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隠東京

　「ベトナムのこども　わたしたちの日
本のこども　世界中のこどもみんなに平
和としあわせを」このことばは、１９７０年、
「ベトナムの子供を支援する会」主催の
反戦野外展にいわさきちひろが出品した
ポスターに記されていました（図１）。熾
烈を極めるベトナム戦争に胸を痛めてい
た当時のちひろの心の声が聞こえてくる
ようです。このことばは、娘時代を戦争
のなかで過ごし、その惨状を知るちひろ
がなによりも強く願っていたことを表し
ています。ちひろ没後４０年の今も、世界
中で暴力や武力に訴える動きは絶えず、
ちひろのことばが切実に響きます。
戦争の絵本
　１９６７年、ちひろは、原子爆弾で被爆し
た広島の子どもたちが書いた詩や作文に
絵をつけた絵本『わたしがちいさかった
ときに』を手がけました。「戦争の悲惨さ
というのは子どもたちの手記を読めば十
分すぎるほどわかります。私の役割は、
どんなに可愛い子どもたちがその場にお
かれていたかを伝えることです」と語っ

たちひろは、被爆した子どもの傷ついた
心や、悲惨な現実のなかで健気に生きる
子どもの姿を、余白を生かした画面のな
かに鉛筆と墨で描きました。ちひろは、
戦争のむごさを克明に描写するのではな
く、子どもたちに寄り添った静かな表現
で、私たちの心の奥深くに訴えかけてき
ます（図２）。こうした表現は続く２冊の
戦争の絵本にも貫かれています。
　ちひろは、ベトナム戦争をテーマに
１９７２年に『母さんはおるす』を、翌年に
『戦火のなかの子どもたち』を描きまし
た。このころ、ちひろは体調を崩し、入
退院を繰り返していましたが、「ベトナ
ムの本を続けてやるのも、私はあせって、
いましなければベトナムの人は、あの子
どもたちはみんないなくなっちゃうんじ
ゃないかと思って」と、焦燥感を募らせ
て取り組みました。ちひろは１年半をか
けて約５０点の絵を描き、最終的に１９点の
絵に詩のようなことばを添えて『戦火の
なかの子どもたち』を仕上げました。ベ
トナムの戦禍を聞くたびに、東京の空襲

を思い出すと語ったちひろは、家を焼か
れ一面の火の海を逃げまどった体験や、
空襲から一夜明けて目にした光景をベト
ナムの子どもたちに重ねて描きました。
（図３）。この絵本の刊行から１年に満
たない１９７４年８月、ちひろはベトナム戦
争の終結を見ずに、５５歳の短い生涯を閉
じました。ちひろが遺した３冊の戦争の
絵本からは、子どもの命を脅かす戦争を
許さない強い想いが伝わってきます。
子どもを見つめて
　「子どもは全部が未来」と語ったちひろ
にとって、子どもはかけがえのない命、
そして平和の象徴でした。身近な草花や
生き物に心を動かし、家族や友だちと心
を通わせる子どもたちの姿……。ちひろ
は生涯を通じて、好奇心に満ち、豊かな
感性を持つ子どもをなによりも美しく、
尊い存在として水彩のやわらかな色彩で
描き続けました。（図４・５）。ちひろが
描いたなにげない日常の情景は、平和な
社会でこそ、命がかがやくことに気づか
せてくれます。 （原島恵）

●2014年3月1日（土）～5月18日（日）

　クヴィエタ・パツォウスカーは、８５歳
の今なお、世界各地で活発に創作・展示
を続けるアーティストです。ちひろ美術
館が彼女の展示を最初に開催してから約
四半世紀。以降彼女の表現は絶えず変化
していますが、同時に一目で彼女による
ものだと感じさせる強烈な個性と美学は
老若男女、見るものを魅了します。
　本展では、絵本原画を中心に、約１２０点
を「紙のおしゃべり」、「いろのおと」、「か
たちのふしぎ」、「あそび」、「おはなし」
の５部に分けて展示します。
絵本とあそび
　１９８９年のビロード革命＊1で国が大きく
動いていたチェコスロヴァキアの首都プ
ラハに住むパツォウスカーに、１９９２年小
さなノーベル賞といわれる国際アンデル
セン賞画家賞がもたらされます。パツォ
ウスカー６４歳のときでした。母国の美
術批評家は、彼女の遊び心あふれる感受
性と想像力を深める表現は、ヨーロッパ
の２０世紀前衛美術の動きと関連し、多く
の点で現代美術の流れを先んじている、
と述べています。＊2

　同年『まよなかごっこ』がドイツとア
メリカの出版社から出版されます。真夜
中、芝居小屋の役者たちが芝居好きで空
から降りてきた月のために、月明かりの
なかで演じるという夢のあるストーリー
は、彼女自身が手がけています。表紙
（図１）と裏表紙の上部にくりぬかれた
穴には紐でつながれた月が収まり、本の
内部ではページが三分割され、ページを
めくることで役者たちの衣替えが楽しめ
るという仕掛け（図２）。「ともに遊べる
ような本、なにか特別ですてきなもの」
をつくりたかったとパツォウスカーは述
べています。３年後に出版された
『Flying』も、不思議でユーモラスな動
物や人が次から次へと空を飛んでいくと
いう奇想天外な話です（図３）。表紙と裏
表紙には塔の形の細長い穴があり（図４）、
本のなかには上下に広がるページがあり
ます。他のパツォウスカーの本の多くに
も見られるページのなかの窓（穴）、ポッ
プアップなどの３次元性は、視覚のみな
らず触って遊ぶ楽しみをも読者に与えま
す。

おはなしを超えてー芸術としての絵本
　パツォウスカーの絵本は、子どものた
めの本という概念を、より芸術的で大胆
なものへと高めています。近作の『ヘン
ゼルとグレーテル』（２００８年）、『シンデレ
ラ』（２０１０年）はいずれもよく知られた古
典童話ですが、黒や赤の背景にコラージ
ュと線による描写が都会的な雰囲気を出
しています。「私は文章の説明として絵を
描くのではありません。視覚芸術の１つ
として創作しているのです。」と語る通り、
頁がそのまま現代美術の作品のようです
（図５、６）。敬愛するドイツの芸術家・
シュヴィッタースやキュビスムなどの影
響もあるでしょうが、赤を中心とした鮮
やかな色のコントラストやパッチワーク、
繰り返し登場する動物などに、彼女の独
自性が見られます。本以外の分野でも活
躍を続けながら、絵本をつくり続けるパ
ツォウスカー。「芸術とは一見私たちにと
って全く必要のない、余分なもの。でも同
時にとても美しく、生活にとって大切な
もの。」と語る彼女の絵本から、まだまだ
目が離せそうもありません。 （松方路子）

●展示室1・3

ちひろ没後４０年　－世界中のこどもみんなに平和としあわせを－ちひろの願い
●2014年3月1日（土）～5月18日（日）

＊１ビロード革命：チェコスロヴァキアにおいて、共産党体制崩壊をもたらした民主化革命
＊２「Bookbird」１９９２年９月号国際アンデルセン賞特集号（IBBY）より

後援：絵本学会、こどもの本WAVE、（公社）全国学校図書館協議会、チェコ共和国大使館、（一社）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、CZECH CENTRE TOKYO 、
杉並区教育委員会、中野区、西東京市教育委員会、練馬区、武蔵野市教育委員会

●展示室2・4

－Paper Talks 紙のおしゃべり－クヴィエタ・パツォウスカー展
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●展示室1・3

●展示室2・4

図４　『Flying』（とぶこと）より　１９９５年（個人蔵）

図６　『シンデレラ』より　２０１０年
　　　（個人蔵）

©２０１０ minedition rights and
licensing ag, Switzerland

図１　『まよなかごっこ』
　　　（邦訳版　１９９３年　太平社　絶版）

図２　『まよなかごっこ』より　１９９２年
（個人蔵）

図１　「世界中のこどもみん
なに平和としあわせ
を」　１９７０年

図２　焼け跡を見つめる少年『わたしがち
いさかったときに』（童心社）より
１９６７年

図３　たたずむ少年『戦火のなかの
子どもたち』（岩崎書店）より
１９７２年

図６　アトリエの自画像（部分）　『わたしの
えほん』（みどり書房／新日本出版社）
より　１９６９年

展示室３では、ちひろの自伝的な絵
本『わたしのえほん』の原画を展示
して、ちひろの人生をたどります。

クヴィエタ・パツォウスカー
Květa Pacovská　１９２８～
プラハに生まれる。父はオペラ歌手、母は外国語
教師。本と絵と音楽に囲まれて子ども時代を過ご
すが、ナチスの台頭によりユダヤ人の父が殺さ
れ、１３歳から４年間は学校に通えなかった。戦
後、奨学金を得てプラハの応用美術学校に入学。
チェコにキュビスムを持ち込んだ画家、エミー
ル・フィラのもとで学び、バウハウス思想に共鳴。
鋭敏な色感と自由な発想で、絵本のほか、リトグ
ラフや立体の制作も多い。１９９２年国際アンデルセ
ン賞画家賞ほか国際的な受賞多数。

図４　チューリップのなかの男の子　１９６５年 図５「まきばのうし」１９６９年

図５　『ヘンゼルとグレーテル』より　２００８年（個人蔵）
©２００８ minedition rights and licensing ag, Switzerland

図３　『Flying』（とぶこと）より　１９９５年（個人蔵）
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吋東京

活動報告

　「ちひろと初山滋」展と「初山滋の木版画」
展に関連し、初山の貴重本を見る会を開催
しました。参加者の方々がマスクをして囲
むなか、白手袋をして本のページをめくっ
ていきました。その本の一部をご紹介します。
　「おとぎの世界」（文光社）は、初山が表

紙や挿し絵を手がけ、子
どもの本の画家として広
く知られるきっかけとな
った大正時代の童話雑誌
です。１９１９年４月の創刊
号は、初山田之助の名前

で１冊すべての絵を手がけ、初山旅人の名
で脚本まで発表しています。当時初山は２２
歳。デビュー当時から大変な画力の持ち主
であったことがわかります。
　戦中にこんな絵本が！と驚くほど愛らし

い『ヒバリハソラニ』
（１９４１年　吉田一穂・文
　帝国教育会出版部）は
「新日本幼年文庫」のな
かの１冊です。出版や言
論の取り締まりの厳しい
状況のなかで、比較的戦時色が少なく芸術
的にも優れたこの絵本シリーズが刊行され
たのは画期的なことでした。新しい絵本観
のめばえが感じられます。
　詩集『月の世』は、初山のはじめての自
刻自摺木版による私家本で、１９４０年の作品
です。藍玉や藍の着物からとったという本

藍の美しさに目が奪われます。連なる円の
なかに詩の文字がはめ込まれたデザインは、
昔阿波（徳島）で藍玉の取引に使った藍の
見本紙からヒントを得たといいます。限定
１５部、限外５部の非売品で、戦争を経て現
存するものはごく少部数だと思われます。
　手打絵本一番『ゆびか
ぞえ』は１９４３年に誕生し
た末娘への贈り物として
手がけた３冊目の自刻自
摺木版の本で、３年の歳
月を経て、終戦後の１９４６
年に完成しました。女の子の手の指と着物
の袖柄が数に応じて変化していく、遊び心
に富んだ数の絵本です。幼い娘がかわいく
てたまらない父親の想いに満ちています。
 （上島史子）

　多くの創作絵本と翻訳を手がけてきたビ
ナード氏が、人々を惹きつける絵本の“ひ
みつ”と、国家権力がひた隠しにする“秘
密な悪事”について、熱く語りました。そ
の一部をご紹介します。 （武石香）
絵本の“ひみつ”
　「『ここが家だ　ベン・シャーンの第五福
竜丸』（集英社）をつくる際、ベン・シャ
ーンの絵に潜んでいる“秘密”を、どう読
者に手渡すかと考えました。この絵に潜ん
でいる怪物のようなもの、これがこの絵本
の“ひみつ”です。
　僕自身も第五福竜丸の乗組員になったつ
もりで絵本をつくっていくと、この怪物は
自分のなかにもはらんでいる問題だと思え
てきました。説明されるのではなく、読者
自身が出会う必要がある、と。」
　「秘密にするなんてずるいと言われるか
もしれないが、秘密にしないと掘り下げて
くれない。たとえば、チェルノブイリや放
射能に関する調査報告や論文を読めば、僕
らが抱えている問題を考え、生き残るため
の知識を身につけることができる。でも、
物語を語る側、体験する側に回ってみない
と、知識だけでは自分の問題としてとらえ
られないんです。」
　「絵本のなかで“ひみつ”にして読者に
手渡すことで、読者が考える、見つける。
その答えが見つかることが大事なのではな
くて、ことばの向こうにある世界を想像す
ることが大切です。何度立ち返っても、そ
の度に広がっていく世界でなければならな
い。感じさせる、奥へ奥へといざなう装置
として、絵本の“ひみつ”が働くんですね。」
　「『ダンデライオン』（福音館書店）は、

一見“ひみつ”があるようには見えません。
ダンデライオンがお茶会に招待され、散髪
に向かうと、理髪店で思いもよらない髪型
にされ、その髪型にあわせて、服、帽子、
ステッキを買って…という失敗談。
　作者のドン・フリーマンはひとことも触
れていないが、この絵本のテーマは“広告”。
よく見ると、絵本の随所に広告が登場して
います。自分を失い、巻き込まれて、必要
ないものなのに、いつの間にか欲しがって
いるという錯覚。それが、広告が引き起こ
すことです。」
　「広告に任せてしまうとどうなるかとい
うことを、作者が僕たちにやさしくつきつ
けている。でも、それは秘密なので、僕自
身、何百回も読んだ子どものころも、大人
になっても気づかず、絵本に翻訳する際に
はじめて気づきました。」
国家の秘密
　広告の力と、不都合なものを隠す秘密の
力がセットになると何でも可能になる、と
ビナードさんは原爆を例に語ります。
　「僕の祖父母のような米国の一市民が“原
子爆弾”ということばを知ったのも広島に
投下された８月６日です。核開発自体が特
定秘密だから、開発段階の核実験で米国民
に死の灰を浴びせても秘密の力で隠してお
く。投下という既成事実ののち、２０世紀最
大のコマーシャルキャンペーンで、もう抵
抗できません、核の時代ですよ、と、こと
ばを浴びせかける。」
　「戦争を終わらせるために使ったという
のも真っ赤な嘘です。科学的に見てみると、
戦争が原爆のおかげで早く終わったのでは
なくて、プルトニウム開発のために引き伸

ばされたのです。プルトニウムという最先
端の技術が注目されないよう、世界初の広
島への原爆投下には、すでに古い技術とな
ったウラン弾を使い、次の長崎はプルトニ
ウム。とても巧みです。」
　「今の日本の秘密保護法の流れは、６５年
以上前にトルーマン政権がやったことです。
どんな兵器の開発も、どんな不祥事も隠せ
るような法律が通ったのです。」
　「秘密保護法は成立したが、まだ僕たち
には日本国憲法がある。日本国憲法を足場
にして、日本語を話す人たちといっしょに
国家の秘密と闘えば、全然絶望的ではない
と思う。でもここで闘わないで流れに任せ
て、秘密に包まれた社会で、広告の力にだ
まされるままに生きていったら、日本は米
国の核のゴミ捨て場になる可能性も、日本
語という言語が終わる可能性も十分あり得
ると思います。」
　「脱原発はとても大事。でも脱原発で闘
いが終わるわけではない。僕たちが、主権
者になることがとても重要だと思います。
冷静に、長い目で将来を見通して、科学と
ことばの力で闘っていく。そのために僕に
できることは、詩をつくること、絵本をつ
くること、皆さんと語り合うこと。時間の
許される限り、皆さんといっしょにやって
いきたいと思っています。」

　初山滋の貴重本を見る会

2014年1月12日（日）　 アーサー・ビナード講演会　「絵本のひみつ、国家の秘密」

2013年11月23日（土）「ちひろと初山滋－永遠のコドモ－」「初山滋の木版画」関連イベント
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右東京

ひとこと
ふたこと
みこと

美術館
日記

窓
竹迫祐子（公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

　「戦争が終わって、はじめてなぜ戦争
がおきるのかということが学べました。
そして、その戦争に反対して牢に入れら
れた人たちのいたことを知りました。殺
された人のいることを知りました。」
 いわさきちひろ１９７２年
　軍属の娘として、恵まれた戦中生活を
送っていたちひろは、敗戦を経て、「聖
戦」と言われた戦争が、多くの命を奪い
アジアの人たちを苦しめた侵略戦争であ
ったことをはじめて知ります。陸軍築城
本部の勅任技師であった父も、大日本青
少年団の花嫁相談所長として大陸の花嫁

を送る仕事をしていた母も、「聖戦」の本
質を知らず、国策にまい進していました。
　１９４５年８月６日広島に、９日長崎に原
子爆弾が投下されました。戦後、占領国
アメリカは原爆による健康被害を詳細に
調査しつつも、それを隠し続けました。
敗戦の７年後、日本で初めて被爆写真を
公開し、被爆の実相を知らせたのは、雑
誌『アサヒグラフ』の特集「原爆被害の
初公開」。占領政策終了間もなく、特集
公開を行ったのは、ジャーナリストで劇
作家の飯沢 匡 。ちひろ美術館の初代館長

ただす

です。飯沢は、「人間は真実を知れば、同

じく判断を間違わない」と、語りました。
　戦争の歴史から、私たちは正しい情報
を知ることの大切さを学びました。戦時
下のマスコミが国民に戦況悪化をひた隠
し、勝利報道を繰り返した事実は、知る
権利が奪われることの恐さを教えていま
す。まず、知ること。そして、ひとりひ
とりが考え、信ずるところを表現する自
由は、決して蔑ろにされてはなりません。
　わたしたちは、知る権利を阻害し、表
現する自由を大きく損う可能性がある法
律、「特定秘密保護法」を危惧し、それが
廃止されることを希望しています。

知ることの大切さ−「人間は真実を知れば、同じく判断を間違わない」

10月8日（火）
大阪から来ました。絵本で見るの
よりずっといい！『戦火のなかの
子どもたち』、涙がでます。なん
で戦争なんかあるんやろう。最近、
若い人たちのなかには、戦争も仕
方のないことだった、というよう
な感覚があるらしいです。たくさ
んの若い人にあの絵を見てもらい
たいと思いました。 （３０代会社員）
11月7日（金）
ぼくは、平成１５年生まれです。学
校の図書室にも、ちひろの画集は
あるし、家のリビングにも絵はあ
るのですが、あまりきょう味を持
ってもいませんでした。けれど、
来館したことにより、ちひろにき
ょう味を持つことができました。
12月4日（水）
母が亡くなる１週間前に来館して

以来、５ヶ月ぶりです。子どもが
大好きだった母の笑顔、母といっ
しょに読んだ教科書、思わず涙が
あふれました。小学校のとき使っ
ていた教科書の表紙が初山さんの
作だったとは。懐かしかったです。
 （岩手県　TS　５３才）
12月19日（木）
子どもと接する仕事に就き、子ど
もの純粋な心と向き合い教わるこ
とや心があたたかくなることが多
い反面、自分の力ではどうにもで
きない局面にぶつかることがあり、
悩み、落ちこんでいました。今日、
改めてちひろさんの絵を見て、ま
たがんばれそうです。私の仕事は、
“子どもを幸せにする仕事”。
1月2日（水）
初めてワークショップに参加して、
“たらしこみ”でポチ袋をつくっ

てみました。体験してとても良か
った。どうやって描いたのかな、
と絵を見ましたが見るのと描くの
は大違い。ちひろって、やっぱり
すごい絵描きなんだなぁ。 （ゆう）
〔「ちひろと初山滋」展 感想ノートより〕
1月3日（金）
私は５８歳ですが、初山滋さんの教
科書を使用していた世代です。残
念なことに、表紙がこんなに美し
いものだったとは覚えていません。
何とすばらしいデザイン、色遣い
なんでしょう！！
1月17日（金）
初山滋さんの『おそばのくきはな
ぜあかい』を子どものころ読んだ
記憶があり、今日は楽しみにやっ
てきました。色といい、デザイン
といい、初山滋さんの独創的な作
品が心に深く染み入りました。

10月11日（金） 
韓国からいらしたお客様が、受付
にちひろ美術館ホームページから
出力したアンケートをお持ちくだ
さる。ホームページの向こう側に、
世界の人々とのつながりを改めて
実感する。
11月14日（木） 
練馬区「防火のつどい」にて、火
災予防業務功労者として、ちひろ
美術館・東京も表彰されることに。
当館ではスタッフ総出の防災避難
訓練やＡＥＤ使用訓練などを年２
回実施、毎朝の朝礼でも防火・避
難誘導の分担を確認するなど、常
日頃から安全意識を心がけている。
12月15日（日） 
ちひろ９５歳の誕生日の開催となっ
た今年の感謝デー。朝から多くの
お客様がご来館、一時は館内の安
全確保のため入館制限を実施する

時間帯も発生した。この日、総勢
１,５８０名が足を運んでくださる。
展示中の『ゆきのひのたんじょう
び』の絵にちなんだイベントの呼
びかけに応じて、赤い帽子や手袋
を身につけたお客様もたくさんい
らして、楽しい感謝デーだった。
12月21日（土） 
Yaeさんのライブ＆トーク開催。
アカペラの「もみの木」で幕を開
けたライブは、後半にはYaeさん
の福島の復興支援活動や地元・鴨
川での自然・食・農・子どもをつ
なぐ活動のようすを、写真ととも
に話された。クリスマス前のひと
とき、ちひろ美術館の多目的展示
ホールにあたたかく伸びやかな歌
声が響いた。
12月22日（日） 
沖縄からご来館のお客様たちが、
なんと「明日も明後日も来たい！」

とおっしゃって、年パスを購入さ
れてご入館。ステキな年パスの利
用法に関心しつつ、思わずお客様
の旅の無事をお祈りする。
1月13日（月・祝） 
成人の日、新成人の方の入館料を
無料に。アトリエに展示中のちひ
ろのことば「大人になること」に
出会い、新たな門出となればうれ
しい。成人の日のイベントは今年
が初めての取り組みだったが、来
年以降もぜひ続けたい。
1月19日（日） 
「支援会員の日」として、会員の
方々に美術館の活動のご報告をす
るとともに、ご意見やご要望をう
かがった。ちひろの長男、松本猛
のギャラリートークの開催もあり、
お馴染みの会員さんのお顔も。支
援会員制度発足３年目、徐々に会
員数が増え、現在のべ４１５名に。
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●次回展示予定　2014年5月21日（水）～2014年8月3日（日）

なにげなく描かれているように見える
ちひろの作品にも、実はさまざまな技
術と工夫が隠されています。「水の使
い方」や「かわいさのひみつ」「色の
工夫」「線のテクニック」「引き算の絵
本づくり」など、ちひろの技法を７つ
の視点からひもときます。

ちひろ美術館コレクション　びっくり！絵本水族館ちひろになれる！7つの法則 －技法徹底解剖－

いわさきちひろ　赤い帽子の男の子　１９７１年
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〈展示紹介〉－世界中のこどもみんなに平和としあわせを－ちひろの願い／＜企画展＞－Paper Talks 紙のおしゃべ
り－クヴィエタ・パツォウスカー展…許距
〈活動報告〉「ちひろと初山滋－永遠のコドモ－」関連イベント「初山滋の貴重本を見る会」／アーサー・ビナード
講演会「絵本のひみつ、国家の秘密」…鋸
ひとことふたことみこと／美術館日記／窓 知ることの大切さ－「人間は真実を知れば、同じく判断を間違わない」…漁

長新太のタコ、ユゼフ・ヴィルコンの深海魚、エリック・カールのワニ……。
他にも魚や貝、エビ、タツノオトシゴ、クジラ、そして人魚や河童にいたる
まで、世界各国の絵本画家たち
が描いた水の生き物たちが集合
します。驚きいっぱいの「絵本
水族館」をお楽しみください。
ブライアン・ワイルドスミス（イギリス）
『さかな』より　１９６７年

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。イベント参加費のほか、別途入館料が必要です（高校生以下は無料）。
TEL．０３－３９９５－０６１２　E-mail　chihiro@gol.com

●クヴィエタ・パツォウスカー展関連
　子どもワークショップ「紙の町をつくろう」
○日　時：３月２９日（土）１０：３０～１２：００／１４：００～１５：３０　
○対　象：小学生
○定　員：各回２０名　要申し込み　３月１日（土）受付開始
○参加費：２００円

●わらべうたあそび
○日　時：４月５日（土）１１：００～１１：４０
○対　象：０～２歳までの乳幼児と保護者
○定　員：１５組３０名　要申し込み　３月５日（水）受付開始
○参加費：無料

●没後４０年記念 松本由理子講演会「ちひろが願ったこと」
晩年のちひろを知り、美術館の設立と運営に取り組ん
できた松本由理子が、ちひろの人生と想いを語ります。
○日　時：４月６日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：松本由理子

　（公益財団法人いわさきちひろ記念事業団評議員）
○定　員：６０名　要申し込み　３月６日（木）受付開始
○参加費：５００円

●おもちゃのひろば
○日　時：４月１３日（日）１０：３０～１２：００
○対　象：３歳～未就学児とその保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み　３月１３日（木）受付開始
○参加費：無料　　　○協　力：おもちゃの広場　石神井支部

●ちひろの水彩技法ワークショップ
　「にじみのブックカバーをつくろう」
○日　時：４月１９日（土）１１：００～１５：００　※１時間ごとに入替制
○講　師：ちひろ美術館職員
○対　象：５歳～大人
○定　員：各回２０名　要申し込み　３月１９日（水）受付開始
○参加費：５００円

●ちひろ没後４０年記念　平山知子講演会
『ちひろさんとわたし、そして憲法の話』
生前のちひろとゆかりの深い平山知子が、今の時代こそ伝えたいちひ
ろの生き方の原点と、憲法の大切さを語ります。
○日　時：４月２９日（火・祝）　１５：００～１６：３０
○講　師：平山知子（弁護士・公益財団法人いわさきちひろ記念事業団理事）
○定　員：６０名　要申し込み　３月２９日（土）受付開始
○参加費：５００円

●松本猛ギャラリートーク
○日　時：３月９日（日）１４：００～
○講　師：松本猛（ちひろ美術館常任顧問・絵本学会会長）
※参加自由、無料

●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。今回は春の
草花をご紹介します。
○日　時：３月３０日（日）１４：００～１４：３０
＊参加自由、無料

●クヴィエタ・パツォウスカー展関連トークイベント
　「チェコの文化と子どもの本の魅力」
パツォウスカーの大ファンという絵本作家の三浦太郎さんと、チェコ
センター所長の高嶺エヴァさんが、チェコの文化と子どもの本、そし
てパツォウスカーの魅力についてたっぷり語ります。
○日　時：４月２０日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：三浦太郎（絵本作家）高嶺エヴァ（チェコセンター所長）
○定　員：８０名　要申し込み　３月２０日（木）受付開始
○参加費：８００円

●ギャラリートーク
毎月第１・３土曜日　１４：００～
※参加自由

●えほんのじかん
毎月第２・４土曜日　１１：００～
※参加自由

●ファミリーギャラリートーク
ちひろの絵を対話しながら鑑賞します。
ご家族でご参加ください。
○日　時：４月１２日（土）１４：００～
○講　師：ちひろ美術館職員
※参加自由、無料
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