スターリィマン 3 0 年 のあ ゆ み
1987

スターリィマン誕生（11 月 5 日）
＊作品「ユキへのおくりもの」に初めて登場

1989

はせがわいさお絵画活動10 周年記念個展＠大宮ソニ
ックシティオープンギャラリー（埼玉県旧大宮市）
物語「ヒューマン☆ズ LOVE」創作開始

1990

「ヒューマン☆ズ LOVE」原画展＠大宮高島屋（埼玉
県旧大宮市）

1992

ヤマハ音楽振興会「第 21回ジュニアオリジナルコン
サート」ポスター・パンフレット・CD ジャケット
「ミュージック☆アート個展」＠原宿ギャラリーハセ
ガワ（東京都渋谷区）

1995

1996

物語「ヒューマン☆ズ LOVE」スライド上映・朗読会
＠電力館（東京都渋谷区）開催
「日本野鳥の会」会報誌表紙
「阪神淡路大震災チャリティ絵画展」参加
＊いさお版画作家として単独活動を開始。
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
「Heart art in Los Angels」観光局長賞金賞 受賞

1997

「Heart art in Roma」
＊BEST ARTIST 賞・アリタリア航空賞 W 受賞
＊作品「風の旅人」出品／グレゴリアン大学名誉作
家認定書 授与

1998

埼玉新都市交通ニューシャトル車両デザイン

1999

都城大丸創業 70 周年記念「はせがわいさお来場記念
展」＠都城大丸（宮崎県都城市）開催

2000

2001

「NEW YORK ART EXPO」プラチナブース出展
ホテル東日本グループ「森の風鶯宿」
（岩手県雫石町）
階段ギャラリー

「史上最大のアートショー来場記念展」＠沖縄コンベ
ンションセンター（沖縄県宜野湾市）開催

( 抜粋 )

2002

氷川きよし氏「夢銀河」ビデオジャケット & 銀河高
原ビールボトルイラスト
＊作品「ミルキーウェイ」

2003

ミキハウスグループより「Isao Hasegawa」ブランド
発売開始

2004

「嘉穂劇場 復旧チャリティ絵画展」＠のがみプレジデ
ントホテル（福岡県飯塚市）開催
＊嘉穂劇場 復旧祈念版画の収益の一部をご寄付。

2005

「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
＊角川学芸出版から発行の 2 冊の装丁・デザインを
祐希が担当。初めて両親の創作・活動に関わる。
Dr. コパ氏とのコラボレーション版画展開・開始

2006

「はせがわいさおコミュニケーションアート作品集
〜夢〜」（角川学芸出版）発行
＊全国学校図書館協議会選定図書 中学の部に選定
「はせがわいさおコミュニケーションアート作品集
〜夢〜」朗読上映会・開始
＊中学校を中心に DVD 朗読上映会を開催。

2007

「ドリーム工房☆はせがわ」設立
＊家族 3 人での活動が本格的にスタート。
「スターリィマンの七夕コンサート」＠ホテルサンバレー
那須（栃木県那須町）
医療法人清風会 ホスピタル坂東（茨城県坂東市）
壁画絵画 制作
「Starryman×LEGEND 夢のコラボレーションステー
ジ 〜スターリィマン の世界〜 」＠J-POP CAFE( 東京
都渋谷区 ) 開催
「ダイヤモンド経営者クラブ クリスマスチャ リティー
パーティー」にて DVD 朗読上映会

2008

「江戸川区ファミリーミュージカル」＠タワーホール
船堀 大ホール（東京都江戸川区）DVD 朗読上映会
ACT4&CITY CLUB OF TOKYO コラボレーション記念
イベント「St.Valentineʼ 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〜」＠シテ
ィクラブオブ東京（東京都港区）
「コミュニケーションアート朗読会」各地で開催
「第 13 回 NHK ハート展」作画出展
＊日本橋三越から 1 年間全国で巡回展
「第 2 回ドリームプラン・プレゼンテーション」予選
・本選出場

2009

「スターリィマンのきらきらフェスティバル」＠プラ
ザノース（埼玉県さいたま市）開催
コミュニケーションアート DVD「スターリィマンの
夢を叶える風船を届けよう！」発売
医療法人湘和会 湘南記念病院（神奈川県鎌倉市）壁
画絵画 制作
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
「日本財団 CANPAN×JAMM チャリティ T シャツアー
ト展」出展
「いしかわ地域づくり円陣 2009」講師
「よい国つくろう！日本志民会議 設立大会」実践発表
＊作品「志の旅路」を制作・発表
「はせがわいさお絵画活動 30 年記念展覧会」開催
＊「日本の四季の輝き〜春夏秋冬〜」200 号 4 作品
を制作・発表
はせがわいさお絵画活動 30 年記念企画「ピアニスト
清塚信也氏とのコラボレーション・コンサート 開催

2010

「キッズ ISO14000 プログラム」第 9 回国際認定証
特別賞受賞者 環境大臣賞 副賞提供
「fooga No.92（2010 年 春号）」表紙・特集掲載
「全会津文化祭〜会津エンジン 05〜」＠会津大学
（福島県会津若松市）講師
「ゆめふるさとまつり〜アートでつなぐ心の原風景〜」
＠氷川の杜文化館（埼玉県さいたま市）開催
もうひとつのワールドカップ知的障がい者サッカー
世界選手権大会支援「夢のきずな募金」実施
NPO 法人茨城県経営品質協議会 設立 10 周年記念講
演会（茨城県水戸市）ゲスト朗読
「地域づくりコーディネーター研修会 2010」講師
「星空コンサート inプラネタリウム〜スターリィマン
と日本の四季をめぐる旅〜」
＠サイエンスドーム八王子
（東京都八王子市）開催
「ゆめふるさと秋まつり公演〜スターリィマンが出会
った日本の原風景〜」＠氷川の杜文化館 開催
沖縄タイムス社主催「大久保寛司の経営トップセミ
ナー」（沖縄県那覇市）ゲスト朗読

2011

「ゆめふるさと冬まつり公演〜スターリィマンが出会
った日本の原風景〜」＠氷川の杜文化館 開催
「沖縄離島応援団 設立記念」レセプションパーティー
& 記者会見＠沖縄県庁（沖縄県那覇市）
＊北大東島中学校 卒業生に卒業記念品授与
久高島幼稚園・小学校にて記念朗読会

2011

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」沖縄にて設立
＊プロジェクトの詳細は活動記録本『Negai』参照
「スターリィマン紙芝居プロジェクト・キックオフ
イベント」＠沖縄県立博物館・美術館 県民ギャラリー
（沖縄県那覇市）他 開催
東日本大震災復興祈念紙芝居「スターリィマンの夢を
叶える 9 つの風船のおくりもの」
（東洋企画）発行
お菓子の蔵 太郎庵「会津夢街道」パッケージ
「いばらきドリプラチャリティー W 講演会」
（茨城県
水戸市）司会・ゲスト朗読
鎮守氷川神社（埼玉県川口市）作品ご奉納
「京都流議定書 2011」（京都府京都市）ゲスト朗読
「YUME CHARGE PROGRAM 8・8 世界夢ケーキの日」
〜東日本大震災復興チャリティー講演会〜（長野県
伊那市）朗読
キットパス・コラボレーション記念「スターリィマ
ン紙芝居プロジェクトチャリティーイベント」＠めぐ
り（東京都台東区）開催
「ゆめふるさと春まつり公演〜スターリィマンと愛で
る日本の原風景〜」＠氷川の杜文化館 開催

2012

「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
＊第 63 回全国カレンダー展に入選
「高野登 寺子屋百年塾 特別講座 新春談話会」
in 善光寺（長野県長野市）朗読
「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（埼玉県川口市）開催
東日本大震災復興イベント「春ひろば」＠アキバス
クエア（東京都千代田区）出展 & 朗読会 開催
「はせがわファミリーが贈る スターリィマンの朗読
会」＠お菓子の蔵 太郎庵（福島県会津若松市）開催
「3.11 復興支援 T シャツプロジェクト」参加
「スターリィマン朗読雅楽演奏会」＠武州岩槻総鎮守
久伊豆神社（埼玉県さいたま市）開催
「東北フォーム印刷連合会 40 周年記念式典 講演会」
（宮城県仙台市）講演
「大宮子易両神社 1300 年祭記念」（山形県小国町）
作品ご奉納 & 記念公演開催
「わくわくらんどたまかわ」オープニング記念イベ
ント（福島空港）開催
「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（埼玉県飯能市）開催

2013

「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 ＊第 64 回全国カレンダー展に入選
スターリィマン朗読カフェ☆「いつも君のそばにいる
よ」＠匠カフェ aotto（東京都港区）開催
朗読音楽コンサート「いつも君のそばにいるよ」＠ア
グネスホテル アンド アパートメンツ 東京
「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 県民ギャラリー（沖縄県那覇市）開催
「スターリィマンが旅するふるさと心の原風景展」
＠か
んてんぱぱ西ホール（長野県伊那市）開催
メールマガジンで語り伝える「今を生きるスターリィ
マンの物語」~ 感謝の風船ラブレター ~ 配信開始
第 1 回「今を生きるスターリィマンの講演会」
ゲスト：大山泰弘氏（日本理化学工業）

2014

「スターリィマンカレンダー 2014」の売上から
120,000円をふくしま原発避難子供・若者支援機構に
ご寄付
第 2 回「今を生きるスターリィマンたちの新春の集
い」ゲスト：大久保寛司氏／高野登氏
復興祈念朗読会＠常陸一之宮 鹿島神宮（茨城県鹿嶋
市）開催 & 復興祈念 3 作品ご奉納
「スターリィマン朗読音楽コンサートin 郡山」＠富や蔵
（福島県郡山市）開催
＊収益を「復興応援すこやか子育て寄附金」にご寄付
第 3 回「今を生きるスターリィマンとのランチ談話
会」ゲスト：渡邉幸義氏（ISF ネットグループ）
沖縄県教育委員会主催「平成 26 年度 沖縄県子ども読
書の日 記念フォーラム」（沖縄県宜野湾市）講演
福島キワニスクラブ・キワニスワンデー＠子どもの
夢を育む施設 こむこむ館（福島県福島市）
「スターリィマン朗読音楽コンサート in おきなわ」＠
タイムスホール（沖縄県那覇市）開催
武蔵一宮 氷川神社（埼玉県さいたま市）新祈祷殿竣
工記念作品ご奉納

2015

「スターリィマンカレンダー 2015」の売上から
50, 000 円をふくしま原発避難子供・若者支援機構に
ご寄付
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」講演（沖縄県浦添市）
日本郵船氷川丸 竣工 85 周年記念作品寄贈式 & 記念
イベント（神奈川県横浜市）開催
「NHK ラジオ深夜便」出演 ＊2016 年 3 月再放送

2015

福島市立図書館 開館 30 周年記念イベント
＊福島市教育委員会から感謝状授与
「ふくしまキッズ博 2015 ／絵本ワールド in ふくしま
2015」福島キワニスクラブと共同参加
「スターリィマンからの贈りもの展」＠早稲田スコット
ギャラリー（東京都新宿区）開催

2016

「スターリィマンカレンダー 2016」の売上げから
30, 000 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
きっとパス読書会「Negai 旅するスターリィマン」
福島未来応援歌「きらきら生きる愛の地球〜みんなで
夢を叶えよう 大好きな福島のために〜」CD 制作
＊ふくしま未来基金／キワニスクラブ共同基金のご
支援にて制作
「聴いて歩いて描くアートワークショップ」＠くぬぎの
森交流プラザ（埼玉県三芳町）
「スターリィマンと旅する心の原風景展 & 朗読会」＠
沖縄県立図書館（沖縄県那覇市）
「コミュニケーションアート講演会 〜伊勢神宮の式年
遷宮に学ぶ日本の心〜」講師：井上象英氏
「方舟祭 2017」＠リアスアーク美術館（宮城県気仙沼
市）作品展示 & 朗読公演

2017

「スターリィマンカレンダー 2017」の売上げから
SSPJ に 30,000 万円、ふくしま原発避難子供・若者
支援機構に 10,000 円をご寄付
スターリィマンのテーマ曲「きらきら生きる愛の地球
（ほし）」テレビ埼玉「四季 彩の国紀行」にて放映
Japanist 31〜34 号「旅するスターリィマン 日本の四
季を巡る旅」掲載
「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）開催
＊収益の一部を東日本大震災みやぎこども育英募金
にご寄付
「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（茨城県鹿嶋市）開催
NPO 法人 ACE 主催 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」参加
KAIDO!project「キットパスの皆画展」参加
武蔵一宮 氷川神社「明治天皇御親祭 150 年祭」奉祝
作品ご奉納
「スターリィマン 30 周年記念展覧会」＠東京芸術劇場
ギャラリー（東京都豊島区）開催

