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安曇野ちひろ美術館
美術館だより
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●展示室1・2

ちひろ・母のまなざし
●2010年3月1日（月）～5月11日（火）
母となったちひろは、成長していくわ

て育てた。小さい子どもがきゅっとさわ

さまざまな月齢のあかちゃんを観察し集

が子の姿をスケッチや作品のなかに描き

るでしょ、（中略）そういう動きは、た

中的にスケッチしたからでしょうが、原

とめました。母親としての実感は、後に

だ観察してスケッチだけしていても描け

点には切ない思いでわが子をスケッチし

水彩によるあかちゃんの傑出した作品を

ない。」というちひろの言葉には、母親の

た経験があるのかもしれません。

生み出します。あかちゃんの代表作、

画家としての自負がうかがえます。

１９５７年にちひろは、初の絵本『ひとり

『おふろでちゃぷちゃぷ』などの絵本原

『おふろでちゃぷちゃぷ』は「松谷み

でできるよ』（図４）を手がけ、当時６

画や育児書の挿絵、素描を展示します。

よ子あかちゃんの本」の一冊として誕生

歳の息子をモデルに、身のまわりのこと

あかちゃん

しました。ぎこちなく服を脱ぐ仕草や肌

ができるようなった頃の子どもの様子を

「ピンクの帽子のあかちゃん」（図１）

の質感（図３）に、子どもを観察し続け

リアルに丁寧に描き込んでいます。この

では、あかちゃんの手足のくびれやふっ

たちひろならではの描写が生きています。

絵本の仕事をひとつの出発点に、息子が

くらとしたやわらかな肌の質感が、水彩

息子をモデルに

成長した後も、ちひろは「子ども」を生

ちひろは３２歳で息子・猛を出産します。

の微妙なにじみと濃淡で描かれていま

涯のテーマとして描き続けていきます。
平和への願い―『母さんはおるす』

す。水気をしぼった筆で色味を抜いて指

しかし当時、夫は司法試験の勉強中で、

先の形をつくり、膝や肘に赤味をさすな

ちひろが絵筆一本で家計を支えていまし

いのちを慈しみ育てる母親として、平

ど、細部にいたるまで繊細に表現されて

た。仕事と育児との両立は厳しく、やむ

和を願う気持ちは世界共通のものです。

いて、水彩の卓抜した技術を感じさせま

なく１カ月半の息子を信州の両親に預

一人の母親であるちひろは、生命をも脅

す。技術の高さはもちろん、ちひろが母

け、お金を貯めては会いに行く生活が１

かす戦争を許さず、ベトナム戦争への反

親として子育てをするなかで、肌を通し

年近く続きます。限られた時間のなか

戦の思いを込めて１９７２年『母さんはおる

てあかちゃんを知りつくしていたからこ

で、幼子の小さな変化も見逃さずスケッ

す』を出版します。翌年には絵本の習作

そ、こうした魅力あふれる絵が描けたの

チ（図５）に留め、その姿を脳裏に焼き

（図６）に添えて「母さんは戦場にいっ

でしょう（図２）。「その辺に赤ちゃんな

付けたのでしょう。後にちひろは１０カ月

ておるす」という詩を発表しています

んかいると自分のひざの上に置いておき

と１歳のあかちゃんの違いを描き分けら

が、子どもを守るのは母親だというメッ

たい。親はどうしてもさわらずにはいら

れたといいます。ひとつには育児書『育

セージとともに、世の母たちへのちひろ

れないものじゃないかしら。私はさわっ

児の百科』の挿絵のために保育園を訪れ、

の強い信頼がうかがえます。（山田実穂）

●展示室3・4

ちひろ美術館コレクション展

４大陸１００人の絵本画家たち

●2010年3月1日（月）～5月11日（火）
ちひろ美術館は、絵本の原画を貴重な

ロシア、東欧の絵本

アジア、アフリカ、中南米の絵本

文化資料と考え、世界の絵本原画や画家

旧社会主義諸国では、国の熱心な教育

アジアやアフリカ（図３・４）、中南

に関する作品、資料を収集してきまし

政策のもとで絵本がつくられました。子

米（図５）など、これまであまり絵本が

た。コレクションの最大の魅力は、なじ

どもの本は、他の芸術表現に比べて規制

出版されてこなかった地域でも、近年優

みの深い欧米や日本の絵本原画から、東

が穏やかだったこともあり、多くの画家

れた絵本がつくられるようになってきま

欧やロシア、アジアやアフリカ、中南米と

が絵本に力を注ぎます。
『てぶくろ』
で知

した。それらの作品には、自国の絵画的

いった普段目にする機会の少ない地域の

られるロシアのラチョフ（図２）は、堅実

伝統を活かしながら、新しい表現を生み

作品にいたるまで、世界中の多様な絵本

なデッサンで、民族的な衣装をまとった

出そうとする姿勢が感じられます。その

原画を幅広く含んでいる点にあります。

動物たちを表情豊かに描いています。歴

国ならではの紙や画材を用いてコラージ

本展では、世界４大陸２７カ国から、１００人

史はそれぞれ異なりますが、東欧諸国で

ュを行うなど、素材の工夫も多くみられ

の絵本画家による約１４０点の作品を取り

も、独自の芸術の伝統をもち、質の高い絵

ます。なかでもこの１０年、韓国の絵本の

上げ、コレクションの全貌に迫ります。

本が数多く生み出されました。日本で知

躍進には特に目を見張るものがあり、シ

アメリカ、西欧の絵本

られている作品はまだ多くありません

ン・ドンジュン（図６）など多くの若手

が、当館コレクションのなかで、質・量

絵本画家が意欲的に活動をしています。

イギリスなど西欧や、そこから多くの
移民が海を渡ったアメリカは、
ともに１９

ともに重要な位置を占めています。

世紀後半以降、世界の絵本を牽引してき

日本の絵本

出展作品のテーマや技法、制作年や画
家の出身地はさまざまですが、それはそ

ました。日本で愛されてきた絵本のなか

日本は、絵巻物などの伝統を持ちなが

のまま、世界の絵本文化が多様であるこ

にも、アメリカや西欧で生まれた作品が

ら、戦後、欧米の絵本に多くを学び、新

とにもつながります。本展では、コレク

たくさんあります。ポーランド移民の子

しい絵本の文化を形成してきました。

ションに含まれる立体作品やグリーティ

としてアメリカで生まれたセンダックの

瀬川康男の『いないいないばあ』
（図３）

ング・カードもあわせてご紹介しながら、

は、赤ちゃん向けの絵本としては落ち着

その幅広く奥深い魅力をお見せします。

は広く愛されているロングセラーで、
今冬

いた色調で描かれていますが、ことばの

１００人の画家が織り成す絵本の世界を、

には実写映画が公開されて話題になって

リズムと絵本ならではの展開が魅力的で、

どうぞじっくりとご堪能ください。

います。

４０年以上も愛され続けています。

『かいじゅうたちのいるところ』
（図１）

（駒田賢一）
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●展示室1・2

図１

ピンクの帽子のあかちゃん １９７１年

図３

シャツを脱ぐ子ども １９７１年
『おふろでちゃぷちゃぷ』（童心社）より

図４

顔を洗う男の子
『ひとりでできるよ』（福音館書店）より １９５７年

図５

図２

蝶と乳母車に乗ったあかちゃん １９７１年

息子・猛３態 １９５１年

図６ 「母さんは戦場にいっておるす」 １９７２年

●展示室3・4

図１

モーリス・センダック（アメリカ）
『かいじゅうたちのいるところ』のイメージ １９８８年

図５

クラウディア・レニャッツィ（アルゼンチン）『わたしの家』より ２００１年

図６

図２

エフゲーニー・ラチョフ（ロシア）
「マーシャとくま」より １９６５年

図３

瀬川康男（日本）
『いないいないばあ』より
１９６７年

図４

フセイン・ジャマアーン
（スーダン）
より １９９７年
『魔法のビーズ』

シン・ドンジュン（韓国）『地下鉄は走ってくる』より ２００３年頃
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活動報告

２０１０年 ちひろ美術館の活動について
平和を願う美術館として

安曇野ちひろ美術館館長

松本

猛

パネルを制作しました（図１）。この展示

く、昨年は東京新宿にある損保ジャパン

昨年、アメリカ合衆国にオバマ大統領

パネルは、被爆写真とともに展示され、

東郷青児美術館で「ミリオンセラーの絵

が登場して以来、世界は大きな変化の兆

平和を願う人々とともに、核廃絶を訴え

本原画と世界の絵本画家たち」展を開催

しを見せています。日本も長く続いた自

る活動を展開しています（図２）。

し、４５，
６４２人もの人々に見ていただくこ

民党政権が倒れ、政治の変動の時期を迎
えています。

２０１０年は、昨年動きはじめた核廃絶へ

とができました。これにあわせて、『ち

の大きな流れをさらに確かなものにでき

ひろＢＯＸ２ 世界の絵本画家たち』（講
談社）も出版されました。

もちろん、世界の歴史を見ればわかる

るかどうかという重要な年になるでしょ

ように、世の中は一直線に変化するもの

う。今年、ちひろ美術館は、４月３日～

ちひろ美術館は、いわさきちひろの作

ではありません。さまざまな変革は、揺

５月９日にかけて那覇市の沖縄県立博物

品を保存し公開すると同時に、開館当初

り戻しがありながら、螺旋状に動いてい

館・美術館で、７月２４日～８月２９日にか

から絵本文化の発展に寄与することを重

くものでしょう。しかし、核兵器の廃絶

けては広島市の「ひろしま美術館」で、

要な課題として位置づけてきました。世

を訴えたオバマ大統領にノーベル平和賞

それぞれちひろ展を開催します。戦争に

界で初めての絵本専門美術館として、散

が授与され、それを多くのメディアが好

よって、忘れてはならない大きな犠牲と

逸しやすい絵本原画のコレクションに取

意的に報道したということは、世界の平

被害をこうむった地で、ちひろの大規模

り組んだのもその理由からでした。こう

和と核廃絶への大きな一歩に違いありま

な展覧会が開かれるということは、ちひ

した活動が多くの絵本画家たちから支持

せん。

ろの願いをより多くの人々に伝える良い

され、コレクションは着実に増えてきま

機会になることでしょう。

した。安曇野ちひろ美術館建設の原動力

ちひろ美術館は、１９７７年の開館以来、
一貫して「世界中の子どもみんなに平和

ちひろ美術館は、ちひろの絵が平和を

の一つは、日本はもとより、世界の絵本

としあわせを」といういわさきちひろの

願う人々の活動を励まし、力になるよ

画家の優れた作品を常設展示する場をつ

願いを基本精神におき、美術館の活動を

う、努力してゆきたいと考えています。

くりたいという願いがあったからです。

世界最大規模の絵本美術館として

少しずつ知られるようになり、今年は長

おこなってきました。そのなかにはちひ
ろカレンダーの普及や署名をはじめ、さ
まざまな平和と核廃絶のための活動もあ

近年、ちひろ美術館のコレクションが
昨年は、日本の絵本のパイオニアのひ

野県の松本市美術館で１０月９日～１１月２８

とりであり、いまも多くの絵本画家に影

日に大規模な展覧会が開かれることにな

昨年は、そうした活動の一環として、

響を与え続けている茂田井武の作品７７３

り、２０１１年は島根県立石見美術館でも開

ちひろが被爆した子どもたちの手記に絵

点をご遺族から寄贈いただきました（図

催されることが決まりました。ちひろ美

を描いた『わたしがちいさかったときに』

３）。また、スイスの出版社社主である

術館のコレクションを多くの人々に見て

（童心社）と、平和を願って描いた絵本

オタカール・ボツェヨフスキー氏のコレ

いただくことは、優れた絵本原画の芸術

『戦火のなかの子どもたち』（岩崎書店）

クション（９カ国１
０人１０８点、図４）を

的価値を世に問うことであり、絵本の魅

の日本語と英語のテキストを添えた展示

はじめ、ベトナムや韓国、コスタリカの

力を広め、絵本文化の発展に寄与するも

作家などの作品を購入し、ちひろ美術館

のと信じています。

りました。

のコレクションは一段と充実しました

２０１０年は、いままで以上にちひろ美術

（図５・６）。現在、ちひろ美術館のコレ

館のコレクションの存在を多くの人々に

クション数は３
１カ国１
９６人の作家による

知っていただく活動に力を注ぐつもりで

約１７，
１００点 に 上 り ま す（２００９年１１月 現

す。平和のための活動と、絵本文化の発

在）。これは世界の絵本専門美術館のな

展のための活動に、ご理解とご支援をお

かでも、最大規模の収蔵作品数です。こ

願いいたします。

うしたコレクション作品を紹介するべ

図５
図３

図１

タ・ヒ・ローン（ベトナム）
『姫君と望遠鏡』より ２００８年

茂田井武『セロひきのゴーシュ』より １９５６年

日本語と英語の平和パネル

図４
図２

広島での展示の様子

エミーリオ・ウルベルアーガ（スペイン）
『巨大ヒツジのヒルダ』より １９９４年

図６

ウェン・シュウ（コスタリカ）
「３匹のハナグマ」 ２００８年
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ちひろを
３５
訪ねる旅○
松本・蟻ヶ崎高等学校

子どもの姿が白く抜かれた藍染

に学び、同校補習科修了後、国の奨

同様に、妻・母・画家として生き

の暖簾。これは、ちひろの母､岩

学金を得て、奈良女子高等師範学

たちひろに大きな影響を与えてい

崎文江の母校､松本蟻ヶ崎高等学

校に入学。卒業後は、福井県の武生

ます。文江は画家としては駆け出

校同窓会のためにつくられたもの。

町立実科女学校を皮切りに、以後

しのちひろに、時に旧知を頼んで

文江は、１９５５年（昭和３０）から１７

２７年間、教師として活躍しました。

仕事を回し、仕事が忙しくなると

年の長きにわたって同校同窓会の

１９４０年（昭和１５）から４年間、

女性が家庭を持ちながら仕事を続

１９０１年（明治３４）に創設された

文江は戦後、公職を離れ開拓農民

ける困難さを、身をもって知って

蟻ヶ崎高等学校の前身である松本

として安曇野の松川村に入植しま

いた母親は、娘の才能を信じ、娘

高等女学校に入学した文江は、第

す。５３年（昭和２８）、夫の正勝の死

の活躍のために労を惜しみません

５回生として卒業します。同校の

後は、母校の同窓会の仕事に専念。

でした。ちひろもまた、母の頼み

心 得 に は、
「温 良 貞 淑」
「倹 約」
「礼

同窓会館建設では、幅広い人脈と

にはよろこんで絵筆を握ったこと

節」
「勤勉忍耐」
「健康快活」
「同情」

持ち前の行動力を発揮して寄付を

でしょう。娘の画家としての成功

「正心誠意」が掲げられていますが、

集め、６１年（昭和３６）に会館が完

は、文江自身の夢であり誇りであ

そこには、日本の近代女子教育が

成してからは、半ばそこに暮らす

ったと言えます。ちひろの初期の

目指した、新しい国を担う良き臣

ようにして、仕事に励みました。

仕事を集めた文江のスクラップ帳

民を育てる「良妻賢母」像が伺え
ちひろが絵を描いた蟻ヶ崎会の暖簾

ひとこと
ふたこと
みこと

日記

妻として、３人の娘の母として、

には、そんな母娘の思いがこめら

ます。文江は、人並み以上に熱心

教師として生きた文江の存在は、

れているようです。 （竹迫祐子）

10月10日（土）

きちひろさんの作品については、

たってから来たいと思います。そ

ちひろさんの絵を愛しつづけて３
０

少しだけ知っていました。今日こ

のときに何を思えるのかを楽しみ

年。今日夢が実現しました。子ど

こに来て多くの作品とともに、彼

にしたいです。
（諏訪市 田中歩美）

ものころ、ちひろさんの絵にそっ

女が師事したり、影響を受けた作

11月11日
（水）

くりだった我が子も２
４歳になり、

家・芸術家の方々の作品まで見る

『ゆきのひのたんじょうび』とっ

こうして二人でこの美術館に来ら

ことができ、感謝です。これらの

てもおもしろい。私のたんじょう

れてとってもしあわせです。また

作家・芸術家にも、もっと目を向

びは１
１月だから、その日もゆき、

再び訪れたいと思います。こころ

けていければと思いました。この

ふったらなー。

におみやげをもって帰ります。

美術館が単にいわさきちひろの作

11月13日
（金）

品にとどまることなく、多くの旧

念願がかない「ちひろさんに会う

11月1日（日）

い、新しい作家の展示や創作の場

こと」ができ、感動しています。

ちひろさんの絵との出会いは、祖

としても用いられていくとすばら

平和を愛し、子どもを愛し慈しん

父母が買ってくれた絵本です。１

しいと思います。展示の準備をさ

でいる心が絵から伝わってきて、

年前に亡くなった祖父母の供養の

れた多くのスタッフの皆さまにお

心が熱くなりました。私たちも平

つもりで、今日来ました。

礼申し上げます。

和のために少しでも、ちひろさん

11月4日（水）

11月7日（土）

の思いが行動にうつせるよう、が

結婚２５周年の今日、この美術館に

小さいころに来てから５、６年た

んばりたいと思います。京都より

来ることができ、とても感慨深い

って来ました。前には小さすぎて

はるばる来た甲斐がありました。

です。子どものいない夫婦ですが、

つまらなかったものも、（今日は）

ありがとうございました。

妻の持っている絵本から、いわさ

楽しく思いました。また、５、６年

（リウマチの母みゆき＆ちさ）

美術館

孫を預るなどして支え続けました。

大日本青少年団等での仕事を経て、

会長を務めていました。

（Mot
o）

（バジルの会シニア４人）

10月31日（土） ・11月1日（日）

文化に興味がわいた」
「映像、特に光

された。ちひろの誕生日１２月１５日に

「文化を通じて安曇野の魅力を発信

に魅力を感じた」との声が。

は、モーツァルトなどちひろが愛し

したい」と、２００４年に始まった安曇

11月23日（月・祝）

た音楽を、昔懐かしい大型の蓄音機

野スタイルも今年で５年目。当館で

韓国から中学校の校長先生方が、修

で楽しむコンサートも開催。

は、信州出身の花道家・唐木さちさ

学旅行の視察に来館。先生方は、韓

1月15日
（金）

んによる安曇野の野の花を使った生

国をはじめ、世界の絵本画家の作品

松川村と当館の共同開発「ちひろが

け花と、地元作家による竹工芸や陶

を熱心に見学され、「韓国の学生に、

愛したおこひる弁当」の試食会が行

磁器とのコラボレーション展を行

観光だけではなくアートや平和を学

われた。おこひるとは、食事と食事

う。初の試みとして、お茶席も開

ぶ修学旅行を」と語られる。韓国の

の合間にとる軽食のことで、信州の

催。館内にあふれる深紅や黄の草花

中学生の来館が待ち遠しい。

農作業には不可欠の楽しみ。
「ちひ

が鮮やかで、撮影を楽しまれるお客

11月22日
（日） ・12月15日
（火）

ろは料理をする際、器やその配置に

様の姿も多い。

ちひろ生誕の地、福井県の武生（現・

もこだわった。庭で摘んだ野の花を

11月7日
（土）

越前市）で、武生公会堂記念館とち

添えることも。
」と、息子・松本猛

「ポーランドの絵本原画」展にあわ

ひろの家記念館を会場に、
「いわさ

が語るそんなイメージも活かされ

せ、映画上映会「ポラニメ！」を開

きちひろと母・文江の武生展」を開

た。美味しい松川米「鈴ひかり」や

催。知られざるアニメ大国ポーラン

催。武生駅から各会場には、
「赤い

「根曲がり竹」など、松川自慢の食

ドで、１９４７年以来６０年以上にわたり

毛糸帽の女の子」のバナー４
００本が

材が約１０品。味はもちろん見た目に

優れた作品を世界に発信してきた、

飾られ、武生はちひろ一色に。ちひ

も楽しい弁当に仕上がる。春からは

スタジオ〈セ・マ・フォル〉の５本

ろの代表作と共に、遺品や書簡など

団体のお客様を中心に、すずむし荘

の短編アニメを上映。人形を動かし

の資料や、母文江の武生での教師生

にて提供される。残雪美しい北アル

コマ撮りして制作するパペットアニ

活に関する資料を展示。武生での調

プスと、安曇野の豊かな食文化を味

メーションに「ポーランドのアニメ

査、研究もさらに進み、成果が紹介

わっていただきたい。
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●次回展示予定 5月14日（金）～7月13日（火）
〈展示室１〉ちひろ・野の花のささやき
〈展示室４〉
企画展

美しく、可愛いものを心から愛したちひ
ろ。野に咲く素朴な花々とも心を通わせ、
生命力に満ちた姿をいきいきと表現して
います。本展では、野の花と子どもたち
が描かれた作品を、信州・黒姫山荘での
ちひろの暮らしとともに紹介します。

2000年代の日本の絵本展

2000－2009

ちひろ美術館では、これまで、１０年ごとに
社会状況と絵本の動向を概観し、時代を映
した絵本表現を紹介する展覧会を開催して
きました。本展では、スズキコージ、酒井
駒子をはじめ、２０００年代を代表する約２５冊
の絵本の原画、約１００点を紹介します。

〈展示室２〉初期素描・スケッチ
〈展示室３〉世界の絵本画家展

〈展示室５〉絵本の歴史

わらびを持つ少女 １９７２年

長新太『ないた』表紙 ２００４年

安曇野ちひろ美術館 イベント予定
各イベントの予約・お問合わせは、安曇野ちひろ美術館へ。
詳細・最新情報はＨＰからもご覧いただけます。 ht
t
p:
//
www.
chi
hi
r
o.
j
p/
TEL．
０２６
１－６２－０７７２ FAX０２６１－６２－０７７４

●「ちひろの母・岩崎文江」展

●アン・サリーコンサート

ちひろの母・岩崎文江は、２７年間、教師として３つの高等女学校の創立
期を支えました。本展では、女学校卒業後に赴任した武生での教員生活
や、晩年に勤めた松本蟻ヶ崎高等学校（旧松本高等女学校）同窓会会長
時代を中心に、大正から昭和にかけての女子教育に尽力した文江の生涯
を紹介します。
○展示会期：３月１日（月）～５月１１日（火）
○会
場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー

現役医師、２児の母であり、シンガーソングライターとしても活躍す
るアン・サリー。昨年大好評だった、ちひろ美術館・東京に続き、今
年は安曇野でも、親子で楽しめるコンサートをおこないます。
○日 時：３月２０日（土） １４：００～１６：００
○会 場：安曇野ちひろ美術館 多目的ギャラリー
○参加費：友の会会員２５００円／大人（中学生以上）
３０００円／小学生１５００円／小学生未満無料
※併せて展示もご覧いただけます。
○定 員：８０名
○要申込み
３月３日（水）より、電話（０２６１－６２－０７７２）にて受付開始

●工芸の五月2010「こどもの椅子」展
当館の家具をデザインした中村好文氏の他、９名の作家による椅子展を
開催します。
○展示会期：５月１４日（金）～６月８日（火）
○会
場：安曇野ちひろ美術館
○出展作家：中村好文・宇田川隆・岡田
泰・片岡紀子・コバヤシユウジ・須藤崇
文・田島燃・松山ちえみ・村西隆一・山形
英三
写真：橋本裕貴

●4月19日（月） 安曇野ちひろ美術館

開館記念日

当館１３回目の開館記念日。この日ご来館のお客様全員に、ささやかな
プレゼントを差し上げます。

●他館での展示スケジュール

※詳細は、各館にお問い合わせください。

〈ちひろ展〉沖縄県立博物館・美術館（沖縄）４月３日（土）～５月９日（日）
TEL.
０９
８－９４１－８２００

〈ちひろ展〉ひろしま美術館（広島）７月２４日（土）～８月２９日（日）
TEL.
０８
２－２２３－２５３０

〈コレクション展〉松本市美術館（長野）１０月９日（土）～１１月２８日（日）
TEL.
０２６
３－３９－７４００

●3月28日（日） 安曇野ちひろ美術館

感謝デー

■入館料無料！
日頃の感謝の気持ちをこめて、この日は、すべての方の入館料が
無料となります（イベントの参加費も無料です）。
■ワンドリンクサービス！
限定メニューのなかから、お好きなドリンク１杯をプレゼント。
■松本猛講演会「母・ちひろと祖母・岩崎文江を語る」１４：０
０～１５：００
開催中の「ちひろの母・岩崎文江」展に関連し、当館館長松本猛が
母・ちひろと祖母・文江の思い出を語ります。参加自由。
※イベントのタイトル・内容は変更の場合がございます。

■松本猛によるギャラリートーク
世界の絵本画家展 １１：３０～１２：００ ちひろ展 １６：００～１６：３０
展示室で、当館館長松本猛が作品の解説や見どころなどをお話しま
す。参加自由。
■おはなしの会
１回目 １０：３０～１１：００ ２回目 １３：００～１３：３０
絵本『かいじゅうたちのいるところ』や親子で楽しめる絵本の
読み聞かせをおこないます。参加自由。

●おはなしの会

●絵本相談室

毎月第２・４土曜日 １１：００～
絵本の読み聞かせや素話を、親子でお楽し
みいただけます。どなたでも自由にご参加
いただけます。

毎月第２・４土曜日 １１：３０～
絵本に関する相談や絵本選びのアドバイス等、
絵本に関するお問合わせを承ります。
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