【締切日】５月 日（木）
【行程】
記念館集合→大久保
時 …
（風のほこら）ウォーキン
グスタート→ 時 猪野城
…
祉見学→ 時 分 …
猪野曽
で昼食・休憩→ 時 分 …
記念館と渓鬼荘を見学、周
辺を散策→ 時 …
記念館で
解散
【送迎】香美市役所本庁舎
より、ＪＲ美良布駅経由の
無料送迎バスあり（予約時
にお申し付けください）
行き 本庁舎 時 分発
美良布駅前 時 分
帰り 記念館 時発
美良布駅経由本庁舎

猪野々ウォーキング

吉井
井勇
勇記
記念
念館
館だ
だよ
より
り
吉
風と水の郷
吉井勇の歌碑がたつ香北
町猪野々を巡るウォーキン
グイベントを開催します。
若葉の季節、棚田の広が
る風景を楽しみながら、猪
野々の歴史スポットや吉井
勇ゆかりの道などを巡りま
す。
勇の短歌をはじめ、彼が
いんせい
隠棲し癒やされた猪野々の
魅力を感じられるツアーと
なっています。
ぜひご参加ください。
【日時】５月 日（土）
時集合
雨
※天中止
【定員】 人
要
※予約
【参加費】１人２千円
昼
※食、記念館入館料含む

☎ ・２２２０

【景品】オリジナルしおり
とオリジナル下敷き、もし
くはレターセットをプレゼ
ント。
ぜひご参加ください。

吉井勇記念館

■くるくるアニメマシンをつくろう！
【講師】おかもとあつしさん（まんが家）
【日時】７月 日（月・祝） 時～ 時
【参加費】 円
【定員】 人
電
※話にて６月 日（土）から申込受付

こどもワークショップ（小中学生対象）

◆問い合わせ先

香美市立美術館と吉井勇
記念館でスタンプラリーを
実施しています。
【期間】
平成 年３月 日まで

香美ミュージアムスタンプラリー
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市立図書館
◆図書館のマスコット
キャラクターを募集
図書館を盛り上げるキャ
ラクターを募集します。
【応募期間】５月１日
（日）～６月 日（木）
【応募資格】どなたでも応
募できます（グループも可）
【デザイン】
手書き、または電子データ
（ Excel
・ Word
など）
【応募方法】応募用紙に記
入の上、郵送または持参、
各所配置の応募箱に投函。
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◆第 回子どもの読書週間
読書週間は、良い本に出
合い、読書の楽しみや喜び
を知る良い機会です。ぜひ、
お子さんに本の読み聞かせ
をしてあげてください。
【期間】４月 日（土）～
５月 日（木）
【標語】
四角い本にまあるい心
【おすすめ読み聞かせ絵本】
▽りゆうがあります▽つら
らのぼうや▽Ｚｅｒｏ▽い
のちをいただく
◆貸出ランキングベスト３
（平成 年１月～ 月）
【一般】
①ラプラスの魔女（東野圭
吾）②サラバ！（西加奈
子）③クックパッドのおい
しい厳選！野菜レシピ
【児童】
①かいけつゾロリのクイズ
王（原ゆたか）②一期一会
初恋オシャレ。
（マインドウ
ェ イ ブ） ③ う み の か い だ
てのいえ（いわいとしお）
【問い合わせ先】
本館☎ ・０３０１
30
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応
※募用紙は各関係機関で配布

【発表】８月（３館合同図
書館まつりで表彰）
【賞品】採用者には図書カ
ード２万円分進呈（優秀作
品にも副賞あり）
◆子ども司書展示コーナー
子ども司書さんおすすめ
の本を展示中。大人とはち
ょっと違う目線でのおすす
め本をぜひどうぞ。
【おすすめ本】▽５分後に
意外な結末シリーズ▽掟上
今日子シリーズ▽ぎょうれ
つのできるシリーズ など
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■世界にひとつのオリジナル傘をつくろう！
【講師】なかひらじゅんこさん（イラストレーター）
【日時】７月 日（日） 時～ 時
【参加費】 円
【定員】 人
電
※話にて６月 日（土）から申込受付
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■オリジナル・消しゴムハンコ作り
【講師】尾崎浅子さん（はんこ作家）
【日時】６月 日（日） 時～ 時
【参加費】 円（材料費別途）
【定員】 人
電
※話にて６月４日（土）から申込受付

おとなワークショップ（高校生以上対象）
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■切り絵モビールづくり
【講師】梶原希美さん（イラストレーター）
【日時】７月 日（日） 時～ 時
【参加費】 円（材料費別途）
【定員】 人
電
※話にて６月４日（土）から申込受付
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■せっこう版画をつくろう！
【講師】美術館職員
【日時】７月 日（土） 時～ 時
【参加費】 円
【定員】 人
電
※話にて６月 日（土）から申込受付
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香美市立美術館

年度
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アートの窓

平成
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展覧会スケジュール

県内外で広く事業展開してきた
企業が収集したアート作品を一
堂に集め、展示します。アート
を企業理念の中心に置いた本企
業の、これまでの活動も合わせ
てご紹介します。

300

300

300
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占領された顔：B／小作青史

一見怖いけれど、じっ
くり見ると深い内容を
持つ作品には、豊かな
世界の広がりが。怖が
らずにぜひどうぞ。

住野よる 著
学校に友人のいない私が
出会ったのは、手首に傷
がある南さん、格好いい
アバズレさん、尻尾の短
い彼女…。やり直したい
ことがある全ての人へ。
３月２０日（月）

また、同じ夢をみていた

怖い絵

有川浩 著
高知出身の人気作家、有
川浩の初エッセイ。日々
のつれづれ、創作の裏側、
愛する本や映画のことな
ど。小説『ゆず、香る』
『彼の本棚』も特別収録。

－ 美の挑戦者たち －

倒れるときは前のめり
－怖いからこそ見たいもの－

Ｐｉｃｋ Ｕｐ
アートアワードコレクションより

ピーター・シンガー 著
例えば、毎年日本の人口
の４％弱が１日１５円を
寄付すれば５００万人の命
をつなぐことができます。
チャリティの隠れた真実
を追求する人々の物語。

平成２９年２月１１日（土）
１１月５日（土）～１２月１８日（日）
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８月２０日（土）～１０月１６日（日）
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パリ モンパルナス／和田通博
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なかひらじゅんこ
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53

高知市春野町在住の和田通博が描
く、身近な風景や海外で取材した
モチーフなどを題材にした作品展。
親しみやすい彼の作品を通して、
水彩画の魅力をぜひお楽しみくだ
さい。
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高知県内外で現在活躍中のイラストレー
ターやまんが家を紹介し、仕事としての
作家の活動を展示します。

Kami ２４
Kami
２５

－イラストレーター・まんが家の仕事展－

あなたが世界のためにで
きるたったひとつのこと

■問い合わせ先
香美市立美術館
☎５３・５１１０

－水彩画の魅力－

和田通博展
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６月２１日（火）～８月１４日（日）
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