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●展示室1・2

　「架空の絵本展」は、今年創立６０年を迎

えるミュンヘンの国際児童図書館が世界

の絵本画家たちに、まだ存在しないけれ

ども、作りたいと夢見ている絵本の表紙

を描いてほしいと呼びかけ、集まった３０

カ国７２人による作品で構成されています。

　「架空の絵本展」の魅力は、国の多様性

もさることながら、その表現技法が多岐

にわたっていることにもあります。

　エリサ・アルギレ（スペイン）の「私の家

は飛ぶ」の画面には、限られた原色が用い

られています。フェルトペンによって描

かれた、単純な点の組み合わせは、点描で

知られる後期印象派のジョルジュ・スー

ラの技法に似ています。しかし、アルギレ

が描いたのはまったく趣の違う、不気味

な顔で、白い背景に強烈に浮かび上がっ

ています（図１）。ドゥシャン・カーライ

（スロヴァキア）の「美人コンテスト」は、

ガッシュで異なる色を細い線状に塗り重

ねることにより、複雑な色の深みを表現

しています。透明感のある色層は、描かれ

た雌鳥、象、ロバなどに立体感と華やかさ

を与えています（図２）。展示作品のなか

でも一番シンプルと言えるのが、ユッタ・

バウアー（ドイツ）の「ぼくは地獄を通り

抜けた」のための表紙絵です（図３）。黒い

ペンでタイトル、地平線、主人公の男性の

みが描かれ、これから彼がどのような地

獄を体験するのか、想像をかきたてます。

この絵は作家が長年胸にしまっていた絵

本のための構想で、展示を機に編集者に

見せ、出版へとこぎつけました。出版され

た本の表紙には色が施されました（図４）。

　今回の展示では、コンピュータ・グラフ

ィックス（ＣＧ）を用いた作品も目立ちま

した。この技法の良さは、パソコン一つで

すべてを行なえること、色や線の鮮やか

さなどにあると言われます。ＣＧは、異な

る技法を組み合わせることも可能にして

います。カロリーネ・ケーア（ドイツ）は、

「ローレンスと海賊船」の表紙を、自分で

描いたヤモリたち、撮影した海賊船の写

真、そしてＣＧで描いた氷山などを組み合

わせて構成しています（図５）。

　架空の絵本の表紙の数々は、実在しな

い本の中身へ、そして絵本の未来へも、見

る者の想像を導きます。　　 （松方路子）

いのちのかがやき

　「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。」＊１

と語っていたちひろ。希望にあふれたち

ひろの描くあかちゃんや子どもの姿は、

未来への可能性そのもので、私たちにい

のちの素晴らしさを伝えます。

　水彩絵具のにじみや濃淡を用い、独特

のぷくっとした手足の様子や肌の柔らか

さや温かさを表現したあかちゃん（図

１）。ちひろのデッサン力と観察力は確

かなものでした。加えて、育児書のさし

絵の仕事のために保育園に通い、膨大な

スケッチを重ねたちひろは、月齢の違い

によってあかちゃんを描きわけることが

できるほどでした。

　「傘と子どもたち」（図２）に並ぶ色と

りどりの傘は、雨の日のわくわくするよ

うな子どもの気持ちを表しているかのよ

う。傘の下から手を伸ばして雨を触った

り、長靴でわざと水たまりを歩いたり

……。子どもたちは、それぞれが思い思

いの仕草をしています。ちひろはどんな

格好の子どもも自在に描くことができま

した。ちひろの描くあかちゃんや子ども

には母親の包み込むような愛情が感じら

れますが、自身の母としての実感が込め

られているのでしょう。そして、わが子

の成長を見つめ、折に触れて息子や友だ

ちのスケッチをしていたちひろの心に

は、いつもたくさんの子どもたちが元気

に遊んでいたのかもしれません。

　ちひろには、ひとりの子どもの姿を描

いた作品も数多くあります。ちひろの子

どもたちは、瞳に特徴がありますが、ひ

とりの子どもの作品では、一層瞳が印象

的です。同じように描かれているように

見えますが、実は子どもによって描き方

を変えています。例えば、あかちゃんと

比べると、少し年齢が高い子どもの瞳は

高めの位置に描いています（図３、４）。

また、あかちゃんの瞳はより黒目がちで

す。「子どものあどけない瞳だけが描き

たかった」＊２とちひろが言うように、ど

の子どもの瞳も、あどけなく純粋です。

その無垢な輝きが、何者にも奪われるこ

とがあってはならないというちひろの強

い思いをも、子どもたちの瞳は私たちに

訴えかけます。

平和への願い害悲しみの日々害

　一方で、ちひろの作品には戦火にさら

される子どもたちを描いたものもありま

す。青春時代に戦争を体験し、子を持つ

母として、子どもの命を脅かす戦争を、

ちひろは許すことができませんでした。

本展では、ちひろの平和への深い願いが

込められた晩年の２冊の絵本を展示室２

で紹介します。

　１９７２年の『母さんはおるす』は、お母

さんが戦場に行って留守の間、明るく懸

命に生きる５人姉弟の物語。「戦場のな

かの子どもでも、ベトナムの写真などを

見ると、子どものかわいらしさはたとえ

ようもない」＊３という言葉通り、５人の

子どもたちをちひろは、愛情をこめて精

一杯かわいらしく描きました（図５）。そ

してこの直後に、同じベトナム戦争をテ

ーマにした『戦火のなかの子どもたち』

を手がけます。この作品を一緒に制作し

た息子（松本猛・安曇野ちひろ美術館館

長）が「『戦火のなかの子どもたち』に

登場している子どもは、『母さんはおる

す』を描くなかで、自分が作り上げた子

どもたちに違いない。」＊４と語るように、

２つの作品の子どもたちのイメージは重

なります（図６、７）。しかし、ちひろは

『戦火のなかの子どもたち』で、戦争で

親や兄弟を失い、絶望のなか生きる子ど

もたちの姿をも描いています。ちひろ

は、『母さんはおるす』での明るくけなげ

な子どもたちがいる一方、戦争で傷つく

子どもたちがいることを忘れることがで

きませんでした。その子どもたちの存在

と悲しみを伝えなければならないと思っ

たのでしょう。『母さんはおるす』で描き

きれなかったちひろの思いが『戦火のな

かの子どもたち』に込められています。

２冊の絵本に描かれた子どもの姿にはど

ちらにもちひろの「世界中のこどもみん

なに平和としあわせを」という願いが感

じられます。

　本展では『ちひろ いのちの画集』（講

談社刊）の出版を記念し、約６０点の作品

を展示します。ちひろが描き続けた「い

のち」をご覧ください。　 （柳川あずさ）

＊１　「人生手帳」１９７２年　

＊２　「つばめのおうち」（「キンダーブック」付録）

　　　１９６６年　

＊３　「教育評論」１９７２年

＊４　『「戦火のなかの子どもたち」物語』より

　　　松本猛著　２００４年　岩崎書店刊

＜企画展＞ミュンヘン国際児童図書館　架空の絵本展

●2009年5月１5日（金）～7月7日（火）

後援：ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ文化センター、（社）全国学校図

書館協議会、財団法人日独協会、絵本学会、（社）日本国際児童図書評議会

協力：ミュンヘン国際児童図書館

－世界の絵本画家７２人が描いた、本のない絵本－

●展示室4

ちひろ いのちの画集 ●2009年5月15日（金）～7月7日（火）出版記念展
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●展示室1・2

●展示室4

図１　エリサ・アルギレ（スペイン）「私の家は飛ぶ」

図５　カロリーネ・ケーア（ドイツ）「ローレンスと海賊船」

図２　ドゥシャン・カーライ（スロヴァキア）「美人コンテスト」

「風？かあさん？」ということばが添

えられたこの少女（図７）は、『母さ

んはおるす』でお母さんをヤシの木に

登って待つ長女のベーに重なります。

図４　ユッタ・バウアー（ドイツ）

　　　「ぼくは地獄を通り抜けた」

　　　出版された本の表紙

図３　ユッタ・バウアー（ドイツ）

　　　「ぼくは地獄を通り抜けた」

図１　ピンクのうさぎとあかちゃん　１９７１年

図２　傘と子どもたち　１９６９年

図３　つば広帽子の少女　１９７１年

図４　てるてるぼうずと少女　１９７０年

図６　ヤシの木にのぼる少女

　　　『母さんはおるす』 　 １９７２年

図７　ものかげからのぞく少女

　　　『戦火のなかの子どもたち』　１９７３年

図５　戦争ごっこ『母さんはおるす』１９７２年
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松本猛×飯島ユキ　対談「ちひろと一茶をつなぐもの」
２００９年３月１日（日）　「出版記念展　ちひろと一茶」オープニング対談

活動報告

「出版記念展　ちひろと一茶」（主催：

安曇野ちひろ美術館・信濃毎日新聞社）

のオープニングを記念して、『ちひろと

一茶』の編著者である松本猛（安曇野ち

ひろ美術館館長）と、俳句羅（ra）の会

代表で松本市の俳人・飯島ユキさんとの

対談を開催しました。　　　 （屋代亜由）

害害害害害害害害害害害害害害害害害害

◇『ちひろと一茶』出版のきっかけ

松本：大半の方は“なぜちひろと一茶？”

と思われるかもしれないですが。

飯島：私は、初めちひろさんと一茶さん

のコラボレーションって、意外な感じが

したんです。ところが本を見ましたら、

お互いの感性が響きあっていて、素敵な

世界が出来上がっていました。

松本：もともとちひろが一茶を好きだっ

たんですね。祖父が若い頃から俳句をや

っていたので、俳句は母にとって身近な

存在だったんです。母は、物心が付くか

付かないかという幼い頃から、長い休み

のたびに信州の両親の実家に帰っていま

した。僕も、子どもの時から母に連れら

れて旅行をする先が信州で、いつも母か

ら聞かされていたのが一茶の句でした。

僕が中学生の時に、柏原エリアの黒姫高

原に山荘を建てたんですが、そのきっか

けが、母の“一茶の里に近いところで仕

事ができたら嬉しいからそこに住みた

い”という言葉。うちの母にとってみれ

ば、一茶はすごく身近な人だったんです。

◇これまでの一茶像

松本：いわゆる今までの一茶像というも

のと、もっと別の側面があるんだよと言

いたかったんです。一茶というと、「反

権力」「ひねくれ」「反骨」という部分ば

かりすごく強く言われていて。もちろん

そういう面もあったとは思いますが、子

どもを見る目、小さいものを見る目のや

さしさを、もっとちゃんと強調して評価

をされてよい人ではないかと。

飯島：そうですね。一茶は、自分のこと

を書き残しすぎたんですね、克明に。そ

のために、小説や芝居で、作られたイメ

ージを持たれてしまった。もっと俳句自

体を楽しんでほしいですね。残された俳

句から見ると、一茶という人は、本当に

やさしい、温かな人だと思うんですけれ

ど。小さなものと同じ目線に立っていま

すよね。強欲なばかりでは、こういうこと

はできないと思うんです。

◇ふたりの観察力

飯島：省略というのは、いい加減に書く

ということではない。観察するものをし

っかりと見ていないと省略できないわけ

ですよね。ちひろさんの絵もそうです

が、俳句というのは、やっぱり物事を観

察することが大事なんだと思います。

松本：ちひろの絵は、簡単に描けそうな

気がして皆描きたくなるんだけれども、

どうしても上手くいかないんです。それ

は、一本の線に狂いがないから。何回も消

して描くわけではない。ちひろは、若いと

きにものすごくデッサンを繰り返してい

るんです。だから、例えば赤ちゃんのちょ

っとしたしぐさなんかも楽につかめる。

ちひろが、特に一茶に魅かれた理由は、

子どもに対する観察力がすごかったから

だと思うんですよね。“愛らしく両手の

跡の残る雪”“わんぱくや縛られながら呼

ぶ蛍”……。見事な観察が、一茶の句の

なかにたくさんあるんですよね。

◇ちひろと一茶をつなぐもの

松本：『おらが春』のなかで、娘のさとを描

写している言葉があります。“春の初草に

胡蝶の戯るるよりもやさしく”。まさに、

ちひろがやりたかったような表現じゃな

いかと。これは「ひねくれ一茶」と呼ば

れる世界とは対極にあると思うんですよ

ね。子どもたちに対する愛情は、すごか

ったなあと思うんです。一茶は、蛙に関し

ても、すごくいい句を詠んでいますよね。

飯島：一茶は、蛙の句を９０句作っている

んです。蛙の習性、生態の全部を観察し

ています。擬人化によって、句のなかで

自分が蛙にもなっています。蛙を魅力的

にしたのは、一茶ですよね。

松本：一茶とちひろをつなぐもののひと

つは観察力。そして、弱いものへの愛

情。生きとし生けるものすべてに対し

て、平等に生命の尊さについて考えてい

て。柏原は一村全体が浄土真宗のところ

で、一茶は、幼い頃から信仰を身近に感

じ、終生その感覚を忘れなかった人だろ

うと。彼の持っていた思想も、今の時代

につながっていると思うんです。

　２００８年に発売された詩画集『いのちの

バトン　９７歳のぼくから君たちへ』の出

版を記念し、いわさきちひろのピエゾグ

ラフ作品と、昨年９７歳を迎えた現役医

師・日野原重明氏（聖路加国際病院理事

長・同名誉院長）の詩と文による展覧会

を多目的ギャラリーで開催します。

　「この本は、いわさきちひろさんの絵

と私の詩とのいのちについてのコラボレ

ーションです」と日野原氏が語るこの詩

画集には、１２点のちひろの作品に寄せ

て、家族や友達、夢、戦争と平和等を各

テーマとして、「目には見えないいのち

のお話」が、優しく語りかけるような言

葉で書かれています。

海辺の時間

　広い砂浜に佇んでいる一羽の小鳥。そ

の向こうに、柔らかなにじみで、どこまで

も広がる水平線が描かれた作品「海辺の

小鳥」には、次の詩が寄せられています。

「遠くには／空に続く／水平線が一本

浜辺では波が寄せては引く　

その波の動きは／おじいさんの残した　

振り子のある古時計みたい

渚に立つ小鳥の／柔らかな趾の裏を　

引いていく波が／そっと洗う

浜辺に打ち寄せる波は

海の時計の秒の刻み」

　寄せては引く波を静かに見つめる小鳥

には、９０年以上の歳月を生きて今、「いの

ちとは、『君たちの持っている時間』『君

たちが使える時間』のこと」と子どもた

ちに語る日野原氏の姿が重なります。

いのち

　真っ赤な背景のなかに一列に並んだ子

どもたちと、それを見つめるつぶらな瞳

の牛。「まきばのうし」には、「いのち」

と題された詩が添えられています。

「（前略）牛も馬も

ペットの犬も昆虫も／花も木も

君たちと同じように／生きている

みんなが同じいのちを

もっているのだから

ぼくたちは兄弟姉妹だと

いえるんだね」

　ちひろと日野原氏は、戦前から戦後に

かけて同じ激動の時代を生きています。

青春時代の若々しい希望を全て打ち砕く

戦争体験も経て、晩年、「大人というもの

はどんなに苦労が多くても、自分のほう

から人を愛していける人間になることな

んだと思います。」と語ったちひろ。「大き

くなったら、どうか自分以外の誰かのた

めにも、君たちのいのち（時間）を使って

ください。」と語る日野原氏。本展には、

人々のために多くの時間を費やしてきた

二人が、若い世代に語りたいと願った

「平和への思い」や「命の大切さ」「心の豊

かさ」が込められています。（宍倉恵美子）

出版記念「いのちのバトン」展 ●2009年5月15日（金）〜7月21日（火）害日野原重明といわさきちひろ害

海辺の小鳥　

１９７２年
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美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅○３１ 
母、文江と上井草

ひとこと

ふたこと

みこと

　ヨーロッパ旅行から帰国した岩

崎文江は、一ヵ月以上にも及ぶ海

外旅行に連れて行ってくれた娘に

感謝し、「もう死んでもいい」と

語っていたといいます。帰国後も、

文江は精力的に母校、蟻ヶ崎高校

の同窓会長として活躍、忙しい

日々を送っていましたが、１９６９年

暮れ、脳血栓で倒れます。松本に

飛んで帰ったちひろは、入院の手

配をし、看病に付き添いました。

退院後は一時、療養のために黒姫

の山荘で過ごし、その間、文江の

ために、上井草の自宅の増改築を

行いました。病後の文江は、半身

不随の身となっていました。

　１９７０年、文江は上井草の家に身

を寄せます。１９５２年に建てられた

上井草の家は、戦前、岩崎正勝・

文江夫妻が、戦局の悪化のなかで

食糧確保を目的に購入し、芋を

作っていた土地。戦後、そこにち

ひろと妹・世史子の家族とが並ん

で家を建てていました。この時期

には妹一家は藤沢に新しい家を建

て転居、ちひろは体の不自由な母

のために大規模な増改築を行いま

した。玄関を挟んで南東の端には

夫の母くらの部屋があり、北西の

端には文江の部屋を配置、間に住

み込みのお手伝いさんたちの部屋

を設けました。アトリエとちひろ

夫妻の部屋、猛の部屋は二階にま

とめました。こうした状況を、ち

ひろは「下は社会なのよ」と話し

ていたともいいます。

　日常は文江のためには看護の人

を頼みましたが、時間があれば、

ちひろは自分で上井草駅の南側に

ある診療所に母親を連れて行った

といいます。文江も、諦めること

なくリハビリテーションに励みま

した。朝、目覚めるとベッドの上

で体操をする。リハビリを兼ねて、

毛糸の編み物をする。当時、文江

が動かぬ手で懸命に作った座布団

カバーが、今も残っています。

　１９７４年８月８日、そんな文江を

残して、ちひろが先立ちます。死

の知らせを受けた文江はベッドに

座ったまま一言、「無念です」と

語ったといいます。短いことばに、

計り知れない母の哀しみと悔しさ

がにじみ出ています。（竹迫祐子）
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2月4日（水）〜2月9日（月）

昨年に続き台北ブックフェアに参

加。繁体字（台湾での漢字表記）の

リーフレットも準備し、いわさきち

ひろとちひろ美術館についての展

示・紹介を行った。アンケートには、

「昔見た絵がちひろの絵だと知って

感動した」「台湾でちひろの展覧会を

するときは教えてください」という

意見など、７００枚以上の熱心な回答

が集まった。ちひろを知っていただ

き、さらに今後の交流のきっかけと

もなる、良い機会となった。

3月1日（日） 

開館初日。「ちひろと一茶」展関連イ

ベントで俳人・飯島ユキさんと館長・

松本猛の対談や、完成したばかりの

収蔵棟のマスコミ向け内覧会が行わ

れ、館内は大賑わい。３ヵ月ぶりに

お客様をお迎えできる喜びをしみじ

みと感じる。

3月2日（月） 

新設された授乳室。この日早速、ご

利用になるお客様がいらっしゃっ

た。「授乳室ができたんですね！」

と、嬉しそうにスタッフに声をかけ

てくださる方も。

3月29日（日） 

今年で３回目となる感謝デー。晴天

に恵まれ、２５７３名ものお客様が来

館。うたごえ喫茶「ともしび」のコ

ンサートでは、ピアノとヴァイオリ

ンの生演奏で、ちひろが愛したロシ

ア民謡や「さくら」、「天空の城ラピ

ュタ」まで、幅広い年代のお客様が

楽しまれた。会場前で足を止めて聴

いていた方も加わり、最後には大合

唱に。毎年感謝デーを楽しみにして

くださっているお客様の声も聞くこ

とができ、スタッフにとっても幸せ

な１日となった。

4月3日（金） 

お天気の良い日には、残雪が輝くア

ルプスの山々についてのご質問をい

ただくこともしばしば。「カフェから

見える山々」の写真が好評で、見晴ら

しのよいカフェで、写真と見比べな

がら話も弾む。「あの山に登ったこ

とがある」とお話してくださる方も。

美術館の展示や空間はもちろん、安

曇野ならではの雄大な自然を満喫し

ていただけることも嬉しい。

4月11日（土） 

「フォト×俳句」展にちなみ、写真

家・中谷吉隆氏と俳人・坊城俊樹氏

の対談を開催。川柳作家として活躍

中のやすみりえさんが聞き手とな

り、写真と俳句をコラボレートする

「フォト×俳句」の魅力が語られた。

当日は、実際に応募作品への講評や

制作のアドバイスも。会場には「フ

ォト×俳句」展出展者や応募者も多

く、多くの質問も寄せられた。

3月7日（土）

やっと受験が終わり家族全員で遊び

に来ました。私は今度、中学生にな

ります。ちひろさんの絵はふんわり

していて見ているとやさしい気持ち

にさせてくれます。とってもかわい

い絵を見られて良かったです。今度

また来たいです。

3月19日（木）

やっぱり何度来ても穏やかな気持ち

になれます。今日は晴れていて山も

きれいに見え、とてもすがすがしい

です。地元はやっぱりいいなあ。ま

た明日から頑張ろうと前向きになれ

るってすごい。長野に生まれて本当

によかった。そんな瞬間です。

4月12日（日）

富山から親子３人で来ました。木の

ぬくもりが感じられる素敵な美術館

です。２歳になったばかりの息子も

のびのびと走ったり笑ったりできま

す。絵本って美しいですね。

【出版記念展　ちひろと一茶】

3月30日（月）

安曇野ちひろ美術館に訪れるのはも

う４０回を超えるのでしょうか。「ち

ひろと一茶」のコラボレーションは

今まで見てきたなかで最も感銘を受

けました。素晴らしい企画と思いま

す。同じ「信州人」の文学と絵画が

かもし出す世界は、まさに外に見

る、残雪を抱いた北アルプスに代表

されるすがすがしさではないでしょ

うか。空気が一段と澄み渡るように

見えました。　　 （京都　鍋倉正信）

4月10日（金）

“ちひろと一茶”一体どうして？　

作品を見る……そして見るうちに、

なるほどと解りました。心が解け合

うあったかい雰囲気。素晴らしい内

容に感動しました。また来て、じっ

くり見たいと思います。　

【生誕１００年　夢と記憶の画家

　茂田井武展】

4月11日（土）

何となくこの絵は知っていたような

……。と思って見ていたら“セロひ

きのゴーシュ”があるではありませ

んか！　賢治の不思議なストーリー

と素朴な茂田井さんの絵。そう、私

の中に入っていた“セロひきのゴー

シュ”は、この２人のペアが作り上

げていたものでした。

ちひろさんの絵に会いに来たのです

が、思わぬゴーシュとの再会に嬉し

くびっくりでした。勤め先の小学校

でも、子どもたちに見せてあげよう

と思いました。

一家団欒　１９７２年春

文江の部屋の縁側にて。右手前から、愛

犬チロと長男猛、夫・善明、ちひろ（５３

歳）、車椅子に座った母・文江、夫の

母・くら。

●5 
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●次回展示予定　7月10日(金)～9月8日(火)

日本初出版を記念し、クロア

チアの絵本画家フセイノ

ヴィッチの展覧会を開催しま

す。『いつか空のうえで』（仮）、

『不思議の国のアリス』より

約２０点の作品を紹介します。

〈展示室１〉ちひろの四季 〈展示室４〉企画展　出版記念

 アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ展四季の移り変わりを、子ども

たちのいきいきとした姿とと

もに、情感豊かに表現したち

ひろ。本展では、美しい色彩

と伸びやかな筆遣いで描かれ

た代表作をはじめ、絵本『ぽ

ちのきたうみ』『花の童話集』

などを紹介します。

●安曇野館イベント予定

〈展示室２〉ちひろの人生

〈展示室３〉世界の絵本画家展 〈展示室５〉絵本の歴史

　日野原重明講演会

　「いのち害害親と子の絆」

●『いのちのバトン』出版記念

●他館での展示スケジュール

○損保ジャパン東郷青児美術館（東京・新宿）　 ７月１１日（土）～８月３０日（日）／ちひろ美術館コレクション　ミリオンセラーの絵本原画と世界の絵

本画家たち／問い合わせ：Tel.０３－５７７７－８６００（ハローダイヤル）

○平塚市美術館（神奈川）　 ７月１８日（土）～８月３０日（日）／わたしがえらんだ　いわさきちひろ展／問い合わせ：Tel.０４６３－３５－２１１１

○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.０５６６－２３－１６３６

共催：安曇野ちひろ美術館

　　　松川村小・中学校ＰＴＡ

昨年９７歳を迎えた現役医師・日野原重

明氏（聖路加国際病院理事長・同名誉

院長）による講演会を開催します。

○日時：７月１８日（土）

　１４：００～１５：００　

　※終了後サイン会を予定しています。

○場所：松川村多目的交流センター

　「すずの音ホール」（松川村役場隣）

○定員：２５０名　※定員になり次第締切

○参加費：無料

○申込み：安曇野ちひろ美術館（０２６１

－６２－０７７２）まで　

　※６月２２日よ

り申込み受

付開始

●ミュンヘン国際児童図書館

　架空の絵本展関連イベント

　スライドトーク「ミュンヘン国際

児童図書館と架空の絵本展」

当館学芸員が、ミュンヘン国際児童図書館や、架

空の絵本展の出品作家のことなどをお話します。

○日時：６月１４日（日）　１１：００～１２：００

　※参加自由、参加費無料（入館料のみ）

●chihiro cinema 映画上映会　

日本の古き良き映画を、河崎義祐監督のお話と

ともにお楽しみください。

（協力：ＮＰＯ法人シネマネットジャパン）

○日時：６月２０日（土）１４：００～１６：００

○上映作品：「丹下左膳餘話　百萬両の壺」　

（１９３５年／日本／９２分／モノクロ）

コケ猿の壷に隠された御生家の謎を、コミカル

なタッチで描く丹下左膳番外篇。

監督：山中貞雄／出演：大河内傳次郎、喜代三、

宗春太郎、沢村国太郎、花井蘭子

○定員：８０名　※定員になり次第締切

○参加費：無料（展示をご覧になる方は別途要

入館料）

○申込み：安曇野ちひろ美術館（０２６１－６２－

０７７２）まで

　※ＤＶＤでの上映となります。

●７月２８日（火）～８月１７日（月）

　夏休み体験コーナー

　「ちひろの水彩技法体験！」

夏休み期間中、地元中学生ボランティアのサポートの

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。

●夏季開館延長のお知らせ

８月中は無休。期間中、１８：００まで開館を延長

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

本に関するお問合せを承ります。

●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日　１４：００～／１４：３０～

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。

※詳細は、各館にお問合せください。

日野原重明氏

●８月８日（土）、８月９日（日）

　安曇野アートラインサマースクール

　夏休み期間中、武蔵野美術大学の学生とともに、松

川村の自然やアートに親しむワークショップを開催し

ます。

麦わら帽子に蟹をのせた少年　１９７１年
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』（仮）より　２００１年

『いつか空のうえで』（仮）２００９年７月末

頃刊行予定（小学館）。

○日時：７月２８日（火）～

８月１７日（月）※毎日開催

　１０：００～１６：００（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

○申込み：不要（混雑時は、

整理券を配布します）
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