プラネタリウム

ろいろな絵本を見て研究しました︒

頒布は３月
日
から

広報よしかわ2021.03

981･5392

その他の
イベントは
こちら

体温が37.5度を超える方は入館できません｡その他､児童館の利用については､市ホームページでご確認ください｡
日

毎週

おとぎ話っぽくなるように動物を描

2から5ページの問合せ:生涯学習課☎984･3563､

983･1865

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館時はマスクを必ず着用してください｡また､
時
(3月6日･7日･

28日除く)､春休み期間の

平日午後3時〜3時50分
(3月7日除く)
毎週
午前11時〜11時50分

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム(途中入退場可)

詳

細

内容:季節の星座解説と｢ポラリス｣他

対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)

定員:15人(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円

内容:｢ポラリス｣､赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､

3月21日

午後2時〜2時35分

プラネタリウムを観よう！
は保護者同伴)

対象:どなたでも(未就学児

定員:10組(30分前から窓口にて整理券

を配布) 費用:市内無料､市外200円(3歳未満は無料)

内容:澄み渡るような透明感のある香りが特徴の｢ロー
アロマが香るプラネタリウム

ズマリー｣のアロマに包まれながら､癒しの映像と音楽

3月28日

午後3時〜3時45分

で心地よい空間を楽しめます
は保護者同伴)
を配布)

日

未就園児向けイベント

びりびりらんど

毎週

時

(3月6日除く)

午後2時〜2時30分

対象:3歳以上(未就学児

定員:15人(30分前から窓口にて整理券

詳

細

内容:読み聞かせや簡単な工作､ミニゲームなどのふれあ
い遊び

定員:6組

内容:新聞紙遊び､レクリエーション､読み聞かせなど(講
い がら し

3月12日

午前10時30分〜正午

み ゆき

師:五十嵐 美幸氏)

定員:15組(20分前から窓口にて整

理券配布 ※参加者多数の場合は抽選) 持物:室内用運動
靴､飲み物

おえかきらんど

おはなしらんど

ワンダーサーキット

ワンダー宿題レスキュー隊

25

☎981･6811

開館時間／午前9時〜午後5時 【休館日】毎週 ､3月9日

その他のイベント

〜
日 (
除く)
午前8時30分〜午後5時
場所 市役所1階コミュニティルーム
※おあしす､中央公民館でも開催を予定しています｡詳しくは広報4月号をご覧ください｡

美南5-3-1

プラネタリウムイベント

19

吉川むかしばなし第2集に掲載されている全作品の原画をご覧い
ただけます｡色彩あふれる繊細な絵やダイナミックな絵をお楽しみ
ください｡

5

制作者のお話

掲載作品

年
･ 末年始を除

中井沼のカッパ／石仏 大威徳明

︵

王／耳だれ様／なまずの人助け

の全４話

頒布場所

〜

● 生涯学習課

毎週

く︶

午前８時 分〜午後５時

● 中央公民館

毎週 〜 ︵休館日を除く︶

午前８時 分〜午後５時

30

原画展のご案内
3月19日

き︑吉川ならではの な
｢ まず も
｣ 描き
ました︒登場人物の服装などは︑当

時こんなにカラフルではないと思い

ますが︑絵本として楽しめるよう色

を付けています︒また︑文字が多い

と見づらいので︑文を書き過ぎない

どんな人に読んでもらいたいです

ようにも注意しました︒

Ｑ

か？また︑お話を通して伝えたいこと

私が小さい頃は︑紙芝居に触れ

はありますか？

Ａ

る機会が多くありました︒紙芝居屋

が来たり︑学校でも見たりしていま

したが︑今の子どもたちにはほとん

ど馴染みがないと思います︒ぜひこ

の絵本を読んで︑子どもたちに絵を

見ることや描くことの楽しさを知っ

てもらえたら良いなと思います︒大

人の方には︑子どもの頃を思い出し

て懐かしんでもらいたいです︒

30

表紙の制作:ワークショップ
楽えん

日時

耳
け の
｢ だれ様 ︑
｣ な
｢まずの人み助
｣
ね けん じ
制作にご協力いただいた︑峯 健二さ

んにお話を伺いました︒

Ｑ 創作むかしばなしとして作られた

生涯学習課より私の所属する吉

な｢まずの人助け で｣すが︑制作のきっ
かけは何ですか？

Ａ

川市美術協会に︑絵本吉川むかしば

なし制作の協力依頼があったのが最

初でした︒美術協会で受け持つお話

の下絵を描いているうちに︑私にも

なまずのむかしばなしで何か作れな

峯 健二さん
(吉川市美術協会所属)
文藝よしかわ第4号創作(な
まずの)むかしばなし部門最
優秀賞を受賞

児童館ワンダーランド

わくわくらんど

新
※型コロナウイルスの感染状
況によっては臨時休館となる場

円 税(込 )
Ａ４判︑ ページ︑カラー

合があります︒

価格

規格

印刷

編集 吉川市教育委員会

発行 吉川市

48

昔の文化を伝承することはとても大

切だと思うので︑

こうやって少しで

も触れる機会があ

ると良いと思いま

す︒また不定期で

制作したいですね︒

500

いかと考え︑文藝よしかわ第４号の 創｢
作 な(まずの む
)かしばなし部門 に
｣応
募しました︒

Ｑ 絵本を描く中で︑印象に残ってい

絵本では︑状況や場面を表す絵

ることはありますか？

Ａ

がとても重要なので︑話の中のどの

部分を絵にするか︑インパクトを与

えるにはどうしたらいいか悩み︑い

｢耳だれ様｣作画前の下絵

みねけんじ

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

スポーツランド
マンカラグランドチャンピオン
大会

おもちゃの病院

(おもちゃの修理)

3月16日 ､4月6日

内容:お絵かきや工作､手遊びなど親子のふれあい遊び
を楽しみます｡専門員のよろず相談つき

定員:6組(20

午前11時〜11時40分

分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合は

3月18日

内容:図書館スタッフによる絵本の読み聞かせや親子のふ

午前11時〜11時30分

午前10時30分〜11時30分

う♪二人乗りも楽しめます(15分入替制)
持物:室内用運動靴

時

毎週 (3月5日除く)

午後3時30分〜4時30分

毎週 (3月7日除く)

午後3時30分〜4時30分

3月28日

午後1時30分〜2時30分

4月2日

れあい遊び 定員:6組

内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ

3月24日

日

抽選)

午前10時〜11時30分

定員:各回12人
詳

細

内容:学校の宿題や分からない勉強を先生が優しく教えて
くれます｡ひとりでもお友だち同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具
内容:｢ストリートハンドボール｣を体験しよう！
対象:小学生

持物:室内用運動靴､飲み物

内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボード

ゲーム｢マンカラ｣の優勝者大会！飛び入り参加も大歓
迎！ 対象:小学生〜中学生
内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃを直します
費用:部品代がかかる場合あり

広報よしかわ2021.3
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