
1956　　福島県会津若松市に生まれる
1979　  日本大学芸術学部美術(現デザイン)学科卒業
　　　　 二科展入選／中美展入選
　　　　 ヤマハラケット海外向けポスター (現在オランダのスポーツ博物館に展示)
1980　    第8回サロン・デ・ボザール展入選
1982-3   学研ビクトリィファンシーオリジナルグッズ原画(月間売上げトップを記録)
1983　   東京ディズニーランドのパビリオン壁画
1984　　心象風景画展 (銀座光雲閣ギャラリー)
　　　　 「COSMOPOLITAN JAPAN」イラスト
1989　　絵画活動10周年記念メルヘン・ロマン心象画個展(大宮ソニックシティオープンギャラリー)
　　　　 第13回現代童画会本展
1990　　JR京葉線開通イベントポスター・記念車内ポスター

)屋島高(展画原」EVOL ズ☆ンマーュヒ「 　　　　
　　　　　   第14回現代童画会本展
1991　　 第15回現代童画会本展
　　　　 袖ヶ浦常総音楽の森コンサートポスター
1992　　資生堂イベントキャンペーンポスター
　　　　 ヤマハオリジナルコンサートポスター、パンフレット原画優秀作品CD・カセットパッケージイラスト
　　　　 キリンビールリーフレット／岐阜県庁リーフレット／ JA岐阜イラスト
　　　　 ハート出版「とべないほたる4」表紙・挿入原画
　　　　   第16回現代童画会本展
　　　　 ミュージック☆アート個展(原宿)
1993　　パナホームポスター／興和火災イラスト／明治生命リーフレット
　　　　 ヤマハオリジナルコンサートポスター・パンフレット原画
　　　　 小学館 ミューミュー絵本
　　　　 全農ポスター／日本野鳥の会会報表紙／ JA全共連パンフレット
　　　　 国土開発PRパンフレット／ミノルタパンフレット
　　　　 第17回現代童画会本展
　　　　 童美連チャリティーアート展 (中野サンプラザ)
1994　  セキスイハウスチラシイラスト
1995　　「ボローニャ・ブックフェア Inいたばし～世界の絵本展」ポスター
　　　　 日本野鳥の会表紙
　　　　 銀座プランタンVIS-A-VISポスター
　　　　 (株)あっぷる発行アパートマンション情報誌イラスト(3月号より毎月掲載)
1996　  埼玉新都市交通・ニューシャトル「若田光一さん宇宙飛行記念乗車券」イラスト
　　　　日本野鳥の会表紙
　　　　「Heart art in Los Angels」観光局長賞金賞受賞
1997　  「Heart art in Roma」アリタリア航空賞／BEST ARTIST賞 (グレゴリアン大学名誉作家認定書 )受賞
　　　　東急リゾート会員会報誌表紙イラスト/春・夏・秋・冬号
1998　  埼玉新都市交通・ニューシャトル車両デザイン
　　　　「Heart art in WORLD」日本～中国～アメリカ文化交流展　芸術審議賞受賞
　　　　「Heart art in TOKYO ’98」第 2回エイズチャリティ美術展
　　　　 ( 財団法人エイズ予防財団  日本エイズストップ基金 ) にて サッポロビールBEST ARTIST賞受賞

はせがわいさお プロフィール(抜粋)



1999　  東京書籍「小学道徳副読本(３年4年)」挿絵
　　　　都城大丸創業70周記念はせがわいさお来場記念展
2000　  NEW YORK ART EXPOプラチナブース出展
　　　　ホテル東日本グループ 森の鶯宿「階段ギャラリー」設置
2001 )ータンセンョシンベンコ縄沖(展念記場来」ーョシトーアの大最上史「  　
2002　  銀河高原ビール「氷川きよしボトル」イラスト
2003　　ハート出版「ガード下の犬ラン」表紙・挿入原画
　　　　ミキハウスグループより「Isao Hasegawa」ブランド発売開始
2004　  東京書籍「小学道徳副読本(3年4年)」挿絵
2005　　Dr.コパ氏とのコラボレーション版画制作開始「吹き上げるシリーズ」4作、「酉年」
　　　　「はせがわいさおミニストーリーブック フラワーロード～12ヶ月～」(角川学芸出版)発行
2006　　Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「戌年」
　　　　「はせがわいさおコミュニケーション作品集 ～夢～」(角川学芸出版)発行
　　　　「はせがわいさおコミュニケーション作品集 ～夢～」朗読上映会 開始
2007 立設 」わがせは☆房工ムーリド「  　
　　　　2007年版はせがわいさおオリジナルカレンダー 「Flower Road」発売　　
　　　　Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「亥年」
　 　 　　　　　スターリィマンの七夕コンサート (サンバレーリゾート那須高原)

　　　　医療法人清風会 ホスピタル坂東壁面絵画 (茨城県坂東市)
　　　　ダイヤモンド経営者倶楽部クリスマスチャリティーパーティーDVD朗読上映会
　　　　中学校や施設にてDVD朗読上映会＆講演会

2008
　  2008 年版はせがわいさおオリジナルカレンダー「Dream Time」 発売

　　　　Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「子年」
　　　　江戸川区ファミリーミュージカルにてDVD朗読上映会 (東京都江戸川区)
　　　　ACT4＆CITY CLUB OF TOKYOコラボレーション記念イベント
　　　　「St.Valentine's Day に贈る ～アートミュージックストーリー～スターリィマンの世界～」
　　　　第13回「NHKハート展 」作画出展 (日本橋三越から一年間全国巡回 )
　　　　埼玉キワニスクラブ第 168回卓話例会「スターリィマンの活動の発表」

2009
　  2009 年版はせがわいさおオリジナルカレンダー 「スターリィマンの風船にのせて～未来に届ける日本の輝き～」発売

　　　　Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「丑年」
　　　　医療法人湘和会 湘南記念病院壁画絵画 (神奈川県鎌倉市 )
　　　　国際NGOワールド・ビジョン・ジャパン協賛 モンゴルチャリティーイベント　イメージ絵画＆缶バッジデザイン
　　　　日本財団 チャリティTシャツアート展出展
　　　　「ふくしま夢まつり」にてオリジナルイメージ作品＆缶バッジ・Tシャツ
　　　　「よい国つくろう！日本志民会議」設立大会にて実践発表 (『志の旅路』の絵を創作・発表 )
　　　　「絵画活動 30年記念展覧会」開催　※新作「日本の四季の輝き～春夏秋冬」200 号４作品を発表
　　　　「30年記念ピアニスト清塚信也氏との夢のコラボレーションコンサート」開催
2010

供提賞副　賞臣大境環　者賞受賞別特証定認際国回9第」ムラグロプ00041OSIズッキ「  　
　　　　「全会津文化祭～会津エンジン 05～」講師
　　　　「ゆめふるさとまつり～アートでつなぐ心の原風景～」　埼玉県さいたま市　氷川の杜文化館
　　　　「もうひとつのワールドカップ」知的障害者サッカー世界選手権大会支援「夢のきずな募金」イメージ画
　　　　星空コンサート in プラネタリウム「スターリィマンと日本の四季を巡る旅」　サイエンスドーム八王子

　　　　Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「寅年」



2011
沖縄離島応援団 設立記念レセプション
Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「卯年」

Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「辰年」

Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「巳年」

「スターリィマンカレンダー2012」の売上げから329,650円を福島県動物救護本部にご寄付
「スターリィマンカレンダー2012」第63回全国カレンダー展に入選

「スターリィマンカレンダー2013」の売上げから401,120円をふくしま原発避難 子供・若者支援機構にご寄付
「スターリィマンカレンダー2013」第64回全国カレンダー展に入選

東日本大震災復興祈念「スターリィマン紙芝居プロジェクト」設立（詳細は活動記録本『Negai』参照）
鎮守氷川神社（埼玉県川口市）作品ご奉納

2012

2014

2015

　  

寺子屋百年塾　特別講座 新春談話会 in 善光寺
日本フォーム印刷工業連合会　新春講演会
スターリィマン復興祈念朗読会＠鎮守氷川神社
東日本大震災復興イベント「春ひろば」＠アキバスクエア
スターリィマン朗読雅楽演奏会＠久伊豆神社
東北フォーム印刷連合会40周年記念式典　講演会

　　　　

大宮子易両神社（山形県小国町）1300年祭記念　作品御奉納
福島空港内・わくわくらんどたまかわ　オープニング記念イベント
「いつも君のそばにいるよ」（学研パブリッシング）出版
一般社団法人スターリィマンからの贈りもの設立

　　　　

はせがわいさお心の原風景展・チャリティイベント＠まるひろ飯能店

スターリィマン復興祈念朗読会＆復興祈願祭＠鎮守氷川神社

2013

　  

「スターリィマンからの贈りもの」展＠沖縄県立博物館・美術館内県民ギャラリー
福島空港内・わくわくらんどたまかわ　一周年記念イベント

Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「午年」

Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「未年」

常陸一之宮 鹿島神宮にて復興祈念朗読会

スターリィマン朗読音楽コンサートin郡山～大切なあなたに心からのありがとうを込めて～
スターリィマン朗読音楽コンサートin郡山の収益を「復興応援すこやか子育て寄附金」にご寄付
平成26年度  沖縄県子ども読書の日　記念フォーラム
スターリィマン朗読音楽コンサートinおきなわ～母の日に心からのありがとうを込めて～
通信制サポート校・東京ネットワークフェスタ2014
武蔵一宮 氷川神社（埼玉県さいたま市）新祈祷殿竣工お祝い作品 ご奉納 
常陸一之宮 鹿島神宮（茨城県鹿嶋市）復興祈念3作品ご奉納

浦添市教育委員会生涯学習振興課主催「社会教育学習生大会」
常陸一之宮 鹿島神宮にて復興祈念朗読会

「スターリィマンカレンダー2015」の売上より5万円をふくしま原発避難子供・若者支援機構にご寄付

日本郵船氷川丸　竣工85周年記念作品寄贈式
福島市立図書館 開館30周年記念イベント
日本郵船氷川丸　竣工85周年記念作品イベント
ふくしまキッズ博2015／絵本ワールドinふくしま2015
映画「氷川丸ものがたり」上映会にて公演
福島市教育委員会から感謝状授与

「スターリィマンカレンダー2014」売上より12万円をふくしま原発避難子供・若者支援機構にご寄付

　 　 　 　
　　　　

　　　　

「NHKラジオ深夜便」出演



2016
「スターリィマンカレンダー2016」の売上げから3万円をふくしま原発避難子供・若者支援機構にご寄付
スターリィマン紙芝居プロジェクト活動記録本「Negai 旅するスターリィマン」発行
はせがわいさお還暦記念作品「この光につつまれて」（伊勢神宮・内宮）完成

Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「申年」

Dr.コパ氏とのコラボレーション版画「酉年」
「スターリィマンカレンダー2017」の売上げからスマートサバイバープロジェクトに3万円、ふくしま原発避難子供・
 若者支援機構に1万円ご寄付

リアスアーク美術館 方舟祭2017（宮城県気仙沼市）

2017

2018

　  

スターリィマンが旅する心の原風景展＠東京エレクトロンホール宮城（宮城県仙台市）
スターリィマンが旅する心の原風景展@仙台の売上げから東日本大震災みやぎこども育英募金に1万6000円をご寄付
絵と物語で日本の素晴らしさを伝える朗読講演会＠常陸一之宮 鹿島神宮
アートのチカラで児童労働をなくそう！「ヤフオク！チャリティーオークション」
KAIDO!project「キットパスの皆画展」チャリティーイベント 
絵と物語で日本の素晴らしさを伝える朗読講演会＠常陸一之宮 鹿島神宮
氷川奉祝祭記念絵画賞 審査員
スターリィマン30周年記念展覧会＠東京芸術劇場

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 個人会員／千代田ユネスコ協会 理事／東京都ユネスコ連盟 評議員　就任
「公益社団法人日本ユネスコ協会連盟」を通して、アフガニスタンの寺子屋の子ども達に作品を寄贈
 

　　　　

　　　　

　  

　
　　　　

　　　　

1956年、福島県会津若松市生まれ。4歳から埼玉県さいたま市（旧大宮市）在住。
日本大学芸術学部美術学科（現デザイン学科）卒業後、フリーイラストレーターとして広告、出版界で
活躍すると同時に画家としてデビュー。
1987年に、作品の主人公であるスターリィマンを、娘・祐希の3歳の誕生日プレゼントとして初めて描
き、その後、お話を創作する妻と共にシリーズで創作し続けている。
1997年、阪神淡路大震災のチャリティー絵画展への参加を機に、版画作家として全国展開を行った後、
2007年に独立。娘も朗読・デザイン・プロデュースで両親の活動に加わり、絵とお話と朗読で観る人
の心と心をつなぐコミュニケーションアートを確立。世界中が家族のような温かなきずなでつながるこ
とを願い、子どもから大人まで幅広い世代を対象にしたイベント、展覧会、朗読コンサートなどを日本
全国で展開している。
画家としての創作の傍ら、2011年の東日本大震災後に、「スターリィマン紙芝居プロジェクト」を沖
縄の方々と共に立ち上げ、岩手・宮城・福島・茨城の子ども達のいる保育園・幼稚園・小学校を中心に、
仮設住宅、老人介護施設、社会福祉施設、図書館、公民館などで紙芝居ライブを行い、紙芝居を贈る活
動を行う。
また2011年の10月からは、紙芝居の活動で訪れた各地の復興を祈り描いた「被災地の未来を輝かす心
の原風景」や縁ある地域の心の原風景を語り伝えながら、ふるさとを愛し誇りに想う心をつなぐ活動を
精力的に行う。2017年11月5日に、スターリィマンは30周年を迎えた。
公式サイトhttp://www.dream-hasegawa.com

作家略歴　はせがわいさお（コミュニケーションアート画家）　


