「市川里美・こみねゆら絵本原画展」 2015年3月21日
（土・祝）
〜5月24日
（日） こども陶器博物館

A4チラシ裏面
（W210mm H297mm）

市川里美・こみねゆら 絵本原画展
岐阜県出身の旅する絵本作家 市川里美さんと、幻想的な世界観で人気の絵本作家 こみねゆらさん。二人の展覧会を開催します。
岐阜県の大垣で生まれた市川さんはパリ・モンマルトルの丘にアトリエ兼住居を構え、
フランスを拠点に今日まで世界十数カ国で作品を出版
している絵本作家です。熊本県で生まれたこみねさんは初めての本をフランスで出版し、
イラストレーターとして活躍する一方で、手のひらサイ
ズの人形を作成してイラストと人形の個展を開催するなど多彩な活躍をしています。
親しい友人同士でもあるお二人の作品の、花や人形にいろどられた華やかな世界をお楽しみください。

『とんでいきたいなあ』2010 BL 出版

『森からのよびごえ』2014 BL 出版

市川里美

ラオスの民族衣装のスケッチ 2005

『しらゆきひめ』2001 教育画劇

Satomi Ichikawa

こみねゆら Yura Komine

岐阜県生まれ。1971 年にフランス・パリに渡り、独学で絵を学び
始める。1975 年に最 初の絵 本『A Child's book of seasons』
（邦題『あなたもいますよ』
）
をイギリスで出版。
その後、
フランス、
日
本など各国で、今日にいたるまで絵本を多数出版し続けている。
『春のうたがきこえる』
（偕成社）
で講談社出版文化賞絵本賞、
『はしって！アレン』
（偕成社）
でサンケイ児童出版文化賞美術賞を
受賞するなど、国内外で多数の賞を受賞している。長年の絵本
作家としての活動をたたえて、1997 年には
「アーティストに贈るパ
リ市長賞」
が授与された。
パリ在住。

『WAVE in たじみ 2015』 日 時：4 月18 日（土）

が
多治見に
やってきます！

『ミシンのうた』2014 講談社

熊本県生まれ。東京藝術大学大学院修了後、
フランス政府給費
留学生として1985年に渡仏、
ボザール大学で銅版画などを学ぶ。
1992 年に
『Les deux Sœurs』
など 4 冊の本をフランスで出版。
1994 年の帰国後、東京を拠点に多くの絵本を出版。
『さくら子の
たんじょう日』
で第 10 回、
『ともだちできたよ』
で第 18 回日本絵本
賞を受賞。小さな人形作品も作成し、
これまで各地でイラストと人
形の個展を開いている。2011 年より生活の場を故郷の熊本に移
し活躍を続けている。熊本市在住。

①午前 10 時〜 ②午後 1 時〜 ③午後 2 時〜

①「こみねゆら先生と作ろう★きせかえ人形、
きせかえ動物ワークショップ」◆
会

場：地下 1 階 絵付け工房

先生描きおろしのオリジナルイラストに模様や色を塗って、
楽しいきせかえ人形を作ります。

②「市川・こみねスペシャル対談」 司会：穂積 保（こどもの本 WAVE 代表）
会

場：1 階 キッズステージ

③「市川里美先生とミニぬいぐるみを作ろう！」◆

会 場：1 階 キッズステージ
※③のイベントは簡単なお裁縫のため縫い針を使います。
就学前のお子さまはご遠慮ください。
お子さまは大人の方と参加ください。

◆ ①・③のイベントは予約が必要です
参加費：無料（展覧会の入場券が必要です）

定 員：①・③は 30 名、②は 80 名
申込先：博物館へ直接、E-mail、FAX、電話などでお申込ください。
※応募の際には参加者のお名前、人数、
住所、電話番号をお知らせください。

※詳しくは当館のホームページ・ブログをご覧ください。

●各回ワークショップ終了後、当日ショップにて関連書籍をお買い上げの方に、
それぞれの先生のサイン会を行います。

EVENT
「絵本作家さんデザインマスキングテープでコラージュミニバッグをつくろう」

日 時：4 月5 日
（日） 午前 10 時〜
定 員：30 名 ※要事前予約（電話またはメールにてお申込み）
参加費：600 円
（大人のみ別途入館料が必要）
内 容：企画展にちなみ、絵本作家さんオリジナルデザインのマスキン
グテープを使ってかわいいコラージュミニバッグを作ります。

絵付け工房のご案内

※参加希望の方は、
メールまたは電話にてお早めにご予約ください。

「母の日に贈ろう★手作りブレスレットと陶製アクセサリーボックス」

●学芸員による企画展示ギャラリートーク

【交通のご案内】
日 時：5 月10 日
（日） 午前 10 時〜
（作品解説）
※予約不要
定 員：30名 ※要事前予約
（電話またはメールにてお申込み） 日
時：3 月21 日
（土）、4 月26 日
（日） ●最寄りインター
中央自動車道多治見 I.Cより
参加費：500 円（大人のみ別途入館料が必要）
各日午後 2 時〜
車で 5 分
内 容：ビーズやきれいな丸玉などで、お母さんに贈るブレスレットを
集合場所：企画展示室前
●最寄り駅
JR 中央線 多治見駅
作ります。
ハート型陶製ミニボックスもセットでプレゼント！
所用時間：約 20 分

北口より桜ヶ丘行きバスで
「美濃焼卸団地前」
下車徒歩 5 分

世界にひとつだけのオリジナル食器作り！ （平日利用以外は予約不要）

博物館内の絵付け工房では、陶磁器への絵付けが体験できます。お皿・マグ・茶碗などアイテムも豊富です
内 容：アイテムに専用の絵の具で絵を描いてオリジナルの食器・作品を作ることができます。小さいお子様
でも簡単にできます。スタッフがやさしく指導しますので、お気軽にお申し付け下さい。
利用時間：10 時〜17 時（16 時までの受付） 所要時間：約 1 時間。2 週間〜2 ヶ月以内で焼き上がり後、
来館して引取りか、
550 円で宅配。

★アイテムの一例（2015 年 3 月現在）

上絵付け用（300 円〜）
：はしおき (300 円 ) 飾り皿（500 円）クレヨンマグ・茶碗など（800 円〜）etc.
下絵付け用（500 円〜）
：お皿（600〜2800 円）茶碗（600 円〜）マグカップ（800 円〜）etc.
※アイテム名、価格は変更される場合もあります。材料費等の金額表示はすべて税込み価格となっております。

●子供会、サークルなど団体の絵付け体験も受付中！

※要予約→詳しくはお問い合わせください。

※平日は予約が必要です（ただし春休み・GW期間［3/21〜4/5、4/25〜5/6］の平日は予約不要）
★予約が必要：平日 13：30〜（土日祝・休館日を除く）休館日を除く3 日前までにメールまたは電話にてご予約ください。
★予 約 不 要：土 日 祝日・春休み・GW（3/21〜4/5、4/25〜5/6）
申込み
問い合わせ

〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-67 美濃焼卸センター内
Tel.0572-27-8038 Fax.0572-27-8039 kidsland@kanesho.co.jp

http://www.kanesho.co.jp

入 館
割引券

大人入館料50円引き
（1家族まで期間中のみ有効）

チラシ分布調査にご協力ください
（

市・町 ）

