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　ちひろ美術館は、世界初の絵本美術館

として１９７７年に開館以来、絵本文化の助

成支援を目的に、さまざまな形で国際交

流を行なってきました。その活動の基底

には、「子どもの平和と幸せ」、そして

「絵本文化の発展」という、ちひろ美術館

の理念があります。国際交流活動では、

そうした理念をさまざまな形で国内外に

伝え、他の国の人たちと交流し、相互理

解を深めていく努力を行なっています。

美術館を広める

　世界には、すばらしい作品を制作して

いる絵本画家たちが数多くいます。しか

し、他の国々でも絵本原画の多くは、絵

本という主として子どもを読者とする印

刷物のために描かれているために、美術、

芸術として認識されることは少なく、優

れた作品でも広く紹介、継承されてこな

かったという残念な現実がありました。

ちひろ美術館では、他に先駆けて、いわ

さきちひろをはじめ、国内外の絵本画家

たちの作品を芸術として扱い、収集・保

存・展示・研究する場としてきました。

　絵本原画を美術として扱う専門美術館

は世界にもまだ少なく、ユニークな存在

です。当館の活動と理念は、さまざまな

国際交流の活動を通じて、今日、各国の

画家たちをはじめ、図書館、出版社など

多くの人の賛同や共感を生んでいます。

２００８、２００９年に出展した台北国際ブック

フェアをはじめ、訪れた各国の絵本関係

者への訪問や国内の各国大使館に向けた

広報などで、絵本美術館の存在を伝えて

きました。自分の国にも絵本美術館を作

りたいという声も聞かれ、絵本の芸術的

価値が実感されてきています。

それぞれの文化のなかの絵本

　絵本という概念は国によって異なり、

まだ「絵本」に相当する言葉や概念がな

い国もあります。しかし、本という形に

しばられず、もう少し広い視点で見ると、

“物語る絵”であるイラストレーション

は、多くの国で長い歴史と伝統を持って

います。

　当館には、世界と日本の絵本とイラス

トレーションの歴史をたどる展示室があ

ります。本年はソウル国際ブックフェ

ア、ソウル日本文化センターにおいて、

その一部をはじめて海外で展示しまし

た。日本の奈良時代の絵巻物、江戸時代

の版本、大正時代の絵雑誌など、日本の

絵本のあゆみの変遷もさることながら、

そこに描かれた人物や物語、表現方法に

自国との共通点を見出し、関心を持つ人

が多くいました。韓国でも昨今、自国の

イラストレーションの歴史を振り返る動

きがあり、相互に学ぶことの多い場とな

りました。かつて日本による侵略、統治

という歴史を持つ韓国が、日本大衆文化

の開放を開始して１１年が過ぎました。韓

国の絵本界では現在若手が多く活躍し、

彼らの多くは日本の絵本文化に対しても

大きな興味を持っています。歴史を乗り

越え、お互いの文化の尊重から、理解を

深め、絵本文化の発展につなげていくこ

とが求められているのを実感します。

絵のもつ力

　絵は、言葉を必要とせずに、見る人に

直接伝わります。いわさきちひろが描い

た作品は、絵本の形で多くの人に親しま

れてきましたが、絵画としても人々を魅

了してきたといえます。そのことは、日

本を離れると特に実感します。

　ベトナムではじめてピエゾグラフによ

るちひろ展を開催してから５年目になる

今年は、国際交流基金の全面的な協力を

得、ハノイに開設されたベトナム日本文

化交流センターにて、約３０点のちひろの

作品を展示しました。

　展示を見たベトナムの人たちの感想に

は、ちひろの絵のもつ力を感じさせるも

のがあります。「世界のどの子どもにも、

同じところがあると思った。笑顔とか、

目線とか、悲しい顔とか……。子どもの

目線にたつと見えるものがあると言われ

ます。日本もベトナムも厳しい戦争に参

加したことがあり、そしてそれらで被害

を被るのは人間です。ちひろさんの絵を

みたら、ひとの命というものを理解でき

るのだと思います。」（ハノイでの展示の

感想より）

　展示初日には、今年、野間国際絵本原

画コンクールの佳作に入選した絵本画家

のタ・ヒー・ロンさんと、当館双方によ

り絵本の魅力を紹介するトークも行なわ

れ、新たにベトナムと日本の絵本の出会

いがありました。また、この機会に出会

った新進のベトナムの出版社より、『窓

ぎわのトットちゃん』の正式なベトナム

語版の出版も決まりました。この展示

は、ハノイだけでなく地方にもちひろの

絵を、という国際交流基金の尽力によ

り、ホアビンの病院でも開催されました。

平和のために

　毎年８月には、世界から多くの人や団

体が被爆地の広島を訪れます。今年、ち

ひろ美術館では、被爆した子どもたちの

作文や詩をまとめた『わたしがちいさか

ったときに』（長田新　編・いわさきち

ひろ画　童心社刊）の抜粋を和英対訳で

パネルにして制作し、広島の国際会議で

展示しました。鉛筆と墨のみで描かれた

絵には、被爆写真のような生々しい激し

さはありません。しかし、子どもたちの

内なる声は見る人にも届いたようで、パ

ネルの前で立ち止まる人は少なくありま

せんでした。この展示を自分たちの国や

地域でも開催したいという申し出がいく

つもあり、巡回が始まっています。

　私たちの美術館・財団は決して大きな

団体ではありません。そのなかで、当館

にしかできないことを、絵本を通じ、継

続していきたいと思います。（松方路子）
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■ベトナム／Vietnam ■台湾／Taiwan

〈２月〉絵本翻訳ボランティアのための絵本講座

ホーチミンにて

〈９月〉

ホアビン省総合病院で

のちひろ展

〈４月〉ベトナム日本文化交流センターでのいわさき

ちひろ絵本展と、絵本シンポジウム

ベトナムの画家タ・ヒー・ロンさん（中央）

〈２月〉戦争証跡博物館・子どものための平和展示

室へピエゾグラフ作品寄贈 〈８月〉原水爆禁止国際会議

〈２月〉台北国際ブックフェアでの展示

■広島／Hiroshima

ちひろ美術館の国際交流活動
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　当館では、２００９年もギャラリートーク

やワークショップなどの作品と鑑賞者を

つなぐ活動を行うと共に、地域の方々に

幅広いジャンルの芸術に親しんでもらお

うと、コンサートや映画上映会、寄席、安

曇野スタイルなどのイベントを開催しま

した。また今年は松川小学校・中学校と

の共催事業に取り組むなど、学校との連

携がさらに深まった一年でした。７月に

は９８歳の現役医師、日野原重明さんの講

演会「いのち害親と子の絆」を松川小・中

学校ＰＴＡとの共催で開催。８月には松

川中学校の有志を対象にした、吉永小百

合さんによる原爆詩の朗読会を行うなど

　“いのち”と“平和”について、子どもた

ちと共に考える貴重な機会となりました。

今後も地域に根ざした教育普及活動を展

開していきたいと思います。（船本裕子）

「フォト×俳句」を語る

対　談：中谷吉隆さん×坊城俊樹さん

聞き手：やすみりえさん

４月１１日（土）

「ちひろの絵で一句。」俳句募集　表彰式

受賞者と選者（後列右から小林豊雄・一茶記念館館長、

飯島ユキさんと松本猛・安曇野ちひろ美術館館長）

６月１３日（土）

出前授業　松川小学校４年い組

ちひろの水彩技法体験を行う生徒と保護者

６月２７日（土）

日野原重明講演会「いのち害親と子の絆」

会場：すずの音ホール

松川小・中学校ＰＴＡとの共催

７月１８日（土）

夏休み体験コーナー「ちひろの水彩技法体験」

（８月９日を除く）

７月２８日（火）〜８月１７日（月）

松川中学校図書委員によるおはなしの会

８月２日（日）・４日（火）・７日（金）・１１日（火）

アートラインサマースクール

会場：すずの音ホール他

８月８日（土）・９日（日）

「吉永小百合　原爆詩の朗読会」

平和への祈りを込めて、合唱曲「折鶴」を歌う、松川

中学生と吉永小百合さん（右から２人目）

８月９日（日）

夕暮れミュージアム

「夏の夜のおはなしの会」

ライトアップされた中庭で。

８月２１日（金）・２２日（土）

■韓国／Korea ■2009　BIB■インターナショナル・コレクション
　/International collections

■ポーランド／Poland
〈５月〉ソウル国際ブックフェア

〈６月〉韓国の絵本画家　安曇野研修

〈９月〉ブラティスラヴァ国際絵本原画展シンポジウム

〈１０月〉ポーランド大使館（東京）でのポーランド

絵本原画展・レセプション

〈７月〉損保ジャパン東郷青児美術館（東京・新宿）

で開催されたちひろ美術館コレクション展の

レセプションにて（左がクロアチアの画家ア

ンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ

さん、右が黒柳徹子ちひろ美術館・東京館長）

安曇野ちひろ美術館の教育普及活動

２００９年　国際交流活動の模様
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　長崎原爆投下から６４年目の８月９日、

安曇野ちひろ美術館で、女優・吉永小百

合さんによる原爆詩の朗読会が行われま

した。吉永さんは、ドラマ「夢千代日記」

で胎内被爆をした被爆二世の役を演じた

ことをきっかけに原爆詩の存在を知り、

一人の人間として平和を願う気持ちを次

の世代に語り継ぎたいという思いから、

約２０年にわたりボランティアで朗読に取

り組んでいらっしゃいます。今回、当館

の中学生ボランティアの活動にも関心を

寄せてくださり、松川中学生の有志を対

象とした朗読会が実現しました。

　会場では、司会や舞台設営を中学生が

担当し、吉永さんとともに会を作り上げ

ました。参加生徒は、広島で被爆した子

どもたちの手記にちひろが絵を描いた

『わたしがちいさかったときに』を事前

に読み、日本が太平洋戦争へと突き進ん

だ時代に二人の娘を育て懸命に生きた母

親役を吉永さんが演じた映画「母べえ」

を鑑賞して、朗読会に臨みました。

　当日は、「母べえ」の監督である山田洋

次当財団理事長も特別ゲストとして参

加。映画制作の経緯等について、吉永さ

んと対談を行いました。過酷な時代に生

きた家族の物語の役柄を演じるにあた

り、吉永さんは、母が子を抱きしめる姿

を描いたちひろの「母の日」を毎日眺め、

役作りをしたという逸話も紹介されまし

た。会中盤では、広島平和式典に参列した

中学生や、読み聞かせ活動を行った図書

委員の生徒による発表も行われました。

　「ちちをかえせ　ははをかえせ……」。

広島平和公園の詩碑にも刻まれている峠

三吉の「序」から始まった吉永さんの朗読

は、被爆した子どもたちらの詩９篇に及

びました。深い情感を込め、時折目を閉

じ、祈るように原爆詩を読む吉永さん。

その静かで力強い声にじっと聴き入り、

涙を流す生徒の姿も見受けられました。

会終了後、参加した中学生からは、「吉永

さんの朗読の一つ一つが心に染み渡り、

作者の方々の思いが心に突き刺さるよう

でした」「私たちは戦争というものを（実

体験として）知らないけれど、少しでも

知るようにしていきたいです」といった

真摯な声が寄せられました。（屋代亜由）

　今年で８年目を迎えた安曇野アートラ

インサマースクール。８月８日（土）〜９

日（日）、２４名の参加者とともに、オープ

ンしたばかりの松川村「すずの音ホール」

や村内各所で行われました。今年のテー

マは“農業”です。昨年、サマースクー

ルに関わった武蔵野美大の学生たちが、

村での農業体験に感動し、アートで子ど

もたちと農業をつなぎたいと考えて、こ

の企画がうまれました。

　１日目の午前中、まずは４つのグルー

プに分かれて自己紹介。友達と仲良くな

ったあと、目隠しをして裸足でホール内

を歩くなど、五感を働かせるゲームをし

ました。午後からは、グループにわかれ

て村内の農家を訪問。畑やビニールハウ

スで農家の方のお話を聞きます。そし

て、触ったり、収穫して食べたりして、

野菜の絵を描きました。

　２日目は、前日

の体験をもとに、

大きな布いっぱい

に野菜を描きまし

た。その布を着ぐるみにして、子どもた

ちが一列に並ぶと、なんと一匹のあおむ

しに変身！　そのまま畑に繰り出して記

念撮影をしました。最後はホールで２日

間を振り返るスライドとオリジナルの踊

りを披露し、ワークショップは盛大なフ

ィナーレを迎えました。終了後の参加者

のアンケートには、野菜を描くとき触感

や味覚まで表現しようと工夫したこと

や、緊張しながらもお披露目会がうまく

できてうれしかったことなど、子どもた

ちの達成感を感じられるコメントが多く

みられました。

　農業に焦点をあてたこともあり、事前

視察の打ち合わせから食事や宿泊、農家

訪問にいたるまで、美術館に隣接する松

川村板取西部地区の営農組合の方々から

多くの協力を仰いで企画を実現すること

ができました。村の主要産業である農業

と子どもたちをアートでつなぐことがで

き、また地元に密着したかたちでワーク

ショップを成功させられたことは、美術

館がこれからも地域に根ざした活動を続

けていくための、大きな一歩になったと

思います。　　　　　 　　　（駒田賢一）

　７月２８日〜８月１７日の間、夏休み体験

コーナー「ちひろの水彩技法体験」を開催

しました。毎年、地元・松川中学生有志の

ボランティアに支えられて開催するこの

ワークショップも今年で８年目を迎え、

ボランティア登録者は全校生徒の半数を

超える過去最多の１７１名となりました。

　中学生は事前にちひろの水彩技法研

修、プロの講師による接遇研修を受け、

会場で参加者を迎えます。

　今年は「夏の色を探そう」をテーマに、

“にじみ”の水彩技法を使って作成した

画面のなかから自分だけの夏の色を見つ

けて切り取り、作品にしました。

　はじめは緊張した面持ちで説明してい

た中学生も、参加者からの「ありがとう」

の一声に笑顔があふれます。徐々に参加

者との会話を楽しみ、堂々とちひろの技

法や作品の魅力を伝える中学生。勢いよ

く参加者を呼び込む１年生から、子ども

の目線と同じ高さにしゃがんで話す３年

生まで、皆それぞれに生き生きとした表

情が印象的でした。

　当館の教育普及の柱でもあるこの活動

は、２０日間で参加者６４５２名にのぼり、今

年も美術館と中学生、来館者をつなぐ交

流の輪を広げました。　　 （入口あゆみ）

「畑に集まれ！“お野菜たんけん”始まるよ」安曇野アートラインサマースクール

平成２１年度「文化芸術による創造のまち」支援事業

【中学生ボランティア日記より】
●スタッフとしてやっていると自分が本当に仕事を任され
ているという気になってちょっとだけ楽しくて、責任を
感じました。…がんばろ！（１年女子）
●他の人が喜んでくれると自分も楽しくなる。（２年男子）
●どう言えばお客さんにわかりやすく伝えられるのか難し
かったけど、すごくやりがいがあったし、これからの生
活や社会に生かしていきたいです。（３年女子）
【参加者アンケートより】
○中学生に「じょうずだね」と言われてうれしかったです。
（石川県８歳）
○学生さんたちの一生懸命さがとてもよかったです。時を
忘れてハマッてしまいました。（千葉県２５歳）
○ちひろの色の世界の一端がわかった、楽しい体験だった。
（東京都６８歳）接遇研修では身だしなみチェックも。

技法体験の前にちひろの絵の魅力を紹介。

主催：２００９アートライン・まつかわサマースクール実行委員会

共催：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、安曇野アートライン推進協議会

「ちひろの水彩技法体験 なつのいろをさがそう ！」中学生ボランティア活動

あおむし出現！



美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅○３４ 
信濃大町・大町スキー場
（旧・中山スキー場）

ひとこと

ふたこと

みこと

　２００８年の冬、地元で最も古い歴

史を持つ大町スキー場（旧・中山

スキー場）が、経営難を理由に閉

鎖しました。駐車場のすぐ目の前

がゲレンデ、という昔ながらのこ

のスキー場を愛する人びとからは、

惜しむ声が多く聞かれました。

　１９５１年の正月を、いわさきちひ

ろは夫、松本善明とともに、当時は

中山スキー場と呼ばれていたこの

スキー場で過ごしています。

　大町スキー場が誕生したのは

１９２７年（昭和２）のこと。戦中戦

後を経て、１９５７年に大町観光会社

としての営業をスタートするまで

の間は、愛好家や有志による経営

が続きました。当時はリフトもな

かったこのスキー場にちひろ夫妻

が訪れた１９５１年には、奇しくもち

ひろ旧知の科学者で登山家の伊藤

正一がここを経営していました。

　伊藤は、敗戦直後の松本で、ち

ひろが一時期仕事を手伝っていた

上野会計事務所で知り合い、民主

主義科学者協会の勉強会等でもち

ひろと交流のあった人ですが、

１９４６年５月にちひろが上京して以

来の再会となりました。

　突然の再会を、伊藤は、「ニコニ

コした可愛らしいお譲さんがスキ

ー客で来ているとは思ったが、あ

まりの若さにちひろさんだとは気

づかず、『主人です』と善明さんを

紹介されて、一層驚いた」と語っ

ています。ちひろたちは三晩ほど

ヒュッテに泊まり、大町在住の伊

藤の友人たちと、毎晩徹夜で芸術

論などを語りあったといいます。

　驚くことに、そのとき、ちひろ

は妊娠７ヵ月目に入ろうとする時

期。伊藤の記憶でもお腹が少しふ

くらんでいたと言います。日中は

スキーを楽しみ、夜には芸術論を

交わす。安定期とはいえ、無謀とも

言えるほどに、何とも大胆で活動

的な一面をちひろは見せています。

　「晴れた朝にはマイナス２４℃。

夕方になるとキタキツネが鳴い

た」と、伊藤が語る大町スキー場

も、近年は温暖化の影響で雪も減

り、雪質も悪くなって昔日の姿も

失われました。こんなところにも、

地球規模での環境破壊が見え隠れ

しています。　　 　　 （竹迫祐子）

●5 

7月20日（月）

ちひろさんが平和を願い、そして子

どもたちのために豊かな世界を残そ

うと思ったその想いを、私も心に誓

い、子どもたちのために生きていこ

うと思います。日本がそして世界が

本当の意味で子どもを大切にできる

ように……。　　　　（鈴木麻理絵）

8月12日（水）

かわいい絵にすいこまれそうです。

子どもが小さい頃に、一緒に見た絵

本の原画を見られて感動して涙が出

そうです。心の温かな絵は永遠に人

の心を幸せにしてくれます。疲れた

大人の人たちに、ちひろさんの絵を

もっと見てもらいたいです。そし

て、自分のまわりにいる大切な人た

ちをもっともっと大切に愛してほし

いです！　　　　　　　（横田直子）

9月21日（月）

先日、NHK日曜美術館「ちひろも漱

石も〜コラボレーション・絵画と俳

句〜」を拝見しました。ちひろさん

も俳句も好きなので、楽しみながら

見ました。ちひろさんの絵に、一茶

の俳句をあわせていくのが面白かっ

た。最後に松本猛さんが「学校の授

業でも、こんな風に楽しみながら文

学や芸術を学べたら」とおっしゃい

ましたが、中・高校生の娘を持つ私

は、大きくうなずきました。すてき

なひとときでした　（ほたる・かの）

〈いなべ市複製画展感想ノート〉

7月3日（金）

子ども達の眼が印象に残りました。

厳しい環境のなかでも必死に生きて

いこうとする眼、優しい眼など、

様々な眼があり、それぞれがいのち

を感じさせてくれるものでした。

7月5日（日）

ちひろさんの絵はみんな愛くるしい

表情の子どもばかりが描かれている

と思っていました。びっくりしまし

た。平和のコーナーの戦火の中の子

ども達、あのような表情をした子ど

もを描いた絵があるなんて知りませ

んでした。鋭い目。でも考えてみれ

ば、いま世界のどこかで、苦しんだ

り悲しんだりしている子どもがいる

んだということを時々ニュースで見

てそう思います。あのような鋭い目

や怯えた顔、悲しい表情の子どもを

つくらないよう平和な世の中を願っ

ています。

〈夏休み体験コーナー感想ノート〉

絵の具同士が混ざり合い、つくり出

される色の変化が想像していた色と

は異なり、上手く表現する難しさと

同時に、新たな発見に面白さを感じ

ました。

8月21日（金）、22日（土）

夜９時まで開館延長する「夕暮れ

ミュージアム」も今年で３年目。

浴衣で来館された方へのお飲み物

サービスも定着してきて、館内に

は色とりどりの浴衣姿のお客様

が。今年はがんばって、職員も浴

衣でお出迎え。中庭での“夏の夜の

おはなしの会”も開催し、すずむし

の声が響くなか、ライトアップさ

れた美術館は楽しい夜となった。

8月29日（土） ・ 

地元松川中学校の文化祭で、当館

での中学生ボランティアの活動報

告会があると聞き、職員も参加す

る。にじみ絵で飾られた教室に

は、活動を紹介する写真が展示さ

れ、一角ではにじみ体験コーナー

も設置された。体育館での報告会

では、サプライズで当館職員が壇

上に呼ばれ、手作りの感謝状を頂

いた。感無量のひとときとなった。

9月5日（土） ・ 

松川村の自然や歴史に触れながら

散策する「安曇野まつかわ田園空

間ウォーキング」が開催。松本猛

館長もコース途中にある観松院の

弥勒菩薩の講義を行う。色づき始

めた稲穂が秋風に揺れる中、思い

は遠く太古のロマンへと広がる。

10月9日（金） ・ 

大型の台風一過、午後の安曇野は

急激に気温が下がり、北アルプス

槍ヶ岳では初冠雪が観測された。

美術館中庭のニシキギは、例年に

なく早い紅葉を見せ、真紅の枝が

お客様の目を楽しませている。

10月12日（日） 

当館のコレクション画家である韓

国のシン・ドンジュンさんが来館

される。当館所蔵作品の『 

（地下鉄）』は２００６年ボローニャ・

グラフィック賞受賞作だが、現

在、ブラジルでの翻訳出版が進行

中という。国によって印刷や色に

対する感覚は微妙に異なるが、

「自分の作品では、色彩のハーモ

ニーが一番大切」と考えていると

語られた言葉が印象に残る。

10月18日（日） 

８度目を迎えた「秋の夜長の安曇

野寄席」。今年は三遊亭 時  松 さん、
とき まつ

遊興亭 福 し 満 さんに加え、地元松
ふく ま

川村の落語会から、たはた 家  青  二 
や あお に

 菜 さんが出演。人気のこの寄席に
さい

は常連さんも多く、成熟した福し

満さんの芸に加え、年々腕を上げ

る若手、時松さんを楽しみに通っ

ているという方も少なくない。早く

も次回を期待する声が聞かれた。

大町スキー場にて　前列・左端がちひろ、

後列・左端が夫、松本善明（１９５１年１月）

中山スキー場　１９５１年

※１／３１まで、ちひろ美術館・東京で展示中
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●2010年春　展示予定　3月1日（月）〜5月11日（火）

世界３１カ国１９６名の画家によ

る約１７１００点（２００９年１０月現

在）の収蔵作品から、会期ご

とに作品を替えて約１００点を

展示します。

ちひろ美術館コレクション

世界の絵本画家展
母となり、わが子を育てるなかで、

ちひろは成長する姿を描きとめまし

た。母としての実感は、水彩による

あかちゃんの傑出した作品を生み出

します。ちひろの母としてのまなざ

しが感じられる、あかちゃんを描い

た作品、絵本『ひとりでできるよ』

『おふろでちゃぷちゃぷ』（予定）

の原画などを展示します。

〈展示室２〉

初期素描・スケッチ

〈展示室５〉

絵本の歴史

ちひろ・野の花のささやき

〈企画展〉２０００年代の絵本展

ちひろの色

〈企画展〉生誕１００年　赤羽末吉展

ちひろの昭和害なつかしの日々

5／14〜7／13 7／16〜9／28 10／1〜12／19

2010年　年間展示予定　※展示タイトル、内容は変更になる場合があります。

大判カレンダーとともに、好

評発売中です。木製スタンド

は、毎年繰り返しご利用いた

だけます。

●2010年　いわさきちひろ　ポストカードカレンダー

ちひろ・母のまなざし

●2010年　館外展の予定

４／３〜５／９　沖縄県立博物館・美術館（沖縄）　いわさきちひろ展

７／２４〜８／２９　ひろしま美術館（広島）　いわさきちひろ展

※最新情報は、確定次第、美術館のホームページ、美術館だより、チ

ラシ等でご案内します。

●冬期休館のお知らせ

安曇野ちひろ美術館は、２００９年１２月１日（火）〜２０１０年２月２８日（日）

まで、館内整備のため冬期休館とさせていただきます。

２０１０年は、３月１日（月）から開館いたします。

いまから９０年前のしんしんと雪の

降り積もる日、母・文江の赴任先

である武生（現・越前市）で、い

わさきちひろは産声を上げました。

今回の展覧会では、文江の武生で

の教師生活に関する写真や書簡等

の資料を中心に、ちひろの書簡や

遺品、代表的な作品のピエゾグラ

フを展示し、ふたりの武生との関

わりと、画家いわさきちひろの魅

力を紹介します。

※原画ではなく、ピエゾグラフ

（高精度の複製画）による展示

となります。

〈ピエゾグラフ展〉

●2009年11月22日（日）〜12月20日（日）

いわさきちひろ生誕９０年記念

いわさきちひろと母文江の武生展

雪のなかを走る子ども　１９７０年

主催　越前市武生公会堂記念館、ちひろ美術館

後援　福井新聞社

ゆびきりをする子ども　１９６６年 「はなやさんのまど」　１９６９年 指人形で遊ぶ子どもたち　１９６６年

アヒルとクマとあかちゃん　１９７１年

デビッド・マッキー（イギリス）

『おまわりさんのヨアヒム』より　１９７５年

ちひろ美術館コレクション 世界の絵本画家展

雪の日の誕生日

〈展示室１〉 〈展示室３・４〉

木製スタンド付　１８９０円（税込）

カレンダーのみ　１２６０円（税込）

INFORMATION


	安曇野59_01.pdf
	安曇野59号-２面
	安曇野59_03
	安曇野59_04
	安曇野59_05
	安曇野59_06

