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〒098-0332 上川郡剣淵町緑町 15－3 剣淵町絵本の館 

2009 ねん２がつごう 

でんわ 0165・34・2624☆FAX34・334５ 

２月のいろいろ①☆けんぶち絵本まつりのおしらせです！★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

第第１１８８回回けけんんぶぶちち絵絵本本ままつつりり２月 21 日(土)～３月 22 日(日)  

＊２月 21 日，２２日(日)のよてい 

『第 18 回けんぶち絵本の里大賞』受賞原画展・絵本販売･もったいないばあさんのﾜｰﾙﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ展 

 ２１日(土) 10:30 おはなし会/15:00 真珠まりこさんのギャラリートーク 

 22 日(日) 13:30 絵本作家さんのおはなし会/16:00 第１８回けんぶち絵本の里大賞授賞式 

 

＊第 18 回けんぶち絵本の里大賞授賞式 

 ２009 年２月 22 日(日)16:00～ レークサイド桜岡 にて 

 整理券：おとな 2,500 円(未就学児１名無料)/こども(小学生)1,500 円/大人ペア 4,000 円 

特別ディナーを楽しみながら，絵本作家さんのおはなしや抽選会・サイン会などなど！ 

※今回はこんにひとみさんミニコンサートも開催決定(詳細は新聞折込チラシなどで) 

 

＊もったいないばあさんのワールドレポート展&真珠まりこさんのギャラリートーク 

 2009 年２月 2１日(土)～３月２２日(日) 展示会場:どこでもギャラリー 

 ※真珠まりこさんのギャラリートーク(対象:小学生以上) 

 2009 年２月 2１日(土)15:00～ 会場:展示ホール B(予定)参加無料 

もったいないばあさんが，今地球上で起きている『気候変動』『環境問題』『戦争』『貧困』などの問

題と，それに巻き込まれている世界の子どもたちが私たちの暮らしとどのようにつながっているの

かを，伝えてくれます。 

 

＊びばからす賞受賞のいもとようこさんは，『画業 30 周年記念原画展』のため，今回の授賞式は欠席

です(原画展もありません) 

２月のいろいろ②☆バレンタインデーとくべつきかくや子育て講演会が追加されました 

２月３日(火)15:00～ わくわくほうかごタイム 『まめまき』 

みんなでおにをおいはらおう！(ほうかごタイムにとうろくしている子がさんかできます) 

 

２月 14 日(土)14:00～ 今からでもまにあう！手作りチョコレート♥教室 
バレンタインデーとうじつにつくって，そのままわたそう！えほんのやかたにもうしこみしてね 

＊つくりたいかたちの『かた』・チョコレートを入れるいれもの・エプロンをもってきてね 



2月のいろいろ②つつ己☆★☆★☆☆☆★☆★☆★☆☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
＝日日■日日■日日●日日●tHHH＝日日■■■HHH‥■■‥■‥‥日■‥‥‥‥‥‥‥‥1日‥‥‥‥‥‥■‥■‥‥‥‥‥‥■‥‥‥■‥‥‥‥‥‥‥●‥‥■・‥

2月23白く月）‖：99～大人の蒋りとタイム

参加費学dQQ☆参劫申込受付中で寄主（大人の方のみ）
■●■■●＝■■■●●●●■●●■●■｝■■●●●●●■●■■■■●■■●■■●■●●■■●一●■■●●■一●■■■●→■‥●●●■■■■■●●■■■■●■■●●■●■●■■■●●■●■■●▲■●■●●■■●●■●●■■●■t■■●●■■■■■●■■●■■■●■■●●

2月24日（火）10：00～子育て講演会　講蘭：中山美知子氏（（財）鉄道弘済会旭川市保育所所長）

『子どもの成長に合わせたはめ方・叱り方』
＊参加無料です　　＊参加ご希望の方は絵本の立・剣淵町保育所にお申し込みください

＊剣淵町以外にお住まいの方も参加できます　　　＊託児あります
◆●…●◆日日日日■●●◆…………，…………‥○●●，＝……‥，，■■●‥，○●○……●・…仙川●■●■＝●ひ……＝■○●●○日日書目●＝●●●＝●●●●■●●＝●●

あや8▼ あ∀8v ZRのよてい 剃′ンダー

おやすみのひ：4・11・18にち／あいているじかん：10じ～5じ

あV8V哲鞄絢あ》8γ哲海銅あV6v哲海銅あや8サ哲鞠杓あやか哲海銅あや8V哲海鴨あや8▼哲鞄

3指のいろいろきてい☆☆☆ひなまつり会やスタンプカードのひようしょうがあるよ★

3月3日（火）ちびっこ遊びタイム『ひなまつり』

わくわくほうかごタイム『ひなま？り会』
3月7日（土）スタンプカードひょうしょう式＆おはなし会（おしるこもあるより

3月20日（金）しゆんぶんの日とくべつ！工作きょうしっ

『オーブンねんどでストラップづくりをしよう』 ・‥などなど
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