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隠東京

●展示室1・3

非戦70年　ちひろ平和への願い
●2015年8月5日（水）～10月25日（日）

　第二次世界大戦が終結して、今年で７０
年。日本は戦争を放棄し、非戦の国とし
て歩んできました。節目を迎える今年、
いわさきちひろが絵筆に托した願いを見
つめ直します。
戦争の記憶−平和への願い
　１９６７年、終戦から２２年が経過し、高度
経済成長の只中にあった日本では、次第
に戦争の記憶が薄れていました。しかし、
ベトナム戦争が報じられると、戦争を知
らない世代も反戦運動に参加するなど、
大きな関心が寄せられました。そんな折、
ちひろは広島の原爆で被爆した子どもた
ちの詩や作文に絵を描いた『わたしがち
いさかったときに』に取り組みます。「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。わ
たしの役割は、どんなにかわいい子ども
たちがその場におかれていたかを伝える
こと」と語ったちひろ。原爆で一瞬にし
て両親を失いながらも、過酷な現実に立
ち向かう決意を述べた少年の文章によせ
て、ちひろは焼け野原を見つめる少年の
横顔を描きました。そこには、気丈なこ
とばの裏にある、少年の繊細な一面がと
らえられています（図１）。
　１９７３年、激化するベトナム戦争の報道
に心を痛めていたちひろは、体調を崩し、
入退院を繰り返していたにも関わらず、
「私のできる唯一のやりかただから」と、
反戦をテーマにした絵本『戦火のなかの
子どもたち』を描きます。自身が体験し

た空襲で目にした光景と重ね合せ、ベト
ナムの子どもに心を寄せ、戦争への怒り
と憤りを表現しました。（図２・３）
いのちの輝き
　娘時代に、命だけではなく、人の心も
むしばんでしまう戦争を体験したちひろ。
戦後、画家となり、生涯を通じて描き続
けたのが、子どもたちの姿です。四季折々
の自然や小さな生き物に親しみ、家族や
友達と心を通わせる子どもたち（図４）。
平和だからこそ、なにげない日常のなか
に、なににも代えがたい豊かさや美しさ
があることに改めて気づかされます。「世
界中の子どもみんなに平和としあわせ
を」ちひろが遺したこのことばは、４０年
を経た今も切実に響きます。 （原島　恵）

●展示室2・4

　ブラジルのホジェル・メロは、２０１４年
春に中南米の画家として初めて国際アン
デルセン賞画家賞を受賞しました。それ
から約１年半後、彼の絵本原画約１００点
と資料が昨年の安曇野ちひろ美術館、今
春の福岡県立美術館に続き、東京で初め
て展示されます。本展は、ドイツのミュ
ンヘン国際児童図書館で２０１１年に最初に
企画展示されたもので、メロの約１００冊
の絵本のなかから、代表作を中心に１４冊
を選んで紹介します。
ブラジルの伝統・祭
　旅好きのメロは、ブラジルの各地域に
伝わる祭や芸術に魅了され、そのすばら
しさを多くの子どもや若者が知らないこ
とを残念に思い、絵本で伝えようと考え
ました。その一冊である『ブンバ・メウ・
ボイ・ブンバー』とは、ブラジル北東部
で始まり全国に広まった、牛の死と復活
を演じる舞踏劇を中心とした祭のことで
す（図１）。この絵に描かれているのは、
額に星の印をつけた立派な牡牛とそれに
乗った農場主のロウレンソ。祭では牛も
人間が演じるために、柄のある布をまと
っています。農場主や、その後に登場す
る人物がみな白と黒色で表現されている
のは、人は白い肌と黒い肌を両方もって
いることを象徴的にあらわしたかったか
らというのがひとつの理由だとメロは語
っています。キュビズムを思わせる構図
や鮮やかな色のコントラストは、ほかの

絵本にも見られる彼の特徴です。
　メロは、好んでブラジルの地方の祭や
芸術家たちの作品を集めて身のまわりに
置いています。今回展示されているお面
もそのひとつで、ブンバ・メウ・ボイの
祭りの中心的登場人物であるカズンバー
のものです（図２）。カズンバーは牛と人
間の中間の魔術的な存在で、メロの絵本
にも彼独自の解釈で登場します（図３）。
社会と子どもたち
　伝統や過去に目をむけるだけでなく、
現代の社会に生きる子どもたちにもメロ
は関心を持ち、絵本に描いています。
『マングローブの子どもたち』は、大都
市の周辺に位置するマングローブの生え
る湿地帯で生活する子どもたちが主人公
です。彼らは貧しく、沼に生息するカニ
を捕って売ったり、また都会から湿地帯
に流れ着いたゴミを拾ったりして生活し
ているのですが、メロは登場する子ども
たちそれぞれに自分の話を語らせ、その
生活をありのままに表現しています。住
人たちを描いたこの絵（図４）では、人々
が沼地からものを拾って新たなものに変
化させるのに触発され、薄い黒ビニール
袋を背景に貼り、独特の質感を出してい
ます。ビニールの上から更に細かく描い
たり紙を貼ったカラフルな画面は、現代
的かつ都会的な味わいがあります。一方、
同じ絵本のなかで、黒と赤の線のみでカ
ニを捕る網を造形的に表現した作品もあ

ります（図５）。本書が彼の本のなかで、
最も評判がよいのは、遠い国のおとぎ話
ではなく、実在する子どもたちを主人公
にした本をつくりたかったというメロの
意図と、読者の感性が一致したからなの
かもしれません。ブラジル、また世界が
かかえる多様な問題を告発するのではな
く、同じ視点にたって伝えるという彼の
姿勢には、さまざまな状況におかれた人
への敬愛の情が感じられます。
多様な絵本表現
　メロの描く絵は絵本のテーマによって
技法や表現も異なり、見るものを驚かせ、
楽しませます。たとえばブラジルの詩人
ホゼアナ・ムハイの詩にメロが絵を描い
た『庭園』は、ページごとに新たな色と植
物があらわれ、あたかも生地の見本帳を
めくっているようなおもしろさがありま
す（図６）。細部まで丁寧に描かれ、模様の
ように見える画面のなかには、よく見る
と、草花や木々に加えて鳥や生きものも
潜んでいます（図７）。自然が僕のパレッ
トだと語るメロは、ブラジルのみならず
地球のあらゆる生きものにも愛情を注ぎ、
人間はその一部であるという謙虚さを持
っているように思われます。この秋５０歳
となるメロは、今後もブラジルや世界を
旅し続け、さまざまな文化や社会に触れ、
人々と出会うことでしょう。そこからど
のような新しい絵本が生まれるか、ます
ます活躍が期待されます。 （松方路子）

〈企画展〉　  旅する芸術家  ホジェル・メロ展
●2015年8月5日（水）～10月25日（日）

日ブラジル外交関係樹立120周年 企画協力：　　　　　　　　　　　　　　　（ミュンヘン国際児童図書館）
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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●展示室1・3

●展示室2・4

図１　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１　『ブンバ・メウ・ボイ・ブンバー』より
 １９９６年（個人蔵）

図３　『ブンバ・メウ・ボイ・ブンバー』より
 １９９６年（個人蔵）

図２　カズンバーの面　１９９６年
 （個人蔵）

図４、図５
『マングローブの子どもたち』より　

２００１年（個人蔵）

図６　『庭園』より　２００１年（個人蔵）

図３　焔のなかの母と子『戦火のなかの子どもたち』
（岩崎書店）より　１９７３年

図４　つば広帽子の少女　１９７０年頃図２　少年『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）
 より １９７３年

図５

ちひろと戦争を伝える作品
太平洋戦争中に兵士
たちを慰問する郵便
物のために描かれた
原画を当館で初展示
します。
昨年８月に発見され、
現存する最も古いち
ひろ作品のひとつで
もあります。

大日本青少年団発行の前線将兵慰問用「女子青年だより」
の原画　日本青年館蔵

図７　『庭園』より　２００１年（個人蔵）

図４
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吋東京

活動報告

　５月３日の憲法記念日を前に、安倍政権
による改憲に対して危機感を抱く弁護士に
よって結成された“明日の自由を守る若手
弁護士の会”の武井由起子弁護士に、憲法
の基礎的なお話から憲法の動向について、
講演いただきました。 （松本麻野）
憲法ってなに？
　初めに、○×クイズや紙芝居『王様を縛
る法』で、憲法の特徴を説明しました。
①国民は、憲法を守らなければならない？
②憲法を変えるには、国民投票において有
権者全員の過半数以上の賛成が必要？
③日本が外国から攻撃されたり、領土に攻
め込まれたりしても、憲法９条の制約があ
るために自国を守る武力行使をすることは
禁じられている？（※答えは、最後）
　「憲法は、王様（国家権力）を縛ることで、
私たちが生まれながらにして持っている自
由を保障するものです。欧米の歴史を経て
生まれたこの仕組み（＝立憲主義）が、今
の憲法の大きな特徴です。もうひとつの特
徴は、最高法規だということ。条約や法律
より偉い。なぜかというと、一番偉くない
と国家権力を縛れないから。権力はどんど
ん法律をつくります。同じように憲法がつ
くられてしまうと、権力を縛れない。憲法
は、国の権力者（公務員）が守るもので、

法律は、国民が守るものという大きな違い
があります。
憲法で一番大切な条文
　「“すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権
利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必
要とする。”の１３条は憲法で一番大切な条文
です。幸福追求っていう、ことばが鍵。ど
ういう人生にしたいか、どう生活したいか、
みんな違うと思うんですよ。ちひろさんの
ように絵を描くことであったり、私のよう
に弁護士をすることであったり、みんなち
がって、みんないい。憲法の大事な原則
（①国民主権②基本的人権の尊重③平和主
義④三権分立）は、ひとりひとりが、自分
らしく生きるという、１３条を支えるものな
のです。
子どもの未来に関わる改憲案
　「与党である自民党が２０１２年に出した改
憲草案の特徴は、３つ。①国家権力を縛る
ものから、権力が国民を縛るものになって
いる。②人権の範囲が狭くなり、政府の都
合で制約ができるようになっている。③戦
争ができる国になっている。
　多くの方々が、改憲は自衛隊を憲法で明
確にすることだと思われているのですが、

この草案は、憲法でなくなってしまうくら
い中身が全然違うものになっています。
　たとえば、１３条は「個人」が「人」に変
わる。種としてのヒトは、個性を内包する
ことばではありません。また、１２条の人権
保障は「公益及び公の秩序に反してはなら
ない」となる。国益や国家秩序が個人の人
権より優先されるということです。さらに、
徴兵制に関わるとされる１８条は「いかなる」
が「社会的、経済的関係において」身体拘
束ができない、と変わります。つまり、軍
事的関係では徴兵制ができる、とも読める
のです。９条の章の名前は「戦争放棄」か
ら「安全保障」に。戦争放棄は、今の憲法
では、戦争、武力の行使、武力による威嚇
の三つの放棄を含んでいますが、改憲案で
は、戦争の放棄だけになっちゃいます……。
戦争はイヤ！平和がいいって、誰もが思う
ことですよね！？ポイントは辛気臭くしな
いこと、小さなことでもいいから行動する
ことだと思うんですよ。　例えば、よいな
と思った新聞や雑誌の記事やテレビ番組に
よかったと声を届ける、身近な人と話す、
選挙区の議員さんにメールをする、できる
範囲で構わないので、自分にできることを
続けていって欲しいと思います。
（※憲法○×クイズの答えは、すべて×）

＊中国の人は、日本の傀儡国家だった満州国（１９３２−１９４５）のことを「偽満州国」と呼ぶ。

4月19日（日）ママさん弁護士が語る　子どもの未来と憲法

　いわさきちひろが戦中、二度に渡って中
国で生活していたことは、あまり知られて
いません。１９３９年に新婚時代を過ごした遼
寧省の大連と、１９４４年に書道教師という名
目で女子義勇隊訓練生たちに同行し約４ヵ
月間滞在した、ソ連国境に近い黒龍江省の
勃利です。戦中、ちひろの母・文江は大日
本連合女子青年団の開拓士結婚相談所長と
して、「旧満州」（中国東北部）＊の開拓団へ
大陸の花嫁を送り出す仕事をしていました。
　ちひろ自身による中国時代の記録は残さ
れていません。２００４年に、ちひろ美術館で
は中国でのちひろの足跡を辿る旅が企画さ
れた際、わずかな手がかりを頼りに、ちひ
ろの滞在場所や関連施設等を調査しました。
１０年を経て、再びゆかりの地を巡る旅が企
画され、前回同様『若きちひろへの旅』の
著者、平山知子さん（当財団理事）を団長
に総勢３９名が参加。勉強会を重ねながら、
高速鉄道とバスで約２６００ｋｍを移動、７都
市を訪問しました。
「旧満州」への移民政策と残留邦人問題
　国の政策を信じ、豊かな土地を夢みて
「旧満州」へ渡った日本人は、敗戦の混乱
時、ソ連兵や中国人の襲撃、飢えや寒さの
なかで、自決という最期を選ばざるを得な

かった人々も含め、約１８万人が死亡したと
いわれています。たとえ生き残れたとして
も中国残留婦人・残留孤児として、想像を
絶する苦難の人生を送った方も大勢いらっ
しゃいます。
　今回の旅では、出身地が判明し実母と対
面してもなお身元引受人となる人がおらず、
帰国が叶わないという残留孤児（７２歳）や、
日本人孤児の養母の方々（８９歳、９２歳）と
交流する機会もありました。日々物乞いを
して糊口を凌ぐ日本人の母子を見かねて子
どもをもらいうけた、市場で迷子になって
いた日本人の幼児を見過ごせず引き取った
……。経緯を聞くにつけ、過去に日本が行
ったことへの謝罪の気持ちと、敵国の子を
我が子として育てた中国の人たちの懐の深
さに感謝で胸がいっぱいになりました。
「旧満州」時代の遺構を訪れて
　旅の後半では、勃利の義勇隊訓練所や周
辺の開拓団跡地を数ヵ所巡りました。いず
れも見渡す限りの平野で、日本とはまった
く違う大陸の風景が広がるばかり。敵から
身を隠す木々すらないこの大地で、過酷な
運命を辿った人々の状況を想像するのは、
苦しい追体験でした。幸運にも敗戦前に帰
国できたちひろは、訓練所に残された女性

たちに対して自責の念を抱いていたかもし
れません。
　長春では旧国務院、軍司令部、偽満皇宮
博物院など、大連でも旧満州鉄道本社や満
鉄物流など、占領時代の重要な建造物は意
識的に保存され、歴史を今に伝えています。
７５年前にちひろも歩いたかもしれない大連
港周辺や、旧日本人街を散策しながら、当
時の街のようすや人々の暮らしぶりに思い
を馳せました。
　ちひろは晩年「戦争というのは、家が焼
かれるとか、人が殺されるとかいうことだ
けじゃなくて、人の心もむしばんでしまう
のです」と語っています。人間性を破壊し、
すべての人の未来を奪う戦争を、二度と起
こしてはならない……そんな気持ちも込め
られていたかもしれません。ちひろが平和
を希求する原点には、若いころの中国体験
があったに違いないと、改めてそう思いま
した。 （中平洋子）

5月24日（日）〜30日（土）　戦後７０年　いわさきちひろ没後４０年　日中戦争終結７０年特別企画

左：養母の李さんと手を取り合う平山さん。李さんは大分に
帰った「娘」と今も連絡を欠かさない。
右：勃利郊外にひっそりと残る関東軍の弾薬庫跡

ちひろを訪ねる中国東北部への旅
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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
『アジアのなかの日本−シンガポールAFCCに参加して』

4月14日（火）
広島から初めて来館しました。ち
ひろが伝えたかったことはなにか、
なにをどんなふうに感じながら絵
を描いていたかを知りたくて。人
ってすばらしいこと。生まれてき
て生きていて本当によかったと思
えること。ひとつひとつの絵から
教わります。ちひろさんがそこに
いるようです。また来ます。 文子
4月17日（金）
トットちゃんの“みんないっしょ
だよ”を胸に、ずっと特別支援教
育に関わっています。自宅はもち
ろんのこと、教室にも父の病室に
も、ちひろさんの絵を飾っていま
す。ちひろさんの絵から毎日勇気
をいただいています。 優子
5月4日（月）
ちひろさんの生きてきた時代から、

今僕たちが生きている時代へ。今
も人の心を動かし続ける、ちひろ
さん。その絵にあるような、子ど
もたちの無垢を守る世界になれる
よう、今日のちひろさんの絵との
出会いを胸に、前を向いて生きて
いきたい。 斉木光
5月30日（土）
トモエ学園のような学校、小林先
生のような大人、教育にあこがれ
ていました。今、スクールカウン
セラーを目指しているのもどこか
つながっているような気がします。
ひとりひとりと大切に向き合って
いけるカウンセラーになりたいと、
改めて決意し直しました。いつか
完成した「トットちゃんの広場」
にも行ってみたいです。 土肥雅子
6月18日（木）
ずいぶんと久しぶりにここへ来ま

した。きっかけは長新太さん。ち
ひろさんと同じくらい、大好きな、
大好きな長さん。初めてここへ来
たのは３５年位前、小学生でした。
それから“なにか”あるとここへ
来て……。私にとってここは“永
遠のオアシス”ありがとう！あり
がとう‼
〔長新太の脳内地図展ノートより〕
6月4日（木）
とても楽しかったです。原画も、
もちろんすばらしいのですが、こ
の独特な色合いを忠実に絵本にす
る出版の方たちの苦労はいかばか
りか……と思いました。
6月14日（日）
長新太さんの絵本で子育てを楽し
みました。ナンセンスのなかの遊
び心で子どもたちはユーモアたっ
ぷりの大人になりました。 Rita.I

4月1日（水） 
「ススキコージの顔出しパネル」
が大人気。子どもたちだけでなく、
大人も童心に返って、楽しげにシ
ャッターをパチリ。フェイスブッ
クにアップしてくださった方々も。
4月26日（日） 
開催中の展覧会にあわせて『窓ぎ
わのトットちゃん』の読書会を開
催。小学１～３年生とその保護者
の４組８人が参加された。「トモ
エ学園の生活に憧れた」とする大
人たちの意見に対し、子どもたち
からは「トモエ学園だったら、自
由すぎて困ると思う」という声が。
同じ本でも年齢によって感想が異
なることを実感。彼女たちが大人
になったとき、今度はどんな感想
を持つだろうか。
5月23日（土） 
来年、安曇野の「トットちゃん広

場」開園にむけてスタートした「ト
ットちゃん検定」。東京館でも本
日２名の挑戦者がみごと合格、
「トットちゃん電車の教室大使」
の認定証とバッジを手に。ぜひ多
くの方に参加していただきたい。
5月25日（月） 
ちひろの庭が初夏の装いに。赤い
サルビア、黄色いマリーゴールド、
白からピンクの日々草の花で明る
く華やかに。これから色づくアジ
サイ、揺れる小花がかわいいユキ
ノシタ、芳香を漂わすクチナシな
どが見ごろを迎えるのが楽しみ。
5月27日（水） 
「ちひろの本棚」「長新太の脳内地
図」展の初日。夕方より絵本・美
術の関係者、出版社やマスコミの
方々８０余名をお招きして、オープ
ニングレセプションが催された。
突然登場した「キャベツくん」に拍

手が沸き、笑顔あふれる記念撮影
タイムに！　今後も会期中の週末
を中心に、ちひろ美術館・東京に
「キャベツくん」が出没する予定。
出会えた方は、長⁉ラッキー‼
6月17日（水） 
BS朝日の美術番組「黒柳徹子の
コドモノクニ～夢を描いた芸術家
たち～」で、今回はいわさきちひ
ろ特集。ちひろの足跡や絵に込め
られた思いが、多くの作品・資料
や証言とともに、ていねいに密度
高く構成された番組が放映された。
6月24・25日（水・木） ／ 
前週のちひろ美術館の出前授業で、
「絵具のひみつ―海をえがく」と
いう水彩技法ワークショップを体
験した杉並区立三谷小学校３年生
の生徒たちが来館し、目を輝かせ
て熱心に原画を鑑賞した。それぞ
れ好きな作品に出会えたかな……。

　毎年、シンガポールで開催される
AFCC（アジアの子どものためのコンテ
ンツ・フェスティバル）に、今年も参加
し、戦後７０年の節目に、セッションでは
戦後日本の戦争絵本と現在進行中の日中
韓平和絵本プロジェクトを紹介しました。
　シンガポールは、１９世紀以来のイギリ
スによる植民地支配の後、１９４２年から３
年８カ月、日本が占領支配した国。その
間、抗日分子絶滅の掃討作戦として、在
住の中国人を数多く虐殺しました。母国
中国での抗日運動の広がりを危惧したも
ので、その数は５万人ともいわれます。
　戦後の１９６０年代、国内の大規模な造成

工事現場で数多くの遺体が発見され、一
挙に反日感情が高まりました。ときのリ
ー・クアンユー首相は、自身も掃討作戦の
対象として連行され、九死に一生を得た
人でしたが、反日的空気のなかで、１９６２年、
次のような演説を行い、正しい歴史認識
の上に立った上での寛容を訴えました。
　「過去がどんなに痛ましいものであっ
たとしても、過去の経験にとらわれるこ
となく、今に生き未来に備えなければな
らない。」「日本のシンガポール占領時代
に亡くなったすべての民族と宗教の人を
覚えていることは、過去を乗り越える過
程の一部だ。我々は忘れることはできな

い。しかし、最初に魂に安らぎを与え、次
に日本人が誠実に謝罪をあらわしている
なかでは、多くの人の心にある苦しみを
救うことができる。」リー首相のこの演説
は、戦争と武力行使を放棄した日本国憲
法がなければ、生まれなかったでしょう。
　日本侵略史を教えているというセッシ
ョン参加者のシンガポール人教師は、
「日本の絵本作家たちが、加害の歴史を
含め真摯に戦争を描いてきたことを知っ
て感動しました。子どもたちに必ず伝え
ます」と語りました。来年は、シンガポ
ールと日本国交樹立５０周年。AFCCでは、
フォーカス国として日本が迎えられます。
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まるごとちひろ美術館　－世界で最初の絵本美術館－
１９７７年に世界初の絵本美術館として東京・練馬のちひろの自宅跡地に開館した
ちひろ美術館・東京（当時はいわさきちひろ絵本美術館）。ちひろの作品から
始まったコレクションは、エリック・カールの「おんどり」を第１号に世界各
国の優れた絵本画家たちの作品も収集されるようになり、現在約２６７５０点を数
えています。本展では、選りすぐりのコレクションのほか、内藤廣による建築、
３７年の歩みなど、さまざまな角度から“まるごと”ちひろ美術館を紹介します。
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エリック・カール（アメリカ）
おんどり　１９８５年

●わらべうたあそび
○日　時：９月５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８月５日（水）受付開始

●次回展示予定　10月28日（水）～2016年1月31日（日）

いわさきちひろ
小鳥と少女　１９７１年

●水彩のにじみでキーホルダーをつくろう
ちひろが得意とした技法を使って、キーホルダーをつくります。
○日　時：８月２３日（日）１０：３０～（当日受付１０：００～、最終受付１５：００）
○対　象：５歳～大人　　○定　員：先着７０名　　○参加費：３００円

●「メロ＆ボッサ」（出演：臼田道成）
ホジェル・メロの絵に囲まれながら、ボサノ
ヴァ弾き語りライブでブラジル気分を満喫し
ませんか？東京大学文学部美術史学科卒の臼
田さん。ブラジルの風土や、絵や音楽の楽し
み方についてお話しいただきます。
○日　時：９月５日（土）１７：３０～１９：００
○定　員：５０名
○対　象：１０歳～大人
○参加費：１０００円
　要申し込み８月５日（水）受付開始

〈展示関連イベント〉

臼田道成

戦後７０年の節目の年に、ジブリのアニメー
ション映画監督である高畑勲が、ちひろや自
身の作品を通して、平和への思いを語ります。
『火垂るの墓』と『戦火のなかの子どもたち』
の知られざるエピソードなどもお話しします。
○日　時：９月２７日（日）１５：００～１６：３０
○講　師：高畑勲（アニメーション映画監督：
スタジオジブリ所属、当財団評議員）
○定　員：６０名
○参加費：５００円　要申し込み８月２７日（木）受付開始

●非戦７０年記念　高畑勲講演会
　「いわさきちひろの絵が語るもの」

高畑勲

●親子で楽しむ夏休みクラフト＆トイフェスタ
おもちゃコンサルタントによる講座やワークシ 
ョップから、おもちゃの体験コーナー、あかち 
ゃんの広場まで、一日たっぷり遊べます。夏休
みの思い出づくりに、親子でご参加ください！
○日　時：８月１０日（月）１０：３０－１６：３０
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部、日本
グッド・トイ委員会
○参加費：イベントごとに異なります。詳細は
ＨＰでご確認ください。

ハニカムペーパー
参考画像

●ファースト　ミュージアム　デー
子どもたちが人生で初めて訪れる美術館として親しんでいただけるよ
うに、親子対象の館内ツアーを開催します。人生の節目に当館を思い
出せるような、記憶に残る１日をお過ごしください。
○日　時：９月１３日（日）１５：００～１５：４０
○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８月１３日（木）受付開始

●おもちゃの広場
○日　時：１０月４日（日）１０：３０～１２：００
○協　力：おもちゃの広場　石神井支部
○対　象：３才以上の未就学児と保護者
○定　員：１０組２０名　要申し込み９月４日（金）受付開始

〈参加自由、無料のイベント〉

８月８日はちひろの命日。一人息子である松本猛が、ちひろの平和へ
の思いや、家族だけが知る画家の素顔や思い出、作品にまつわるエピ
ソードなどをお話しします。

○協　力：ねりま子どもと本ネットワーク

●ギャラリートーク 毎月第１・３土曜日　１４：００～

●えほんのじかん 　毎月第２・４土曜日　１１：００～

●松本猛ギャラリートーク ８月８日（土）１４：００～

●親業講演会
　「－今日から実践できる－子どもに気持ちが伝わる話し方」
親の気持ち、話していますか？子どもの気持ち、聞いていますか？
信頼に満ちた親子関係を築くための方法をお伝えします。あかちゃん
から思春期まで、お子さんの年齢は問いません。
○日　時：１０月１５日（木）１０：３０～１２：３０
○講　師：田中満智子（親業訓練協会認定インストラクター）
○定　員：３５名※託児はありませんが、お子さま連れの参加も可。
○参加費：５００円　要申し込み　９月１５日（火）受付開始
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