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インフォメーションインフォメーション
〈岡谷市文化会館〉

TEL 24-1300 FAX24-1412

7月19日（日） 午後２時開演
カノラータ・オーケストラ 
第１4回定期演奏会

　カノラホールが育成事業の一環として行っている「カノ
ラータ・オーケストラ」の定期演奏会。今年は“君にとって
英雄は誰だ？”をキーワードに、ベートーヴェンの交響曲
第3番『英雄』をメインプログラムに据えてお贈りします。
あなたにとっての“英

ヒーロー

雄”を思い浮かべながら、この曲が
表現する“ 気高さ”“強さ”を感じてお楽しみください。

【主催】 カノラータ・オーケストラ
　　　　　　　　　　　　（（公財）おかや文化振興事業団）
【時間】 午後1時３０分開場  午後２時開演   【会場】 大ホール
【プログラム】 
　ベートーヴェン：バレエ音楽『プロメテウスの創造物』序曲 Oｐ.43
　モーツァルト：交響曲第４０番 ト短調 K.550（第１稿）
　ベートーヴェン：交響曲第３番 変ホ長調 Oｐ.55『英雄』
【チケット】 全席自由  一般１，０００円
　　　　　　　　　 小中高生５００円　未就学児無料

発売中

　やまびこ公園「レストラ
ン」に常設ステージが誕生
し、すばらしいピアノが
お目見えします。暮れゆ
く諏訪の景色、きらめく
夜景とともに美しいピア
ノの調べをお楽しみください。
　クラシックから唱歌まで、どこかで耳にしたことの
ある名曲を演奏します。
　夕刻から夜は、肌寒くなりますので、念のため、
防寒着を準備してお越しください。

5月23日（土） 午後6時30分開演

【主催】 鳥居平やまびこ公園（（公財）おかや文化振興事業団）
【共催】 　　　　　　　　　（（公財）おかや文化振興事業団）
【時間】 午後6時開場  午後6時30分開演
【会場】 やまびこ公園「レストラン」［80席］
【プログラム】 トルコ行進曲（モーツァルト）／花（滝廉太
郎）／亜麻色の髪の乙女（ドビュッシー）　ほか　

【チケット】 大人2,000円　中学生以下1,000円
　　　　　（ティーサービス付）
　やまびこ公園またはカノラホールで発売中
　鳥居平やまびこ公園 ☎22-6313

発売中

やまびこ夜景コンサート～第１夜～
ふたりdeピアノ【指揮】 鈴木竜哉

山岸めぐみ 石川みどり

広
告

　日々の生活のなかで、子どもたちを犯罪や交通事故から守ろ
うという、ちょっとした気配りの時間が“ふれあいたいむ”です。
　“ふれあいたいむ”は、小中学校の児童生徒が登下校する時
間帯に、地域のみなさんが散歩やジョギング、清掃、買い物
など、屋外での活動をしながら、子どもたちを見守り、子ども
たちの安全と安心を図っていく事業です。それぞれの学校・地

域の単位でさまざまな見守り活動が行われ、地域交流の場とも
なっています。“ふれあいたいむ”の期間中は、より多く、みな
さんで活動に参加し、地域で子どもた
ちの見守りの輪を広げていきましょう。

あいさつではじまる“ふれあいたいむ”  春季推進旬間…５月18日（月）～27日（水）

問合せ●教育総務課（内線１２１0）
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春の観光イベント情報・おしらせ

第17回 塩嶺王城パークラインハーフマラソン大会 参加者募集！

日時…5月31日（日） 午前10時スタート
種目…ハーフ（21.0975㎞）、５㎞、1.8㎞、５㎞
ウォーキング（ウォーキングのみ当日受付）

申込み方法…5月8日（金）までに商業観光課に
ある申込用紙に必要事項を記入し、参加料を
添えて郵便局から申し込んでください。

問合せ●大会実行委員会事務局  （商業観光課内  内線1456）

問合せ●小鳥バス実行委員会事務局
（商業観光課内  内線1456）

問合せ●つつじ祭り実行委員会事務局
（商業観光課内  内線1454）

第62回 塩嶺小鳥バス
　愛鳥精神のもと、自然に親しみ、
自然を大切にしようと昭和29年に
始まり、毎年続けられています。
さわやかな早朝、新緑の高原に家族で出かけてみません
か。参加者には、オリジナルピンバッジをプレゼント！
期間…５月3日（日・祝）～６月28日（日）　毎週日曜日　雨
天決行
場所…塩嶺小鳥の森周辺　
料金…市内から小鳥バスで大人1,000円・子ども５００円

鶴峯公園つつじ祭り
　約２万㎡の広大な敷地に植え
られた30種類３万株のツツジ
が、一斉に咲き競います。鮮
やかな花は、色とりどり大小さ
まざま…。美しく刈り込まれた
株が折り重なる見事な庭園公
園で、春を満喫しましょう。
期間…５月8日（金）～１7日（日）
駐車場…川岸スポーツ広場 普通車：１台５００円

春の観光イベント情報

北・南・中央アルプスや八ヶ岳、諏訪湖や松本平の絶景が見える塩嶺王城パークラインを走ってみませんか。

カルチャーセンター ・ 「清風会」 共催講座 

初心者向けペン習字入門講座 初心者向けペン習字入門講座 
　パソコンもいい
けれど、きれい
な字を書きたいと
思いませんか。
　美文字に挑戦
しましょう！

期日…6月４日・１１日・１８日 ・２５日　毎週木曜日
　（全4回）
時間…各回とも午後７時～９時
対象…16歳以上の人　　定員…15名
講師…鳥羽龍湖さんと「清風会」のみなさん
受講料…１，０００円
材料費…1,500円（デスクペン・テキスト・教本）
持ち物…無地のノート（らくがき帳など）
申込み…５月7日（木）午後６時よりカルチャーセンタ
ー第２会議室にて受付。受講料・材料費を添え
てお申し込みください。5月28日（木）締切。 
※受付初日は、電話による申し込みはできません。

見て・聞いて・触れて知る “ 岡谷のまち”

岡谷あれこれスクール
　岡谷に転入して来て、戸惑っていることはありませんか？前から
住んでいるけど、よくわからないという人も。ごみ出し、歴史、
自然、食、そして危機管理も…なるほどナットク。“友だちの輪”
を広げ、岡谷をグッと身近なものにする講座です。いろいろな岡
谷をご体感ください。　※日程などが変更になる場合があります。

時間…各回とも午前10時～正午
対象…市内在住・在勤の16歳以上の人。転入者のみなさんを優
先します。
定員…２０名　　参加費…1,000円（実習材料費など）
申込み…5月7日（木） 午前９時からイルフプラザ・カルチャーセン
ターにて受付。
託児…申し込み時にお申し出ください。

問合せ・申込み●イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４-８４０4

託児あり

期　日 内　容
5月28日（木）『岡谷って？』 岡谷のごみの出し方・岡谷の防災
６月4日（木） 『岡谷の見学』 岡谷美術考古館などを見学
6月11日（木）『岡谷のおいしいもの』 岡谷のおいしいものを作って食べる
6月18日（木）『岡谷の蚕糸  ぱーと１』 岡谷と蚕糸のおはなし
6月25日（木）『岡谷の蚕糸  ぱーと2』 岡谷蚕糸博物館見学
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イルフ童画館情報

情報
問合せ●☎２４ｰ３３１９

市内在住・在学の小・中学生、高校生は無料です

【休館日】 水曜日（祝日は開館）・5月12日（火）
【開館時間】 午前10時～午後7時
【入館料】 一般500円・中高校生300円・
   小学生150円
【年間入館券】 一般1,500円・高校生900円

【イベント】　★1階はらっぱ　♥喫茶ラムラム
★フランス装の本をつくろう
　日時…5月3日（日・祝） 午前10時30分～正午
　参加費…300円　　定員…10名（要申込み）
お気に入りのノートや本を、フランス装で装幀します。
★童画の日記念  イルフトイスをつくろう
　日時…5月5日（火・祝） 午後1時30分～４時
　参加費…850円～1,100円　　定員…15名（要申込み）
武井武雄が創作したおもちゃ、イルフトイスの木製キットに
色を塗って、オリジナルイルフトイスをつくっちゃおう！

★童画の日記念  コドモノクニに登場した細工を楽しもう
　（申込み不要・無料）
　日時…5月6日（水・振休） 午後1時30分～４時
大正・昭和に大人気だった絵雑誌『コドモノクニ』に登場する
クラフト細工を再現！当時のシンプルなおもちゃをつくります！
★母の日ＷＳ  くまさんイスをつくろう
　日時…5月9日（土） 午前10時30分～正午
　参加費…1,500円　　定員…15名（要申込み）
諏訪養護学校の子どもたちが制作した、くまさんイスに色を
塗って、オリジナルのイスをお母さんにプレゼントしましょう！
★ラムラム王  朗読会（申込み不要・無料）
　日時…5月9日（土） 午後3時～４時30分
武井武雄の小説『ラムラム王』の朗読会です。長くて読めな
かった人、朗読を聞いて武井武雄の世界へ飛び込もう。

★あかあおきいろ セロファンあそびをしよう（申込み不要・無料）
　日時…5月10日（日） 午後1時30分～３時
フランスの絵本や、武井武雄の作った刊本作品にも使われ
ているセロファンで、美しい絵を描いてみましょう。
♥お気軽お茶会
　日時…5月16日（土） ①午後1時30分開始
　　　　　　　　　　②午後3時30分開始
　参加費…300円　　定員…各回10名（要申込み）
アイスクリームにフルーツなど、オリジナルパフェをつくろう。
★羊毛フェルトでゾウをつくろう
　日時…5月17日（日） 午後1時30分～４時
　参加費…300円　　定員…15名（要申込み）
羊毛フェルトでかわいいゾウをつくります！

★JAZOO MANIA #2 
　自転車で市内を巡ってお菓子図譜をつくろう
　日時…5月24日（日） 午前10時30分～正午
　参加費…300円　　定員…10名（小学校高学年以上）
申込み…5月21日（木）までにお申し込みください。
武井武雄も活動した自転車遠乗り会が復活。市内のお菓子
店を巡り、お菓子の絵を描いて岡谷お菓子図譜を作ります！

★フランス絵本の読み聞かせ（申込み不要・無料）
　日時…5月31日（日） 午前10時30分～正午
普段はあまり読む機会のない、フランスの絵本の読み聞か
せです。フランス絵本の魅力に触れてみては？

　学べる絵本シリーズとしてフラン
スの絵本史に大きな一歩をしるした
「カストール文庫」と、ミリオンセラー
となった『ぞうのババール』を中心に、
フランス絵本の魅力を紹介します。

〈次回企画展〉ボンジュール！フランスの絵本たち
～カストール文庫やババール絵本の誕生を中心に～

前期／４月9日（木）～５月11日（月）カストール文庫を中心に
後期／５月14日（木）～６月15日（月）『ぞうのババール』と現代絵本

ナタリー・パラン
『こんにちは こんばんは』表紙（原画）1934年

© Nathalie Parain, 1934
Archives Médiathèque Intercommunale du Père 

Castor, Forgeneuve, Meuzac, France

だいじなもの　キンダーブック 1959年7月号

〈同時開催〉武井武雄と観察絵本『キンダーブック』
　文字を自由に読むことのできな
い幼児のために、絵画でつくられ
た観察絵本『キンダーブック』。そ
こに掲載された武井武雄の童画を
お楽しみください。

5月8日は「童画の日」　全館入館無料
　1925年（大正14年）5月8日に、東京銀座資
生堂画廊で初の個展「武井武雄童画展」が開催
されました。この時初めて使った「童画」という
言葉がのちに世に広まり、これにちなんで5月8
日は「童画の日」として記念日登録されています。
この「童画の日」を
記 念して5月8日
（金）は全館入館無
料とします。みな
さんのご来館をお
待ちしています。 「くろねこのタンゴ」1974


