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隠東京

　いわさきちひろが亡くなるまでの 年
間を過ごした場所にたつ、ちひろ美術館・
東京。復元アトリエには、画材や蔵書、
お気に入りの小物などが生前のままに置
かれ、ちひろのくらしぶりが垣間見られ
ます。画家として忙しく過ごしながら、
おしゃれや庭仕事など、日々のくらしを
慈しむとともに、日常から離れた旅や山
荘で過ごす時間も大切にしたちひろ。本
展では、作品と愛用の品々からちひろ流
のくらしの楽しみ方を紹介します。
おしゃれ
　子ども時代は着せ替え人形の服をデザ
インしたり、洋裁を覚えてからは映画の
ヒロインの衣装を真似て服をつくったり、 
物のない時代には麦わら帽子に花を描い
て華やかにするなど、ちひろはいつも工

夫しておしゃれを楽しんでいました。絵
のなかでも、子どもの帽子やリボン、洋
服の柄に趣向を凝らして描いています。
秋には枯れ葉など季節の色を映し、くつ
したや小物にアクセントとなる色を配置
して、ちひろならではのスタイルに仕上
げています（図 ）。特に草花の数が少な
くなる冬には、いろどりを子どもたちの
装いのなかに求めて描きました（図 ）。
草花のあるくらし
　春になり草花が芽吹くと、絵筆を持つ
手が止まるほど、庭仕事を愛したちひろ。
絵のなかにも、子どもとともにチューリ
ップ、朝顔、シクラメンなど、ちひろの
庭やアトリエをいろどった草花が描かれ
ています。四季折々の草花と子どもの姿
を重ね合わせ、何気ない日常を愛情あふ

れるまなざしでとらえています（図 ）。
日常から離れて―旅と山荘ぐらし
　ちひろは旅も愛しました。国内外の旅
に出た折に、多くのスケッチを描いてい
ます。風光明媚な名所を観光するだけで
はなく、その土地に住む人々のくらしぶ
りを細やかに観察し、共感をこめてスケ
ッチに描きとめています（図 ）。
　 年、絵本画家として多忙を極めて
いたちひろは、東京の喧騒から逃れ、長
野県の黒姫高原に山荘を建てます。この
山荘は、設計のみならず、薪ストーブな
ど、室内の調度まで全てちひろの好みで
満たされていました（図 ）。自然からイ
ンスピレーションを受けて、絵に集中で
きるこの山荘は、“ちひろスタイル”がつ
まった理想のアトリエでした。 （原島恵）

ちひろスタイル―くらしのいろどり―
●展示室1・3

●展示室2

　 年より、中世の面影漂うチェコの
古都プラハにくらしながら制作を続ける
出久根育。本展では、童話や民話を題材に
独創的な世界を紡ぎ出した 冊の絵本原
画を展示するとともに、独自の混合技法
やプラハでのくらしなどを紹介します。
『あめふらし』
　 年、出久根はブラティスラヴァ世
界絵本原画展＊１グランプリを受賞しまし
た。受賞作『あめふらし』は、千里眼を
持つ王女と、婿に名乗りを挙げた若者と
の知恵比べを描いたグリム童話です。こ
の物語を描くにあたり、独自の解釈によ
る遊びをふんだんに取り入れ、楽しみな
がら描いたといいます。植物の髪を広
げ、円柱状の赤いドレスを着た王女（図
）、手足のついた魚やカラス、数字とし
て登場する求婚者たちの首……。グリム
童話自体が持つ独特な雰囲気を漂わせつ
つも、文章には書かれていないものを細
部に至るまでイマジネーション豊かに描
き出すことで、画家固有の世界として再
構築しています。ユーモアとシュルレア
リスムの魅力に満ちた本作は、プラハ移
住以前の代表作となりました。
『マーシャと白い鳥』
　白い鳥に連れ去られた弟を探して、少
女マーシャが冒険を繰り広げるロシア民
話を描いた作品。チェコに移住し、新たな
世界に飛び込んだ出久根は、ひとりで勇
敢に知らない世界へ立ち向かうマーシャ
に、自身の気持ちを重ねて描きました。
　Ｍ・ブラートフの再話を基に、画家が

絵と文の両方を手がけたこの作品の最大
の魅力は、重厚な色彩と緻密な描写です。
　プラハ移住後、出久根は西洋の古典技
法であるテンペラ画＊２を描きはじめまし
た。この技法との出会いについて、「よ
うやく自分の匂いのようなものがだせる
ようになってきた気がします」と語って
います。 年に描いた本作では、石膏
を塗った板に、テンペラと油彩で描く独
自の混合技法が用いられました。重厚で
ありながら、この技法特有の透明感を持
った色彩が、民話の世界を美しく彩って
います。　
　マーシャの行く手には、“ミルクの小
川”や“チーズの岸”といった幻想的な
風景が登場します。チーズの岸は、チェ
コ語の訳に出てくるチーズを意味する言
葉から発想を得て描いたといいます。
「どんなに空想の世界を描く時も、物を
ちゃんと観察して自分の目でとらえてか
ら、イメージを形づくっていくことが大
事」と語るように、細部まで繊細に描き
出すことで、非現実的な物語に独特のリ
アリティを与えています。
『十二の月たち』
　チェコやスロヴァキアなどのスラヴ地
方に伝わる民話。「人と自然とが共存し
ていて、言葉が通じ合い、動物も植物も
みんな同じレベルで描かれているところ
も魅力」と感じ、画家自身が選んで描い
た絵本です。この作品には、スラヴ地方
の美しい四季を見ることができます。
　意地悪な継母と姉に家を追い出された

少女マルシュカが冬の森を彷徨う場面
（図 ）には降り積もる雪景色が描かれ、
三月の精が束の間の春を出現させる場面
（図 ）には、冬を越えて訪れる花の季
節が描き出されています。「雄大な自然
が残るチェコやスロヴァキアの地には、
時おり、こうした物語がほんとうに息づ
いているように思える」と語ったこの作
品には、チェコのくらしのなかで、画家
自身が実感した厳しくも壮麗な自然の姿
が映しこまれています。
『かえでの葉っぱ』
　一枚の葉っぱが季節を巡り、やがて一
人の少年の前で最後を迎える物語。今秋、
出版予定の本作は、初公開の作品です。
　自然のなかをよく散歩するという出久
根は、「自然は本当にすばらしくて、どの
季節にどこを歩いていても、おもしろい
形やきれいな色があちこちにあります」
と語っています。風に乗り、川を下り
（図 ）、雪の下で春を待ち（図 ）、や
がて季節のなかで朽ちていく……。チェ
コの美しい四季の移ろいが感じられると
ともに、輪廻転生を連想させる物語を通
して、画家の「命」に対する深い考察が
うかがえる作品です。
　この他に絵本『ペンキや』や『命の水』、
最新作のなかの 作『クリスマスポスト』を
展示します。重厚で幻想的な出久根育の
世界をお楽しみください。 （宍倉恵美子）

●2012年11月14日（水）～2013年1月31日（木）

後援：絵本学会、こどもの本WAVE、（公社）全国学校図書館協議会、（社）日本国際児童図書評議会、日本児童図書出版協会、
　　　（社）日本図書館協会、杉並区教育委員会、チェコ共和国大使館、中野区、西東京市教育委員会、練馬区、武蔵野市教育委員会　　　協力：偕成社、理論社

＊ ：スロヴァキアの首都・ブラティスラヴァで 年か
ら 年ごとに開かれている世界最大規模の絵本原画展。
＊ ：板の上に石膏下地を施し、卵黄のバインダーで顔料
を混ぜ、絵の具として使用する技法

〈企画展〉―プラハでつむぐ幻想―出久根育の絵本展 ●2012年11月14日（水）
　　～2013年1月31日（木）
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●展示室1・3

図 （上）・図 （下）　『十二の月たち』（偕成社）より　 年

●展示室2

図 　『あめふらし』（パロル舎）より　 年 図 　『マーシャと白い鳥』（偕成社）より　 年

図 　枯れ葉と赤い服の少女　 年 図 　レニングラード　アイスクリーム屋　
年 月 日

図 　セーターを着る子どもたち　 年

図 　ストーブに薪をくべる少女
年

図 （上）・図 （中）・図 （下）　『かえでの葉っぱ』（理論社）より　 年

出久根育
年、東京都に生まれる。武蔵野美術大学卒業後、初めての絵本『おふろ』を手が

ける。『マーシャと白い鳥』で日本絵本賞大賞受賞。現在、チェコ・プラハ在住。

図 　黄色いシクラメンと
子ども　 年
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〈企画展〉子どものための工芸展
●2012年11月14日（水）～2013年1月31日（木）

　医師として、チェルノブイリに 年間
回の医師団を派遣し、放射能汚染地域の子
どもたちを救う活動を続けてきた鎌田實
氏。 .以降、東日本の被災地に救援に入
り、目にしたこと、考えたことを語りまし
た。その一部を紹介します。 （武石香）
子どもたちを守るために
　「昨日も福島県に行ってきました。子ど
もたちをどう守っていくか…チェルノブイ
リもフクシマも基本は同じです。 ．徹底
した健康診断、 ．放射能の見える化、 ．
保養です。見えない放射能を“見える化”
することで、対策がわかってくるんです。
住環境、食べ物でどんなことに気をつけた
らいいか。特に子どもは新陳代謝が早いの
で、 カ月近く高線量地域から離れること

で、体内被曝量も正常化、少なくとも半減
します。甲状腺の検査をしっかりしなが
ら、他の病気が発生してこないか、健診を
行い、長期的にみていくことが必要です。」
命のつながり
　「命あるものは、時間がくると終わる。
終わるけれど、精一杯の人生をかけがえの
ない命として生きながら、遺伝子によって
次の命にバトンタッチしていく。今回の原
発事故は、そのつなげていかなくてはいけ
ない大事な役割を邪魔しはじめている。ぼ
くたちの今の生き方が、本来の命のつなが
りに合っているのか……それが今、問われ
ている。たぶんちひろさんの絵は、そうい
うふうに命がつながっているということを
表しているんだと思います。お母さんの力

って大きいですよね。」
チェルノブイリとフクシマ
　「チェルノブイリでは、事故から 年経
った今も放射能汚染は続いています。事故
前はベラルーシでもっとも豊かといわれた
町も今はゴーストタウンです。そういう文
明はありえるのか、世界のどの地でも二度
とチェルノブイリのようなことを起こした
くない、と現地を見続け、語り続けてきた
のですが……。まさか日本でこういうこと
になるとは……悔しいです。」「なぜ妊婦や
子どもが福島にいるんだって非難する人が
いますが、出られない事情だってある。た
だ批判するのではなく、相手の立場に立
ち、みんなで協力して、小さな命をどう守
るかを考えていく必要があります。」

建築とは、居場所をつくること
　「 .後、 年間、頼まれなくても被災地
に立つと自分で決めて、三陸に通いまし
た。国や県の復興の委員会に関わったり、
知り合いになった市長や村長のサポートを
したりと、今もいろいろと関わっていま
す。ぼくは、 .というのは特別な意味を
持っているような気がします。つまり、ぼ
くらのくらし方、仕事の仕方、生き方全般
が大きく問われている、と。その意味で、
.は誰にとっても大事なことなのではな
いでしょうか。」
　「今、建築家は、『あなたはいてもいいん
だよ』という、『いることが許される場所』
をどうやってつくれるかを問われている気
がします。被災地には、くらしていた家も

町も記憶もすべて奪われ、自分は本当にこ
こにいてもいいのか、と感じている人がた
くさんいました。でも実は、ぼくらの日常
でも、同じようなことがあるんじゃないか
と思うんです。」
　「この 年、 年というのは、ウォークマ
ンやゲームの登場で、若い世代はバーチャ
ルな世界のなかに自分の居場所を見つけて
きました。しかし現実の世界では、ぼくら
が心から自分の居場所だと思えるようなと
ころは、どんどんなくなってきている。本
当は、建築がそういうものを生み出さなけ
ればいけないんです。やや哲学的な言い方
をすると、人間の尊厳が保たれる場所をど
うやったらつくれるかを考えるのが、建築
家の仕事なのではないかと。三陸に通うよ

うになって、はっきりとそう思うようにな
りました。」
ちひろ美術館の建物
　「ちひろ美術館とのご縁は、 、 年前か
ら。今も多くの人が美術館を訪れてくれま
すが、それはきっと、居場所に対する飢え

・・

のようなものに、この環境と、建物と、ち
ひろさんの絵が、応えてくれているからだ
と思います。
　余白や隙間をどのくらいつくれるか、そ
こに身を置く人が、どのくらい感情移入で
きるか、想像力をふくらませられるか。そ
ういうことが大切なんだろうと思うし、そ
ういう居場所をつくることが、今、本当に
建築に求められていることだと思います。」
 （川口恵子）

東京開館 周年記念　内藤 廣 講演会「人・暮らし・建築」　 月 日（土）
ひろし

鎌田 實 講演会「困難な時代をどう生きるか ―チェルノブイリ、フクシマをみつめて―」　7月22日（日）
みのる

出展作家：相原清子（金工）、磯敦子（織・布）、上野みどり（布小物）、小美濃厚夫（木工）、金井香保里（ガラス）、
KINTA（おもちゃ）、佐藤綾子（漆器）、萩原千春（陶器）、日高英夫（木工）、松崎麗（陶器）、松原智仁（銀細工）、翠川
祥子（染色・ろうけつ染）、みよしまさこ（フェルト）、村西隆一（木工）、森友見子（再生紙）、山本葵（アクセサリー）、
吉田慎司（ほうき）

　子どもたちに世界にひとつの宝物を届け
たい――つくる人、贈る人の、そんな想い
がこめられた工芸品の数々。手仕事によっ
て生み出された品は、よいものをみつける
感性や、ものを大切にする心を自然に育ん
でいきます。本展では、木工や金工、陶器
に漆器、ガラス、染色、織やフェルト、ジ
ュエリーなど、さまざまなジャンルの工芸
作家が子どもたちのためにつくった道具や
おもちゃを展示します。
　親が子どものために贈る工芸品には、そ
の健やかな成長を願う特別な思いがこめら
れています。天然木を用いた日高英夫の「フ
ァーストスプーン」は、一生食べ物に困らな
いようにと、あかちゃんにスプーンを贈る
ヨーロッパの慣習にちなんだものです。益
子焼の松崎麗は、生まれてくる息子のため
に「お食い初めセット」を身重の時期に手が

けています。陶器は割れるものだからこそ
大切に扱う、土のぬくもりや重みを小さい
ころから感じてほしいと語っています。「こ
ども茶箱」は、本物をそのまま小さくした飯
事セットがあったら、という発想から生ま
れた 人の作家による意欲的な共作です。

　食器に限らず、日々のくらしのなかで使
う工芸品は、手触りや素材の質感にもつく
り手の心配りが感じられます。綿から紡い
だ磯敦子の「ファーストシューズ」、会津桐
に染め絵を施した翠川祥子の「子ども用下
駄」には、ともに子どもの肌にやさしい素

材の風合いが生きています。
　こうした実用品とはまた趣を異にした、
作家の遊び心にあふれた作品もあります。
山本葵の「バースディクラウン」は、誕生日
の主役となった少女の愛らしいイメージに
重ねるように、りんごの実があしらわれて
います。幅広い造形活動を展開するKINTA
の「動物揺り椅子」は、素朴で大らかな作
風でユーモラスに動物をとらえ、展示会場
では作品に乗って楽しむこともできます。
　本物の素材とそれぞれの作家の個性が紡
ぎ出す、愛情のこもった小さな工芸品の世
界をお楽しみください。 （山田実穂）

「こども茶箱」相原清子（金
工）、磯敦子（織・布）、小美濃
厚夫（木工）、萩原千春（陶
器）、森友見子（再生紙）

「バースディクラウン」山本葵「子ども用下駄」翠川祥子

「お食い初めセット」松崎麗

企画展紹介・活動報告

※内藤廣講演会の内容について、全文は、ホームページで公開予定です。　http://www.chihiro.jp/
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松本由理子（財）いわさきちひろ記念事業団事務局長
絵本の力

8月5日（日）
図書館でチラシが目に留まり、公
開を楽しみに待っていた映画がと
ても良くて、今日初めて美術館を
訪れました。ちひろさんの絵の美
しさ、繊細さ、やさしさが大好き
です。とてもすてきな夏の日の午
後を過ごしました。私も旅立った
ちひろさんと同じ 歳。しなやか
で強く美しい女性になって、ああ
よかった、と振り返れる人生を送
っていこうと思います。 （美穂）
8月23日（木）
カ月のお腹のなかのBabyと、

私を産んでくれた母と、親子三代
で来ました。 月下旬に私も男の
子を出産予定です。ちひろさんの
ように、大事に大切に、愛情たっ
ぷり育てていこうと今日改めて思
いました。今度は息子と一緒に遊

びに来ますね。うちの子のファー
ストミュージアムにします。
 （針谷香織）
【アンソニー・ブラウン展】
いわさきちひろとアンソニー・ブ
ラウンの作品は、一見対照的に見
えますが、子どもに対する深い愛
や子どもの心理を鋭く描いている
点で共通していると思います。

＊　　＊　　＊
こんなにせんさいなゴリラは初め
て見ました。本物のゴリラの何と
もいえない目と、アンソニーさん
のかくゴリラの目は同じで、ここ
でたくさんのゴリラにみつめら
れ、出会うことができました。ゴ
リラ、ぼくも好きです。 （太郎）
9月27日（木）
アンソニーさんの絵はすべてまじ
めに、気を抜かずにきちんと描か

れていて、 本 本の線が「見て
くれてありがとう」と言っている
ようでした。いつかアンソニーさ
んに直接会って、いろいろと聞い
てみたいです。 （tomopecco）
9月30日（日）
年間友の会に入っていましたが
このたび支援会員に移行しまし
た。その最後の日に、アンソニー・
ブラウンに出会えて幸せです。人
物の表情のなかに人の持つ感情の
複雑さが描かれていて驚きまし
た。そして、人間にとって永遠のテ
ーマである「家族」を正面から取り
上げていることに再び驚き、すっ
かりファンになりました。アンソ
ニー・ブラウンの絵本を 冊求め
て帰ります。いつもすてきな絵本
作家に出会えるちひろ美術館が大
好きです。 （西東京市　佐藤陽子）

8月29日（水） 
館内が突然、国際色豊かに！TO 
YOTA夢のクルマアートコンテ
ストで上位入賞した、世界 カ国
名の子どもが保護者と来館。子
どもたちは展示鑑賞に加え、水彩
技法体験にも挑戦した。普段から
絵を描くのが好きなだけあって、
のみこみは抜群。にじみを使いな
がらも、自分流にアレンジを加え
た力作が勢ぞろいした。
9月3日（月） 
「ゴリラ」を描いたアンソニー・ブ
ラウンの展覧会。上野動物園との
コラボ企画が実現の運びとなる。
本日開催のプレス内覧会には、
月に出張トークをしてくださるゴ
リラの飼育員北田さんもご出席。
知られざるゴリラの生態や飼育の
ご苦労など、貴重なお話にプレス
関係者、スタッフともに興味津々。

9月4日（火） 
ちひろの庭の花桃が、例年になく
たわわに実り、枝が大きくしなる。
野鳥にとって格好のレストラン
だ。同日、韓国の 蔚  山 広域市から

ウル サン

建築家、画家、音楽家、市の職員一
行が来館。昨年の 金  海 市でのピエ

キ メ

ゾグラフ展、さらに韓国語版『窓ぎ
わのトットちゃん』に感動し、原画
を見にお越しくださったとか。海
外での普及活動の広がりを実感。
9月14日（金） 
月に始まった都内でのちひろ映
画上映は、本日でひとまず終了。今
後、年内は北海道から沖縄まで全
国津々浦々の劇場を巡回する。映
画を機に、ちひろの絵本や本を直
接手にとってほしいと始めたブッ
クフェアは全国 店舗に。リニュ
ーアルした東京駅前の丸の内ＯＡ
ＺＯ丸善では、 月 日まで開催。

9月23日（日） 
末盛千枝子さん講演会。詳細次号。
9月28日（金） 
内閣府から、公益財団法人の認定
内諾を知らせるメールが届く。
9月30日（日）台風による暴風雨
交通機関の麻痺を見越し、来館者
の帰路安全のため、 時半で閉館。
東京でも大荒れの天候となったこ
の週末は、三重県の伊勢でちひろ
の映画公開記念トークが、志摩で
は講演会が予定されていた。台風
通過の前後で明暗をわけ、映画館
は地元の熱いファンで満席。志摩
は中止に。「残念！この広がり、
次に繋げます」との言葉が嬉しい。
10月4日（木） 
生後 カ月の赤ちゃん連れのお母
さんが。生まれて初めての外出先
として当館を「ファーストミュー
ジアム」に選んでくださり、感動。

　秋の一日、安曇野ちひろ美術館を訪れ
た。開館 年を迎えた今年最後の展示、「ち
ひろ・和の心」、日中国交正常化 周年記念
「中国の絵本画家展」を見たかったからだ。
　「素朴だけど大切なものが絵本のなかに
ある」と語っていたちひろ。絵本は人が初
めて出会う美術であり、言葉は通じなくて
も、世界中の人に、つくり手が絵本に込め
た思いを伝えることができる素晴しい芸術
だ。ちひろと同じ思いで絵本を描いている
世界の絵本画家の作品を、一堂に見ること
ができたら、どんなにすてきなことか。
　そんな夢の第一歩が、 年の東京館開

館 周年記念特別企画・世界の絵本画家シ
リーズだった。それまでに収集した、世界
の絵本画家の作品を見てもらう展示だ。歴
史も宗教も政治体制も違う国や地域の、さ
まざまな生活様式、さまざまな美意識・表
現から生まれた絵本と絵本原画を間近に見
られる喜びは大きかった。どの作品から
も、子どもへの愛と希望があふれていた。
　一目見ればわかり合える絵本の力。異文
化に親しみ、異文化を認め、それぞれのよ
さを感じ取り、受け入れる素地を、絵本は
こんなにもシンプルに提示してくれるのか
と、あらためて思い知らされた。

　夢を現実にしたのが、安曇野ちひろ美術
館の誕生だった。当初 点（画家は ヵ
国 名）だった世界の絵本画家コレクショ
ンは、この 年で 点（ ヵ国 名）に
増えた。 年には東京館もリニューアル
して、展示室が広がった。
　近年、海外から来館される方が増えた。先
日も中国で人気の「旅行者」というメディア
が、テレビと雑誌で紹介したいと取材に見
えた。韓国の地方都市の市長さんも、絵本
美術館をつくりたいと来館された。領土問
題での対立を声高にあおるより、絵本の力
で相互理解と平和を守らねばと強く思う。
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●お正月・年賀状プレゼント
お正月（ 年 月 日～）、ちひろ美術館・東京にご来館された方に、
先着でちひろ美術館特製の年賀状（非売品）をプレゼントします。
※年賀状をご提示いただくと、次回来館時に 名様まで無料でご入館
いただけます。（ 年最終開館日まで有効）
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

次回展示予定　2013年3月1日（金）～5月19日（日）

いわさきちひろは、四季を彩る花々と子ど
もたちの姿を生涯にわたって描き続けまし
た。水仙、チューリップ、バラ、スイート
ピー、ききょう……絵のなかに描かれた草
花の種類は、判別できるものだけでも 種
を超えています。花を愛したちひろは、自
ら庭でたくさんの草花や樹木を育て、アト
リエや食卓を花で飾って楽しみました。本
展では、ちひろの花の作品とあわせて、ち
ひろの庭にも焦点をあててご紹介します。

CONTENTS 〈展示紹介〉ちひろスタイル－くらしのいろどり－／〈企画展〉－プラハでつむぐ幻想－出久根育の絵本展…許距
〈企画展紹介・活動報告〉子どものための工芸展／鎌田實講演会「困難な時代をどう生きるか－チェルノブイリ、フク

シマをみつめて－」／東京開館 周年記念　内藤廣講演会「人・暮らし・建築」…鋸
　　　　　　　　　　　　ひとことふたことみこと／美術館日記／窓「絵本の力」…漁

ちひろ美術館・東京イベント予定　　　http://www.chihiro.jp/
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。　TEL． － － 　E-mail　chihiro@gol.com
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ちひろの庭
近年、さまざまな分野で発展を続
ける中国では、絵本の世界でも優
れた作品が出版されています。本
展では、長く中国の絵本界で活躍
する 于  大  武 や 武  建  華 をはじめ、若

ユー ダー ウー ウー ヂェン ホア

手画家の作品もあわせて展示し、
中国の現代絵本の魅力を紹介しま
す。
※安曇野ちひろ美術館からの巡回展です。

〈企画展〉日中国交正常化 周年記念　中国の絵本画家展

武建華（中国）　『天下一の弓使い』（小学館）より　 年春の花と子どもたち　 年

ちひろ美術館を支えてくださっている皆様へ、感謝の気持ちをこめて、
入館料無料の感謝デーを開催します。当日は、さまざまなお楽しみ企
画をご用意しています。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来館ください。

●無料感謝デー 月 日（日）

●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、親子で楽しく参加が
できます。 ～ 歳までの乳幼児と保護者対象。
○日時： 月 日（土）　 ： ～ ：
○講師：服部雅子
○定員： 組 名　要申し込み、 月 日（木）受付開始
○対象： ～ 歳までの乳幼児と保護者
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●えほんのじかん
毎月第 ・ 土曜日
： ～　＊参加自由

●ギャラリートーク
毎月第 ・ 土曜日　 ： ～　＊参加自由

●松本猛ギャラリートーク
月 日（日）　 ： ～　＊参加自由

ちひろ美術館・東京は、 年 月 日（金）～ 年 月 日（火）
まで休館、新年は 月 日（水）より開館します。 年 月 日（金）
～ 月 日（木）までは、館内整備のため冬期休館いたします。

●年末年始・冬期休館のお知らせ

●講演会「被災地からの子どもの声」
子どもの声を受けとめる電話相談案内のチャイルドライン。.以降、チャ
イルドラインに届けられた子どもたちの声についてお話しいただきます。
○日時： 年 月 日（土）　 ： ～ ：
○講師：太田久美（チャイルドライン支援センター代表理事）
○定員： 名　要申し込み、 月 日（水）受付開始
○会場：ちひろ美術館・東京　図書室
○参加費： 円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

● 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。

● 月 日（水）～ 月 日（日）－平和で、豊かで、美しく、可愛いものがほんとうに好きで－いわさきちひろ展／手から手へ　－絵本作家から子どもたちへ　 .後の
メッセージ－
● 月 日（水）～ 月 日（日）ちひろ・絵本づくりの現場／長新太展● 月 日（水）～ 年 月 日（金）ちひろと初山滋－永遠のコドモ－

●「出久根育の絵本展」関連イベント
　出久根育さんのお話をきく会「プラハのくらし、わたしの絵本」
年にプラハに居を移して、創作活動を続ける出久根育さん。クリス

マスなどチェコの冬の行事や、自作の絵本についてのお話を伺います。
○日時： 年 月 日（土）　 ： ～ ：
○講師：出久根育（絵本画家）
○定員： 名　要申し込み、 月 日（水）受付開始
○会場：ちひろ美術館・東京　図書室
○参加費： 円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●ちひろの水彩技法ワークショップ　新春・手づくりぽち袋
人気の水彩技法ワークショップ。今回はオリジナルのぽち袋をつくります。
○日時： 年 月 日（水）・ 月 日（木）： ～ ：（当日受付、先着 名）
○対象： 歳～大人
○参加費： 円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●「ちひろスタイル」関連企画　
　ドレスコード特典
出品作品の「白いマフラーをした緑
の帽子の少女」にちなみ、会期中、
白いマフラー着用でご来館のお客様
に、次回ご利用いただける招待券
（東京・安曇野共通）をプレゼント
します。　※お一人様、一回限り

いわさきちひろ
白いマフラーをした緑の帽子の少女　 年




