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　現在、世界各国で活躍する絵本画家に

授与される国際的な賞には、「小さなノ

ーベル賞」とも呼ばれる国際アンデルセ

ン賞画家賞、ボローニャ国際絵本原画展

など、さまざまなものがあります。

　本展では、当館コレクションより４０人

を超える国際的な絵本原画コンクールの

受賞画家約８０点の作品を展示し、その賞

の歴史や特徴に触れつつ、画家と作品の魅

力を紹介します。

国際アンデルセン賞画家賞

　国際アンデルセン賞は、「子どもの本を

通して国際理解を」とイエラ・レップマ

ン＊１が中心となり創立された国際児童図

書評議会により、作家賞は１９５６年、画家賞

は１９６６年に設けられました。画家賞は、画

家の全業績と長年の子どもの本への貢献

が評価されます。そのため、モーリス・

センダック（アメリカ・１９７０）、日本人初の

受賞、赤羽末吉（１９８０）、クヴィエタ・パツ

ォウスカー（図１、チェコ・１９９２）等、多

くの場合が受賞時にすでに絵本の世界で

活躍し、高い評価を受けています。大胆

な構図や色彩がいまも新鮮な魅力のタチ

ヤーナ・マーヴリナ（図２、ロシア・１９７６）

は、ロシア民衆芸術の影響を強く受け、

ロシアの風俗や風土を力強く描きました。

ブラティスラヴァ世界絵本原画展（BIB）

　スロヴァキアの首都ブラティスラヴァ

で１９６７年より隔年で開催され、国際的な

絵本原画展のなかでも長い歴史を持ちま

す。東西冷戦の緊張が高まる１９６０年代、

この原画展は絵本を通して東西をつなぐ

架け橋にしたいとの願いから設けられま

した。

　その第一回グランプリを受賞したの

が、日本の瀬川康男です。本展の『だれ

かがよんだ』（図３）は、和紙に日本画

の岩彩と西洋のテンペラを用い、微妙で

味わい深い色合いと繊細に施された装飾

が瀬川独特の世界をつくっています。絵

本の伝統と歴史の長いヨーロッパにおい

て、文化も絵画表現も異なるアジアの画

家の受賞は、意義あるものでした。

　カーリナ・カイラ（図４、フィンラン

ド・１９８３）、武建華（中国・１９８９）、エリ

ック・バトゥー（フランス・２００１）と、そ

の後の多様な受賞画家、作品からはＢＩＢ

が絵本の国際理解と発展に果たす役割が

大きいことがわかります。

野間国際絵本原画コンクール

　アジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸

国の優れた絵本画家と作品の評価と、そ

の制作活動の奨励を目的に、１９７８年、ユネ

スコ・アジア文化センターにより始まり

ました＊２。

　タ・ヒー・ロン（図５、ベトナム・２００８）

は、ベトナムの伝統的な人々の暮らしを

水彩の透明感ある色使いで描いていま

す。シビル・ウェッタシンハ（スリラン

カ・１９８２）、フセイン・ジャマアーン（図

６、スーダン・１９９８）、ウェン・シュウ（コ

スタリカ・２００８）等、国際的にはまだあま

り知られていない画家や作品を広く知ら

しめる貴重な機会でもあります。

　賞の歴史や特徴は異なりますが、子ど

もの本の発展と普及、それらを通じての

国際理解と平和への願いは共通のもので

す。そして、当館もまた同じ願いのもと、

文化や歴史的背景の違いを超えて優れた

絵本原画を多くの方に伝えることを大切

な役割のひとつと考えています。本展を

通して、さまざまな画家の魅力ある作品

の数々をご覧ください。　  （柳川あずさ）

　いわさきちひろは、たくさんの尊い命

を奪ってしまう戦争を二度と繰り返して

はいけない、という強い想いを胸に、第

二次世界大戦後、印刷美術の世界で絵を

描いていく決心をし、新たな人生を歩み

始めました。

　本展では、ちひろが絵の仕事を始め、

次第に認められていった昭和３０年代の作

品を中心に展示します。この時期は、敗

戦直後の混乱がおさまり、第一次ベビー

ブームで生まれた子どもたちが小学生と

なるころであり、日本の社会は経済成長

の入口。昭和３５年、カラーテレビ放送が始

まり、４年後に東京でオリンピックが開

催されました。一方で、水俣病などの公害

の問題が明らかになり、森永砒素ミルク

中毒事件が起きたのもこの時代です。そ

うした時代のなかで、ちひろは子どもの

ための絵雑誌や文学全集のための絵を中

心に描いていきます（図４、図５、図６）。

子どもたち

　絵描きとしての生活を始めてしばらく

して授かったひとり息子、猛の誕生は、

ちひろに母親としての新たな責任とよろ

こびをも与えます。「私は子どもはまず

健康で、すこやかであってほしい。それ

からそれぞれの子どもが個性的な、いろ

んな能力をいっぱいにのばしてほしいと

思います。」と語っているように、ちひろ

が描いた子どもたちには、彼女の母とし

ての、そして大人としての願望が投影さ

れているように思われます（図１、図２、

図３）。

なつかしの日々

　ちひろの描いたたくさんの子どもたち。

その絵には、なつかしさが感じられます。

　過去にあって今はないもの、昔流行し

た出来事など、さまざまな物事がなつか

しさを呼び起こしますが、なつかしさと

は、見る者に過去の楽しい時間を思い出

させるときに起きる感情であるとも言え

ます。子ども時代というのは、その典型

的な例でしょう。仲のよい友だちと共に

時間を過ごした記憶、時間を忘れて外で

遊んだ記憶……。それらが、ちひろの絵

のなかに描かれているのです。

本当に大切なもの

　「どんどん経済が成長してきたその代

償に、人間は心の豊かさをだんだん失っ

てしまうんじゃないかと思います。（中

略）私は私の絵本のなかで、いまの日本

から失われたいろいろなやさしさや、美

しさを描こうと思っています。」とちひろ

は亡くなる２年前に語りました。ちひろ

の絵にある普遍的なもの。それがこの文

に言いあらわされているように思われま

す。人と人のきずな、自然、弱いもの、

小さいものを守る心、明るく平和な世の

中。誰もが当たり前と思えることが難し

くなってきている今日。ちひろの絵が４０

年、５０年後の私たちを魅了し続けている

のは、彼女が本当に大切なものは何かを

理解し、わかりやすく絵にすることがで

きたからではないでしょうか。

　本展では、ちひろの誕生日である１２月

１５日も含め、特別に開館を延長する会期

にあわせ、『ゆきのひのたんじょうび』『お

にたのぼうし』の絵本原画も展示します。

　また、多目的ギャラリーではちひろが

下石神井に建てた家の隅にあった、最初

のアトリエを復元展示します。

　（松方路子）

世界の絵本大集合！　国際絵本コンクール受賞画家展

●2010年10月1日（金）～12月19日（日）

ちひろの昭和―なつかしの日々

●展示室3・4

●2010年10月1日（金）～12月19日（日） 後援：社団法人日本国際児童図書評議会、社団法人全国学校図書館協議会、絵本学会
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●展示室1

図１　指人形であそぶ子どもたち　１９６６（昭和４１）年

「こどものせかい」１９６６年６月号（至光社）　

＊本文中の画家名あとの（　　　）内は、国名・受賞年。

＊１　イエラ・レップマン（１８９１−１９７０）：ミュンヘン国際児童図書館設立者。

＊２　２００９年第１６回にて終了。

●展示室3・4

図５　タ・ヒー・ロン（ベトナム）

　　　『姫君と望遠鏡』より　２００８年

　　　２００８年野間国際絵本原画コンクール佳作

図２　タチヤーナ・マーヴリナ（ロシア）　『サルタン王物語』より　１９６１年

　　　１９７６年国際アンデルセン賞画家賞

図３　瀬川康男（日本）

　　　『だれかがよんだ』より　１９９０年

　　　１９６７年ブラティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ

図６　フセイン・ジャマアーン（スーダン）

『マジェドと友だち』より　１９９８年

１９９８年野間国際絵本原画コンクール

大賞

図１　クヴィエタ・パツォウスカー（チェコ）

『すずの兵隊』より　１９８５年

１９９２年国際アンデルセン賞画家賞

図４　カーリナ・カイラ（フィンランド）

『おやゆびひめ』より　１９８８年

１９８３年ブラティスラヴァ世界絵本原

画展金のりんご賞

図４　さくら　さくら　１９６３（昭和３８）年

「キンダーブック」１９６４年４月号（フレーベル館）

図２　にじがでた　１９５７（昭和３２）年

「よいこのくに」１９５７年７月号（学習研究社）

図３　どんどやき　１９５９（昭和３４）年

「よいこのくに」１９６０年１月号（学習研究社）

図５　ヤギたちにかこまれたハイジとペーター

１９６１（昭和３６）年　『世界少女名作全集

　３７．アルプスの少女』（偕成社）より

図６　「ざ・じ・ず・ぜ・ぞ」　１９６０（昭和３５）年

浜田廣介『あいうえおの本』（童心社）より



　長野県の松本から新潟の糸魚川をつな

ぐＪＲ大糸線は、全長１０５．４灼に及ぶ路

線です。松本駅から終点の糸魚川駅ま

で、電車に揺られること約４時間。その

昔、日本海から松本に塩を運んだ“塩の

道”と呼ばれる街道沿いを列車はゆっく

りと進んでいきます。

　大糸線の最大の魅力は、車窓からの眺

望。のどかに広がる田園風景や北アルプ

ス連峰の雄大な山並みを楽しむことがで

きます。この１０月からは、大糸線に「リ

ゾートビューふるさと」が運行されるこ

とになり、いま、鉄道ファンの注目を集

めています。

　信州を心の故郷として愛したちひろも

また、大糸線に乗って安曇野や白馬、小

谷などの各地を旅しました。

　今回は、ちひろゆかりの地を巡る大糸

線の旅の魅力を紹介します。

　この秋、紅葉に染まる信州・安曇野に

出かけてみませんか？

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

松本

　ちひろにとって、松本は母の実家があ

る馴染みの土地です。１９４５年、空襲で東

京の自宅を焼け出されたちひろたち家族

は、母の実家に疎開し、松本で敗戦を迎

えました。その後もちひろは、１９４６年５

月までの約１０ヵ月の間この地に留まり、

人生を模索するなかで、画家として生き

る決意を固めました。当時、城山公園か

ら望む北アルプス連峰をスケッチしたそ

の場所に、現在ちひろの記念碑が建てら

れています。

　別名“烏城”とも呼ばれる国宝松本城

のほど近くにある中町通りは、蔵づくり

の家並みが続き、城下町の風情をいまに

伝えています。

 穂  高 
ほ たか

　松本から大糸線に乗って３０分、常念岳

や燕岳への登山口、穂高駅に到着です。

　北アルプスを源流とした安曇野の湧き

水が育んだ、日本一のわさび田や碌山美

術館でよく知られています。

　蔦のからまる教会風の建物が印象的な

碌山美術館は、安曇野出身で日本の近代

彫刻の先駆者、荻原守衛（碌山）の美術

館です。かつてちひろもその趣のある佇

まいをスケッチブックに描きとめました。

　安曇野から白馬までの５０灼に及ぶエリ

アは、安曇野アートラインと呼ばれ、２０

を超える個性豊かな美術館が点在する芸

術の里として、知られています。

信濃松川

　穂高から１５分、田園風景のなかをさら

に進むと、有明山が見えてきます。その

美しい姿から、別名“信濃富士”と呼ば

れ、安曇野を象徴する、信仰の山として、

古くから地元の人々に親しまれてきまし

た。程なく列車は、安曇野ちひろ美術館

の最寄駅、信濃松川駅に到着です。

　安曇野の原風景が残る松川村は、戦後

ちひろの両親が開拓農民として暮らした

土地です。ちひろは、折に触れて里帰り

をしては、数多くのスケッチを残しまし

た。この秋、ちひろのスケッチポイント

を示す案内板が設置されることになり、

新たな魅力が加わります。

　また安曇野ちひろ美術館では、１０月か

らの約２ヵ月間、松川村・金福山観松院

が所蔵する重要文化財、「銅造菩薩半跏

像」を特別公開することが決まりました。

（インフォメーション参照）

信濃大町・ 白  馬 ・
はく ば

 南  小  谷 
みなみ お たり

　信濃松川から１５分、黒部ダムの玄関

口、信濃大町へと進むにつれ、後立山連峰

が迫ってきます。やがて山間に、清らかな

水をたたえる仁科三湖があらわれ、峠を

越えると程なく山岳リゾート白馬へ到

着。目前の雪をいただく北アルプス連峰

は圧巻です。列車は、ちひろが絵本『りゅ

うのめのなみだ』を描いた南小谷へとさら

に進みます。　　　　　　　   （船本裕子）

ちひろゆかりの地を巡る　大糸線の旅

活動報告
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　この秋、安曇野ちひろ美術館での大規

模なちひろ美術館コレクションの展覧会

と同時に、松本市美術館でも、コレクシ

ョンの主要な作品約１５０点を集めた展覧

会を開催します。

　瀬川康男『いないいないばあ』、西巻茅

子『わたしのワンピース』、エフゲーニー・

ラチョフ『てぶくろ』、いわさきちひろ『も

しもしおでんわ』などのミリオンセラー

絵本の他、日本では触れる機会の少ない

海外作家の名作の数々も展示します。会

期中には、安曇野ちひろ美術館とのお得

な共通券やスタンプラリー、講演会やワ

ークショップなども予定しています。ふ

たつの館で、たっぷりと絵本の世界をお

楽しみください。　　　　　  （上島史子）

〈館外展紹介〉松本市美術館

ちひろ美術館コレクション　世界の絵本大集合！　こころ はずむ えほん の せかい

碌山美術館　１９６５年

●2010年10月9日（土）～11月28日（日）
主催　松本市美術館、ちひろ美術館／共催　信濃毎日新聞社、松本平タウン情報、市民タイムス、ＮＢＳ長野放送
後援　ＪＲ東日本松本駅、テレビ松本ケーブルビジョン／協賛　開運堂

神戸原より後立山連峰をのぞむ　１９５０年

キアラ・ラパッチーニ
『ねえ、こっちむいて！』より　１９９８年

〒３９０-０８１１　長野県松本市中央４－２－２２

TEL.０２６３－３９－７４００

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/artmuse/

【開館時間】午前９時～午後５時まで

【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）

【入館料】大人１０００円、大学高校生・７０歳以

上の松本市民６００円、中学生以下無料

【交通】JR「松本駅」より松本電鉄バス横田

信大循環線５分「松本市美術館」下車、徒歩

１２分、タウンスニーカー東コース１６分「松本市

美術館」下車／長野自動車道「松本」I.C.から車

で１５分　　※詳細はインフォメーション参照

松本市美術館



美術館

日記

ちひろを
訪ねる旅○３８ 
１９６７年５月　広島～倉敷

ひとこと

ふたこと

みこと

　生後間もない長男・猛の面倒を

みてくれた香取和子は、その後、

丸木位里、俊夫妻の家を手伝い、

後に結婚して、広島へ移りました。

　いわさきちひろは１９６７年、『わ

たしがちいさかったときに』の取

材で広島を訪れた際、和子の自宅

を訪ねて、旧交を温めました。こ

の日だけは、被爆の実相を取材す

るという、ちひろにとっては過酷

な仕事のなかで唯一心穏やかなも

のであったと言えます。

　広島の旅程は定かではありませ

んが、香取和子氏の記憶や編集者

の記録、残された１１点のスケッチ

から想像すると、次のようなもの

ではなかったかと思われます。

■５月１１日　東京から広島へ移動

■５月１２日　和子氏の自宅訪問

■５月１３日　広島市内の被爆遺跡

を児童文学者・山口勇子氏らの案

内で取材。広島平和資料館には入

ることができず取材を終える。そ

の夜、ちひろの強い希望で、広島

から宮島のホテルへ移る。

■５月１４日　倉敷へ移動

■５月１５日　倉敷から帰京

　１９７２年の開通を前に、新幹線が

大阪までだった当時、東京から広

島へも一日がかりの時代でした。

　旅行中、広島で描かれたスケッ

チは７点。原爆ドームを描いた作

品以外は、市内から見える茶臼山

やドームの部分などのみで、心こ

こにあらず、といった様子が伺え

ます。宮島への道中に描いたと思

える瀬戸内の小船のスケッチが１

点、倉敷で家並みを描いたものが

２点。ちひろにしては、いつにな

く少ない数です。

　すべてを失い、新しい都市とし

て再生した被爆地・広島。一方、

江戸時代、天領の商人の町として

栄え、空襲にみまわれることなく、

古い町並みを残した倉敷。往時を

忍ばせる美しい水路や倉の数々。

日本で最も古い私立美術館である

大原美術館。殖産興業の名残をと

どめる洋風の美しい紡績工場跡な

ど、画家にとって倉敷の魅力は少

なくありません。その倉敷にいて

も、鉛筆を握る気持ちになれなか

ったちひろ。その心情は、想像に

余りあります。　　　 （竹迫祐子）

●5 

6月19日（土）

「ゆびきりをする子ども」の絵で

足が止まり幼い頃の思い出がよみ

がえり、涙が出ました。切なくあ

たたかい、すばらしい絵ですね。

現在子どもが欲しいと思っている

ので、ちひろさんのお子さんに対

する愛情が伝わり、私もいつか母

になったら、子どもと一緒にまた

来ます。仕事に追われ貴重な休日

を、雨なのにとてもすばらしい一

日にすることができました。（Ｋ）

6月26日（土）

ずっと松本に住んでいたのです

が、ちひろさんの絵には正直興味

がなかったので、この美術館には

来たことがありませんでした。今

回友達に連れられて初めて訪れた

のですが、来てよかったです。ル

ーブル美術館より感動しました！

ちひろさんのすばらしい絵に触れ

ることができてよかったです。

6月30日（水）

３０回目の誕生日を迎えた今日、念

願だったちひろ美術館へ来ること

ができました。ここまで深い愛情

を注いでくれた、ちひろさんを大

好きだった母にあらためて感謝の

気持ちでいっぱいです。

7月1日（木）

ヨコノリスポーツマニアな彼が、

美術館に付き合ってくれるなんて

思わなかった。しかも、絵本を読

むのに熱中してる。

7月4日（日）

午後から東京の友人と見に来まし

た。大人になるということ……。

とかくこの時代は面倒なことをせ

ず、快適に効率的に生きることば

かりをよしとする風潮があります

が、ちひろさんの「大人になると

いうことは面倒なことも含めて生

きていくことにある」といった掲

示物をみたとき、はっとさせられ

た思いがしました。面倒、苦労が

多くても、子どもの頃よりいくら

か人のためになれる、今を生きる

意味を知るひとときでした。

7月5日（月）

子どもたちが、外の水がたまって

いるオブジェでおたまじゃくしを

見つけ、大興奮錘　ちびたちは初

本物のおたまじゃくしでした。取

ろうとして水びたしで遊んでしま

いました。（ゆうか、まさき、しゅ

うた、とうこ）

7月18日（日）

ちひろさんの色づかいステキ。こ

んな色のワンピースがあったらな

ぁ。（あおい）

6月12日（土） 

“いわさきちひろが愛した安曇野の

原風景の中をのんびり歩こう！”を

テーマに、ＪＲ東日本の企画で「駅

からハイキング」が実施される。お

よそ１０キロのコースで、松川の自

然の豊かさを、五感を通して体

感。約８０名の参加者は、残雪の北

アルプスや有明山がのぞめるちひ

ろのスケッチポイントをめぐりつ

つ、青い稲が育つ水田のなかの道

のりを、１日かけてゆっくり歩いた。

6月25日（金） 

昨年に引き続き、パク・チョルミ

ンさんら韓国の絵本画家１８人が来

日、松川村を訪れる。美術館で

は、原画を保存する収蔵庫見学や

ギャラリートークに参加。特に、

「２０００年代の日本の絵本展」では、

同時代の日本人の活躍に興味津々

の様子。松川小学生と互いの国の

絵本の読み聞かせをしたり、農家

に民泊し手料理のもてなしを受け

たりと、文化交流を通じた村の方

との心のふれあいも楽しんだ。

7月21日（水） 

毎夏の恒例となった夏休み体験コ

ーナーが、多目的ギャラリーにオ

ープン。今年は、ちひろの水彩技

法体験とともに、赤羽末吉が行っ

たコラージュの技法を使った和紙

のカード作りも楽しめる。地元・

松川中学生によるボランティアも

今年で９回目。図書委員による絵

本の読み聞かせや、展示室での絵

の解説も行う。はじけるような笑

顔でお客様と接する子どもたちの

姿を見て、職員は、また夏が来た

ことを実感する。

7月24日（土） 

じりじりと暑い日差しが照りつけ

るなか、ひろしま美術館での「わ

たしが選んだいわさきちひろ展」

の開会式が、２００人近くのお客様

を迎えて行われる。今年、被爆６５

周年を迎えた広島。会場には、

『戦火のなかの子どもたち』全点

を含めた１２５点の作品が、広島の

方たちから寄せられたメッセージ

とともに並ぶ。平和を願う、深く

真摯な言葉が胸を打つ。

7月30日（金） 

長野県内の小中学校の先生を対象

に、内見会を初めて行う。近隣の

みならず、長野市、岡谷市など、

幅広い地域の学校からの参加があ

った。中学生ボランティアの見学

や、「ちひろ・色の世界」展、「赤

羽末吉展」のギャラリートークを

行なう。茶話会では、「水彩体験

を校内でもしてもらえるのです

か？」「読み聞かせに来てほしい」

などといった声も聞かれた。

■お問い合わせは、
（財）広島観光コンベンションビューロー
　TEL :０８２-２４４-６１５６
　FAX:０８２-２４４-６１３８
倉敷駅前観光案内所
　TEL&FAX:０８６-４２４-１２２０　

広島　１９６７年５月
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安曇野館イベント予定 ●冬期休館のお知らせ

２０１０年１２月２０日（月）から２０１１年２月末日まで、安

曇野ちひろ美術館は冬期休館いたします。２０１１年の

開館は、３月１日（火）からとなります。

今年は、安曇野ちひろ美術館開館以来、初めて１２月１９日まで開館延

長します。ちひろの誕生日（１２月１５日）も兼ねて、真冬の美術館を

楽しむイベントを開催します。カフェ、ショップでもクリスマスが

近いこの時期に合わせたおもてなしをいたします。

■“ちひろさん、いらっしゃい！”

「ちひろ」というお名前の方のご来館をお待ちしています。来館さ

れた「ちひろ」さんのなかから、抽選でプレゼントを差し上げます。

●ちひろの誕生日会　１２月１８日（土）・１９日（日）

谷川俊太郎・賢作親子の絶妙なトークも見どころのひとつ。俊太郎

さんによる絵本や詩の朗読も。大人も子どもも楽しめるコンサート

です。

○日　時：１２月１２日（日）

　　　　　１８：００～２０：００

○会　場：展示室１前ホール

○定　員：８０名

○参加費：２０００円（※入館料別）

○申し込み：

　１０月１日（金）より受付開始

●谷川俊太郎・谷川賢作　クリスマスコンサート

谷川賢作
谷川俊太郎

鴎菊池一郎

歌声喫茶「ともしび」によるコンサート。懐かしい昭和のうたの数々

を歌いましょう。

○日　時：１２月４日（土）　１８：００～２０：００

○会　場：展示室１前ホール

○定　員：８０名

○参加費：１０００円（※入館料別）

○申し込み：１０月１日（金）より受付開始

●ともしびコンサート「昭和を歌う♪」

●信州ＤＣ特別企画　重要文化財－銅造菩薩半跏像展

松川村にある金福山観松院に祀られている銅

造菩薩半跏像は、７～８世紀頃に朝鮮半島の

新羅でつくられ、渡来人によってわが国にも

たらされたものだと考えられています。慈愛

に満ちた優しい微笑みをたたえるこの半跏像

は、県下最古の仏像で、１９８２年（昭和５７年）

に国の重要文化財に指定されました。

松川村民が守り続けてきた美しい弥勒菩薩を

ご覧ください。

多目的ギャラリーにて、スタイリストの伊藤まさこさんが、ちひろの絵からイ

ンスピレーションを得てデザインしたこども服を展示します。今回の表紙

「かわいいかくれんぼ」も登場します。雑誌『ミセス』１１月号で特集されます。

●「ちひろの昭和－なつかしの日々」展示関連企画

　「ちひろの昭和と伊藤まさこさんの子ども服」
協力：雑誌『ミセス』

伊藤まさこ：１９７０年横浜生まれ。文化服装学院で服作りとデザインを学ぶ。料理

や雑貨などのスタイリストとして数多くの女性誌や料理本で活躍。持ち前のセン

スや丁寧な暮しぶりで人気を集める。著書に『伊藤まさこの針仕事』『こはるの

ふく』（文化出版局）、『信州てくてくおいしいもの探訪』（文藝春秋）など多数。

主催：松川村　共催：安曇野ちひろ美術館　協力：金福山観松院・

金福山観松院護持会

●１１月３日（水）～１１月７日（日）　安曇野スタイル２０１０
安曇野の各工房・アトリエ・ギャラリー・飲食店・農家などで工房公開や

作品展示、特別メニューなどさまざまなおもてなしをする５日間です。当

館では、「古きよき時代の香りを現代に栗栗ちひろの絵から飛び出した小物

たち」をテーマに、現在活躍中の工芸作家がなつかしいちひろの絵本に登

場する小物を作品にし、展示販売します。

※詳細は安曇野スタイルネットワーク　http://www.azumino－style.com

ちひろ美術館がコレクションする、世界の絵本原画の展覧会を開催します。

安曇野ちひろ美術館と２館を観ることのできるお得な共通券を発売するほ

か、２館をめぐるスタンプラリーも行います。

■スタンプラリー

会期中、松本市美術館、安曇野ちひろ美術館の各受付・ショップ・カフェ

の利用者にスタンプを押します。６個集めるとポストカードをプレゼント。

■記念講演会「聞かせてください！　絵本の楽しみ・絵本作りの喜び」

○講　師：西巻茅子（絵本作家）、聞き手：竹迫祐子（安曇野ちひろ美術

館副館長）

○日　時：１０月２４日（日）１４：００～１５：３０

○参加費：無料（要予約　定員１００名）

○会　場：松本市美術館多目的ホール

■ワークショップ「おみこしわっしょい！」

○講　師：武田美穂（絵本作家）

○日　時：１０月１６日（土）１４：００～１７：００

○対象：小学生　○参加費：５００円（要予約　定員２０名）

○会　場：松本市美術館　市民アトリエ

■ギャラリートーク

○日　時：１０月２３日（土）・３１日（日）・１１月６日（土）・７日（日）・１３日

（土）・１４日（日）・２０日（土）１４：００～１５：００

○参加費：無料、参加自由

●〈館外展紹介〉松本市美術館

　「ちひろ美術館コレクション　世界の絵本大集合！

　こころ はずむ えほん の せかい」

　展覧会会期：１０月９日（土）～１１月２８日（日）

問い合わせは松本市美術館（TEL.０２６３－３９－７４００、イベント申し込み受

付は９月１５日より）へ。

共通券発売所：松本市美術館、安曇野ちひろ美術館

前売り１０００円（９月１日～発売）・当日券１２００円（１０月１日～発売）

※前売り券は松本市内のプレイガイドでも発売します。（９月３０日まで）

　展示会期：１０月１日（金）～１２月１９日（日）

●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。参加自由、入

館料のみ。

所蔵：金福山観松院

●スライドートーク

１０月３日（日）　１４：００～１５：００

●ギャラリートーク

毎月第２・４土曜日

１４：００～　「ちひろの昭和」展

１４：３０～　「国際絵本コンクール受賞

　　　　　画家展」

展示会期：１０月１日（金）～１２月１９日（日）

INFORMATION


