どもまで
楽しめるワークショップを毎日開催します。にじみの技法を体験しながら、
色とりどりのカードやストラップのチャームをつくることができます。
○日　時：７月２６日（土）～８月１８日（月）※毎日開催
　　　　　９：３０－１６：００（受付終了１５：３０）
○会　場：安曇野ちひろ美術館　多目的ギャラリー
○参加費：チャームのみ実費１００円　
○申　込：不要（混雑時は、整理券を配布します）

〒399-8501　長野県北安曇郡松川村西原　テレホンガイド0261-62-0777　Tel.0261-62-0772　Fax 0261-62-0774
http://www.chihiro.jp/　E-mail:chihiroa@seagreen.ocn.ne.jp
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●次回展示予定　　9月26日（金）～11月30日（日）
＜展示室１＞ ＜展示室３・４＞　―ちひろ美術館コレクション―

ちひろは、愛の物語を通して、
登場人物たちの揺れる心情や
その生き様を、深い共感を込
めつつ描き出しています。
本展では、絵本『にんぎょひ
め』『たけくらべ』など、さ
まざまな愛のかたちを描いた
作品を紹介するとともに、ち
ひろ自身の愛の軌跡を辿りま
す。

ちひろ・愛の物語
世界の絵本画家展Ⅲ

世界には、古くから語り継がれて
いるお話や、作家の個性溢れるお
話など、さまざまなお話の絵本が
あります。世界２９ヶ国１７６人の画
家約１６，６００点（いわさきちひろ
９，４００点除く）の中から、お話を描
いた作品を中心に展示します。

●おはなしの会

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。

●絵本相談室

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。

●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日　１３：００－／１４：００－
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。

ゆびきりをする子ども　１９６６年
八島太郎（アメリカ）
かさを持つモモ『あまがさ』のイメージ　１９６５年

●7月26日(土)～8月18日(月)　夏休み体験コーナー「ちひろの水彩技法体験！」

●8月22日（金）、23日（土）　夕暮れミュージアム

この２日間は、特別に開館時間を２１時まで延長します。
浴衣でご来館いただいた方には、特典として、カフェでの
ワンドリンクサービスも。２３日（土）の夜には、安曇野ち
ひろ公園にて、すずむしとりも行います。夏の終わりに、
ライトアップされた夜の美術館をお楽しみ下さい。

●みんなで見上げよう、今日だけの空　

安曇野の「空」と「顔」をテーマにしたワークショップを行います。
武蔵野美術大学の学生達と一緒に、創作を通して、安曇野を満喫しよう！

●中川美保サクソフォンギャラリーコンサート
ご来館中のお客様に、自由にお聴きいただけるサクソフォンコンサートを、
本館ギャラリーにて開催します。また、閉館後には、松川村９条の会と共催
で、ワンコインコンサートを行います。

（主催：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
　共催：安曇野アートライン推進協議会）

○日　時：２００８年８月９日（土）、１０日（日）
　　　　　１０：００－１６：００　※２日連続です
○会　場：松川村内
○対　象：どなたでも可
　　　　　（小学生未満の方は保護者同伴）
○参加費：１人１，５００円
　　　　　家族参加の場合１人１，３００円　
○定　員：４０名　
○申込方法：TEL、FAX、E-mail、ＨＰ、
往復ハガキのいずれかの方法で承ります。
住所、氏名、年齢、電話番号（あればＦ
ＡＸ）、メールアドレスをご記入の上、安
曇野ちひろ美術館サマースクール係まで
お申込ください。美術館受付でも申込可
能です。
○申込締切：７月３１日（木）※定員になり次第締切昨年のサマースクールの様子

○日　時：７月２７日（日）
　【昼の部】①１３：３０－１４：００　②１５：００－１５：３０　
　【夜の部】１８：００－１９：３０
○参加費：【昼の部】無料（別途、入館料が必要）
　　　　　【夜の部】５００円
○申　込：電話、FAX、受付にて、事前に承ります。

プロフィール：国立音楽大学卒業および同大学院修了。パリに２度留学し、フランス国立ロマン・
ビル音楽院を、１等賞を得て卒業。２００８年４月にＣＤ「愛の讃歌」をリリース、７月に４枚目の
ＣＤ「長崎の鐘～平和への希い～」を発表予定。

（共催：松川村クリスタルシンフォニー実行委員会／安曇野アートライン推進協議会）

～2008　サマースクール in まつかわ～

写真：橋本裕貴


