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西脇市から絵本作家へ

吉田 稔美



こ
んにちは、吉田稔美です。

東京で、絵本作家、イラ

ストレーターをしています。40

年ほど前の旧市制25周年の時、

”日本のへそ” のシンボル

マークの公募がありました。私

はちょうど西脇高校の１年生で、

山元佑教諭の指導のもと、美術

の授業で課題にされ、生徒も全

員応募しようということになり

ました。そして私の作品が採用

され、その後平成元年には西脇

市のシンボルマークとなり、マ

ンホールなどに使用され始めま

した。「へそ鳥」とも呼ばれ、

ここ”みらいえ”の図書館バッ

グにも、このように使っていた

だいています。けれども10代の

若かりし頃の私は、”へそマー

クの人”などと呼ばれてしまう

のが乙女心に恥ずかしくて、ずっ

とひた隠しに隠しておりました。

今ではそう言われてもビクとも

しない立派な小母さんになって

います。ずっと使われていて嬉

しいです。

最近、西脇市のシティプロモー

ションとして、「 ”日本のへ

そ” から ”日本のへその緒”

へ」という新しいプロジェクト

が始まり、そのためのロゴマー

クも新しく作られています。そ

の作者も西脇出身で東京におら

れ、お友だちになりました。西

脇ゆかりの若手のクリエイター

たちがたくさん出てこられるよ

うになり、このように”ニホン

ノヘソノオ”によって郷里や仲

間がつながりあっていきます。

い
ま私は絵本作家になって

いますが、幼いころはま

だ創作絵本があまりない時代で、

絵本で育ったというわけではあ

りません。母は私が生まれるま

えに西脇幼稚園の先生をしてい

たこともありましたが、なぜか

家には絵本はなくて。というの
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も、そのころは『キンダーブッ

ク』や『子どもの友』というよ

うな月刊の絵本雑誌を幼稚園で

買っていたもので、今のような

絵本はあまりなかったようです。

家には年の離れた兄や姉の漫画

雑誌や児童書などがあって、絵

本よりもそれらの恩恵を受けま

した。そのことで兄や姉にはと

ても感謝しています。

西脇小学校に入学してからは、

児童数が多い時代でしたが、各

教室に学級文庫というのがあり

ました。子ども向けの江戸川乱

歩の少年探偵団ものやSF童話な

どが面白く、よく本を読む機会

がありました。また、椿坂に教

会があって毎週日曜学校に行く

習慣ができ、セットでその近く

の旧市民センターの図書館に通

い、いろいろ借りて帰りました。

この図書館には西脇高校を卒業

するまで大変お世話になりまし

た。

特別な思い出の絵本がありま

す。『ふしぎなえ』。作者は安

野光雅という高名な絵本作家で、

現在では90歳を過ぎておられま

すが、これは42歳の時に初めて

出されたもので、わりとデビュー

が遅かったですね・・・ 私た

ちも自信がわいてくるかもしれ

ません。この絵本は文字の全く

ない、だまし絵だけで出来た不

思議で面白いものです。そして

このあと次々とこれまでになかっ

たような絵本を描かれていき、

非常に尊敬している作家です。

こちらの絵本は『多毛留）』、
た け る

作者はもう亡くなられましたが、

俳優でもあった米倉斉加年さん

です。子どもが読むにはちょっ

と怖いような絵ですが独特のムー

ドで、イタリア・ボローニャ国

( 2 )



際絵本原画展でグラフィック賞

を受賞され、広く知られました。

絵本などは小さい子どものもの

で高校生の自分にはもう関係な

いと思っていたのが、このよう

な芸術的な絵で絵本に出来て国

際的に評価されると知り、衝撃

を受けました。

ボローニャ展は、最初は東京

ではなく兵庫県下の西宮市大谷

記念美術館が日本で初めて開催

しました。絵本の原画が芸術と

して美術館で展示されたのは初

めてだったといいます。西脇駅

から列車に乗って一人で見に行

き、ヨーロッパの絵本原画の美

術性の高さにうっとりし、とて

も感激しました。こんな絵本の

仕事ができたらと思いましたが、

どうしたら良いのかわかりませ

んでした。自分は進路に悩む高

校２年生のときで、本が好きな

ので文学部に行こうかとも迷っ

ていましたが、米倉さんのグラ

フィック賞から、”グラフィッ

ク”という言葉が頭に残り、グ

ラフィックデザインとか印刷の

ことなどを学べばいいのかなと

思い、美大のデザイン学科を受

験しようと考えました。

高
校では美術部と文芸部を

かけもちしていて、美術

部のほうで街中で学外展をして

みようということになり、蓬莱

橋のそばにあったコミュニティー

センターで展示していたところ、

西脇の地元の文化人の方々が見

に来てくださり、町に若い人を

見守り育てようという機運があ

りました。この中に画家の来住

しげ樹先生がおられました。大

きなパネルに描いた作品を見て、

「君のような人は大阪芸大に行
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くと良い」と言われました。つ

いその気になりましたが、私立

の大学でお金もかかるので、安

い国立に行けたらと筑波大学も

受けましたがダメでした。それ

で大阪芸大のデザイン学科に入

学したところが、かんじんの絵

本のカリキュラムがなく、私が

描きたい絵本のようなイラスト

レーションの作品を描くと、先

生に「それは童画だね」と言わ

れてしまいました。仕事にはな

らない趣味的なものと言われた

気がして、心が折れてやめてし

まいました。卒業したときには、

広告制作会社でグラフィックデ

ザイナーとして広告のデザイン

などをしていました。子どもの

ころから漫画をよく描いていて、

漫画家になりたいとも思って大

学ノートやケント紙にコマ割り

をして描いて、定規を当てて製

図器を使って枠線を引くのに慣

れていて、シンボルマークを描

くのにも役立ったり、デザイン

作業に向いていたのだと思いま

す。

しかしデザイナーをやってい

るうちに、年齢を重ねていくと

女性であることが男社会ではつ

らいこともありました。絵を描

くことに戻りたいと思い、デッ

サンやクロッキーでリハビリを

してイラストレーターに転向し

ました。オリジナルの作品をシ

ルクスクリーンという版画の技

法で制作し、青山で個展を開き

ました。見に来てくださった人

が、「絵本にいいんじゃないか」

と言われ、長い間忘れていた絵

本の世界を思い出しました。そ

れでこのときの作品に自分で文

をつけたのが最初の絵本『Never

Girls（ネバーガールズ）』で

す。

じっさいに絵本を出版するに

はどうしたらよいのだろうか、

となかなかわかりませんでした。

デザイナーをしていた時、PR誌

や会社案内などのページものは

作っていましたが、本の世界は

まったく違っているようでした。

書籍を作るのは編集者の仕事で

あり、編集者と名の付く人にと
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にかく出会ってみないと始まら

ないのです。具体的に作りたい

絵本のダミー本（見本）をカラー

コピーで作り、まず自分が好き

な絵本を出していた架空社とい

う出版社にアポイントをとりま

した。行ってみると小さな会社

で、編集長である社長が会って

丁寧に見てくださり、でも「こ

れは詩画集のようで売れないか

らうちでは出せないよ」と言わ

れました。でもほかのところに

も行って意見を聞きアドバイス

を受けたいと思いました。ある

ところでは「人はお得感がない

と本を買わない。癒されるとか

元気づけられるとか。」と言わ

れましたが、私の作りたいもの

は、そうではありませんでした。

しかし全然だめとは言われず、

「ここに持っていけばよいので

はないか」と次を紹介されて、

持ち込みを繰り返しました。１

年半たっても、やはりどうして

もこの形で絵本にしたい！ と

いう強い気持ちがあって、最初

の架空社に再びお願いに行った

ところ根負けされたのか、「じゃ、

やろうか」ということになりま

した。この社長に絵本の造りや

流通についても具体的に教わり

勉強になりました。

こ
の絵本『Never Girls』の

中から５枚の絵を選び、

英訳を付けてイタリア・ボロー

ニャ国際絵本原画展に応募しま

した。世界中から2000人ほどが

送ってきていたそうですが、日

本人は５組が入選し、そのうち

の一人になりました。窓口になっ

ていた板橋区立美術館の学芸員
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さんから電話で「入選おめでと

うございます！」と連絡があり

ました。そして、「ボローニャ

に行かれますか？」と続けられ、

びっくりして「えっ、ボローニャ

に行くんですか？」と返答しま

した。これまでこの展覧会は日

本の美術館で鑑賞するものであっ

て、イタリアの現地まで行くも

のとは思ってもみませんでした。

行くといっても招待ではなく旅

行費用は自分で出し、手続きも

自力でするのです。ところが実

は、入選者らが現地に送り出さ

れたのはこのときが初めての試

みだったのでした。

1999年、前例がなく情報もな

い中で一人ではるばると行って

みますと、そこは幕張メッセの

ような巨大なブックフェアで、

体育館のようなホールがいくつ

もあり、児童図書見本市として

世界中からたくさんの出版社が

来てブースを出していました。

見ると、様々な国のイラストレー

ターたちが大きな画板に絵を入

れてそれらのブースに売り込み

に行っているところで圧倒され

ました。私は行く前に、海外の

出版社にはどんなところがある

のか、洋書屋さんで自分の好き

な絵本の版元を調べていました。

好きな画家のミヒャエル・ゾー

ヴァが描いた『ゾーヴァの箱舟』

という画集のような絵本の日本

版が神戸のBL出版から出ていて、

その原書の版元であるドイツの

会社のブースをまず一番に探し

ました。すぐその場では見ても

らえず、順番に何時何分に会う

約束をしました。それでまた戻っ

てくると、ワンマン編集者であ

る社長が見てくださって、「一

緒に仕事しよう。日本人とは初

めてだ」と英語で言われました。

ここのおかかえ作家であるゾー

ヴァの絵はリアルな細密描写と
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シュールなアイデアで、シンプ

ルな私の絵とは全く似ていない

のですが、好きであることが通

じたのでしょうか。帰ったらも

う契約書が届いていて驚きまし

た。

ドイツのその会社はベルリン

にあるエディション・インコグ

ニト（名を隠して、おしのびで、

という意味のようです）といい

ます。まず最初はクリスマスカー

ドの仕事をしました。インター

ネットがまだそれほど発達して

いないころで、私は英語で電話

が出来ないため、もっぱらFAX

でラフスケッチのやりとりをし

ていました。10点ほどのアイデ

アを送ったら、バツ印がたくさ

んついて返ってきてビックリし

たのですが、じつはそれがOKの

印であったと分かり、文化の違

う面白さがあります。それぞれ

を仕上げていくのに私なりのド

イツのイメージで、重く深い色

調を使いました。ボローニャで

は他の国々の出版社にも見ても

らいましたが、私の作品はフラ

ンスやアメリカ、イギリスなど

には関心を持ってもらえない感

触がありました。この年の審査

員にはドイツ、イタリア、ブラ

ジルといった国の編集者が入っ

ていて、それらの国民性には響

くところがあったのかもしれま

せん。インコグニト社とはその

後、クリスマスカード以外でも

ポストカードや封筒付きのグリー

ティングカードをたくさん作り

ました。

２
冊目の絵本は『ルネサン

ス踊り絵本』です。西脇

小学校からの同級生でピアノ調

律師の岡本芳雄君の紹介で、芦

屋に住んでおられた研究家の原

田宿命さんと知り合い、教えを
さ だ め

受けたヨーロッパの中世やルネ

サンス時代の古い音楽やダンス
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の世界を絵本にして紹介したい

と思いました。原田さんにお話

を書いていただき、それぞれの

場面の絵を版画で制作し、2000

年に西脇市岡之山美術館アトリ

エでもそれらの作品で個展をし

ました。文章と絵をレイアウト

して本の形の見本を作り、これ

を出版したいのですが、と言っ

て持ち込みをしていきますが、

たいてい「マニアック過ぎて一

般的でないから売れない」と言

われて断られていました。これ

もまた架空社が版元となってつ

いに出版できたのですが、足掛

け５年かかりました。文章に全

部ルビをふって子どもも読める

ようにし、巻末には用語解説を

入れて、学術的に間違いがない

ように専門家の監修も受けまし

た。思いがけずこれが、類書が

ないということで全国の図書館

に置いてもらえることとなり、

部数は少ないながら、１年以内

にまさかの重版が出来ました。

私の場合、駄目だよと言われ

てもめげません。どうしても実

現したいものは、売れないとか

無理とかだめと言われてもあき

らめず、かえって燃えてきて、

きっとやれるんじゃないかと思

えてがんばれます。何の保障も

なくても、それまでになかった

ものや他の人がやらないことほ

ど、自分のやる意味がある気が

するのです。長い時間がかかり

ますが、こつこつとやめないで

いることができます。

『金の輪」は童話作家の小川

未明の代表作を絵本化したもの

で、架空社から未明の絵本のシ

リーズが刊行されることになっ

たときに声がかかり、自分で選
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びました。とても短いお話で文

章が少なく、絵本に必要なペー

ジ数を作るのに、文字で説明さ

れていない部分を絵だけで表す

などして工夫しています。主人

公の子どもが亡くなるのですが、

文章だけで読むと唐突であり、

突き落とされてしまうような感

じもするのですが、それをやわ

らげるように明るい色彩を使っ

ています。作者自身、自分の子

どもを二人、幼くして亡くして

いて、そのことがあって書かれ

たと言われています。この世で

の死はただ悲しい終わりではな

く、より大きな命の輪につながっ

ていくようなものとして描かれ

ているのではないかと解釈しま

した。その願いが詩のような美

しさで心にささってきます。輪

をまわす少年が何者なのかも謎

のままですが、子どもはさびし

さから救われたでしょう。絵本

ではタブーと言われていた子ど

もの死ですが、けして命を大切

にしないということではなく、

不思議さが子ども心に残ってむ

しろ命について深く考えること

になるのではと思えます。でき

ればこの絵本を使って、紙芝居

や読み聞かせなどの子どものた

めの文化的な催しを、コヤノ美

術館など西脇の古い歴史のある

建物で、子育て中の若い世代の

人たちと一緒にできないかと話

しています。

こ
ちらは講談社という大き

な出版社から出された

『つづきのねこ』という小さな

絵本です。死んだ猫が生まれ変

わってかえってきてくれるとい

う、私の飼っていた猫との実話

をもとにしています。友だちが
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猫をなくして悲しんでいたのを

慰めようと、手紙に詩のように

書いたのがはじめで、同じよう

な大勢の人にもと印刷して鈴を

付けた冊子にしたものを編集者

の人が目をとめてくださって、

本にしましょうということにな

りました。もともとは少ない文

字だけの薄いものですので、絵

をつけようということになりま

したが、いろいろなアイデアの

中で、いつも描いているスタイ

ルではなく、シルエットの猫を

コンピュータで描き、文と組み

合わせてページ構成をし、版型

を変えて製本しては、何回も見

本を作りなおして編集者に見せ

ました。その出版社らしさに関

係する制約もありました。デザ

イナーをしていたのでアイデア

をすぐ実際の形にして見せるこ

とができて、編集者は判断がし

やすかったようです。そして一

流のブックデザイナーの方に仕

上げを頼んでもらえ、最高の絵

本が出来たのでしたが、残念な

がら現在は品切れ絶版になって

います。

私
は絵本の中でも物語的な

絵本が一番好きですが、

他方いろんな絵本が世の中には

ありまして、これは ”作って

遊ぼう”というシリーズの工作

絵本で『麦わらの絵本』です。

かつて日本では麦も作り、麦わ

らを使って細工物をこしらえて

いました。とくに東京の大森、
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兵庫県の城崎でさかんでした。

今もわずかに麦わら細工の職人

さんがおられる城崎へ、研究者

である著者と編集者とで取材に

行って、作り方や歴史を教えて

もらいました。城崎には初めて

行ったのですが、まちや人の雰

囲気が穏やかでしっとりしてい

て、何か西脇に近いような、兵

庫県らしい空気を感じました。

私はこの絵本では、材料のこと

や歴史や作り方の手順などを、

子供たちに分かりやすく楽しく

伝えるためのイラストレーショ

ンを描いています。

西
脇で読んでいた本に戻り

ます。この『シラカバと

少女』は課題図書にもなってい

た児童文学です。その作者の那

須田稔さんと巡り会ってよく一

緒に仕事をするようになりまし

た。その息子さんの那須田淳さ

んも児童文学の作家で、挿絵を

描かせていただいた本が２冊あ

ります。淳さんはベルリンに妻

子と住んでいて、私の好きなド

イツの画家のゾーヴァと友だち

であり、『ゾーヴァの箱舟』の

日本版を翻訳したのもこの人で

した。インコグニト社ではゾー

ヴァのポストカードも多数作っ

ていて、それを彼の両親が浜松

でやっていた出版社で輸入して

丸善などで販売していたのです

が、私が自分の絵のグリーティ

ングカードをじかに買い取って、

個展などで販売するのにその価

格を合わせるために丸善に問い

合せて教えてもらって連絡をと

り、つながりができたのでした。

往年の児童文学作家の那須田稔

さんが昔書かれていた童話に、
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私が絵を描かせてもらって出来

たのが『うずまき貝のロケット』

という絵本です。西脇で読んで

いた本の作者と絵本の仕事を一

緒にするようになるなどとは夢

にも思わなかったことで、不思

議な巡り合わせです。あこがれ

や好きなものに向かって仕事を

していくことで、好きな世界の

人びととつながっていくことが

起こります。主人公のジュンと

いう子どもは、幼かった息子で

ある淳さんへの愛情を感じます。

ロケットというのも、私が生ま

れた年に人間が初めて宇宙飛行

し、アポロが月に到着したりし

て、アニメーションや子どもの

本にも宇宙ものが流行った時代

ならではです。私自身それらで

育ってきて、夢があってわくわ

くしました。それでちょっとそ

のころのようなレトロな宇宙船

にして描いています。

今
回の講演会のチラシに載っ

ている絵は、＜みなみ会

＞の方に選んでいただいたもの

ですが、どれもうれしいです。

最初の絵本の『Never Girls』

からと、『ヤモリのヤモちゃん』

からですね。ヤモリのほうは、

浜松市の企業の文化事業で、小

中学校と高校の生徒作品から童

話大賞を受賞した作品を本にさ
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れていて、地元の学校関係に寄

贈のみで市販されないので、私

ももっと欲しくてもお金で買え

ないので残念です。見本で貰え

た分から西脇市の ”みらいえ”

の図書館と、西脇小学校の図書

室と、市内にある同級生の村上

歯科医院とに寄贈させていただ

いています。この楽しいお話の

『ヤモリのヤモちゃん』の作者

は、なんと小学２年生の女の子

です、驚きです！ 作者から子

どもらしい可愛い便箋でお手紙

をいただいたり、とても楽しい

仕事です。

こちらはハングル語の大型絵

本で、韓国のアガワールドとい

う出版社との仕事です。イソッ

プの『カラスと水差し』のお話

で、喉の乾いたカラスが水差し

の中の少ない水を知恵を使って

上手に飲むことが出来たという

ものですが、これもまたとても

短い文で、しかもカラスと水差

ししか出て来ません。ページを

めくって楽しめる絵本にするた

めに、文字では書かれていない

前後の場面を想像して描いたり、

カラスの表情を大きくクローズ

アップしたりして、ページ数を

増やしました。鉛筆でラフスケッ

チを描いて、韓国の編集者に英

語でメールを書き、画像を添付

して見てもらいます。それに対

して意見を言って来られるので
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また英語のメールでやりとりし

ます。そうしたコミュニケーショ

ンの中で国民性や文化の違いに

ふれる面白さもあります。また

韓国の幼児雑誌の表紙を12カ月

分描くということがあって、た

とえば11月の行事だと ”サン

クス・ギブンズ・デー" といっ

て七面鳥を食べるなど、日本の

私たちには習慣がない、アメリ

カ的な文化もありました。

ベネッセの幼児雑誌『こども

ちゃれんじ じゃんぷ』に以前

描いた宇宙ものファンタジー絵

本『とべとべ！ みんなのロケッ

ト』（文・なすだみのる）が韓

国版に繰り返し転載されている

のですが、おそらく今の韓国で

はかつての日本のように、子供

たちに宇宙に行きたいという気

持ちを育んでいるのでしょう。

また子どもが間違って覚えてし

まってはいけないと、アマガエ

ルの手の指は４本、足の指は５

本、というように、リアルな絵

でなくても正しく描かねばなら

ないという教育的な制約をきび

しく受けています。

中国や韓国では近年子どもの

教育に力を入れていて、絵本に

も関心が高く、日本の作家のも

のもたくさん翻訳されています。

日本は少子化でもあり、日本語

版の絵本だけだと作家は飢え死

にしてしまいそうで、海外で絵

本の仕事をすることがもっと多

くなるでしょう。英語版だと初

版が３万部とか、日本と桁が違

います。また国際絵本の世界で

は、さまざまな価値観があって

よい、絵本にはいろいろなもの

があってそれぞれ良い、という

事を自然に学びます。ボローニャ

展でも、そのために一等賞を作

らず全員が ”入選者” です。

巨匠も学生も同じテーブルの審

査で選ばれた上では同等です。

また、紛争で敵味方となった国

の作家同士でも、絵本原画は同

じ壁面で展示され、隣り合う事

ができる平和がすばらしいです。

今
日西脇に帰って来てお話

をする前に、昨日は友だ
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ちと姫路の兵庫県立歴史博物館

に寄って、『明治から平成まで

の子ども雑誌から ふろくの楽

しみ展』を見て来ました。私は

小学生のころ紙の着せ替え人形

が好きで、自分でも描いて切り

ぬいて遊んでいたものでしたが、

その元になったふろくも展示に

ありました。なぜか紙に絵が印

刷されたものが大好きで、広告

チラシの絵や写真などを切りぬ

いて並べて遊んだりもしていま

した。今やっていることはその

ときからほとんど変わっていま

せん。また『小学一年生』で、

糊しろがついていて切りぬいて

組立てる紙ものふろくに、大掛

かりなアポロ月面着陸機や東京

タワーなどがあったのも忘れら

れませんが、こういうものが江

戸時代の浮世絵にすでにあった

のが、＜組上げ絵＞といって展

示されていました。先人たちの

作っていたものを継承して工夫

して作られていた雑誌のふろく

文化の豊かな時代がありました。

現代ではすたれていってしまっ

ているものが多いのが残念です。

あきらかに私はこうした子ど

もの頃のふろくに影響を受けて、

仕掛け絵本なども作っています。

覗きからくりのしかけ絵本で＜

ピープショー＞といって、ジャ

バラを伸ばして穴から片目で覗

くと立体的に見えるもので、西

脇市立図書館にも寄贈していま

すので、遊んでみてください。
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これの宇宙ものを遊具として大

きく作って、地球科学館テラドー

ムの館内に置いてみようかと話

しています。西脇は山がぐるり

を取り巻いていて、その山を越

えないとどこにも行けないけれ

ど、夜空の星はよく見えて、広

い宇宙と自分はまっすぐつながっ

ているような夢を感じ、子ども

のころ屋根の上に布団を敷いて

兄と一緒に眺めていました。そ

れで西脇は私の中では宇宙と近

くて、テラドームが日本のへそ

の北緯３５°ライン上にあるこ

ともご縁に思えます。

こ
れは旧市原駅に屋外保存

されている列車です。昨

年の３月に県立西脇高校の生徒

さんたちとボランティアでペイ

ントのお色直しをしました。も

ともと鍛冶屋線を走っていた車

両をそのまま残されたものが、

風雨に劣化して汚くなっていく

のを、市民グルー＜すぎの会＞

の皆さんから、小さい子どもが

喜ぶ絵本のような絵を描いてほ

しいという要望がありました。

それを受けて2010年に前市長か

らの依頼でデザインを考え、下

絵を車体２両全面に手描きし、

大ぜいの市民の皆さんと一緒に

色塗りをしました。子どもさん

も参加させたいとのことで水性

の扱いやすい塗料を使い、出来

たときはとても綺麗で良い名所

になったと喜ばれたのですが、

思ったよりも退色が早く心苦し

く思っていました。市に相談し

ていましたが予算がなく手が打

てないでいたのを、西脇高校の

ボランティア活動のおかげで修

復ペイントが実現しました。し

かし列車本体にも錆が生じてだ

いぶ傷みが進んでいます。もし

寿命がきてしまったら撤去する

には莫大な費用がかかります。
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風雨で汚れも付きやすく、せっ

かくまたきれいになったペイン

トを長持ちさせ、車体を手入れ

して延命させるために、１年後

の今年2018年３月27日にまた西

高生徒の皆さんを中心に、県下

の他校にも声をかけて、色あせ

や汚れを防ぐコーティング液を

塗る作業を実施されます。その

予算は元々あるわけではなく、

すべて方々からの寄付によって

まかなわれるそうです。ここに

カンパ箱を置いておきます。西

脇市のものであり、西脇市民の

ものであるという考えで、小銭

でもみんなで少しずつ集まれば

と、どうかカンパをよろしくお

願いいたします。こうして私も

入れました（笑）。ロータリー

クラブにも支援をお願いされる

そうですが、他人まかせではな

く、みなが自分で西脇をよくし

ていこうとすることが大切です。

誰かがしてくれるであろうとか、

してくれないとか言うのではな

く、みんながそれぞれ自分の出

来る事を考えて少しずつ持ち寄

るようにやってみることが大切

だと思います。

私
はお金持ちではありませ

んが、好きなことをして

こられて幸せです。西脇の文化

のおかげで、今の自分はそのよ

うな恩恵を受けているので、少

しでも恩返しをしたいと考えて

います。みなさまに応援をいた

だき感謝しながら、これからも

夢のあることに取り組んでいき

たいと思っています。絵本を通

して西脇市の子どもたちの可能

性と未来に関われたらと願って

います。

ご清聴ありがとうございまし

た
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写真は2018年3月27日に行われ
たコーティング作業風景
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吉田稔美の世界
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『ルネサンス踊り絵本』より
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