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隠東京

春になって庭に花が咲きだすと、私の心
はどうしてこう散漫になるのであろう
か。素どおしのガラス戸から、やわらか
い緑や花の色が見えると、もう私は仕事
どころではなくなり、すぐに庭にでてし
まう。 いわさきちひろ　１９７１年
　ちひろが２２年間を過ごした練馬区下石
神井（ちひろ美術館・東京所在地）の自
宅の庭には、４０種類もの草花や樹木が植
えられていました。チューリップやパン
ジーなど季節の花が彩る花壇、ツルバラ
のからむバラ棚やフジ棚があり、春には
足元にピンクと白のシバザクラや濃い紫
のスミレが可憐な花を咲かせました。
　庭は幼い息子の格好の遊び場となり、
ちひろはその傍らで、駆け回る子どもた

●展示室1・3

●展示室2・4

　本展では日中国交正常化４０周年を記念
し、中国の絵本界を代表する武建華、蔡
皋、于大武、朱成梁、周翔、姚紅、熊亮
の７名の画家の作品約６０点を展示しま
す。安曇野ちひろ美術館だよりNo.７２に
続き、本稿では、朱成梁、周翔、姚紅、
熊亮の４名を紹介します。
朱成梁（ヂュー　チュンリァン）
　朱成梁は、“優れた脚本、適切な舞台設
定、場面の構図、魅力的な配役といった
映画づくりに不可欠なさまざまな仕事
は、絵本づくりにも通ずる”といいます。
『チュンチエ−中国のお正月−』では、自
身がよく知る中国南部の江南水郷地帯を
舞台に選びました。美しい白壁の家々、
水路、太鼓橋といった情緒豊かな街並み
（図１）が、遠くで働く父さんを迎えて 春 

チュン

 節 を祝う家族の物語に調和します。楽し
チエ

い時間が過ぎ、父さんが帰る朝、荷造り
をする母さんはそっと涙をぬぐい、主人
公の女の子マオマオは戸口でうつむき加
減に父さんを見つめます（図２）。手前か
ら奥の部屋にいる家族を描くという映画
のワンシーンを思わせる構図は、絵本制
作を映画づくりに例える朱ならではです。
周翔（ヂョウ　シアン）
　周翔は、１９８０年代末以降、田島征三や
和歌山静子等、日本で活躍する絵本作家
との交流を深め、多くの刺激を受けまし
た。１９９９年には幼児雑誌『東方娃娃』を

創刊して編集長を務め、国内の絵本作家
や編集者の育成等に尽力するかたわら、
絵本制作にも長年取り組んでいます。
『ヤンヤンいちばへいく』は、失われつ
つある朝市のようすを都会の子ヤンヤン
の目を通し、描いた作品です。にぎにぎ
しく活気のある市場（図３）は、さまざ
まな色を用いつつも、落ち着いた色調で
描かれ、どこか懐かしくゆったりとした
時間の流れを感じさせ、人々が交わして
いる会話まで聞こえてきそうです。絵本
を描く原動力を「生活のなかの真実と切
り離すことはできない」と語る周翔の、
人々の素朴な暮らしや何気ない会話に魅
力を感じ、寄り添う思いが込められてい
ます。
姚紅（ヤオ　ホン）
　『京劇がきえた日』は、２０１１年より日中
韓３カ国の絵本画家による取り組み“平
和絵本のシリーズ”のなかの１作品です。
姚紅は、日本の侵略戦争前夜の１９３７年の
南京を舞台に、質素ながら平穏に暮らす
人々の生活が戦争で奪われる悲しみと憤
りを、９歳の少女の目を通して描いてい
ます。姚紅は、制作中、中華民国時代の
音楽を流し、その時代を感じながら描い
たといいます。当時の南京の街並み、い
きいきとした人々の暮らしが、鉛筆と水
彩絵の具の淡彩で見事に描き出されてい
ます。華やかな京劇から一転、暗い戦争

へと移っていくようすを、背景の色の展
開で効果的に見せています（図４・５）。
熊亮（シオン　リヤン）
　文章と絵が別の作家による絵本が多い
中国で、熊亮は、自ら文と絵を手がけ、
伝統芸能や民間伝承といった題材を自分
なりの解釈で作品にしています。『ちい
さなこまいぬ』（図６）では、ふるさと
を守る石像のこまいぬが「みんながわた
しを忘れても、わたしは決してみんなを
忘れない」と静かに語ります。鉛筆で丁
寧に描きこんだうえに、コンピュータで
着色し、独特の味わいを出しました。本
展では、『梅雨怪』（梅雨のおばけ）をは
じめ、自分の原点という水墨での近作も
紹介します。写真と組み合わせたり、水
墨の画面に鉱石顔料で着色したり、さま
ざまな技法に取り組む、１９７５年生まれの
熊亮の現代的な感覚が、中国の伝統的な
絵画の趣と融合し、新鮮です。

　近年の経済成長を経て、絵本は中国の
人々にとって、より身近な存在となりま
した。同時に多くの画家が絵本制作に意
欲的に取り組んでいます。本展では、
２０００年以降出版された中国の絵本も紹介
します。本展が、日中両国間のいっそう
の交流、そして絵本文化へのより深い理
解と発展の一助となれば幸いです。
 （柳川あずさ）

ちひろの庭
●2013年3月1日（金）～5月19日（日）

〈企画展〉日中国交正常化４０周年記念　中国の絵本画家展

●2013年3月1日（金）～5月19日（日）

ちの姿をスケッチしていたといいます。
身近な草花や子どもたちは、モチーフと
して絵のなかに登場し、庭は花の絵のイ
メージの源泉ともなりました。
　「春の花と子どもたち」（図１）では、
前景に描かれた花と蝶の、色とりどりの
色彩やリズミカルな配置が、子どもたち
の楽しげな雰囲気を伝えています。この
絵にも描かれているチューリップは、ち
ひろが特に好んで描いた花のひとつで、
多様なバリエーション（図２）が存在し
ます。頻繁に登場する花はほかにもバラ
やシクラメン（図３）、スイートピーなど
があります。花の手入れをしながら、あ
らゆる感覚を通して、それぞれの花の個
性や印象を心に刻んだのでしょう。ちひ

ろが描く花は、花びらの感触や香りまで
をも感じさせる生命感を宿しています。
　本展では、四季を彩る花の代表作や、
宮沢賢治の草木の童話を題材にした『花
の童話集』の絵本原画（図５）を展示す
るほか、写真や資料から当時の庭のよう
すも紹介します。 （山田実穂）

バラ棚の下でじょうろを持つちひろ　１９６０年代後半

※館の敷地内にある、ちひろの愛した花を植栽した「ちひろの庭」も展示とあわせてご覧ください。

企画協力：ポプラ社、北京蒲蒲蘭文化発展有限公司
後援：中華人民共和国大使館文化部、日本中国友好協会、日中児童文学美術交流センター、絵本学会、（公社）全国学校

図書館評議会、（社）日本国際児童図書評議会、日本児童図書出版協会、杉並区教育委員会、西東京市教育委員会、
練馬区、武蔵野市教育委員会

協力：岩波書店、コンセル、小学館、童心社、徳間書店、光村教育図書
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朱成梁（ヂュー　チュンリァン）
１９４８年上海生まれ。江蘇美術出版社で編集とブ
ックデザインの仕事に従事するかたわら、１９７０
年より絵本の創作をはじめる。『チュンチエ　
中国のおしょうがつ』で第１回豊子愷児童図画
書賞大賞受賞。
周翔（ヂョウ　シアン）
１９５６年陝西省鳳翔生まれ。長年江蘇少年児童出
版社で児童書の編集、イラストレーションやブ
ックデザインに携わる。『ヤンヤンいちばへい
く』で第１回豊子愷児童図画書賞優秀児童図画
書賞受賞。
姚紅（ヤオ　ホン）
１９６１年江蘇省南京生まれ。江蘇少年児童出版社
で児童書等の編集にたずさわった後、２００６年よ
り母校のイラストレーション学科の主任教授を
務める。『京劇がきえた日』で２０１１年豊子愷児童
図画書賞評審推薦創作賞受賞。
熊亮（シオン　リヤン）
１９７５年浙江省家興生まれ。１５歳で『魯迅選集』
に挿絵をつけた手作り絵本をつくって以来、作
家を志す。２００２年より北京で活動。自ら文と絵
を手がけた作品に『ちいさなこまいぬ』『梅雨怪』
（未邦訳）など多数。

●展示室1・3

●展示室2・4

図３　周翔　『ヤンヤンいちばへいく』
　　　（ポプラ社）より
　　　２００４－２００６年

図１　春の花と子どもたち　１９７１年

図２　青い花と小鳥と子ども　１９７２年

図５　ひなげし『花の童話集』
　　　（童心社）より　１９６９年

図３　シクラメンとふたりの少女
　　　１９７２年

（左）図４（右）図５　姚紅　『京劇がきえた日』
（童心社）より　２００８－２０１０年

図４　ままごと　１９６３年

（左）図１（右）図２
朱成梁　『チュンチエ　
中国のおしょうがつ』
（光村教育図書）より
２００６－２００７年

図６　熊亮『ちいさなこまいぬ』（コンセル）より　２００３年
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吋東京

　展覧会にあわせて帰国されたプラハ在住
の絵本作家・出久根育さんに、松本猛がお
話をうかがいました。一部をご紹介しま
す。 （上島史子）
松本　僕は２００３年に、ＢＩＢで彼女がグラン
プリを受賞したときの審査員でした。『あ
めふらし』はヨーロッパの審査員からとて
も評価が高かった。この絵本では、細かな
線を重ねて質感をだしていますが、どうや
って描いたのですか？
出久根　板にジェッソを塗って、普通に油
絵の具だけで描いています。学生時代、美
大の油絵科にいたのですが、大きな筆で油
絵を描くことは苦手で、銅版画のエッチン
グをずっとやっていたんです。まだその名
残で、大胆な筆の運びができなくて。
松本　版画のどんなところが好きだったの
ですか。
出久根　版画には自分の意図を超えた偶然
性のおもしろさがあります。最近は版画の
グレートーンの幅の広さにも気づいて、そ
れが楽しくなってきました。もののトーン

に目が向くというのは、チェコで暮らして
１０年という時間も影響していると思いま
す。私は東京で育っていますが、チェコに
行ってから、自然や古い建物などが目に入
ってくるようになってきたんですね。
松本　『マーシャの白い鳥』をなぜ描こうと
思ったのですか？
出久根　この絵本で描きたかったのは、小
さなマーシャを取りかこむ空気感です。う
っそうとした森のある、ロシアの大きな自
然に興味があって。プラハに来て間もない
ころだったので、一人で困難に挑むがんばり
やのマーシャに自分を重ねてもいました。
松本　この絵本では石膏の下地に、テンペ
ラと油絵を重ねていますね。
出久根　『あめふらし』では、ジェッソの下
地のビニールっぽい感じが嫌だったのと、
もっと光や奥行を出せないかなと思ってい
たんです。石膏の白地の透明感がきれいだ
なと取り入れてみましたが、テンペラのマ
ットな質感だけだと、またちょっと一味足
りないという気もして。

松本　無自覚だと思いますが、複雑な技法
を駆使しながら、意識や経験というような
さまざまな層を塗り込んでいるから、その
絵に深さを感じるのだと思います。
『かえでのはっぱ』はそれまでの絵本とど
う変わってきているのですか？
出久根　それ以前はヨーロッパのおとぎ話
を研究するような思考が強かったのです
が、この本は実際の風景をスケッチして描
こうと思いました。このお話をいただいた
２００６年当時は、自分では、こんな風景は描
けないと思っていたんですね。でも絵本を
何冊かやるにつれて、むしろ背景のほうが
主人公だといえるくらい、大切だと思い始
めたんです。
松本　出久根さんはこれからさき、どのよ
うな方向へいくのですか？
出久根　自然に限らず、生きていくこと
や、次の世代へのつながりに意識は向いて
います。今はチェコの実体験のなかから伝
えたいことがたくさん生まれてきていて…
そのはじまりというところです。

　児童書編集者として国際的に活躍してき
た末盛千枝子さん。岩手県に移住後、震災
に遭遇し、被災地の子どもに絵本を届ける
プロジェクトを立ち上げました。家族のこ
と、プロジェクトのこと、そして次の世代
に想いを伝えていくことについて語りまし
た。その一部を紹介します。 （原島恵）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　私の息子が６歳と８歳のとき、前夫が突
然死しました。お通夜から帰ってきたと
き、“これからもきっと大変なことが起こる
だろうけれど、その都度乗り越えられる力
を与えられるに違いない”って、思ったの
です。確かに、その後も大変なことがたく
さんありましたが、それが裏切られること
がなかったのは本当に幸せだと思います。
『あなたのひとり旅』
　現代企画室から“末盛千枝子ブックス”
シリーズとして、私が手がけた本を復刊と
新刊をあわせて出して頂いています。ゴフ
スタインの『あなたのひとり旅』もその１冊
で、老夫婦の別れの情景を描いた本です。
この本はもう１０数年前に、哲学者である今
の夫が、いい本だから版権を取っておいた
方がいいと助言してくれたものです。知の
宝庫のようだったその夫は今、認知症を患
っています。私は、この本のおばあさん
は、最愛の人を失って悲しんでいるけれど、
その内に元気を取り戻してしばらく幸せに
暮らすんじゃないかなと思うんです。きっ
と、夫はそういうことも全てわかったうえ

で、私に勧めてくれたのだと思います。
3.11絵本プロジェクトいわて
　震災が起きたとき、あなたたちを覚えて
いる人がいるんだよ、ということを子ども
たちに伝えたくて、友だちに絵本を送って
くださいというメールを送りました。それ
がきっかけで「３.１１絵本プロジェクトいわ
て」は始まりました。２カ月間で約２３万冊
の絵本が集まり、ボランティアは延べで
４５００人にも上ります。ある保育園を訪ねた
とき、子どもたちに好きな本を持って帰っ
ていいよと言うと、他の子がいなくなって
も必死に探している子がいて、最後に「あ
った！」って『ちびくろさんぼ』を見つけ
て、大事そうに本を抱きしめて帰っていき
ました。後からわかったことですが、それ
は、津波の前にその子の家にあった大好き
な本だったそうです。小さな子どもでも、
自分にとって懐かしい本を探しているとい
うことが改めてわかりました。
　絵本プロジェクトでは、絵本カーをつく
って、あちこちを周っています。４月４日
に岩手県宮古市の保育園へ行ったとき、読
み聞かせをするので、子どもたちが集まっ
てきたんですけど、どうしても輪に入らな
い子が一人いました。ピンクのセーターを
着たかわいい女の子でした。園長先生の話
では、その子は、毎日、毎日、避難所で帰
ってこないお母さんを待っているというこ
とでした。私は、この子のことも一生忘れ
ないと思います。

　それから、もうひとつ、忘れられないこ
とがありました。宮古市に隣接した山田町
を訪ねたときのことです。ここは津波だけ
ではなく、倒れたガスタンクから引火し
て、海にまで火がまわったところです。も
のすごい惨状でした。４月でもまだ雪が降
っていたのですが、若いお坊さんが素足に
草履でお経を上げながら歩いていらっしゃ
いました。たくさんの亡骸が沈んでいるに
違いない海に向かって深々とお辞儀をし
て、一段と高い声でお経を上げていらっし
ゃる姿は素晴らしいものでした。祈ること
が何の役に立つだろうかと考えたけれど、
自分にはこれしかできないという想いで、
岩手県の海岸線に沿って石巻まで行かれる
ということでした。
IBBYの世界大会で
　８月にロンドンで行われたIBBY（国際児
童図書評議会）の世界大会で、絵本プロジ
ェクトの報告をしました。最後に、「花は
咲く」というNHKの復興支援ソングを英訳
のテロップをつけた映像とともに聴いても
らいました。私の友人で、大虐殺のあった
故郷のルワンダに戻って絵本の出版をする
人や、レバノンで空襲のもと、子どもたち
を支えてきた人とか、きっと皆、同じ想い
なのだと思います。この歌には、そうした
人たちと共通のメッセージがあります。世
界中の人たちが、子どものために何かをす
ることがどういうことなのか、改めて考え
てくれたと思います。

活動報告

1月12日（土）　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」共催：絵本学会

9月23日（日）　末盛千枝子講演会「絵本を通して伝えたいこと」
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右東京

松本由理子（財）いわさきちひろ記念事業団事務局長
 面  出  薫 新副館長を迎えて
めん で かおる

9月30日（日）
０歳のころから中１まで毎年誕生
日の９月ころに家族で来て、「ひと
ことふたことみこと」を書いてい
ました。中１からは部活や勉強で
忙しく、なかなか来られませんで
したが、一昨日誕生日を迎え、２０
歳になりました。いろいろなこと
がありましたが、私は両親に大切
に育てられて幸せです。ここへ来
てあらためて思いました。たくさ
ん大変な思いをさせてしまってい
ると思いますが、これから自立し
て、家族に恩を返していきたいで
す。またちひろ美術館に来ます。
 （立川千裕）
12月26日（水）
下の娘を妊娠中、切迫早産で入院
しました。不安な毎日のなか、病
室にはちひろさんの絵が……。ど

れだけ心慰められたことでしょう
か。娘は、月満ちて無事産まれま
した。いつか訪れたいという念願
が叶い、鹿児島からやって来まし
た。永遠に私のソウルスポットと
なりそうです。 （カオル）
【出久根育の絵本展】
11月15日（木）
出久根さんの絵は、忘れていたも
のを思い出させてくれました。情
報が多すぎる日本を離れ、チェコ
の大自然に心揺さぶられる日々、
そしてその感動を形にする、もが
きを経て生み出された絵たち。そ
れらは奥深く、暖かく、私たちの
心の奥までしみこんできます。自
分自身と絵に、まっすぐ向き合っ
ている出久根さん、ありがとうご
ざいました。 （Junko.N）
２０１３年１月３日（木）

出久根さんの作品を見つめている
と、風、におい、温度……それら
の流れを感じます。すてきな時間
をありがとう。
【子どものための工芸展】
2013年1月2日（水）
かわいい。どれを見てもかわい
い。お正月におじいさん（７２歳主
人）とおばあさん（７０歳私）で埼玉
から、電車を乗り越して戻って上
井草にやっと着きました。ちひろ
さんの絵もやさしくてかわいい。
作家さんたちのやさしい心が、や
さしい子どもたちを育ててくださ
ると思いました。私の押入れにも、
残り布や外したボタン、刺繍糸や
レースが捨てきれずにたくさんあ
ります。家に帰ったら「私も何かを
作ってみよう」、そう思いました。
来てよかった。 （亀ヶ谷千代子）

11月13日（火） 
展示替。出久根育さん推薦のチェ
コの“クリスマス”が館内を飾る。
ジンジャークッキーの人形一体一
体に描かれたアイシングの模様の
細やかさに、スタッフの歓声が。
11月18日（日） 
「子どものための工芸展」親子
WS「ふわふわ綿の糸つむぎ　手
織りのストラップ」（講師：磯敦子）
を開催、２０組の親子が参加した。
綿のかたまりから手作業で均一な
太さの糸を 紡 ぐ作業は想像以上に

つむ

難しく、熱中した２時間半。親子
の絶妙な呼吸と時間が凝縮された
作品が仕上がった。絵本『ペレの
あたらしいふく』が大好きな女の
子は、紡ぐという言葉の意味を体
感、次は機械（糸車）で紡ぎたい、
と意欲をのぞかせた。男性保護者
から、産業革命の機械化の衝撃を

実感した、との感想も。夕方から
は、支援会会員向けの初の活動報
告会も開催。会員の皆様の思いや
期待を直接うかがう貴重な機会
に。発足１年となる支援会制度、
ぜひ一緒に育てていきたい。
11月24日（土） 
「工芸展」ＷＳ「再生紙でつくる
クリスマス飾り」（講師：森友見子）
に、１３組２９名の親子が参加。色上
質紙のチラシなどを水でふやか
し、糊と一緒にミキサーにかけ、
「紙粘土」に再生、好きな形に固め
て飾りをつくるもの。当たり前に
存在している「もの」の誕生を体
験した工芸展ＷＳ。自らの手でつ
くり出す喜び、「もの」の価値を見
直すきっかけになればうれしい。
12月16日（日） 
ちひろの誕生日（１２／１５）前後に開
催している入館無料の感謝デー。

アンケートでは、近隣ながら初め
て、との声も多数。これを機に美術
館が身近な存在になればと願う。
1月4日（金） 
「ちひろスタイル」会期中、展示
作品にちなみ、白いマフラー着用
の方に招待券をプレゼント。本日
は、なんと「昨晩、夫の分を急い
で編んできました」と白いマフラ
ーのご夫妻が！　心意気に感激！
1月8日（火） 
銀座にあった洋装店「ルネ」の鈴木
才子さんが初来館、自作のスーツ
を前に思い出を語られた。向田邦
子さんほか各界で活躍する女性が
愛したルネは、ちひろも大のお気
に入り。晩年、病院を抜け出して
まで訪れていたことも判明した。
1月14日（月・祝） 
大雪による交通機関の混乱に備
え、３時半で繰り上げ閉館に。

　本年１月１日付で、面出薫さんがちひろ
美術館・東京の副館長になってくださった。
東京国際フォーラム、JR京都駅、せんだい
メディアテーク、京都迎賓館、シンガポー
ル中心市街地照明マスタープラン、そして、
大人気の東京駅丸の内復元駅舎ライトアッ
プを手がけた世界的照明デザイナーだ。
　面出さんとちひろ美術館の出会いは１９９０
年。企画展「ＯＲＩＧＡＭＩＣ  ＭＡＧＩＣＡＬ  ＺＯ
ＮＥ 茶谷正洋・中沢圭子折り紙建築の世界」
の照明をしていただいたときだ。予算も道
具もない２３年前、グランドピアノの上一面
に並べられた、折り紙でつくられた白いは

すの花々を、面出さんは刻々と変わる色の
光で、暗闇のなかに浮かび上がらせてくれ
た。照明がここまで作品を表情豊かにする
ものなのかと、息を呑む思いだった。
　当時すでに面出さんは、横浜駅前の風の
塔（設計・伊藤豊雄）や、光の教会（設計・
安藤忠雄）の照明を担当し、建築だけでな
く都市・環境照明という分野で高い評価を
受けていた。松本猛と「芸大新聞」を一緒に
刊行したよしみで、仕事が終わった後に来
館し、徹夜で作業をしてくれたのだった。
思えば面出さんが照明研究所から独立し、
ライティング・プランナーズ・アソシエー

ツ（LPA）を設立したのも、市民参加の「照
明探偵団」を組織したのも、この年だった。
　「安曇野に、もうひとつちひろ美術館を」
と考えたとき、面出さんに協力を仰いだ。
美術館建築と建築家を誰よりも知っている
からだ。誰に設計してもらうのがいいか。
面出さんが挙げた一人が内藤廣氏だった。
　１９９３年からは当財団の評議員に、２００９年
からは監事、２０１１年からは理事として、超
人的なスケジュールのなか、ずっと美術館
と財団を支えてくれた。「楽しいことをし
ようぜ、仕事は楽しくやらなきゃ」という
面出さん。どうかよろしくお願いします。

ワークショップ
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●いわさきちひろ記念事業団が、公益財団法人に
ちひろ美術館・東京、安曇野ちひろ美術館を運営する財団法人いわさき
ちひろ記念事業団は、２０１３年４月１日より公益財団法人となります。

●次回展示予定　2013年5月22日（水）～8月4日（日）

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．０３－３９９５－０６１２　E-mail　chihiro@gol.com

－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
〈企画展〉手から手へ展
－絵本作家から子どもたちへ　3.11後のメッセージ－

「平和で、豊かで、美しく、可愛いも
のがほんとうに好きで、そういうもの
をこわしていこうとする力に限りない
憤りを感じます」と語ったちひろ。本
展では、ちひろが生涯描き続けたあか
ちゃんや子どもの作品を中心に展示し、
その背後にあるちひろの想いに迫りま
す。

アヒルとクマとあかちゃん　１９７１年

子どもの本に関わる日本の絵本作家たちが
中心となり、「３.１１後の世界から私たちの
未来を考える」というテーマで、世界の仲
間たちに呼びかけて作品を募った展覧会
「手から手へ展」。７カ国１１０名の作品を展
示し、画家たちの想いを届けます。
※安曇野ちひろ美術館からの巡回展です。

クラース・フェルプランケ（ベルギー）　笑顔は闇の中の光Ⅰ．　２０１１年

●「ちひろの庭」関連イベント
　ガーデントーク　ちひろの庭の花めぐり
「ちひろの庭」や展示室で、ちひろが愛した草花などのエピソードを
紹介します。
○日　時：３月３０日（土）・４月１３日（土）・４月２７日（土）・
　　　　　５月１１日（土）　 各日１４：００～１４：３０
○講　師：ちひろ美術館職員
○参加費：無料（入館料のみ、高校生以下無料）　 ＊参加自由

●「中国の絵本画家展」関連イベント
　中国語で楽しむおはなしの会
中国の絵本を、原語の持つ響きを楽しみながら味わいます。
○日　時：３月３１日（日）　１４：００～１５：００
○講　師：劉明全
○参加費：無料（入館料別、高校生以下は入館料無料）　 ＊参加自由

●わらべうたあそび
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。
○日　時：４月２０日（土）　１１：００～１１：４０
○講　師：服部雅子
○定　員：１５組３０名　要申し込み、３月２０日（水）受付開始
○対　象：０～２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）

●ちひろの水彩技法ワークショップ
　大切なあの人に手紙を出そう
水彩のにじみ技法を使い、オリジナルのポストカードをつくります。
○日　時：４月７日（日）　１１：００～１５：００（当日受付、先着７０名）
○対　象：５歳～大人
○参加費：３００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

●「ちひろの庭」関連イベント　
　「ちひろの庭」フォト・ワークショップ
美術館の庭と周辺を撮り歩き、ポストカードを作成します。
○日　時：４月１４日（日）　１０：３０～１２：００
○講　師：田﨑はじめ（グラフィックデザイナー）
○定　員：１０名　要申し込み、３月１４日（木）受付開始
○参加費：１２００円（入館料、保険料込み）

●ドキュメンタリー映画　
　「いわさきちひろ～２７歳の旅立ち～」自主上映会
いわさきちひろのドキュメンタリー映画「いわさきちひろ～２７歳の旅
立ち～」（２０１２年製作　監督：海南友子　エグゼクティブプロデュー
サー：山田洋次）の自主上映会のお申し込みを受けています。詳細は、
映画の公式サイトをご覧ください。 http://chihiro-eiga.jp/joei.html

●「手から手へ展」関連イベント 手から手へフォーラム
「手から手へ展」の参加作家が、3.１１後の想いについて語り合います。
○日　時：６月８日（土）　１７：３０～１９：００
○定　員：８０名　要申し込み、５月８日（水）受付開始
○参加費：１０００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

〈人事〉２０１３年１月１日より、面出薫氏（照明デザイナー・当財団理事）
がちひろ美術館・東京副館長に就任しました。

●えほんのじかん
毎月第２・４土曜日
１１：００～　＊参加自由

●ギャラリートーク
毎月第１・３土曜日　１４：００～　＊参加自由

●松本猛ギャラリートーク
３月１０日（日）１４：００～　＊参加自由

●「手から手へ展」関連イベント
降矢奈々講演会「“手から手へ展”のはじまりと、
これまで。そして、これから。」

「手から手へ展」の展覧会の呼びかけ人であり、中心となって活動して
きたスロヴァキア在住の絵本作家・降矢奈々が、この展覧会の取り組み
について語ります。
○日　時：５月２５日（土）　１７：３０～１９：００
○講　師：降矢奈々（絵本作家）
○聞き手：広松由希子（絵本家）
○定　員：８０名　要申し込み、４月２５日（木）受付開始
○参加費：８００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）
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