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【イベント】　★1階はらっぱ　♥喫茶ラムラム
♥集まれ！かき氷研究所＠カフェラムラム
　日時…8月5日（土） 
　　　　①午後1時30分～ ②午後3時30分～
定員…各回10名（要申込み）
参加費…300円
練乳やあずき、いろいろなシロップなど、好き
なトッピングとデザインでかき氷！
★夏休み製本ワークショップ／豆本／夏
　日時…8月6日（日） 午後1時30分～ 
　講師…ヨンネさん　※定員に達しました
四季の豆本ワークショップ。手づくりで本を作
るヨンネさんによる手製本教室で、世界で1つ
の本をつくろう。
★武井武雄のぬりえであそぼう
　日時…8月11日（金・祝） 
　　　　午前10時～午後6時30分ごろ（随時）
　※申込み不要・参加無料
武井武雄の描いたキャラクターに色をぬって、お持ち帰り！
★リノカット版画ワークショップ
　日時…8月20日（日） 午後1時30分～
　定員…15名（要申込み）　　参加費…500円
木版より柔らかいリノリウムという床材を使って、作りやす

いリノカット版画に挑戦してみましょう！
★なが～い絵をかこう
　日時…8月27日（日） 午前10時30分～
　定員…15名（要申込み）　　参加費…100円
きくちちきさんの原画のように、なが～い紙を使って絵を描
いてみよう。

情報
申込み・問合せ●☎２４ｰ３３１９

諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・
在学の高校生は無料です

【休館日】 水曜日（祝日は開館）、
　　　　 8月22日（火）・24日（木）
【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
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養命酒
駒ヶ根工場

■駒ヶ根ICより車で15分

http://www.yomeishu.co.jp/komagane/

養命酒づくりの
現場や歴史に触
れ、楽しい時間
をお過ごしくだ
さい。

森のカフェで
癒しのひとときを

クラフト体験

今年の夏は!!
見て！さわって！！
養命酒づくりを
体験・体感しよう！！

クラフト体験

夏休みの
イベントにも注目！！

8月11日
      ～16日

9：30～15：00
参加費 500円～
ハンドマッサージ
8月12日・13日・14日のみ
料金 500円／20分

詳しくは
webを
チェック！
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〈同時開催〉チェコ絵本をめぐる旅展

　『ハメルンのふえふき』など、武井武雄の描いた西洋の物語の、絵
雑誌原画を中心にご紹介します。

　日本との国交回復60周年「チェコ文化年」を迎えたチェコの絵本作
家の、絵本原画やリトグラフ、デッサンなどを紹介します。ヨゼフ・
ラダ、チャペック兄弟などの作品を展示しています。

開催中の展覧会…8月21日（月）まで。お急ぎください！

〈収蔵作品展〉 武井武雄 西洋お噺
はなし

の卵展

〈同時開催〉

きくちちき絵本原画展 どこどこ ばんばん ぐるぐる にゃー

　昭和2年に創刊された子どものた
めの観察絵本『キンダーブック』に、
執筆者・編集顧問として参加した武
井武雄。空想の世界が広がる独特
の世界観をご覧ください。

　ブラティスラヴァ世界絵本原画展
“金のリンゴ賞”授賞。美しい色彩と
自由な線で、人と生きものの世界を
いきいきと描き出す、きくちちきさん
の美しい描写をお楽しみください。

次回展覧会…8月25日（金）～10月30日（月）

〈収蔵作品展〉 武井武雄とキンダーブックのあゆみ展

ひとつぶのむぎ  1960年

『みんな』WAVE出版 2015年
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【休館日】 水曜日・祝日の翌日
【開館時間】 午前9時～午後5時（宮坂製糸所・まゆちゃん工房は午後4時まで）
【入館料】 一般500円・中高生300円・小学生150円
【年間入館券】 大人1,200円・高校生700円
諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・在学の高校生は無料です

　華やかな歌舞伎衣裳は、そのほ
とんどが絹でできています。今回、
岡谷市観光大使である歌舞伎俳
優 市川笑野氏の全面的な協力を
得て、松竹衣裳株式会社が所蔵
する絹の歌舞伎衣裳や、市川笑
野舞踊会のために岡谷の絹で制作
された衣裳を展示します。伝統芸
能を支える絹にご注目ください。

【イベント・ワークショップ】
★館内ガイドツアー（申込み不要・要入館料）
日時…土・日・祝日の午前10時～・午後2時～
　　　※約1時間

★フランス式繰糸機復元機の実演
　（申込み不要・要入館料）
　館内ガイドツアーと併せて、実演を行います。
日時…8月12日（土） 午前10時30分～・午後２時30分～
★わくわくふれあいシルクサマーセミナー
　お蚕さまの解剖や、第一線で活躍す
る研究者の先生からお話を聞くなど、
夏休みの1日を、ドキドキワクワクし
ながらすごしませんか？
日時…8月6日（日） 午前9時～午後4時
対象…小中学生の親子　　定員…20組（要申込み）
参加費…1組1,000円（材料費）

申込み・問合せ●☎２3 ３ー489（サンシハク）

〈特別企画展〉  

縄文の夜神楽 縄文遺産写真展
会期…9月10日（日）まで

　岡谷市の位置する中
部高地は、縄文の遺
跡が国内でも格段に多
く、そこから発掘され
た土器・土偶などの遺
産は多種多様で、豊
かな縄文文化が育まれ
ていました。本展では、
縄文遺産を数多く撮影

している写真家 滋澤雅人さんに依頼し、当館
所蔵の国指定重要文化財「顔面把手付深鉢形
土器」を撮影していただき、各地の遺産の写真
とともに展示します。モノトーンで撮影された、
美しい縄文の世界をお楽しみください。

【休館日】 水曜日・祝日の翌日  【開館時間】 午前10時～午後7時
【入館料】 常設展 大人３５０円・小中学生１５０円
　　　　 特別企画展 大人500円・小中学生250円
諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・在学の高校生は無料です

申込み・問合せ●☎２2ｰ5854

【企画展関連イベント】
◆キミだけの!! 土器や土偶を大募集!! 作品展
市内の小学生から募集した土器や土偶の絵を展示します。
期間…8月1日（火）～31日（木）   ※作品は期間中随時受け付け 

◆滋澤雅人 講演「秘める太古のイブキ」（申込み不要・要入館料）
日時…8月5日（土） 午後1時30分～３時30分

◆縄文のお守をつくろう（要申込み）
粘土を使って、縄文風のお守をつくります。
日時…8月6日（日） 午前10時30分～正午
定員…20名　 参加費…100円　 難易度：★★☆☆☆　 

【太鼓まつり特別企画】 くるくるレインボー＆オリジナルうちわをつくろう☆
まわすと光るくるくるレインボーと、絵の具を使ったうちわをつくります。
日時…8月13日（日） 午後1時～6時　　難易度：★★☆☆☆（両方） 
参加費…各100円（申込み不要）　※材料がなくなり次第終了 

◆まだまだ熱い!! ワークショップまつり（申込み不要）
ペットボトルで真夏のスノードーム、おもしろ貯金
箱ほか、４～５種類のワークショップを楽しめます。
日時…8月26日（土） 午前10時30分～午後3時
参加費…100円～３００円　※材料がなくなり次第終了　 

授乳・　　　
おむつ替え室
あり！

〈開館3周年記念企画展〉 
岡谷市観光大使  市川笑野 監修 
「歌舞伎衣裳展～伝統芸能を支える絹～」
会期…7月27日（木）～10月22日（日）

★8月1日で開館3周年！　
　8月6日（日）は入館無料です。ぜひご来館ください！！

長唄「鷺娘」  市川笑野
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岡谷市
市木／いちい
市花／つつじ

人口の動き（平成29年6月1日現在）
人　口 49,395人 前月比 －18 前年同月比 －374
世帯数 19,221世帯 前月比 ＋16 前年同月比 －230
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水の探検隊（６月17日）
　水道施設を見学し、岡谷の安全・安心でお
いしい水を再発見する、毎年好評のバスツア
ー。市内の小学生親子28名が参加し、小井
川浄水場や内山水源を見学しました。さらに、
市内の水源の水と市販の水を飲み比べる「利き
水」にも挑戦。さまざまな体験を通して、改め

て水の
大切さを
学びました。

 第48回 岡谷太鼓まつり 
世界和太鼓打ち比べコンテスト（6月24日・25日）
　岡谷太鼓まつりの一環として行われる和太鼓
の打ち比べが、あいとぴあで開催されました。
17回目となる今年は、一人打ちの部、団体の
部ともに過去最多のエントリーがあり、25日の
本戦には、前日の予選やビデオ審査を突破し
た県内外の27名と5団体が出場。迫力の演奏
に、会場全体が熱気につつまれました。優勝者は、

今年の岡谷太鼓まつりで演奏予定です。
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