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〈企画展〉 夢二からちひろへ −子どもの本の先駆者たち−
2014年11月6日
（木）～2015年1月31日
（土）

主催：ちひろ美術館
協力：婦人之友社、静岡市美術館、藤原浄峰
後援：絵本学会、こどもの本WAVE、
（公社）全国学校図書館協議会、
（一社）日本国際児童図書評議会、日本児
童図書出版協会、
（公社）日本図書館協会、杉並区教育委員会、中野区、西東京市教育委員会、練馬区

明治末から大正にかけて、子どものた

うになりました。それぞれの雑誌には

で、仙花紙と呼ばれる粗悪な紙に刷られ

めの教育や本への関心が高まり、新たな

「赤い鳥」の清水良雄（図２）
、
「おとぎ

たものであっても、子どもの本は飛ぶよ

文化が花開きました。芸術性の高い子ど

の世界」
（１
９
１
９年創刊）の初山滋、
「金の

うに売れたといいます。童画家たちも活

も向けの雑誌が次々に創刊され、童話、

船」
（１９１
９年創刊）の岡本帰一など、表

動の場を取り戻し、１
９
４
６年には武井武雄

童謡に次いで「童画」ということばも生

紙や挿絵を担当する主筆が置かれ、各雑

や初山滋、村山知義（図７）らによって

まれます。いわさきちひろは、まさに子

誌を特徴づけていました。

日本童画会が設立されました。

ども時代にその文化を享受したひとりで

１
９２２年に東京社

この混乱期にあたたかな詩情あふれる

した。絵雑誌「コドモノクニ」で見た当

から創刊された

絵を児童雑誌や童話集などに描いた画家

時の童画家たちの絵は、生涯彼女の心の

「コドモノクニ」

に、茂田井武（図

糧となりました。

は、四六倍判のサ

８）がいます。茂

本展では、子どもの本の黎明期に活躍

イズ、オフセット

田井は戦後の子ど

した竹久夢二から、戦後に絵本作家とし

５色刷りの美しい

もの本の隆盛期を

て活躍したいわさきちひろまで、自らの

印刷で、絵に重点

待たずに１
９
５
６年に

芸術を子どもの本にかけた９人の童画家

を置いて編集され

たちの仕事を紹介します。

た絵雑誌でした。

大正期の童画家たち

各雑誌で活躍していた画家たちが、この

本『セロひきのゴ

明治に入り、日本には急速な近代化の

絵雑誌に集まって豊かな個性を発揮し、

ーシュ』は、後の

波が押し寄せました。江戸時代から盛ん

「童画」というジャンルを確立します。

絵本に大きな影響を与えています。

に行われてきた木版印刷に替わる新たな

この「コドモノクニ」を見て育ったちひ

いわさきちひろの絵本

印刷技術が西欧から導入され、流通改革

ろは、当時の思い出を後に次のように記

も進むなか、明治末期には大量出版が可

しています。

能となりました。

「コドモノクニ」１
９
３
３年
６月号（絵：初山滋）

亡くなりますが、
最晩年に描いた絵
『セロひきのゴーシュ』
１
９
５
６年

戦争を体験し、自分がこれからどう生
きていくべきかを模索していたいわさき

「その本は今まで私が家で見ていた本

ちひろは、終戦の翌年、２
７歳のときに画

大正期に入ると、第一次世界大戦がも

とはまるで違っていた。美しい月見草が

家になることを決意して疎開先の信州か

たらした経済の発展に伴ってゆとりが生

夕やみのなかにゆれてにおっているよう

ら上京し、絵の勉強に励むようになりま

まれ、人々が文化に目を向けるようにな

であった。また大きな三日月が陰の部分

す。ちひろが童画家として認められるよ

ります。ヨーロッパから思想や美術など

をあかるくまるく残して、絵本いっぱい

うになったのは１
９
４０年代末のことでした。

さまざまな最新の文化とともに、子ども

にひろがっていた。五色の葉っぱのつい

１
９
５
０年代に入ると代表的なアメリカの

固有の権利を認め、子どものための教育

た本、にじの橋をこどもたちがラッパを

絵本が次々に出版され、絵と文が一体と

の必要性を説くエレン・ケイの「児童の

吹きながら渡っている。見ることや考え

なった「絵本」への認識が高まっていき

世紀」が紹介され、児童文化に注目が集

ることがたくさんあって、夢のようない

ます。編集者や作家、画家たちが絵本と

まったのもこの時期です。

い気持ちになった。
（中略）その後、いつ

は何かを模索し、１
９
６
０年代には実験的な

大正モダニズムの時代に抒情的な美人

のまにか私はたくさんのコドモノクニを

絵本を次々に出版、１
９
７
０年代には絵本ブ

画やデザイン、詩画集の出版など幅広い

見るようになっていた。家でも少しは買

ームといわれる状況が巻き起こりました。

分野で活躍して一世を風靡した竹久夢二

ってくれだしたのかもしれない。岡本帰

ちひろが活躍したのはまさにこの時期で

は、子どもの本においても江戸時代から

一（図５）の絵が好きになり、武井武雄

した。

のお伽絵と童画との過渡期を繋ぐ先駆的

（図３）
、初山滋（図４）の絵の夢にあ

な存在でした。ヨーロッパの本からも影

こがれた。
」

されず、何年も読みつづけられる絵本を、

響を受けたやわらかな線と色彩によるモ

戦中から戦後の子どもの本

せつにかきたいと思う。もっとも個性的

「夢二画手本一」１９
２３年

「さざなみのような画風の流行に左右

ダンな子ども像（図

１
９３１年の満州事変から、日本は１
５年に

であることが、もっとも本当のものであ

１）は、それまでの

及ぶ戦争の時代へと突き進んでいきます。

るといわれるように、わたしは、すべて

日本にない新たな表

日中戦争が始まった翌１
９
３
８年には、国家

自分で考えたような絵本をつくりたいと

現でした。２０冊もの

総動員法が施行され、本格的な戦時統制

思う。そして、この童画の世界からは、

子どもの本も手がけ

が始まります。子どもの本にも統制は及

さし絵ということばをなくしてしまいた

ていて、子どもの世

び、１９
４０年代に入ると用紙も割当制とな

い。
」とちひろは語り、絵本でしかできな

界に深い関心を寄せ

り、国家主義が支配的となっていきまし

いことを求め続けました。物語絵本が中

ていたことがわかり

た。
「児童」は「少国民」ということば

心だったなかで、１
９
６
８年以後の至光社の

ます。

に替わり、子どもの本は戦意高揚に利用

絵本シリーズ（図９）で試みた、絵の展

ちひろが誕生した１９１
８年は、鈴木三重

されていきました。１
９
４
３年頃からは出版

開で心の動きを伝える「絵で展開する絵

吉が主宰する児童文学雑誌「赤い鳥」が

点数も減り、数多くあった子どもの雑誌

本」は、ちひろ独自の新たな絵本表現と

創刊された年でした。以後、芸術性を重

は、終戦間際にはついに最後の１誌も休

なりました。

視する子どものための文芸雑誌が次々に

刊となりました。

激動の時代に子どもの本の新しい文化

１
９４５年８月、第二次世界大戦に敗れた

を築き、多くの子どもたちに夢を与えた

いわれる現象が起こります。それに伴い、

日本には、民主主義という新たな価値観

画家たちの、今みてもなお清新な世界を

子どもの本のための画家が求められるよ

がもたらされました。戦後の混乱のなか

ご覧ください。

創刊され、
「児童文化ルネッサンス」とも

（上島史子）
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図１

竹久夢二

花の園 「子供之友」より １
９
１
５年

図３

武井武雄 りんごの皮むき
「子供之友」より １
９
２
７年
＊婦人之友社蔵（後期に出品）

図６

深沢省三 鳩
「赤い鳥」表紙 １９
３
５年

＊婦人之友社蔵（後期に出品）

図４

図７

図２

初山滋 日本けんぶつ
「コドモノクニ 初山滋童画集」より １
９３
５年頃
＊個人蔵

清水良雄 お馬の飾り
「赤い鳥」創刊号表紙 １
９１
８年

図５

岡本帰一 サンリンシャ
「コドモノクニ」表紙
１
９２
６年

村山知義 こぐまさんの家族
「子供之友」より １
９
２７年
＊婦人之友社蔵（前期に出品）
図８

茂田井武 とりよせのおじいさん
「キンダーブック」より １
９
５
６年

図１
０ いわさきちひろ お正月の子どもたち
「こどものせかい」より １
９６
６年
図９

いわさきちひろ 赤い毛糸帽の女の子
『ゆきのひのたんじょうび』
（至光社）より １
９
７
２年

図１
１ いわさきちひろ バラ飾りの帽子の少女
「子どものしあわせ」表紙 １
９７１年
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活動報告

8
月3
0
日（土）鼎談

佐藤卓×面出薫×松本猛“ちひろとデザインを語る”

「はじめてみる、ちひろの世界。いわさき

面出薫（以下、面）
：多分、卓さんの話を

松：箱に入れるということは標本箱にする

ちひろ×佐藤卓＝展」の関連イベントとし

聴いた職員は、美術館の活動に置き換えて

ことで、見せるものにするというルールを

て、同展をプロデュースしたグラフィック

考えたんじゃないかな。絵を見に来る人た

つくることですよね。卓さんがデザインし

デザイナーの佐藤卓さんと当館副館長で照

ちにどう伝えるか、伝えるためにどんな企

たお菓子のチロリアンの人形を箱から取り

明デザイナーの面出薫と、ちひろの息子で、

画をしたらよいか、と。

出して、等身大の人形として見せたのはど

ちひろ美術館常任顧問の松本猛による鼎談

佐：美術館の仕事も作品と人をつなぐとい

うしてですか？

を開催しました。その一部を以下に紹介し

う意味では、デザインですよね。

佐：展覧会の場合は、まず、空間をどう生

ます。

面：この展覧会で、僕がおもしろいと思っ

かせるかを考えます。箱のなかだけに収ま

ちひろ美術館のロゴマーク

たのは、展示室２のちひろの線の作品。今

るのではなくて、外とつなげるための要素

松本猛（以下、松）
：佐藤卓さんとちひろ

まで美術館が展示してこなかったスケッチ

がほしいなと思いました。

美術館との関わりは、１９
９
６年に、ちひろ美

や素描がたくさん選ばれていますね。

松：あの人形の存在によって、展示室自体

（原島恵）

術館のロゴマークをデザインしていただい

がひとつの箱になって、僕たちが、箱のな

たところからですね。

かに飛び込んで一緒になって楽しむことが

佐藤卓（以下、佐）：マークを考えたとき、

できるような印象を受けました。

ちひろの絵をそのまま使ってシンボルにす

展示室４では箱のなかでちひろの絵とコラ

る方法もありました。だけど、ちひろだけ

ボレーションしていますね。

の美術館という印象にしてよいのかという

面：箱のなかに、ちひろの絵と一緒に入れ

ことを伺いましたよね？

佐：ちひろの絵ってやさしさとか癒しとか

ているオブジェは直観的に意識を高めて選

松：はい、ちひろ美術館の柱はふたつあっ

情緒的に語られることが多いですよね。私

んだのですか？

て、ひとつはちひろ、もうひとつは世界中

は改めて上手いなって感心したんです。多

佐：これはかなり直観です。普段、デザイ

の絵本画家のコレクション。子どものため

分、対象を見て、言語化する前に描かれて

ンは目的を定めて、それに合うプロセスを

の文化という普遍的なテーマです。

いる線なんですよ。下描きとかしていない。

決めて組み上げていくのですが、今回は私

佐：美術館のシンボルとなるマークを考え

線の豊かさに惹かれました。それで、もう

が感じたものを絵とかけあわせました。ち

ることは、これから先の美術館の在り方を

一回、ちひろさんの絵をすべて見させてい

ひろの絵があって、かけあわせるものがあ

深く考えることでもありました。このマー

ただきました。

って、その答えは見る人がそれぞれ自由に

クのモチーフはひとみです。ちひろが描く

松：卓さんが選んだ作品は、無意識のなか

想像していただけばいい。

子どものひとみがとても印象的ということ

で描かれた線の絵が多い気がします。１枚

面：僕は最初、卓さんに、展示のなかにこ

もあって。まんなかの小さな丸とその上下

の完成した絵は、いわば完成した料理のよ

とばをつけてくださいっていったんだよね。

の半円は色を変えています。これ、印刷の

うなもので、今回展示している絵は、料理

だけど、このコラボレーションはことばで

ときに版ずれを起こすとすぐにわかるんで

する前の素材のように感じます。

説明するのではなく、余韻を残したことが

すよ。高い精度で印刷を管理しないとダメ

佐：そうですね。デザインの仕事をしてい

よかったと思います。

だということを測るためのものでもあるわ

ると、完成を求められるのですが、本当は

佐：ことばって、とても強いんですよね。

けです。ちひろの絵って、とてもデリケー

完成なんてないんですよね。例えば、商品

だからこそことばにしなければいけないこ

トで印刷に置き換えたら、あのにじみやぼ

なら使われて、ゴミになって、資源になっ

ともあるのだけれど、ことばにすることに

かしの色はなかなか出ない。それをどこま

て循環していくわけですから。普段、完成

よってデリケートな部分が消えてしまう場

で近づけるかということが大切でしょう。

という概念に束縛されていると、完成され

合もあるので、気をつけています。

デザインはつなぐこと

ていないものにとても惹かれます。一度、

面：この展覧会にはちひろは知らないけれ

松：今回の展覧会が実現するきっかけのひ

ちひろさんの絵をバラバラにさせていただ

ど、佐藤卓は知っているという人たちもた

とつに、卓さんが美術館の職員向けにして

いて、この部分をちょっとよく見てみませ

くさん来てくれています。こういう切り口

くれたレクチャーがありましたよね。

んか、とパターンにしてみました。非常に

でちひろを知ってもらえるということはこ

佐：デザインって結構誤解されているので、

魅力的な線をひとつの素材にして、デザイ

れからの美術館にとって必要なことだと思

その誤解を解きたいという思いがありまし

ンを通して、別のものに置き換えるという

います。

た。デザインって、なんとなく、恰好よく

実験をして、バナーをつくったんです。

佐：ちひろの絵そのものは変わらないけれ

するとか、すっきりさせるとか、おしゃれ

「箱」で見せる

ど、人の側は環境も、世界情勢も、豊かさ

にするとか、商品だと売れるようにすると

面：今回は箱のなかに作品を収めましたよ

とは何かという意識もどんどん変わってい

いったイメージがありますよね。だけど、

ね。僕も、箱に照明を仕込むためにお手伝

きますよね。そうすると、実は、変わらな

デザインって間をつなぐことなんですよね。

いしましたけれど。

いとされている作品も相対的に変わってい

デザインは主役ではなくて、その奥にある

佐：美術館もいってみれば、ひとつの箱じ

るんですよね。人は「知っている」と思う

ものと人の間をつなぐ。つなぐためには人

ゃないですか。我々の家も箱だし、箱のな

と、もう見ようともしないんですよね。時

の中身も理解しなければいけない。デザイ

かでいろいろなことが起こっている。

代を超えて残ってきた芸術作品を次の世代

ンが関わりのないものなんてひとつもない

使ったらすぐに捨ててしまうような商品を

にむけて接点をつくるとき、全然違う見方

んですよね。文字ひとつとっても、医療も

箱のなかに入れることで、意識化すること

や伝え方を通して、いかに知らないかって

政治も、教育も福祉もありとあらゆるとこ

ができると思ったんです。今回の展覧会で

いうことに気づいてもらう努力はしていく

ろにデザインはあります。全部がデザイン

は、箱がひとつのテーマにもなっているん

べきなんじゃないでしょうか。そこにデザ

です。

です。

インが関わる意義があるように思います。
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ふたこと
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美術館
日記

窓

7月3日（木）

おもしろさを五感で教えていただ

に深く思いを巡らせることを、手

初めて、ずっと好きだったちひろ

き、もっと楽しんでものごとにふ

助けするようなものに仕上がって

の絵を見ることができました。く

れていこうと思いました。
（あさみ）

いたと思いました。

しくも先日、集団的自衛権が憲法

8月24日（日）

9月14日（日）

解釈によって可能となりました。

今日はにじみ手法でキーホルダー

朝一番乗りでここへ来ました。長

井上ひさしの『子どもにつたえる

をつくる体験がしたくて来ました。

く子どもと関わる仕事をし、ちひ

日本国憲法』の絵本を見て息が詰

実際、自分が体験してからちひろ

ろさんの子どもたちの絵が「その

まりました。まだ私たちは生きて

さんの絵を見ると、今まで見てい

姿」そのもので、若いときから大

いる。どう生きていくか、胸に迫

たより、もっと身近に感じると共

好きです。世界中の子どもたちの

ってきました。 （ShokoSat
o）

に、とても難しいものだな～と感

平和を願わずにはおれません。

8月8日（金）

じました。主人と２人で、偶然似

絵とものが組み合わされた箱。そ

ているにじみになり、びっくりし

9月18日（木）

の世界感に引きつけられました。

ました。

１歳８ヵ月の息子と見ました。海

まるで目の前でその絵の出来事が

8月29日（金）

と漂流物、ゆれる桜並木と流線形

起こっているようで音や声が聞こ

現実のものと絵を合わせると、ど

の幹が好きです。息子も天井から

えてきた気がします。とても豊か

うしても現実のもののほうが強く

吊られたちひろさんの線を指差し

な感情が芽ばえました。
（中１N.
A）

なります。しかし、佐藤卓さんの

て見ていました。雷・花火・雨・

8月13日（水）

コラボはそれを恐れず、絵の一部

波。息子に初めて買った絵本は、

佐藤さんのデザインに刺激をいた

がこちらにやってきたような、も

おふろ好きだったので『おふろで

だきました。“感性”を磨くことの

しくは絵の内側に、こちらがさら

ちゃぷちゃぷ』でした。
（Kayo.
Y）

7月20日（日）

込まれ、館内にはいつもと違う空

中国・深圳から、芸術学校の小学

本日より、東京・安曇野両館で公

間が出現。午後３時に外気温度計

生と保護者の団体が来館。子ども

式Facebookがスタート。SNSに

は３８.
２度を記録。今夏一番の猛暑。

たち全員がスマホを持ち、オンラ

不慣れなスタッフも多く、みんな

8月8日（金）

インチャットをしながら館内を活

ドキドキ。今後、リアルタイムで

いわさきちひろ４０回目の命日。数

発に歩き回って見学するさまに、

美術館のようすをお伝えできれば。

日続いた猛暑も和らぎ、ちひろフ

中国の発展のようすを垣間見る。

7月23日（水）

ァンの方や関係者からのお花が、

8月24日（日）

関東地方もいよいよ梅雨明け。美

カフェや図書室を可憐に彩る。

「いわさきちひろ×佐藤卓＝展」

術館の外気温計は３５度を超え、本

8月10日（日）

期間中、ちひろの線とコラボレー

格的な夏到来。

台風１１号の影響で、朝から激しい

ションするワークショップを図書

7月27日（日）

雨と風のなか、開館前に防災のス

室で開催。４種の線から好きなも

ちひろの水彩技法ワークショップ

タッフミーティングを開催。繁忙

のを選び、鉛筆で自由に描き足し

は、事前の受付が始まってすぐ定

期を迎え、初期救命手順などを、

て色鉛筆で彩色する。夏休み中と

員に達する人気企画。今回は、水

スタッフ一同で復習。

いうこともあり、毎日たくさんの

彩絵の具のにじみや白抜きの技法

8月17日（日）

名作が！集まった作品からいくつ

を使って、みんなで朝顔を描いた。

橋寛憲さんを講師に招き、午前と

かを額装し、展示室４で公開中。

8月5日（火）

午後の２回にわたり、親子を対象

9月17日（水）

展示替え最終日。壁には特製照明

にした針金造形ワークショップを

残暑もひと段落。美術館の庭では

つきの展示箱、天井からは大バナ

開催。親子連れの来館が増えて、

ツクツクボウシが鳴いているが、

ーが設置され、今日は、私より大き

館内もにぎやかに。

トンボの姿も。空の高さ、風のに

なチロリアンの人形が５体も運び

8月21日（木）

おいに、秋の訪れを感じる。

（岩崎秀行＆信子）

（大阪府

（M.
S）

山下寿子）

シンセン

／

「世界のなかでの私たち−板東俘虜収容所から学ぶもの」
竹迫祐子 （公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

その俘虜収容所では、捕虜のドイツ兵

いた中国青島に日本軍が侵攻、激戦の果

い。人道的に扱うべき」という考えがあ

を対象に、日本語や中国語等の講習会が

て４７０
０人近いドイツ兵捕虜が日本に送ら

りました。バームクーヘンで知られるカ

開かれ、元職人であった民間人兵士たち

れます。そのため、１９１４年（大正３）に

ール・ユーハイムは、板東と同様の理念

は腕を振るって、家具や楽器、パン、ソ

福岡県の久留米を始め、全国１０数ヵ所に

で運営された広島市の似島俘虜収容所で

ーセージやウィスキー、靴や洋服をつく

収容所が設けられますが、左記の収容所

過ごし、戦後も日本に留まった人でした。

り、地元の人も買いに来ていた。新聞も

は、１９１６年（大正５）に徳島県鳴門市に設

この８月、国連の差別撤廃委員会から

発行され、人形劇団やオーケストラが編

置された板東俘虜収容所。映画「バルト

日本政府に対し、人種差別を扇動するヘ

成されて、日本で初めてベートベンの第

の楽園」でご存じの方もあるでしょう。

イトスピーチ（嫌悪表現）への対応を求

九が演奏されたのもその収容所だった。

居住空間こそ６畳の部屋に４人という悪

める再度の勧告がなされました。私たち

環境でしたが、捕虜の扱いは公正で、生

は、どのような姿勢で、他の国の人たち

紛れもない日本のこと。教えてくださっ

産や文化活動も認められていたといいま

と向かい合い、認め合って手をつないで

たのは、絵本作家のスズキコージさん。

す。そこには、所長の松江豊寿陸軍中佐

いくのか。板東や似島俘虜収容所の歴史

第一次世界大戦時、ドイツが租借して

の「捕虜は愛国者であって犯罪者ではな

から学ぶところは大きいように思います。

いったいどこの国の話かと思いますが、
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●次回展示予定

2015年3月1日
（日）～2015年5月24日
（日）

〈企画展〉絵本『窓ぎわのトットちゃん』展

〈企画展〉聖コージズキンの誘惑展

何もかもがユニークな小学校・トモエ学園での
日々をつづった黒柳徹子（当館館長）の自伝的物
語『窓ぎわのトットちゃん』が絵本になりました。
本展ではトットちゃんの世界を、黒柳徹子のこと
ばと、ちひろの絵で紹介します。

奇想天外な発想とダイナミックな描写で作品を描
き続けている画家スズキコージ。本展では、デ
ビュー作から新作までの絵本原画や、画家の原点
ともいえる若き日のスケッチブック、ライブペイ
ンティングから生まれた作品などを紹介します。

こげ茶色の帽子の少女 １
９
７
０年代前半

2015年

スズキコージ

やまのディスコティック ２
０１
３年

年間展示予定 ５／２７（水）～８／２（日）ちひろの本棚／没後１０年 長新太の脳内地図

※展示タイトル、会期、内容は変更に
なる場合があります。

８／５（水）～１
０／２５（日）戦後７
０年 ちひろ・平和展への願い／ホジェル・メロ展
１
０／２８（水）～１／３
１（日）
『まるごとちひろ美術館』

ちひろ美術館・東京イベント予定 http:
/
/
www.
chi
hi
r
o.
j
p/

ht
t
ps:
/
/
www.
f
acebook.
com/
chi
hi
r
o.
t
okyo

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）
。
※イベント申し込みは、先着順です。また、参加費が記載されていないイベントは無料です。TEL．
０
３－３
９
９
５－０
６
１
２ Emai
lchi
hi
r
o@gol
.
com

●わらべうたあそび

〈お得なイベント〉

○日
○対
○定

●ドレスコード特典

時：１１月１５日（土）１１：００～１１：４０
象：０～２歳までの乳幼児と保護者
員：１５組３０名 要申し込み１０月１５日（水）受付開始

●〈企画展〉夢二からちひろへ 関連イベント
スライドトーク「夢二からちひろへ」
○日
○講
○定

時：１１月２３日（日）１５：００～１６：００
師：竹迫祐子（安曇野ちひろ美術館副館長）
員：５０名 要申し込み１０月２３日（木）受付開始

●没後４０年記念 酒井京子講演会「いわさきちひろと紙芝居」
ちひろの『花の童話集』などを手がけた童心
社の編集者であり、また日本独自の文化であ
る紙芝居文化を国内外に発信する酒井京子が、
ちひろの仕事や、紙芝居の実演とその魅力を
語ります。
紙芝居「お母さんの話」
○日 時：１２月６日（土）１５：００～１６：３０
印刷物 １
９４
９年
○講 師：酒井京子（株式会社童心社取締役
会長・公益財団法人いわさきちひろ記念事業団監事）
○定 員：６０名 要申し込み１１月６日（木）受付開始
○参加費：５００円

「ぶどうを持つ少女」が１１年ぶりに東京館
に展示されるのにちなみ、会期中、紫色の
ものを着用されたお客さまに、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（１名まで１回限り）。
ぶどうを持つ少女 １９７３年

●平日ペア特典

会期中の平日、ペアでお越しのお客さまは、通常２名で１６
０
０円のとこ
ろ、１３００円でご入館いただけます。詳細はHPをご参照のうえ、割引
特典のページをプリントアウトして持参するか、該当ページの画面を
受付にてご提示ください。

●無料感謝デー

12月14日（日）

ちひろ美術館を支えてくださっている皆さまへ、感謝の気持ちを込め
て、入館料無料の感謝デーを開催します。

●成人の日特典
成人の日（１月１２日）にちなみ、１月１０日（土）～１月１８日（日）ま
での間、新成人＊の方は無料でご入館いただけます。
＊１９９４年４月２日～１９９５年４月１日生まれの方。入館時に生年を確認
できる証明書をご提示ください。

〈参加自由、無料のイベント〉
●新春・ちひろの水彩技法ワークショップ

手づくりぽち袋

お正月１月２日から、人気の水彩技法体験ワー
クショップを開催。水彩のにじみを使って、オ
リジナルのぽち袋をつくります。
○日 時：１月２日（金）・３日（土）
１１：００～
○対 象：５歳～大人
○定 員：７０名（当日受付１０：００～。最終受付１５：００）
○参加費：２００円

●ファミリーギャラリー
トーク

●ガーデントーク
ちひろの庭の花めぐり

１１月２２日（土）１４：００～

１１月２３日（日）
１４：００～１４：３０

●松本猛ギャラリートーク
１月１８日（日）１４：００～

●ギャラリートーク

●えほんのじかん

毎月第１・３土曜日 １４：００～

毎月第２・４土曜日 １１：０
０～

●おもちゃのひろば

●年末年始・冬期休館のお知らせ

○日
○対
○定

ちひろ美術館・東京は、２０１４年１２月２８日（日）～２０１５年１月１日（木）
まで休館、新年は１月２日（金）より開館します。２０１５年２月１日（日）
～２月２８日（土）までは、館内整備のため冬期休館いたします。

時：２０１５年１月１８日（日）１０：３０～１２：００
象：３歳～未就学児とその保護者
員：１０組２０名 要申し込み１２月１８日（木）受付開始
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