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ブルーノ ・ ムナーリ
　　アートのなかの遊び
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と　き： 7月26日(土)  午後4時～5時
ところ：市立図書館  2階研修室  
参加費：無料（前日までに要予約）
申　込： 電話 052－401－3881

館長アートトーク

【テーマ】　雄弁なる東山魁夷の日本画

一般 800円(700円）
高校・大学生 700円(600円） 中学生以下無料

 
※（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金
※前売券はローソン・ミニストップ
　　　　　(Lコード：48496）にて販売
※各種障害者手帳提示者及び付添人 1名無料
※インターネット割引券、市立図書館貸出利用
　カード提示者50円引

ブルーノ・ムナーリ
（1907-1998）

【関連イベント】

【ムナーリ展観覧料】

ムナーリのワークショップ
「アートとあそぼう」

講演会 「アートから生まれる遊び」

ムナーリが世界各地で実施した
さまざまなワークショップを体験しよう！
①「木をつくろう」
みんなで一緒に大きな木をつくろう。
7月5日(土)   午前10時30分～正午  講師A

②「コラージュ」
切って貼ったらどんなイメージができるかな？
7月6日(日)   午前10時30分～正午   講師A
7月19日(土) 午前10時30分～正午   講師C

③「テクスチャー」
紙の上をなぞるとどんな模様が浮き出てくるかな？
7月6日(日)   午後2時～3時30分   講師A
7月19日(土) 午後2時～3時30分   講師C

④「さまざまなかたち」
いろいろな形から思い浮かぶ絵を描いてみよう。
8月9日(土)   午前10時30分～正午  講師B

⑤「直接の映写」
プロジェクターで映し出される色と形を体験しよう。
8月9日(土)   午後2時～3時30分    講師B

講師：A 有福  一昭氏（こどもの城）
B  田嶋  茂典氏（元愛知県児童総合センター長）
C  市はるひ美術館スタッフ

会場：①はるひ夢の森公園
②～⑤市立図書館  2階研修室

対象：①～④5歳から小学6年生まで
⑤小学1年生から中学3年生まで

定員：①30名 ②～⑤各回20名
料金：①無料 ②～⑤100円

　（当日の本展観覧券必要）

講師：
日時：
会場：
定員：
料金：

岩崎清氏（日本ブルーノ・ムナーリ協会代表） 
7月27日（日）  午後2時～3時30分
市立図書館  2階研修室
100名 ※当日正午から整理券を配布。
無料（当日の本展観覧券が必要）

申込方法：電話にて受付中（先着順）
市はるひ美術館　電話  052－401－3881

チューブ型の
照明器具

小ざるのジジ

Fantasia

ムナーリの
フォーク

清須市民
限定料金

　ブルーノ・ムナーリ（1907-1998）は、造形、デザイン、絵本や遊具、子どもの
ための造形教育など多岐にわたる分野で活躍したイタリアの作家です。「芸術
とは難しいものではなく、すべての人の感性が豊かになるために役立つもの」
と考えていた彼が生み出した独創的でユーモアあふれる作品の数々は、世界
中の人々を魅了し続けてきました。
　また、アートを通して真剣に遊びと向き合ったムナーリは、遊びによって子ど
もたちの発想力や想像力を育むことに熱心に取り組んだことでも知られていま
す。本展では、約200点の作品展示のほか、絵本や遊具などを実際に手に取っ
て遊ぶことのできるコーナーを設け、ムナーリが考案したワークショップも実施
します。様々な作品の鑑賞、体験を通して、アートの中の遊びの世界をお楽しみ
ください。

イタリア生まれ。グラ
フィックデザインの仕
事に従事しながら、
1920年代後半より芸術
運動未来派に参加し、
絵画や彫刻を制作、発
表。1940年代前半より
子どもの創造力を育て
るための絵本づくりを
手がけ始める。1977年
頃より子どものための
ワークショップ「アート
とあそぼう」を開催。
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「夢広場はるひ」からのお知らせ「夢広場はるひ」からのお知らせ「夢広場はるひ」からのお知らせ

清須市はるひ美術館 7月の行事予定

●不燃ごみ収集■坂町、東町、中河原、下河原…第１・３水曜日■横町、西町、旗本、下堀江、西堀江(名鉄津島線より南側)…
第１・３土曜日■外町、寺野(花園・元町・郷前)、鍋片、助七(一丁目・二丁目)…第２・４水曜日■豊町、西堀江(名鉄津島線
より北側)…第２・４水曜日■寺野(花笠・美鈴・池端)、助七(五反田・東山中・芳花・美里)、阿原…第１・３土曜日

所  在  地
電　　話
開館時間
休  館  日

：〒452－0961　清須市春日夢の森1番地
：052－401－3881         
：午前10時～午後7時(入館は午後6時30分まで)
：7/1(火)～4(金)・7(月)・14(月)・22(火)・28(月)

【清須市はるひ美術館】



虫と魚と夏遊び

手作りＰＯＰ講座

アラベスクによるミニコンサート

リサイクル会

２周年記念講演会

大相撲の国際化

ブルーノ・ムナーリと
大人の絵本

夏の助っ人みっけ！

七夕の人形劇

自由研究お助け隊！
～“じょうしょうきりゅう”を知ろう！～

　７～９月にかけて、清須市はるひ美術館にて「ブルーノ・
ムナーリ展」が開催されます。美術館の展示をより楽しむ
ための連携企画として、ブルーノ・ムナーリの作品を中心に
大人も楽しめる絵本を展示しています。

　課題図書以外にも、読書感想文に
おすすめの本を紹介しています。他
にも自由研究など、夏休みの宿題の
ヒントが盛りだくさん！

　長い夏休みが始まります！虫取りや魚釣りが楽しい
季節、図書館で本を読んで昆虫・お魚博士になれば
外で遊ぶのがもっと楽しくなるかも…？

　身近な広告ツールのPOP。図書館でもスタッフ
手作りのPOPを飾っています。皆さんも、
お気に入りの本のPOPを作成してみましょう！

　大好評のミニコンサート。今年度も開催
します。どなたでもご鑑賞いただけます。
ぜひお越しください。

　図書館で不要になった本を無償配布します。

【と　き】7月6日（日）  午前11時～
【ところ】1階交流テラス

【と　き】7月19日（土）
　　　　 午前10時～なくなり次第終了
【ところ】2階ギャラリー
※混雑が予想される場合は入場を制限することがあります。

【と　き】7月5日（土）  午前11時～
【ところ】1階おはなしの部屋 【内　容】POPについての講演・POP作成

【と　き】7月13日（日）  午後2時30分～4時
【ところ】2階研修室

片山  茂氏
小学生以上

【定　員】20名
【講　師】 【参加費】無料
【対　象】

（大人の参加や親子での参加も大歓迎です！）
【持ち物】・POPを作りたい本（図書館の本も可）

（ペン・和紙・マスキングテープなど）
※作成に必要なペンや用紙・道具は図書館でも
　ご用意します。手ぶらでもご参加いただけます。
【申　込】7月5日（土）から電話または

1階カウンターにて受付

　今年もやります！図書館スタッフによる
オリジナル脚本の手作り人形劇です。

2 階一般企画1 階児童企画

懐かしい清須 美濃路沿いの職人の店
- ものづくりの原風景 -

※図書館の開館日・開館時間に準じます。
７月13日(日)まで

清須市立図書館
オリジナル貸出
カードケース

７月５日（土） ７月６日（日）まで 図書館の
バースデー
ケーキを
つくろう！

期間内は自由に
ご覧いただけます!!

童心社の紙芝居４１冊を

【と　き】7月27日（日）  午前11時～11時30分
【ところ】2階研修室

小学生以上(保護者同伴可)
【定　員】15名

【対　象】
【内　容】・上昇気流のおはなし(10分程度)

 「手の熱で風車を回そう」
【申　込】7月19日(土)から電話又は

1階カウンターにて受付

紙芝居

マラソン プチ工作紙芝居

マラソン プチ工作紙芝居

マラソン プチ工作

【と　き】7月5日（土）  午後1時30分～
【ところ】2階研修室　【定員】70名
【申　込】電話又は1階カウンターにて受付中

立命館大学相撲部監督、田中稔氏の講演会です。

・プチ実験(15分～20分程度)

・POP作成に使いたい材料

先着７７名様に

プレゼント！
先着７７名様に

プレゼント！

本を借りてくださった方
本を借りてくださった方
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「夢広場はるひ」からのお知らせ「夢広場はるひ」からのお知らせ「夢広場はるひ」からのお知らせ

清須市立図書館 7月の行事予定

新川地区●可燃ごみ収集■坂町、東町、中河原、下河原…毎週火・金曜日■横町、西町、旗本、下堀江、西堀江(名鉄津島線よ
り南側)…毎週火・金曜日■外町、寺野(花園・元町・郷前)、鍋片、助七(一丁目・二丁目)…毎週月・木曜日■豊町、西堀江(名
鉄津島線より北側)…毎週月・木曜日■寺野(花笠・美鈴・池端)、助七(五反田・東山中・芳花・美里)、阿原…毎週火・金曜日

所  在  地
電　　話
開館時間
休  館  日

：〒452－0961　清須市春日夢の森1番地
：052－400－1044           
：午前10時～午後7時　　
：7/7(月)・7/14(月)・7/22(火)・7/28(月)・7/31(木)

【清須市立図書館】
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