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●展示室1・3

絵本になった！『窓ぎわのトットちゃん』展
●2015年3月1日
（日）～5月24日
（日）
『窓ぎわのトットちゃん』は、トモエ学

教育に初めて取り入れたことで知られる

フ親善大使として紛争地に出かけ、多く

園で小学校時代を過ごした当館館長・黒

小林宗作先生が、１
９
３
７年に自由ヶ丘に創

の子どもたちが飢えて逃げ惑い、孤児に

柳徹子の自伝的物語です。戦後最高のベ

設した学校です。電車を教室に使ったり、

なっている現状を報告し続けています。

ストセラー（累計７９
６万部）となったこ

授業はそれぞれが好きな科目から勉強し

小林先生の「みんないっしょだよ」とい

の物語が、小さな子にも読みやすいよう

たりと、なにもかもがユニークな学校で

うことばが、今も黒柳のなかにしっかり

に、１００点以上のちひろの絵の入った絵

した。男の子も女の子も、障害のある子

と根付き、窮状にある世界の子どもたち

本になりました。破天荒なエピソードに

も、
「みんないっしょだよ」といい続けた

のための活動を続ける礎となっています。

事欠かない女の子・トットちゃんを、ち

校長先生のもと、トットちゃんや友だち

黒柳の１
６歳年上で、青春時代に戦争を

ひろが知っていたかのように、その絵は

はのびのびと個性豊かに育っていきます。

体験したちひろは、戦後に画家となり、

文章にぴったりと合っています。本展で

しかし、日本が戦争へと突き進んだこの

生涯をかけて子どもを描き続けました。

は、戦争の時代にも夢を失わずに生きた

時代、次第に子どもたちの生活のなかに

黒柳はちひろの絵が「子どもって、こん

トットちゃんの物語を、絵本に収録され

も戦争が恐ろしい姿を見せ始め、１
９
４
５年、

なに可愛いのよ」
「この子たちを泣かせな

た絵とともに紹介します。

ついに東京の空襲でトモエ学園は焼けて

いで」と語りかけてくるといいます。終

トットちゃんの通った学校・トモエ学園

しまいました。

戦７
０年の今年、ちひろと黒柳徹子が共通

黒柳徹子とちひろに共通する願い

して願い続けた子どもの幸せの意味を、

小学校を１年生で退学になったトット
ちゃんが通うことになった新しい学校・

大人になったトットちゃん＝黒柳徹子

トモエ学園は、リトミックを日本の音楽

は、女優として活躍する一方で、ユニセ

トットちゃんの物語を通して見つめ直し
ます。

（上島史子）

●展示室2・4
セント

〈企画展〉 聖コージズキンの誘惑展
●2015年3月1日
（日）
～5月24日
（日）

協力：姫路市立美術館、Bl
uej
ay、イースト・プレス、架空社、講談社、集英社、
ビリケン出版、福音館書店、平凡社、保育社、未知谷
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
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グ・ストーンズ＊の名曲「Pa

ージュして制作されました。この作品に

覧会に続き、今春、当館でも絵本画家ス

から発想を得て、「昔から僕のなかに内

はふたりの反原発への思いと平和への願

ズキコージの展覧会を開催します。

蔵していた生き物」だったといいます。

いが込められています。

本展では、絵本原画や反原発の思いを

インクとコラージュの素材感を生かした

ライブペインティング＆コージズキンの巣

込めた作品、安曇野で制作された再現ア

躍動感あふれる描画が、画家の新たな一

トリエなどを、５つのテーマから紹介し

面を生み出した作品となっています。

２０１４年秋の安曇野ちひろ美術館での展

アトリエ

画家自身の監修により、安曇野の展示
に際して再現されたアトリエ「コージズ
アトリエ

ます。
アッチ

＊イギリスのロックバンド

コッチ

ソッチの絵本

LOVE＆PEACE

キンの巣」
（図６）
。萌黄色の壁には画家
が愛する映画のポスターが貼られ、絵の

「絵本を一冊つくるのは自作自演の映

２０
１１年３月１
１日に発生した東日本大震

具や絵筆が床に散乱する空間は、一時前

画を撮るようなおもしろさがある」と語

災では、東北地方の太平洋沖を観測史上

まで画家がこの場所で描いていたかのよ

るスズキは、常に斬新な発想と魅力にあ

最大の地震が襲い、巨大津波が壊滅的な

うな雰囲気を漂わせています。アトリエ

ふれる作品をつくり続けています。

被害をもたらしました。さらに、津波に

内の作品
「NEO サルビルサ」
は、昨年９

あぶないよ』（図１）

より制御不能となった福島第一原子力発

月、この場所で行なわれたライブペイン

は、擬人化された“きゅうりさん”が、

電所が、大量の放射性物質を漏洩する事

ティング
（図５）
で、一匹の獲物をめぐり、

角付の帽子や瓶底眼鏡などを身に付け、

故へと発展します。３１
.
１と娘の誕生が、

国同士の戦争へと発展する物語を描いた

頁をめくるごとに変身していくナンセン

「かなり僕にとってレボリューションだ

絵本『サルビルサ』（図４・１
９
９
１年）を

ス絵本。作者不明のわらべ歌を、画家が

った」と語るスズキは、反原発のメッセ

テーマに描かれました。音楽が流れるな

自分流に解釈し、奇想天外なストーリー

ージを込めた作品も制作しています。

か、キャンバスにバケツの水をかけた後、

『きゅうりさん

この原発事故は、史上最悪と称された

掌で画面全体に絵の具を塗り、指、筆、

ねずみ

旧ソビエト連邦（ロシア）のチェルノブ

筆の柄なども使って描き進めると、色彩

がでるから」が繰り返される反復の展開

イリ原子力発電所の事故（１
９
８
６年）に相

の重なりが次第に像を結び、ふたりの国

が、「さらなる変身」と「ねずみの登場」

当すると位置付けられました。「原発事

王が争う迫力ある場面が登場しました。

を見るものに期待させます。

故のせいで子どもたちは泥まみれで遊べ

作品は、キャンバスの枠を超えて壁や床

につくり直しました。
「きゅうりさん
そっちにいったら

あぶないよ

『ブラッキンダー』
（図２）は、インク

なくなり、感性の芽が摘まれてしまう。

にも広がり、
２
３年のときを経て、新生
『サ

の“ブラッキン”とサボテンの“キンダ

子どもの感性が滅びるということは絵本

ルビルサ』の世界が姿をあらわしました。

ーちゃん”が、おもちゃの舟に乗って湖

も滅びるということ」と語るスズキ。

このほか、遊び心あふれる立体を集めた

や砂漠を旅する物語。『大千世界の生き

「NO NUKES!
」
（図 ３）は、チ ェ ル ノ

「GRAND BI
MBO ART」
、若 き 日 の 作

物たち』（１
９９
４年）に登場する、古いイ

ブイリでの事故後も放射能に汚染された

品を紹介する「BEFORE コージズキン」

ンクの妖精“ブラッキン”を主人公にし

村で生活を続ける人々の姿を収めた写真

のコーナーも設けて、スズキコージの魅

た絵本で、画家が大好きなザ・ローリン

家・本橋成一の写真集を、スズキがコラ

力の全貌を紹介します。 （宍倉恵美子）
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●展示室1・3

図２

図１

絵をかく女の子 １
９
７
０年

図３

垣根ごしにのぞく子ども １
９
７
０年

図５

算数の問題を考えている
女の子 １
９
６９年

図６

並んでお弁当を食べている子どもたち １
９６
６年

こげ茶色の帽子の少女
１９７
０年代前半
図４

猫とランドセルをしょった子ども １
９
６
９年

●展示室2・4

図１ 『きゅうりさん

あぶないよ』
（福音館書店）より １
９
９
６年

図５

安曇野でのライブペインティ
ングのようす ２
０１
４年

図２ 『ブラッキンダー』（イースト・プレス）より ２
０
０
８年

図３ 「NO NUKES !
」
２
０１
１年

図４ 『サルビルサ』
（ほるぷ出版
／架空社）より １
９
９１年

アトリエ

図６

再現アトリエ「コージズキンの巣」 ２０
１
４年

3

活動報告

1
1
月1
5
日
（土） 内藤廣講演会
安曇野ちひろ美術館（1997年）
安曇野館の予定地は、本当にきれいな
黄金色の棚田で「ここに美術館をつくっ

「ちひろ美術館との2
0
年」

ました。この小さな建物には、無骨な鉄

ーマンショッ

パイプや角パイプは似合いませんから。

ク、２
０
１
１年に

トットちゃんの広場（2016年オープン予定）

３１
.
１（東 日 本

ていいのか」と自問したくらいでした。

安曇野ちひろ美術館の周囲に広がる村

大震災）が起

スケッチを何十枚も描いて、模型もたく

営の公園を拡充する計画が進行中です。

き て、ま だ

さんつくりましたね。展示室という閉じ

その一角に「トットちゃんの広場」を建

我々はその余

た箱をつくりながら、外へ広がるような

設しています。黒柳館長の小学生時代の

波のなかにい

構成を意識すると同時に、少人数で運営

思い出がつづられた『窓ぎわのトットち

ます。私は三

できるよう、中庭越しに見通しをよくし

ゃん』に出てくるトモエ学園の電車の教

陸に通い続け

たり…設計には大変苦労しました。私は

室を再現し、飯ごう炊さんや読書を楽し

ていますが、先々週は福島の警戒区域に

「海の博物館」
（三重県鳥羽市）では大

むことのできる、当たり前のなにげない

も入る機会がありました。町がそのまま、

きい木造建築を手がけましたが、ちひろ

場所、でもなにかおもしろい場所にでき

ゆっくりと廃墟になっていくような、背

美術館は仰々しさが似合わないので、６

たらいいなと思っています。完成したら、

筋が寒くなるような風景でした。

−８ｍ間隔のしっかりとしたコンクリー

こんなに広大で整備された公園をもつ自

トの構造体にデリケートな木材を架け渡

治体はほかにないのではないでしょうか。

てちひろ美術館に来館される方々も多い

す格好をとりました。オープンのときに

それも「県」ではなく「村」ですから、

ように感じます。そういう場所であり続

館長の黒柳徹子さんから「北アルプスの

すごいことです。

けるべきだと私は思いますし、建築家と

山並みと屋根の形が重なりあってる！」

20年を振り返って−社会と美術館−

してそのお手伝いができたことを、とて

不安定な世の中で、心の拠り所を求め

私は今、ちひろ美術館の評議員もして

も幸せだと感じています。今の時代、美

たんですよ（笑）。

いますが、建築家がひとつの美術館にこ

術館はどういう役割を果たすべきなのか

ちひろ美術館・東京（2002年）

れほど長く関わることは、あまりないこ

が問われています。もっと違った形にな

とです。こうなったら死ぬまでおつきあ

っていかなくてはいけないのではないで

いさせていただきたいと（笑）
。

しょうか。人の内面を深く掘っていくア

といわれましたが、実はそれ、偶然だっ

東京館を建て替えるにあたっては、増
改築を繰り返した迷路のような前の建物
の雰囲気を活かし、敷地内の大きな３本

美術館というのは、単体で存在するの

ートの世界と、人と人との関係をつくる

のケヤキも残そうと考えました。木を避

ではなく、世の中の紆余曲折を受け止め

デザインの世界、この２つをつなぐ場所

けて展示室を配置するために部屋の形を

るような格好で存在しています。時代と

が求められているのかも知れません。建

三角形にしたり、斜線制限が効いている

建物はシンクロしているのです。２
０年を

築家としては、人が本当に「ここに居て

ところは天井を斜めにしたりしたので、

振り返ると、１
９
９
５年に阪神淡路大震災が

もいいんだよ」と建物にいわれているよ

直角に交わる壁がほとんどない、不思議

あり、約６０
,
０
０人が犠牲になりました。同

うな「居場所」をつくるのが、これから

な形の空間が生まれました。外壁は、黒

じ年にオウム真理教の地下鉄サリン事件

の私の役割だと思っています。

柳館長の希望でこの鈍いエンジ色に落ち

も起き、バブルがはじけて世の中の骨組

建築関係の参加者からは、構造設計や

着きました。植栽の緑とよくマッチして

みが壊れ始めてきているときに安曇野館

建材などのお話が「有意義だった」
「勉

います。また、狭い敷地を寸法以上に広

が完成しました。東京館が２
０周年の節目

強になる」
、一般の方からも「分かりやす

く感じさせるために、わざと建物を分棟

に 建 替 え を 進 め て い た２
０
０
１年 に は９１
.
１

い内容」
「人柄が滲み出ていてよかった」

配置し、構造の柱には特注した「熱押し

（アメリカ同時多発テロ事件）で世の中

との感想が多く寄せられ、あっという間

鋼」の十字柱を採用して軽やかさを出し

がまた騒然となりました。２
０
０
８年にはリ

の１時間半でした。

（中平洋子）

1
2
月6
日
（土） 酒井京子講演会「いわさきちひろと紙芝居」
『花の童話集』を手がけた編集者であり、

まう、まったく逆です。文章を書いたの

ていく連続性が大切ですが、それを色で

紙芝居文化を発信し続ける童心社の酒井

は、童心社初代編集長の稲庭桂子さん。

つくっている。そして、紙芝居はこうあ

京子さんが、紙芝居の実演とともに、ち

「でもね、坊やは石ころのように黙って

るべきという典型のようです。紙芝居に

ひろの仕事や紙芝居の魅力を語りました。

はいないでしょう。悲しいこと、つらい

は、その場面がなにを語っているのか、

その一部をご紹介します。（川添さやか）

ことに負けないで戦うでしょう」という

観客のみなさまが瞬時に把握出来る絵が

紙芝居『おかあさんのはなし』1949年

母親。生きること、困難にも打ち勝って

必要です。ちひろさんは、紙芝居の絵な

・「つとめをやめて、絵だけをかいて生

いくことがどんなに大事なことか、それ

ら、単純な線で、象徴化した方がよいと

きていける――私は一生けんめいになり

をいいたくて、この作品を書いたのだと

いうことを、感覚的にわかっていたと思

ました。（中略）しあわせでしあわせでた

思います。そしてその稲庭さんの決意に

います。天才的なデッサン力に裏打ちさ

まりませんでした。」＊ のちに書かれた

ちひろさんも強く共鳴して、この絵が出

れているなぁと感じます。

文章から、ちひろさんの、当時のこの仕

来たのだと思います。母の愛だけではな

・紙芝居は肉声で語って集団で見る。そ

事への熱気が伝わってきます。

い“生きていくということは、こういう

れが基本ですから、演者と観客、観客と

・この作品は、お話の最後がアンデルセ

ことだと思う”と作家と画家のふたりが

観客の間にコミュニケーションが生まれ

ンの原作と大きく違っています。母親は

語っている、それがこの作品の命だと思

てきます。ですから、世界的にみても意

たとえつらい人生が待っていても、生き

います。そういう意味で今の時代を生き

味のある文化財だと思います。よい作品

ることはよいことだと、死神から子ども

ている子どもたちに手渡したい作品です。

を子どもたちがみんなと一緒に共感して

を取り戻しますが、原作では、死神が子

・作品の特徴としてまずいえることは色

いく、それが大事なのではないか、そう

どもを誰も知らない国へ連れていってし

の美しさです。紙芝居は次へとつながっ

思いながら紙芝居の活動をやっています。
＊「アンデルセンの絵と私」
（
「母のひろば２
０号」
童心社１
９
６
５年）より抜粋
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ひとこと
ふたこと
みこと

美術館
日記

10月4日（土）

12月2日（火）

新年おめでとうございます。入館

ちひろさん、やっと来られました。

生き方がブレずに、子どもを愛し、

したとき、疲れた心が一気に吹き

第１子を亡くした深い悲しみに、

平和の尊さをずっと訴え続けたち

飛んだような感じがしました。ち

もう笑うことなどできないと思っ

ひろさん。６１歳最後の日をここで

ひろ美術館は、私にとってのパラ

ていましたが、大好きな絵をきっ

過ごせたことが、自分への大きな

ダイスです。

かけに、また笑顔をとり戻すこと

プレゼントです。

1月10日（土）

ができました。 （京子・柚子菜）

12月9日（火）

今まではちひろさんの絵に会いに

11月2日（日）

毎年主人とちひろのカレンダーを

来ていましたが、今回初めて川村

初めて来館しました。ちひろさん

買いに来るのが一年のしめくくり。

忠晴さんの“植物の灯り”をもう

の息づかいを感じました。普通で

心のあたたかくなるちひろの絵を

一度見たいと思い来館しました。

あること、平和であることの大切

見て、また一年頑張ろうという気

何回見ても、優しい灯りに気持ち

さ、ありがたさを思います。
（則男）

持ちになりました。感謝。
（R.
Y.
）

がぽかぽかになります。
（akemi
）

11月26日（水）

12月19日（金）

1月11日（日）

児童教育学科で子どもの勉強をし

ちひろさんの絵の前に立つと、透

「夢二からちひろへ」展、興味深

て、
「童画」ということばを初めて

明な気持ちになれるのはどうして

く拝見しました。見応えありまし

聞きました。絵本とも挿し絵とも

だろう。今日は母の誕生日。お母

た。ちひろさん始め、さまざまな

違うインパクトのあるものばかり。

さん、私を生んでくれてありがと

先駆者たちがいらして、現代の日

「夢二からちひろへ」展を見て、

う。このことば、ちひろさんの絵

本の豊かな絵本文化がつくられた

誰もが人から影響を受け共存して

を見ていつも思い出す。（サチヨ）

のですね。これからも、絵本に関

いるのだと強く感じました。（S）

1月2日（金）

する企画展、期待しています。
（K）

11月23日（日）

12月19日（金）

「大人になること」をカードにし

韓国から来日中のNGO絵本美術

区立石神井東小学校から、１７日に

て差し上げた。親御さんから、ぜ

館準備チームのメンバー１６名が、

４年生が、本日は３年生が来館。

ひ新成人のわが子に伝えたい、と

昨日の安曇野館に続き、本日は東

３年生の９割近くが、ちひろ美術

の声も聞かれた。

京館を訪問。絵本美術館をテーマ

館に来たのは今日が初めて、との

1月10日（土）

に、短時間ながらも密度の濃い意

こと。この来館をきっかけに、
“美

「こどものへや」近くの落葉した

見交流が行われた。

術館”をより身近に感じる子ども

モミジの枝に、小鳥の巣を発見。

12月14日（日）

たちが増えてくれたらうれしい。

夏の葉陰の親鳥とヒナの営みを想

入館無料の感謝デー。恒例のギャ

1月3日（土）

像すると、あたたかい気持ちに。

ラリートーク、えほんのじかんス

新年は２日より開館、「新春・ちひ

1月15日（木）

ペシャルに加え、地元のイクメン

ろ の 水 彩 技 法WS手 づ く り ぽ ち

「感じる、気づく、そして未来を

パパプロジェクト「ねりパパ」に

袋」を開催した。本日は国際色豊か、

考える」（主催：JBBY、共催：ち

よる読み聞かせ＆ライブも開催。

ロシア語、中国語、ポルトガル語

ひろ美術館、津田塾大学）開催。

多くの親子連れでにぎわった。

や英語が聞こえるなか、工夫を凝

ちひろ作品を映したスクリーンを

12月16日（火）

らした作品ができあがった。ロシ

背に、ギター（村冶佳織）、ピアノ

「川村忠晴―植物の灯り―」展開

ア人男性は、数年前にカレンダー

（大島ミチル）の演奏、講演（高

始。落ち葉や木の実の灯りが、図

で魅了されファンになったとか。

畑勲、松本猛）が行われた。絵と

書室や展示室、階段に灯る。作品

1月12日（月・成人の日）

音楽、言葉が相乗し、より深く強

のひとつひとつから川村さんの自

成人の日特典として、１月１０日か

いメッセージを紡ぎ出していた。

然への敬意や愛情が感じられ、見

ら１８日までは新成人の方の入館料

学生スタッフや参加者の若い人た

ているだけで心があたたまる。

を無料に。加えて、ちひろの文章

ちの真摯な眼差しも印象的だった。

（S.
Y.
）

（S.
A.
）

ワークショップ

あか

窓

「桃太郎と私たち日本人の心性」
竹迫祐子 （公財）いわさきちひろ記念事業団事務局長

「日本人の心性を最もよく表現してい

１月１５日に開催された戦後７０年記念の

総じて戦争勝利にむかっていく。戦争が

る物語はなにか。ぼくはそれは「桃太郎」

集いで、アニメーション監督・高畑勲さ

終わってほしいと思っても、「負けても

だと思う。あれは、一方的な征伐の話だ。

んは、池澤氏の文章を紹介しつつ、なぜ

早く降伏したほうがいい」と勇気を持っ

鬼は最初から鬼と規定されているのであ

今も「桃太郎」を繰り返し出版するのか

ていえる人はほとんどいない。「勝って

って、桃太郎一族に害をなしたわけではな

を問いかけました。どんなに書き直して

終わらせる」しか選択肢はない。日本人

い。しかも桃太郎といっしょに行くのは

も、この物語は明治期に福沢諭吉も指摘

は、周囲との同調同化が大切で、
「集団的

した通り、理由なき一方的征伐。その痛

無意識」
「鈍感さの共有」という心性も持

怪しげな給料で雇われた傭兵なのだ。
（中

快さが好きというのが日本人の心性だと。

っている。だからこそ、理性を眠らせな

略）彼らは鬼ヶ島を攻撃し、征服し、
略奪し

１９３
５年（昭和１０）生まれの高畑さんは、

いで「戦争を始めないこと」が大事。そ

きび

友人でも同志でもなくて、黍団子という
よう

て戻る。この話には侵略戦争の思想以外

開戦時の日本人の熱狂を、子どもながら

のなにもない。」これは、平成１０年から１４

に見ていたといいます。

年まで高校の『国語Ⅰ』の教科書（筑摩書
房）に掲載されていた池澤夏樹氏の文章。

の唯一の歯止めが、憲法第９条なのだと。
お話を聴いて、今こそ私たち自らの本

そんな心性の日本人は、ひとたび戦争

質を冷静に見つめ、歴史の愚行を繰り返

が始まってしまえば、文句はいっても、

さぬ英知を、持たねばと強く思います。
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2015年5月27日
（水）～8月2日
（日）

笛を吹く少年と本を読む少女
１９６０年代前半

ちひろの本棚

〈企画展〉 没後１
０年「長新太の脳内地図」展

ちひろは、どのような本を読んでいた
のでしょう？アトリエの本棚には、文
芸書や美術書、図鑑、世界の文化地理
大系など、ちひろの好みやインスピレ
ーションのもとが垣間見えるさまざま
な本があります。本棚をひもとき、ち
ひろの絵と、本との関わりを探ります。

独特のユーモアで絵本の新境地を切り開い
た長新太が亡くなって今年で１０年。本展で
は、長新太が手がけた絵本や子どもの本の
原画のほか、大人向けに発表された漫画や
イラストレーション、エッセイなどを展示
し、奇想天外な発想の源泉を探ります。
長新太 『キャベツくん』
（文研出版）表紙 １
９８
０年

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

〈展示関連イベント〉

●わらべうたあそび

●対談

○日 時：４月４日（土）１１：００～１１：４０
○講 師：服部雅子（西東京市もぐらの会代表、はとさん文庫主宰）
○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４日（水）受付開始

スズキコージ×松本猛

スズキコージのエネルギーの源泉とは？その素顔
と作品の魅力に迫ります。
※イベントにお申し込みの方にかぎり、１３：００～
１５：００の間、展示をご覧いただけます。
○日 時：２月２８日（土）１５：００～１６：３０
○講 師：スズキコージ（画家）、松本猛（絵本
学会会長・ちひろ美術館常任顧問）
○定 員：８０名
○参加費：７００円
要申し込み１月２０日（火）受付開始

●おもちゃの広場
スズキコージ

○日 時：４月１２日（日）１０：３０～１２：００
○協 力：おもちゃの広場 石神井支部
○対 象：３歳以上の未就学児とその保護者
○定 員：１０組２０名
要申し込み３月１２日（木）受付開始

●ちひろ美術館で読書会 『窓ぎわのトットちゃん』
ちひろゆかりの絵本や書籍の感想を分かち
合いませんか。『窓ぎわのトットちゃん』の
単行本、文庫版、絵本版、お好きな本を読
み、携えてご参加ください。

●ママさん弁護士と歓談
子どもの未来と憲法

○日 時：４月２６日（日）１５：００～１６：３０
○定 員：１０名
要申し込み３月２６日（木）受付開始
『絵本 窓ぎわのトットちゃん』

●ちひろの水彩技法ワークショップ

にじみのキーホルダー

ちひろが得意とした水彩技法の「にじみ」を使って、オリジナルのキー
ホルダーをつくります。
○日 時：３月１５日（日）１０：３０～ ○対 象：５歳～大人
○定 員：１００名（当日受付１０：００～。最終受付１５：００）
○参加費：３００円

〈新商品のご案内〉
LEDライト付きルーペ
（ボタン電池使用）

〈参加自由、無料のイベント〉
●松本猛ギャラリートーク
３月８日（日）１４：００～

●ガーデントーク

一児の母である武井弁護士と、親しみやすい雰
囲気のなかで改憲の動きや、特定秘密保護法に
ついてなど、子どもの未来に関わる憲法の動向
について語り合います。
○日 時：４月１９日（日）１０：３０～１２：００
○講 師：武井由起子（横浜弁護士会、明日の
自由を守る若手弁護士の会所属）
○定 員：６０名
○参加費：５００円
要申し込み３月１９日（木）受付開始

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。
３月２９日（日）１４：００～１４：３０

●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 １１：００～

コ ン パ ク ト で、携 帯 に 便 利 な
ルーペです。本体をスライドさ
せると、自動的に点灯します。
※ちひろ美術館（東京・安曇野）
ミュージアムショップ店頭でお
求めください。
価格：１７２８円（税込）
絵柄：３種

セント
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