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　ちひろの絵に必ずといってよいほど使

われている色があります。それは「白」

です。どの色とも違和感なく調和する白

を効果的に用いることで、色相豊かな画

面が生み出されました。本展では、カラ

リストといわれるちひろの色のなかでも、

印象的な白の使い方に注目し、その表現

の巧みさや美しさに焦点をあてます。

白抜きのシルエット

　「雪のなかを走る子ども」（図１）の、

にじんだ色のなかに子どものシルエット

を白く浮かび上がらせる表現は、ちひろ

独特の白の使い方です。白との対比が周

囲のにじみ合う色の美しさを引き立て、

にじみの効果そのものが作品の魅力とも

なっています。背景に広がる薄紫の色面

が、降りしきる雪の情景や、軽やかにか

けていく子どもの弾む心を感じさせます。

白を描く

　白い服や帽子、雪の白など、白い紙に

白いものを描く場合の、色としての白の

表現にもさまざまな工夫が見られます。

「白い毛糸帽の子ども」（図２）では、不

透明の濃い白の絵の具で重ねて描き、毛

糸のループの質感を表しています。一方、

紙の地をそのまま生かして白を表現する

場合も多く「白いマフラーをした緑の帽

子の少女」（図３）では、白地を塗り残し

て表現したマフラーが、鮮やかな花や帽

子の色に映えて白さを際立たせています。

　白を描くなかでも、とくに雪の表現は

表情豊かです。「クリスマスの 詩 」（図４）
うた

に注目すると、屋根の雪は紙の白地を塗

り残し、周囲に濃い色を置いてくっきり

と浮かび上がらせています。地面に積も

った雪の影には、淡い水色や紫、ピンク

をにじませ、舞い散る雪も、色調や濃淡、

大きさを変えて奥行きを出しています。

白の意味

　ちひろは晩年、「単純化していくうち

に白紙になってしまう」と語っています。

見る人の自由な想像を引き出す余白の白

は、無数のイメージを内包した無限の空

間と色彩ともいえます。単なる紙の余白

ではなく、あかちゃん（図５）や子ども

の姿を包み込む「白」のなかに、純粋、

無垢、母親の無償の愛をイメージするこ

ともできるでしょう。　　　（山田実穂）

●2011年10月26日（水）～2012年1月29日（日）

ちひろの白

●展示室1・3

●2011年10月26日（水）～2012年1月29日（日）

＜企画展＞谷川俊太郎と絵本の仲間たち　堀内誠一・長新太・和田誠

　詩人として、長年第一線で活躍してき

た谷川俊太郎。現代詩の世界にとどまら

ず、ジャンルを超えて精力的に展開され

るその活動は、常に人々を魅了し続けて

きました。とりわけ、翻訳を含む絵本や

子どものための本の仕事は、谷川の仕事

のなかでも重要な位置をしめています。

　本展では、谷川自身「特別な存在」と

語る堀内誠一、長新太、和田誠との仕事

をとりあげ、今年８０歳を迎える詩人の進

化し続ける魅力に迫ります。

絵本は「コンセプト」が一番大事

　絵本について谷川は、「テキストと絵／

映像が互いに補い合って、ある一貫した

コンセプトのもとに創られた本＊１」と明

快に定義しています。絵本を描くにあた

って一番大切なのは「コンセプト」であ

り、そこに作者の「独自なアイデア」が

加わって作品は生み出される――この場

合の「コンセプト」とは、ものの見方、

現実のとらえ方と言い換えることもでき

るでしょう。「作者の内面に蓄積された

経験、その意識下の深みから生れた人間

観、世界認識、そこからアイデアは生れ

てくる＊２」というのが谷川の持論です。

幼い頃から、物語絵本よりも図鑑的な絵

本、いわゆる｢認識絵本｣のほうが好きだ

ったという谷川は、「さまざまな学問の世

界への入り口としての絵本、そんな野心

を抱いてぼくは絵本のテキストを書く仕

事を始めました＊３」と記しています。

　ひとつの物事も、切り口や視点によっ

て形は変わる、見え方も変わる――そん

な多層的な現実を、谷川は絵本を通して

提示しようとしているのかもしれません。

堀内誠一　 粋 なまなざし
いき

　「大変優れたエディターだった」と谷川

が回顧するように、堀内誠一の仕事は、

イラストレーター、デザイナーの枠にと

どまらないダイナミックなものでした。

ミリオンセラーとなった『マザー・グー

スのうた』（図１）は、絵だけでなく、全

体のレイアウト、構成に至るまで堀内が

一手に担い、その手腕を存分に発揮して

います。マザー・グースという大きな仕

事を経て、谷川の関心は次第に日本の伝

承わらべうたへと向かっていきます。北

原白秋編『日本伝承童謡集成』を底本に、

膨大な数のわらべうたのなかから、谷川

が９２編を選んでまとめたのが『わらべう

た』（図２）です。流れるような筆づかい

で描かれた堀内の絵は、まぎれもない日

本の原風景を描きながらも、懐古趣味に

とどまることなく、いきいきとした子ど

もたちの息づかいを伝えています。

長新太　ノンセンスへの憧れ

　男の子から見ると女の子、あかちゃん

から見るとお姉ちゃん、宇宙人から見る

と地球人、これらはみんな同じ、一人の

「わたし」。「わたしってなんだろう？」

という問いに、簡潔なテキストと表情豊

かな絵で答える『わたし』（図３・４）は、

長との代表作のひとつです。まさに谷川

が考える絵本の定義、「コンセプト」と

「独自なアイデア」から生み出された一冊

と言えるでしょう。奇想天外でのびやか

な長の絵に、後から谷川が言葉をつけた

『にゅるぺろりん』（図５）には、谷川の繊

細な言語感覚が生きています。長が亡く

なったときに、谷川はこんな一文を寄せ

ています。「ふつう人は生きることに意味

を求めるものだが、長さんは人生を意味

の視点で見ていない、肌触りでとらえて

いる。意味だけでは割り切れない生きる

ことの奥行き、理性が役に立たないとこ

ろにひそむ生きることのリアリティ、長

さんはそんな場所にいた、いまもいる＊４」。

和田誠　ユーモアの深み

　和田の絵を、谷川は「線が微笑んでい

る」と評し、地に足の着いたそのユーモ

ア感覚に絶大な信頼を寄せてきました。

和田・谷川コンビの絵本のなかで、谷川

が「最も完成度の高いもの」と自負する

のが『あな』（図６）です。和田は、穴を

掘る子どもとそれを取り巻く周囲の様子

を定点観測で描ききりました。上部を綴

じてページをめくる仕様も、物語の進行

に面白い効果を与えています。『もりのく

まとテディベア』（図７・８）は、谷川の

詩に、後から絵をつけてできた絵本です。

死すべきいのちを生きる熊と、いのちを

持たないテディベア。それぞれのパート

が、色指定と手描きの絵とで鮮やかに対

比され、詩の魅力を際立たせています。

　谷川の言葉とともに、三者三様の絵本

の世界をお楽しみください。（川口恵子）

●展示室2・4

後援：絵本学会、（社）全国学校図書館協議会、（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、
　　　杉並区教育委員会、中野区、西東京市教育委員会、練馬区教育委員会、武蔵野市教育委員会
協力：教育画劇、響文社、金の星社、くもん出版、クレヨンハウス、講談社、草思社、福音館書店、冨山房、宮城県美術館

＊１・２　別冊太陽「おとなが子どもに出会う絵本」（平凡社）２００３年　　＊３　本展用作家コメントより　　＊４　「こどものとも」（福音館書店）２００５年１１月号付録
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●展示室1・3

●展示室2・4

図１　雪のなかを走る子ども　１９７０年

図２　白い毛糸帽の子ども　１９７０年

図１　『マザー・グースのうた　第１集』（草思社）より　１９７５年

図３　白いマフラーをした緑の帽子の少女　１９７１年

図４　クリスマスの詩　１９６５年 図５　蝶とあかちゃん　１９７１年

せんでできてるえほんのみちを

よりみちしながらあるいていって

いろでできてるひろばにでたら

はじめてのうたがきこえてきたよ

おばあさんがこぐまとおどって

おじいさんがいるかとおよいで

ないてるこどもがわらいだす

ここではだれもしなないんだって

あまのがわがせせらぎになって

えほんのもりをながれてる

えほんのみちのじゅうじろに

たってることばのみちしるべ

みぎへいったらちへいせん

ひだりへいったらすいへいせん

とちゅうでわざとまいごになれば

ほんとのじぶんにあえるかも
※本展書き下ろし

えほんのふるさと

谷川俊太郎

堀内誠一

図６　『あな』（福音館書店）より　１９７６年

和田誠

図３（左）・図４（右）　『わたし』（福音館書店）より　１９７６年
　　　　　　　　　　宮城県美術館蔵

長新太

図７（左）・図８（右）　『もりのくまとテディベア』（金の星社）より　２０１０年

図５　『にゅるぺろりん』（クレヨンハウス）より
　　　２００２年　ちひろ美術館寄託

図２　『わらべうた』（冨山房）より　１９８２年

谷川俊太郎プロフィール
１９３１年東京生まれ。１９５２年、詩集『二十億光

年の孤独』でデビュー。詩作のほか、翻訳、

エッセイ、シナリオ、絵本、作詞などジャン

ルを超えて活躍、各地での朗読ライブ活動も

精力的に行っている。著書、受賞多数。

※図８：展示には色指定の入ったモノクロ原画を出品します。

※特に記載のない作品は個人蔵
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活動報告

８月２７日（土）　ドキュメンタリー映画監督が見たフクシマ
　事故後の福島原発と周辺の人々を密着

取材している 海  南 友子さん（美術館日記
か な

参照）の、初の取材報告会を行いました。

東京に住む自分にも責任がある

　「私は臆病な人間です。チェルノブイリ

事故以来、放射能を怖いと思ってきまし

た。でも実は、私の誕生日はまさに福島

第一原発の稼働日。生まれてからずっと

その電力を享受し、東京で不自由なく暮

らしてきたことを思うと、原発事故の責

任の一端は自分にもあると感じました。

４月１日以降何度も通い、三春町の老夫

婦、大熊町の工場経営者、家族と共に親

戚や旅館を車で転々と避難する４０代男性

……様々な方を取材しました。もともと

原発に反対だった人は、力が及ばなかっ

たもどかしさを、賛成だった人も「事故は

人災だ」と原発に裏切られた悔しさを語

ってくれました。私自身、４月末に妊娠

が判明し、被災地で子の将来を憂う親た

ちの苦しみを今は一層実感しています」

いい未来のために、かしこく生きよう

　「これまで原発は“クリーンで安全なエ

ネルギー”とされてきました。事故によ

り一瞬で普通の日常を奪われ、人生を狂

わされると、誰が想像していたでしょう

か。原発が１３基しか稼動しなかった今年

の猛暑でも、電力は充分足りました。廃

炉までの長い道のりと巨額の費用を、未

来の子どもたちに押し付けてはなりませ

ん。２０１１年がただの「不幸な年」ではな

く、次の１００年のターニングポイントに

なったよ、と孫に語れるよう、“フクシマ”

を生涯のテーマとして、今後も取材活動

と災害支援を続けたいと思います」

　チェルノブイリ原発周辺の村での健康

被害報告や、日本とウクライナの安全基

準比較などのデータも紹介され、後半は、

実際に被災された方を含む参加者７５名と、

今後についての意見交換が行われました。

その一部を紹介します。「海から１．５ｋｍ

地点で地震と津波に被災し、隣町の親戚、

伊達市、箱根、東京……５人家族が４カ

所に分かれて避難中です」「避難所では情

報がなく自分のおかれた状況が理解でき

なかった」「戦後教育のように、原発後教

育を徹底すべき」「エネルギーが何の犠牲

の上に供与されているか無自覚だった自

分が恥ずかしい」　 　　　　（中平洋子）

　６０年来の友人であり、ブックデザイナ

ーとして多くの絵本づくりにも関わって

きた 村益朗さんが、瀬川康男さんとの

さまざまなエピソードや、好きだった美

術、技法や絵本のことなどを語ってくだ

さいました。ごく一部ですが紹介します。

■瀬川さんとは、１９５９年に同じ高校の美

術部で出会い、キャンバスを手づくりし

て絵を描き始める方法や、演劇部の大工

仕事の手伝いなど、手仕事のおもしろさ

を教えてもらいました。彼の発案で私た

ちの住んでいた岡崎から倉敷の大原美術

館まで、１２時間かけて西洋の本物の絵を

見にいったこともあります。初めてみん

なセガンティーニやグレコ、ゴーギャン

といった名画をみて、感動したんです。

私は美術好きの普通の少年でしたが、瀬

川さんはこの頃からかなり大人でした。

　１９６０年代、私たちが好きだったものは

李朝の民画や、日本民藝館にある「築島

物語絵巻」、江戸初期の丹緑本などいろ

いろありました。アイルランドの「ケル

ズの書」は、文字と複雑な模様が組み合

わされていますが、細かく描きこんでい

くことに瀬川さんは魅力を感じていまし

たね。この写本を書いた時代の人たちに

とって、聖書のことばと装飾する行為と

は、同じ意味を持っていたわけです。

１９６８年にロンドンのナショナルギャラリ

ーでクリヴェッリの絵をみて以来、黄金

背景の金箔も気になっていて、かなり後

に自分でもやっています。瀬川さんは感

ずるものがあるとアトリエに貼っておく

んですが、だいたいいつも「これいいね」

というと、「いいね」で終わりなんです。

どこがいいんだとやりあっていたら、も

っと面白い話ができたんですけれど。

　彼のアトリエの前に 枝  垂 桜の大木があ
し だれ

って、「ちょっと手をかざしてみろ」とい

うんですね。手をかざすと、木から気が

出ているのがわかるんです。その“気”

を、瀬川さんは生涯を通して描きたかっ

たんだろうなと思います。その後いろい

ろな木に手をかざしてみましたが、瀬川

さんのエネルギーが木に通じてそういう

のが出ていたのか、他の木からは全然感

じられないんですよ。

　私は長い間本の仕事をして、いろんな

人に会いましたけれど、なかなか本物の

アーティストにはお目にかかれず、みん

などこか胡散臭い部分を抱えているわけ

ですよ、私も含めて。だけどこの人に限

っては胡散臭いところはまったくないと

いう、得がたい人でした。　（上島史子）

９月１０日（土）　「瀬川康男遺作展」関連イベント　講演　 村益朗「瀬川康男を語る」

　パパ’ｓ絵本プロジェクトは、その名の

通り、現役の父親による読み聞かせのユ

ニットです。今年で結成８年目を迎える

彼らは、普段は絵本サイトの運営、絵本

の編集、音楽療法士など、別々のお仕事

をしているパパたちですが、忙しい合間

を縫って、全国各地で絵本ライブを続け

ています。震災以降は、被災地の子ども

たちにもライブを届けているそうです。

　ちひろ美術館・東京で、記念すべき初

のライブとなった今回は、金柿秀幸さん、

田中尚人さん、西村直人さんの三人が出

演しました。大型台風上陸の影響で天候

が不安定であったにも関わらず、会場の

図書室は親子連れでにぎわいました。若

いパパたちの参加も目立ちました。

　即興で打楽器カホンやタンバリンでリ

ズムをつけたり、ウクレレによる伴奏で、

絵本を歌にしたり、効果音として「カッ

パの笛」やおばけの音がする不思議な楽

器が登場したり、コール＆レスポンスを

呼びかけたり……。絵本を通じたダイナ

ミックなコミュニケーションは、パパ’ｓ

ならでは。ナンセンスな絵本、怖い絵

本、読者参加型の絵本と、選書にも独自

のセンスが光ります。

　テンポの良い歌とリズムに乗せて、お

なじみの絵本『三びきのやぎのがらがら

どん』（福音館書店）の読み聞かせが始ま

ると、やんちゃな兄弟も、ふざけっこを

止めて、息をつめて見入っていました。

　出演者３人の個性と息のあったコンビ

ネーションに、子どもたちだけではなく、

大人も惹き込まれ、会場が一体となって

盛り上がった絵本ライブ。会場をあとに

する大人が、皆、晴れ晴れとした笑顔に

なっていることが印象に残りました。大

人の心もほぐされる、これぞパパ’ｓ絵本

プロジェクトの効果です。　　（原島恵）

９月３日（土）　 パパ’ｓ絵本ライブ

海南友子公式ＨＰ　http://kanatomoko.jp/
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窓 「おひさま」とちひろをつなぐもの
松本由理子（ちひろ美術館　顧問／財団事務局長）

　ＮＨＫの連続テレビドラマ「おひさま」（上

半期放映）を見ながら、ちひろが生きた時

代に思いをはせた。信州・安曇野、松本を

舞台に戦前、戦中、戦後を生き抜く主人公

陽子は１９２２年生まれ。ちひろとほぼ同世代

だ。東京から安曇野に移ってきた家族との

設定もあり、ハイカラさも含め、ちひろの

アルバムを見ているような気がした。

　戦時下や終戦直後の描写も、ちひろが身

近に体験したものだろう。１９４５年５月の空

襲で東京の家を焼け出されたちひろ一家

は、ドラマの舞台、松本で敗戦を迎えてい

る。防空訓練、配給をもらうための行列、

食糧不足と空襲におびえる日々。親を亡く

した子どもの悲しみ。出征した家族や友人

の帰還を待ち続ける不安と哀しみ。当時、

誰もが体験し、共有している感情だ。終戦

後の、「ダメです。あれは。戦争は絶対ダ

メです」という陽子の言葉に、二度と戦争

をしてはいけないと記すちひろが重なる。

　そんな時代でも、このドラマの主人公一

家は、まわりの人とつながり、小さな喜び

を見つけて笑いあい、辛いことがあれば、

そっと支えあう。泣いている子がいれば、

他人の子でも、うちの子として育てる。物

はなくても、人と人との温かなつながりが

あった一昔前の日本の姿。ささやかな日常

のなかにこそある幸せ。３．１１の大震災とそ

れに続く原発事故は、それがかけがえのな

いものだと、改めて私たちに教えてくれた。

　ちひろと「おひさま」をつなぐのは、そ

んな思いではないか。ちひろが残した言葉

が、今なお語りかけてくる。「どんどん経済

が成長してきたその代償に、人間は心の豊

かさをだんだん失ってしまうんじゃないか

と思います。私は私の絵本のなかで、今の

日本から失われたいろいろなやさしさや、

美しさを描こうと思っています。それを子

どもたちに残すのが私の生きがいです。」

美術館

日記

ひとこと

ふたこと

みこと

6月12日（日）

３．１１東日本大地震で被災し、福島

原発事故で放射能汚染の恐怖にお

びえ、心休まる日がありませんで

した。でも昨日、姪の結婚式で上

京し、久々に楽しい時間を過ごし、

今日、美術館で心癒され、これか

らの生活に少しだけ勇気を持って

いけそうな気持ちになりました。

子どもは未来の宝です。放射能の

健康被害は、数十年後の子どもた

ちの将来を脅かす、恐ろしい事象

です。どうか一日も早く原発事故

が収束し、以前のような平穏な生

活が戻りますように。天国のちひ

ろ先生、見守っていてください。

　　（福島県伊達市　岩野美砂子）

6月19日（日）

今日は母の９１歳の誕生日。初めて

母とちひろ美術館に来たときは、玄

関を入ると靴を脱ぎ、階段を上がり

ました。あれから何年も経ち、母は

車椅子になりました。８年、車椅子

の母と、四季折々、通いました。８９

歳で亡くなった母。その後、母の誕

生日には、写真を持って美術館に来

ています。きっと、これからも。ち

ひろさん、ありがとう。（太田孝子）

8月28日（日）

私の実家は宮城県石巻市です。３．１１

の震災で家屋はすべて津波に流さ

れてしまいました。幸い両親は助か

りましたが、大切にしていたものを

多く失いました。母はちひろさんが

大好きで、画集もたくさん持ってお

り、それも失ったものの一つです。

本日所用で西武線に乗り、ふと思い

出して立ち寄りましたが、来てよか

ったと思います。とても温かく幸せ

な気持ちになりました。お土産を買

って、両親にもこの気持ちをおす

そ分けしたいと思います。（Ｍ．Ｎ）

〈瀬川康男遺作展－輝くいのち〉

すごくこまかくて、どうやってあん

なふうにかけるのか、ふしぎです。

遠くからではみえない絵がらもち

かくではみえるから、本ではみえな

い場しょもみえました。とてもかん

げきして、ぼくもいっぱい絵をかき

たくなりました。　　　（８歳男）

＊　　＊　　＊

いろいろな生き物がさまざまな表

情でおもしろく描かれていると思

います。驚いていたり、口を閉じ

ていたり、月を見ていたり、表情

というのはこんなにあるものなん

だな、と感心しました。（１３歳女）

＊　　＊　　＊

近くでみると、今にもうごきそう

な絵がいっぱいでした！（９歳女）

7月18日（月・海の日） 

ベトナムから三重県に１カ月滞在

中の中高生４名が来館。展示はも

ちろん、図書室でも熱心に絵本に

見入っていた。近年、ベトナムで

もちひろの絵の入った本が出版さ

れ始めた。アジア諸国でも、ちひ

ろの世界に出会う若い人たちが増

えていることがうれしい。

8月5日（金） 

「２０年教員経験者研修」として、

埼玉県内の公立小学校教員Ｋさん

が４日間、受付・ショップなどの

開館業務やイベント補助など、美

術館の日常業務全般に携わった。

初の教員経験者研修受け入れだっ

たが、美術教育に関する意見交換

もでき、館の活動にも生かせそう。

8月6日（土） 

ちひろの水彩技法体験ワークショ

ップ開催。２日間で２４４名もの参加

者に。近隣の石神井南中学校の美

術部員がボランティアで大活躍！

にじみ技法を体験後、定例の Ｇ  Ｔ 
ギャラリー トーク

に参加した女性は、「このあかち

ゃんも、にじみで描いているなん

て！」としきりに感心。

8月9日（火） 

「ちひろのあかちゃん展」を機に、

“ファーストミュージアム”チラ

シを制作。練馬区の子育て支援課

を訪問し、区内児童館や子育て広

場等での頒布も可能に。人生で初

めて訪れる美術館として、地域の

親子が気軽に立ち寄れ、ほっとで

きる場でありたい。

8月15日（月） 

夏休み中、絵を見るためのヒント

として子どものためのセルフガイ

ドを用意。瀬川康男展では、微細

な線で描きこまれた『かっぱかぞ

えうた』のかっぱを、親子で真剣

に数える姿も。

8月27日（土） 

 海  南 友子講演会。海南さんはちひ
か な

ろのドキュメンタリー映画を製作

中（来年公開予定）。その海南さん

が震災後、福島第一原発と周辺の

人たちを取材していると知り、子

どものしあわせを願い続けたちひ

ろの美術館でこそぜひ報告会を、

と呼びかけ実現。定員を超える申

し込みに、人々の関心の高さを痛

感した。（ｐ．４　活動報告参照）

8月28日（日） 

新潟県立近代美術館のちひろ展最

終日。会期前半は集中豪雨に見舞

われたが、イベントや子ども向け

のガイドブックも奏功し、家族連

れも多く来場。小学生が先生たち

に絵の解説をする“子ども学芸員”

では、子どもたちの視点を生かし

た説明が好評を博したとか。
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●谷川展関連イベント　対談　谷川俊太郎×和田誠
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●次回展示予定　2012年3月1日（木）～5月20日（日）

戦後、山口県三隅町（現・長門市）

で人間愛と平和をテーマに創作活動

を続けた画家・香月泰男。子どもを

終生のテーマに描き続けたいわさき

ちひろ。二人の画家の響きあう世界

を紹介します。

ちひろと香月
－父のまなざし、母のまなざし－

父と子　１９６９年（個人蔵）

＜同時展示＞ピエゾグラフによる

わたしが選んだいわさきちひろ展

毎月第２・４土曜日１１：００より展示

や季節にあわせて、絵本の読み聞か

せなどをおこないます（参加自由）。

＊授乳室もご利用になれます。

●えほんのじかん

毎月第１・３土曜日１４：００

より展示室にて、作品の解

説や展示のみどころなどを

お話しします。

●ギャラリートーク

名コンビとして知られる二人が、絵本や創作について語ります。

○日　時：１１月１２日（土）　１７：３０～１９：００

○定　員：８０名

○会　場：ちひろ美術館・東京　展示室４

○参加費：７００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

○要申し込み：１０月１２日（水）受付開始

●わらべうたあそび

声を出して歌ったり、体を動かしたりしながら、親子で楽しく参加

できます。０～２歳までの乳幼児と保護者対象。

○日　時：１２月３日（土）　１１：００～１１：４０

○会　場：図書室

○定　員：１５組３０名

○講　師：服部雅子

○参加費：無料（入館料のみ）

○申し込み：１１月３日（木）より受付開始

お正月（２０１２年１月２日～）にちひろ美術館・東京館にご来館された方に、

先着でちひろ美術館特製の年賀状（非売品）をプレゼントします。

●お正月・年賀状プレゼント

●松本猛ギャラリートーク

いわさきちひろの息子・松本猛が、母の思い出や作品にまつわるエ

ピソード、展示のみどころなどをお話しします。

○日　時：１１月６日（日）　１４：００～　

○会　場：展示室内　※参加自由

３児の母として、文筆家・翻訳家として、日々絵本に接している内田さん。

絵本の魅力について語り合います。

○日　時：１１月２６日（土）　１７：３０～１９：００

○定　員：８０名

○会　場：ちひろ美術館・東京　展示室４

○参加費：７００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

○要申し込み：１０月２６日（水）受付開始

●谷川展関連イベント　対談　谷川俊太郎×内田也哉子

●谷川展関連イベント　谷川俊太郎×谷川賢作「ことばと音楽

であそぼう！　谷川親子による子どもワークショップ」

○日　時：２０１２年１月８日（日）①１１：００～１２：００（対象：小学１～３年生）

　　　　　　　　　　　　　　②１３：３０～１５：００（対象：小学４～６年生）

○定　員：各回４０名

○会　場：ちひろ美術館・東京　図書室

○参加費：５００円

○要申し込み：１２月８日（木）受付開始

※安曇野ちひろ美術館からの巡回展。

　展示作品は一部変更されます。

展覧会を記念し、谷川俊太郎さんが特製おみくじを書き下ろしました。

「谷川俊太郎と絵本の仲間たち」展会期限定、全５０種、あたりくじ付き。

○予価：１００円　※予定枚数に達した時点で終了する場合があります。

●ちひろ美術館オリジナル　開運！ 俊みくじ

皆さまからのメッセージを、ちひろの作品と合わせて紹介します。

●年末年始・冬期休館のお知らせ

ちひろ美術館・東京は、２０１１年１２月２６日（月）～２０１２年１月１日

（日）まで休館、１月２日（月）、１月９日（月）は開館し、１月１０

日（火）は臨時休館いたします。２０１２年１月３０日（月）～２月２９日

（水）は、館内整備のため冬期休館いたします。

※年賀状をご提示いただくと、次回来館時に２名様まで無料でご入館いただけます。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

日頃の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。

当日はさまざまなお楽しみ企画を予定しております。皆様お誘いあ

わせのうえ、ご来館ください。

○日時：１２月１１日（日）　１０：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

●無料感謝デー

●新春ワークショップ

　ちひろの水彩技法体験「手づくりマグネット」

ちひろが得意とした、にじみの技法を体験しながら、オリジナルの

マグネットをつくります。子どもから大人まで楽しめるワーク

ショップです。

○日　時：２０１２年１月２日（月）、１月３日（火）

　　　　　各日１１：００～１５：００（最終受付１４：３０）

○参加費：１００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

※申し込み不要、当日参加受付（混雑時は整理券を配布）


