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香月泰男　小さきものへのまなざし

　香月泰男は、身近にあるあらゆるもの

をモチーフとして描いた画家でした。郷

里の大津高校で美術教師を務めていた頃、

生徒が校内のどこを、どのように描くか

悩んでいると、「現在いる場所で、周囲に

あるものを手当たり次第描いてみたらど

うか」とアドバイスをしたといいます。ど

んなものも絵になり、描けるという画家

としての自信と、見逃してしまいがちな、

小さなものにも美を見出す目があったか

らこその言葉でしょう。油絵や水彩画と

いった洋画を描きながら、余白の多い背

景に描かれた小さな生き物の絵は、日本

画をも思わせます（図１）。

　晩年の冬、制作の合間の気分転換とし

て、香月は身近な廃材でオモチャをつく

り始めます。元々手先が器用でしたが、

完成したものを妻や家族に見せると喜ば

れたことから、どんどんその数は増えて

いきました。どことなくユーモラスであ

り、手をあまり入れない形のなかにも対

象の本質をとらえている様は、彼の絵画

作品にも通じるところがあります。

いわさきちひろ　小さきものへのまなざし

　かわいいもの、小さいものをこよなく

愛したちひろの絵のモチーフには、花が

頻繁に選ばれ、他にも猫や犬、小鳥が登

場します。そして必ずといっていいほど

そこには、子どもも共に描かれていま

す。子どもと花、子どもと小さな生き物

を共に描くことにより、その対象のはか

なさ、愛おしさが強調されているようで

す。また、時として「小さきものたち」

が、自分たちのみにわかる会話を、お互

いに楽しんでいるかのように見えること

もあります（図６）。ちひろは筆をにぎっ

ている間、描かれている子どもや花とな

り、日常から離れた世界を楽しんでいた

のかもしれません。

香月泰男　家族への想い

　画家として厳しい姿勢をつらぬいた香

月は、家族、特に子どもに対しては甘い

父親だったようです。両親の愛に恵まれ

なかった子ども時代の寂しさを、自分の

家族には味あわせたくないためか、何よ

り自分が人一倍寂しがりやであったため

か、家族への想いはひとしおでした。戦

争中に当時満州北部にあったハイラルに

配属され、時間を見つけては毎日のよう

に郵便ハガキを描き、家族へ送っていま

した。「ナホキノリッパナヱヲミテ　オ

トウサマハオドロキマシタ　ゲンキデ　

オカアサマノユハレルコトヲヨクキイテ

　ヨウチヱンニユキナサイ。」（図３）と

いう文には、我が子の成長を思う父とし

ての想いと、遠く離れて会えないもどか

しさが感じられます。無事家族の元に届

いた３６１通のハガキは、日々欠くことな

く描き続けたいという画家の執念と、家

族と繋がっていたいという願いの両方の

あらわれでした。

　１９６７年に初孫が生まれてから、香月は

母子像、父子像を繰り返し描き、少ない

色数で親子愛を象徴するような作品を生

み出していきます（図４）。

いわさきちひろ　家族への想い

　ちひろは、日々スケッチを重ねていま

したが、そのなかには身近な家族を描い

たものもみられます。多くの人に見せる

ための仕事の絵とは異なり、そこにはち

ひろと描かれた人々との私的で親密な時

間が、かいま見えます（図８）。画家仲間

のデッサン会で描く人物画とは異なり、

大切な家族との時間を記録するスナップ

写真のような一枚一枚には、画家ちひろ

の鋭い視線と同時に、妻であり母であっ

たちひろの温かい視線がありました。

　「私の家は、主人の母や私の母やいろ

んな人の寄り集まっている雑居家族なの

で、仕事が多くって大変なんですよ、そ

のことで文句を言うと、主人が、そんな

こと言ったって、きみ一人になったら、

きみはさびくしくって、生きていられな

いよって。みんな言うの、なんのために

絵を描くんだろうと思うようになるっ

て。」というちひろの言葉からは、大家族

を取り仕切る苦労と自信、そして家族へ

の愛が感じられます。

　ちひろと香月。ふたりは、それぞれの

絵を通して、現代を生きる私たちに、大

切なものは何か、と問いかけてくるよう

です。 （松方路子）

●展示室1・2・3

　今年、ちひろ美術館・東京は開館３５周

年、安曇野ちひろ美術館は開館１５周年を

迎えます。これを記念し、両館で「ピエ

ゾグラフによる『わたしのちひろ』」展

を同時開催します。

　皆さんからちひろ作品のリクエストを

募集し、寄せられたメッセージをちひろ

の絵とともに展示するこの参加型展覧会

は、２００４年のスタート以来、全国各地で

開催され、好評を博してきました。これ

までに集まったメッセージ総数は２９０００

通余りにのぼり、今もなお、ちひろの絵

が多くの人の心に生き続けていることを

伝えています。

　東京会場では、今までにいただいたメ

ッセージに加えて、新たにリクエストを

募り、長年美術館を支えてくださった地

域の方々や友の会のみなさん、近隣の小

中学生、著名人から寄せられたメッセー

ジなどを、ちひろのピエゾグラフ作品＊

とともに展示します。ここでは、寄せら

れたメッセージの一部をご紹介します。

　「何かやさしい気持ちになれます。子

どものころ母が出版社に勤めていまし

た。教科書のさし絵、キンダーブック、

あらゆるところにちひろさんの絵があり

ました。僕にとって、母のような存在で

す」（図１・秦聖喜）

　「ぷくぷくとした手ざわり、汚れなき

眼、母になったころの気持ちが蘇り、思

わず微笑みます。同時に三十数年たって

もつきぬ子らへの心配、親心とはこうい

うものなのでしょうね。大好きな一枚で

す」（図２・アカシ）

　「ちひろさんの作品には帽子が多い。

子どものころ、母もよく帽子をかぶって

いました。子どものころの自分も帽子を

かぶったときは、大人っぽく、すました

顔をしていた。この横顔は、そんなころ

を思い出します」（図３・ＫＯＫＯ）

　「わたしはこのえを見たとき、赤ちゃん

にとてもピンクがにあっていて、赤ちゃ

んの体ぜんたいが、サラサラしている気

がすごくしました。フワフワしているて

んしの子どものような気がしてきます。

うさぎちゃんもそれを見まもっている気

がしました」（図４・松岡小晴　小１）

 （川口恵子）

●展示室4

東京開館３５周年／安曇野開館１５周年記念 ピエゾグラフによる「わたしのちひろ」展
東京：２０１２年３月１日（木）〜５月２０日（日）　安曇野：２０１２年３月１日（木）〜５月８日（火）

●2012年3月1日（木）〜5月20日（日）

ちひろと香月泰男　―母のまなざし、父のまなざし―
協力：香月家、香月泰男美術館、山口県立美術館、講談社
後援：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
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＊ピエゾグラフとは　ちひろ美術館では、現時点でのちひろの作品の色合いや風合いをデ
ジタル情報として保存し、最新技術の「ピエゾグラフ」という方法によるデジタルアーカ

イブと、「ピエゾグラフ作品」としての複製に取り組んでいます。耐光性のある微小イン

クドットによる精巧な画像表現は、繊細な水彩画の再現性を飛躍的に高め、明るい光のも

とでの絵の鑑賞を可能にしました。

●展示室1・2・3

●展示室4

図１　バラと少女　１９６６年

図２　おつむてんてん　１９７１年 図３　青いつば広帽子を持つ少女　１９６９年

図１　かまきり　１９６２〜１９６７年
　　　香月泰男美術館蔵

香月泰男　小さきものへのまなざし、家族への想い

いわさきちひろ　小さきものへのまなざし、家族への想い

図５　春の花と子ども　１９７０年

図２　椿花　１９７０年

図３　ハイラル通信
　　　第２５５信（複製）
　　　香月泰男美術館蔵

図６　チューリップと猫と少女　１９６０年代半ば

図７　少女と小指にとまった小鳥　１９７２年

図８　白骨温泉　入浴する夫・善明　１９５０年

図４　母と子（駄々子）　１９６８年

図４　ピンクのうさぎとあかちゃん　１９７１年
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　「谷川俊太郎と絵本の仲間たち」展（展

示会期：２０１１年１０月２６日〜２０１２年１月２９日）

は、谷川俊太郎さんと“一緒につくりあげ

ていく”展覧会となりました。

　会場に出品された絵本作品すべてに、谷

川さんが書き下ろした解説コメントが掲示

されました。原画と共に作者自身のコメン

トを読むことで、作品の新たな魅力や、三

者三様の画家の個性がよりあざやかに浮か

び上がってきました。「〈マザーグース〉の

翻訳をひとつのきっかけに、ぼくはノンセ

ンスということに自覚的になりました。意

味（センス）はもちろん大切だけど、意味

にこだわりすぎると、意味を超えた〈存在〉

の質感（テクスチュア）が失われる。ノン

センスは意味をはぐらかすことで、世界の

肌触りに触れようとする動き。」（谷川さん

の書き下ろしコメントより）

　もうひとつ、今回の展覧会のために谷川

さんが書き下ろしてくださったのが「俊み

くじ」。全５０種類もある、谷川さんのこと

ばのおみくじです。後援の各出版社の協力

を得て、作者のサイン入り絵本などが当た

る、谷川さんの遊び心たっぷりの「当たり」

付おみくじとなりました。

　展覧会に合わせて、各種イベントも開催

されました。“絵本の仲間”のひとりである

イラストレーター、和田誠さんとのイベン

ト、｢対談　谷川俊太郎×和田誠｣（１１月１２

日）から、その一部を紹介します。

＊　　　＊　　　＊

会場からの質問　絵本は１冊、どのくらい

の時間でできるのでしょうか？

和田　まず先にテキスト、つまりストーリ

ー、文章なんです。それを、たとえば谷川

さんとの絵本なら、谷川さんが書く時間と

いうのがあります。それを受け取ったぼく

が、今度は絵を描く時間というのがありま

す。そして、それを印刷所に渡して、印刷

所が印刷する時間があって、それをさらに

製本して本にする時間があって、それらを

トータルしたものが“絵本が生まれる時間”

です。だから、必ずしも何日間とか、そう

いうふうには言いきれないんだけれども

……。早いときはどのくらいですか、谷川

さんは。

谷川　本によってずいぶん違いますね。だ

けど大体は、第一稿を書いて、それから

綿々と推敲します。少なくとも１ヵ月くら

いは。テキストを紙に書く以前に、どうい

う絵本をつくるか考える時間というのもあ

りますよね。それも含めると、相当時間的

にはかかると思うんだけど。

和田　そうですよね。それから、そうやっ

て谷川さんが書いたテキストがぼくのとこ

ろに来る。こういうお話だったらどういう

絵にしようか、と考えるわけなんですが、

谷川さんのテキストの場合、ぼくはあんま

り悩まないんです。つまり、あっという間

にひらめくんですね。谷川さんのテキスト

が、ぼくにすごく合うんです。たとえば

『あな』という作品は、ずっと固定カメラ

で、全部縦割りの画面構成なんですが、そ

ういうのも、谷川さんのテキストを読むと

すぐに絵が浮かびます。どういう画材でど

ういう描き方にしよう、というのはあっと

いう間に決まるんですが、実際に絵を描く

には、それなりの時間がかかります。それ

らを全部プラスして、１冊の絵本ができる

んですね。ぼくは谷川さんに「こういう描

き方をしようと思うんだけど、どうです

か？」なんて言ったことは多分一度もない

ですね。

谷川　うん、ぼくも和田さんに向かって

「こう描いてほしい」と言ったことはない

と思う。ただ待っていればできてきて、全

然それに文句のつけようがないくらいぴっ

たり、という感じでずっと一緒に仕事をし

てきてますね、和田さんとは。

＊　　　＊　　　＊

　続いて開催されたのが「対談　谷川俊太

郎×内田也哉子」（１１月２６日）です。初め

ての子育てのころ、絵本選びで悩んでいた

内田さんに谷川さんがしたアドバイスとは

……。対談の一部を紹介します。

＊　　　＊　　　＊

内田　谷川さんと初めてお会いしたのは朝

日新聞の対談だったんですが、そのときま

だ、私は最初の子を産んだばかりで。どう

しても自分の好みで絵本を選んでしまっ

て、おどろおどろしいものが好きなので、

そういうものばっかり子どもに与えちゃう

んです、という話をしたんです。そうした

ら谷川さんが、「いや、それでいいんだよ」

って。「親はね、偏ったまんまでいい、好き

なものだけどんどんどんどん与えていれば

いい」と言ってくださったんです。子ども

はそれだけを与えられたときに、逆にそう

ではないものに興味を持つこともあるし、

むしろ縛られた枠があるからこそ、そこか

らはみ出したいとか、それだけではない違

うものが見えてくる、そういう教育もあ

る、っていうようなお話をされていて。

谷川　えっ？　ぼくそんな立派なこと言い

ました？（笑）

内田　そのころ、初めて親になったばかり

で、「親ってこうでなきゃいけないんじゃ

ないか」「こうありたいな」っていう理想

が自分のなかにあったんですよね。でも、

そんなことは人間到底できないんだし、も

う、あなたの好きなものだけ与えなさいっ

て言ってくださったんです。

谷川　ほんとにそうだと思いますよ。

内田　それですっごく気が楽になったんで

す。同じ遺伝子で、同じ夫婦から生まれた

３人の子どもたちでも、今、それぞれ違う

ものに興味があって。

谷川　ああ、それはいいですねえ。

内田　親が計算してできることって、ほん

のわずかなことなんですよね。ありがとう

ございました、あのときは（笑）。

谷川　今聞いても、それはなかなかいいこ

と言ってるなあ（笑）。

＊　　　＊　　　＊

　対談のほかに、小学生向けのイベント、

「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」（２０１２年１月８日）が午前（低

学年）・午後（高学年）の二部構成で開催

されました。初めは緊張していた子どもた

ちも、『これはのみのぴこ』や『とき』な

ど、谷川さん自身による絵本の読み聞かせ

や、「おならうた」などの詩の朗読に笑い声

があちこちから聞こえてきました。そのほ

か、歌詞の一部を考えて替え歌をつくった

り、ちひろの絵を見て詩を書き、発表した

り、学校の授業とはひと味違う、ユニーク

で貴重なひとときを過ごしました。

　番外編として、会期中、館内のお手洗い

に谷川さんの詩を掲示しました。紹介した

詩は４０篇余り。改めてその作風の幅広さや

新しさに触れることができました。「トイ

レで気軽に詩を読んでもらうのが夢」とユ

ーモアたっぷりに話していた谷川さん。８０

歳を迎えてなお、好奇心とアイデアにあふ

れ、いきいきと絵本や子どもたちと向き合

う姿に、大いに刺激を受け、心を動かされ

ました。　　　　　　　　　　（川口恵子）

活動報告

「谷川俊太郎と絵本の仲間たち　―堀内誠一・長新太・和田誠―」展報告
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窓 開館35年、ドキュメンタリー映画をつくる
松本由理子（ちひろ美術館　顧問／財団事務局長）

　「ちひろのドキュメンタリー映画を製作

する話も進み始めている」と初めて記した

のは、２００４年３月の美術館だよりＮｏ.１３７。

「没後３０年　ちひろにかえる」と題したこ

の「窓」の欄だった。

　２０００年に山田洋次監督が当財団の３代目

理事長に就任されたことも大きかった。

２００２年に記録映画『平塚らいてふの生涯』

が公開され、未来へ伝えていく手段として

映画という選択肢もあるのだと教えられた。

　だが、いざ、誰にお願いしてつくるのか

となると、お願いした方のご都合もあり、

なかなか決まらないまま、数年がたった。

　開館３０年の準備をするなかで、生前のち

ひろを間近で知っている方が、いかに少な

いか、あらためて思い知らされた。将来映

画にすることも念頭に置きながら、まずは

縁の方々の証言を記録しようとお願いした

のが、当時３０代の 海  南  友  子 さんだった。
か な とも こ

　２００６年から始まった「証言」の記録は、

昨年で５０人近くに達した。取材記録が送ら

れてくるたびに、知らなかった２０代のちひ

ろ、３０代のちひろがいきいきと立ち上が

る。何より、ちひろの絵にさほど心惹かれ

ることのなかった２０代３０代の製作スタッフ

が、ちひろの言葉を読み、証言を起こしな

がら、「涙が流れてしかたがなかった。ち

ひろの『絶対にあきらめない生き方』に深

く励まされた」という。

　「このままではもったいない。何らかの

形で人に見てもらえるものをつくらせてほ

しい」との海南さんの熱い思いを受け、監

督・海南友子、エグゼクティブプロデューサ

ー・山田洋次でちひろのドキュメンタリー

映画製作を決定。若い彼らだからこそ、そ

の感性と切り口で、ちひろの生きた時代を

知らない、今の若者たちの心にも届く作品

をつくってくれることだろう。公開は、開

館３５周年にあたる今年７月、乞うご期待。

美術館

日記

ひとこと

ふたこと

みこと

10月28日（金）

被災地に住んでいます。とにか

く、とにかく忙しく過ぎた７カ月

でした。思いきって休みを３日取

り、ここに来られたことに感謝し

て絵を見ています。こんなにゆっ

くりとした時間を過ごすのは本当

に久しぶりで、絵を見ているうち

に涙がこぼれてきます。ここでち

ょっぴり、リフレッシュしていき

ます。また来たいです。 （つやこ）

11月3日（木）文化の日

今日は時間があったので母と美術

館に来てみました。ゆったりした

雰囲気に包まれて、いわさきちひ

ろさんの絵はとても穏やかでし

た。谷川俊太郎さんの詩や堀内誠

一さんの絵は、小さい頃から親し

みがあり懐かしかったです。小学

校時代、読んでくれた先生に手紙

でも出そうと思います。とても良

い１日になりました。夕方からの

アルバイト、頑張ります！（Limi）

11月26日（土）

次男と２人で来ました。ちひろさ

んのアトリエ、昭和４０年代の匂い

を感じさせる懐かしい情景でし

た。僕の周りにもこんな雰囲気の

部屋、あったなあ。息子をほった

らかしにして、１人感慨にふける

父でした。 （H.信太郎）

2012年1月3日（火）

あけましておめでとうございま

す。ちひろ美術館にお正月から来

られる私の自由！幸せを感じます。

世の中、大変なことばかりで……。

ちひろ美術館へ来て、好きなちひ

ろさんの絵をじっと見ていられる

幸せ。ぜいたくですね。心の豊か

さを感じます。 （豊島区　F.C）

〈谷川俊太郎と絵本の仲間たち展〉

外はとても風が冷たく寒いです

が、ここに来るとポッと暖かくな

るんです。長さんの絵がとても好

きです。谷川さんの詩には、いつも

勇気をもらっています。 （くじら）

＊　　＊　　＊

すてきなえですてきな文がたくさ

んありました。いろのつかいかた

もきれいでした。またここにきて

ゆっくりみたいです。 （かな７歳）

＊　　＊　　＊

私はこの部屋の展示の横にある谷

川さんの言葉がすごくいいと思い

ます。１つ１つの作品や、谷川さ

ん、和田さんという人をよく知ら

ない私たちに、谷川さんが話しか

けて、説明してくれているような

気持ちになりました。今日は来て

よかったです。 （25歳公務員・女）

11月14日（月） 

「ちひろの白」展にちなみ、植栽担

当が白を基調とする花を吟味。庭

の寄せ植えにはフランネルフラワ

ー、エントランス脇にはオキザリ

スを選ぶ。来週は、ちひろのよう

に春の花壇の彩りを楽しみにしな

がら、チューリップの球根を、そ

の上にパンジーを植え込む予定。

11月25日（金） 

子育て支援をテーマとする企業・

ＮＰＯ・自治体の見本市「こども未

来東京メッセ」へ初参加。子連れ

で気軽に楽しめる美術館であるこ

とを、一般の来場者（２６７１人！）

にアピール。都内の子育て支援関

連団体とも知り合うことができ、

大変有意義な機会となった。子ど

もを取り巻く環境をよりよくする

ため、今後も互いに情報交換をし

ながら、協力して取り組みたい。

12月11日（日） 

無料感謝デーは今年で５回目。普

段の平日の約１０倍となる１２６２人も

の来館者をお迎えする。混みあう

館内でも気持ちよくお過ごしいた

だけるよう、例年以上に現場に配

置するスタッフの人数や見回り回

数を増やして安全対策をとる。

12月13日（火） 

今年から地元・下石神井４丁目地

区のまちづくり協議会のメンバー

となり、毎月の会合で地元の現状

と課題の把握に努めている。この

たび発表された、地元住民による

アンケート調査結果で、「シンボ

ルとして残したいもの」第１位に

ちひろ美術館が選ばれ、大変光

栄。地元が誇りに思えるような活

動を、今後も心がけてゆきたい。

1月2日（月）・3日（火） 

ちひろの水彩技法を体験し、きれ

いなにじみの部分を切り抜き、マ

グネットにするワークショップを

開催。なかには、１２月２７日放送の

ＢＳ日テレ「ぶらぶら美術館・博

物館」をご覧になり、「上京するな

らちひろ美術館」とわざわざ福島

から来てくださったご一家や、お

ひとりで５つもつくった方も。

1月6日（金） 

ちひろ美術館友の会が、２０１３年３

月末で３５年の歴史に幕を下ろすこ

とに。新しく発足する支援会員制

度の説明も兼ねて開催する「つど

い」の申し込み第１号は、友の会

会員更新回数３４回の方だった。感

謝の気持ちでいっぱい。

1月18日（水） 

入館券が、約１０年ぶりで新柄（佐

藤卓さんデザイン）に切り替わる。

日替わりで４種、どれに当たるか

は、ご来館時のお楽しみ。
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●次回展示予定　2012年5月23日（水）～8月26日（日）

苦難を乗り越えながら絵を描き続けた

ちひろの人生を紹介する映画が、この

夏、劇場公開されます。本展では、映

画のなかで紹介される数々の作品のほ

か、日記などの資料を、ちひろのこと

ばや、ゆかりの人々の証言とともに紹

介します。

緑の風のなかで　１９７３年

ちひろ美術館コレクションから、

「夢幻」と「ナンセンス」のふ

たつのテーマに沿って、奇想の

絵本の魅力を紹介します。カー

ライ、パツォウスカー、スタシ

ス、長新太等が描く新鮮な驚き

に満ちた絵本の世界をお楽しみ

ください。

ドキュメンタリー映画公開記念展

いわさきちひろ　（仮）

ちひろ美術館コレクション

奇想の絵本 －夢幻とナンセンス－

ローベルト・ブルン　『１２ヵ月のおとぎ話』より　１９８９年

●FUKUSHIMA ARTプロジェクト関連イベント

　講演会「福島県いわき市　震災の現場から」

福島原発の事故に見舞われ、放射性物質による被ばくを強制されたいわき

市で、いのちと健康を守るために市民有志が「いわき放射能市民測定室」

を開設しました。活動に取り組む測定室の代表が、現在のいわき市の復興

の現状や、これまでの測定データを報告します。

○日　時：３月１１日（日）　１５：００～１７：００

○講　師：織田好孝（いわき放射能市民測定室代表）

○定　員：７０名　○会　場：展示室４・多目的展示ホール

○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　２月１０日（金）受付開始

（２月は休館中のため、ＨＰまたは電話０３－３９９５－０７７２からお申し込みください。）

●〈特別展示〉　「光の鳥」FUKUSHIMA ARTプロジェクト

２０１１年３月１１日の東日本大震災で大きな

被害を受けた福島県いわき市で、美術

家・吉田重信と地元の人たちが自主的な

復興支援のためアートプロジェクトを立

ち上げました。いわき市の人々のメッ

セージを携えた「光の鳥」と、市民の声

を記録した映像「IWAKI－心のことだ

ま」が東京にやってきます。

○会　期：３月１日（木）～３月２５日（日）

○会　場：図書室

●FUKUSHIMA ARTプロジェクト関連イベント

　吉田重信ワークショップ「光の鳥」

光の鳥のはがきに自由にらくがきし、展示したあと、家族や友人に郵便で

届けます。幼児から大人まで対象。

○日　時：３月１０日（土）１４：３０～１６：００／３月１１日（日）１０：３０～１２：００

○講　師：吉田重信（美術家）

○定　員：各回３０名　○会　場：展示室４・多目的展示ホール

○参加費：２００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

○要申し込み　２月１０日（金）受付開始

（２月は休館中のため、ＨＰまたは電話０３－３９９５－０７７２からお申し込みください。）

●「ちひろと香月泰男」展関連イベント

　特別対談　 野  見  山  暁  治 × 大  石  芳  野 
の み やま ぎょう じ おお いし よし の

画家の野見山暁治と、写真家の大石芳野が、いわさきちひろと香月

泰男が生きた時代と芸術について語り合います。

○日　時：４月７日（土）　１６：００～１７：３０　　○定　員：８０名

○会　場：展示室４・多目的展示ホール

○参加費：１０００円（入館料別、高校生以下は入館料無料）

○要申し込み　３月７日（水）受付開始

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：４月２１日（土）　１１：００～１１：４０

○会　場：図書室　　　　○定　員：各日１５組３０名

○講　師：服部雅子　　　○参加費：無料（入館料のみ）

○申し込み：３月２１日（水）より受付開始

●わらべうたあそび

●「母の日」特別企画　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：５月１３日（日）　１４：００～

○会　場：展示室内　　※参加自由

●ちひろの水彩技法ワークショップ

　にじみでつくるおひなさまのカード

ちひろの水彩技法を体験し、それをおひなさまの

着物にして、オリジナルのカードをつくります。

○日　時：３月３日（土）　１１：００～１５：００（最終受付１４：３０）

○会　場：２Ｆエレベーター前

○参加費：２００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）

ちひろ美術館・東京は、２０１２年４月２８日（土）～５月６日（日）まで、休まず

開館いたします。またこの期間は１８：００まで延長開館します（最終入館１７：

３０）。皆様のご来館を、心よりお待ちしております。

●ゴールデンウィーク期間の開館情報 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
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