
【イベント】　★1階はらっぱ　♥喫茶ラムラム
★製本ワークショップ／豆本／秋
　日時…10月1日（日） 午後1時30分～
　定員…10名（要申込み）　　参加費…500円　
四季の豆本ワークショップ。手のひらサイズの
小さな本をつくってみよう。

♥ハロウィンのパンプキンスイーツをつくろう
　＠カフェラムラム
　日時…10月7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
ハロウィンを先取りして、カボチャを使ったかわ
いいスイーツをデコレーションしよう。
★赤黒2色で木版画
　日時…10月8日（日） 午後1時30分～
　定員…10名（要申込み）　　参加費…500円
きくちちきさんの作品のように、赤と黒、2色
の木版画に挑戦してみよう。
♥武井武雄《鳥の連作》ビーズ刺繍ブローチ
　づくり⑨ ＠カフェラムラム（平日開催）
　日時…10月13日（金） 午前10時30分～
　定員…5名（要申込み）　　参加費…3,000円
　講師…本多直子さん（ペブルアート）
武井武雄の木版画《鳥の連作》シリーズをモチーフ
に、すてきなビーズ刺繍のブローチに仕立てます。
★〈武井武雄〉 
　JAZOO-MANIA（ジャズマニア）
　日時…10月14日（土） 午前10時30分～
　参加費…1,000円（Tシャツ付）
対象…小学4年生以上（要申込み・10/12締切）
武井武雄が主宰した自転車愛好会「JAZOO-MANIA」が復
活。自転車で諏訪湖を1周しましょう。
★武井武雄《鳥の連作》ビーズ刺繍ブローチづくり⑨
　日時…10月15日（日） 午前10時30分～
　定員…15名（要申込み）　　参加費…3,000円
　講師…本多直子さん（ペブルアート）

武井武雄の木版画《鳥の連作》シリーズをモチーフに、すて
きなビーズ刺繍のブローチに仕立てます。
★とうめいくれよんワークショップ
　日時…10月22日（日） 午前10時30分～
　定員…15名（要申込み）　　参加費…200円
とうめいくれよんって、どんなくれよん？実際に使って、き
れいな透明感を楽しもう。

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）、10月31日（火）、
　　　 11月2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

〈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。

開催中の展覧会… 10月30日（月）まで。お急ぎください！

〈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

〈同時開催〉池田修三展 ビリジアン・ノスタルジア

　武井武雄の版画は「鳥の連作」
シリーズをはじめとして、かわい
らしい作品が多数あります。本展
では、武井の残したたくさんのか
わいい版画作品を中心にご紹介
します。

　木版画の中にセンチメンタルを
詰め込んだ池田作品のモチーフ
は、こどもや鳥、花…。愛らしく、
だれもが笑顔になる作品です。
池田版画の魅力に迫る展示にご
期待ください！

次回展覧会…11月3日（金・祝）～2018年1月15日（月）

〈収蔵作品展〉 武井武雄のかわいい版画展

胡蝶  1975年

はなむぐり  1974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。
伝統芸能を支える絹
をご覧ください。

　和服の帯締めなどに使わ
れる組紐。伝統の技法で製
作を続ける『有職組紐 道

どう

明
みょう

』
の、現代の製品や古代の復
元品などを展示し、奥深い
組紐の世界をご紹介します。

【イベント・ワークショップ】
★まゆ人形ワークショップ「季節のつるし飾り」
　毎月1本季節に合わせた「つるし飾り」を作り、最
終回には5本を輪に飾り、完成させます。毎月第
3日曜日に開催予定（2月まで全5回）、1回の参加
でもOK。今月のテーマは「ハロウィーン」です。
　日時…10月15日（日）  午後1時30分～
定員…10名／回（要申込み）　材料費…750円／回
★講座「今月の染め」
　身近な素材でシルクを染めてみましょ
う。第2回の染材は『タマネギ』です。
日時…10月29日（日） 午後1時30分～
定員…10名（要申込み）　材料費…500円
★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…10月14日（土） 午前10時30分～・午後２時30分～

申込み・問合せ●☎２3 ３ー489（サンシハク）

〈特別企画展〉  
全国美術展入賞作品展
会期…11月12日（日）まで

　岡谷市は、大
正～昭和時代か
ら高橋貞一郎、
野村千春、武井
直也、武井武雄
など日本を代表す
る芸術家を、ま
た現代アートの

分野でも、辰野登恵子、根岸芳郎など著名な
作家を輩出しています。
　本展では、市美術会および市内在住者のな
かから、全国規模の美術展（中央展）で入賞し
たすばらしい作品を展示し、岡谷の作家をご
紹介します。

【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

【イベント・ワークショップ】
◆ハロウィンのガーランドをつくろう（要申込み）
お部屋につるす飾りをつくってハロウィン気分を
盛り上げちゃおう!!
日時…10月7日（土） 午前10時30分～正午
定員…20名　　参加費…100円　 

◆体験的絵画教室（初級編）②・③（要申込み）
美術考古館館長による、絵画の基礎を学ぶ７回シリーズのワーク
ショップ。連続して参加しても、希望回のみ参加でもOKです。
期日…②10月14日（土）「卵テンペラで描く」
　　　③10月28日（土）「アクリル絵の具で描く」
時間…午後2時～（毎回）　　定員…10名（毎回）
参加費…毎回500円　　対象…中学生以上
※以降の開催は、11月4日・18日・25日、12月2日（毎回土曜日）
の予定です。

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…10月22日（日）まで。お見逃しなく！

〈企画展〉 
「糸を組む～あなたの知らない組

くみ

紐
ひも

の世界～」
会期…10月26日（木）～2018年1月21日（日）
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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8月1日現在）
人　口 49,348人 前月比 －20 前年同月比 －434
世帯数 19,213世帯 前月比 －6 前年同月比 －273
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岡谷・下諏訪ロボバトル2017（8月19日）
　小中学生が自作したロボットを競わせる大会
がテクノプラザおかやで開催。2市町から20
人が参加し、小学生は「ロボット相撲」対戦、
中学生はピンポン球をすくって運ぶ「ロボット卓

球便」で、
熱い闘い
を繰り広げ
ました。

 岡谷農業フェスティバル2017・
JA信州諏訪農業祭（9月2日）
　イルフプラザ駐車場・特設会場で行われたイ
ベントには、約５０の売り場が出展し、各農業
団体や市内小学生たちが、野菜や加工品など
を直売。安
くて新鮮な
野菜に、行
列ができるほ

どの盛況ぶりでした。

カ
メ
ラ

リ
ポ
ー
ト

♠スカイラインミュウジアム オータムフェスティバル
日時…10月8日（日） 午前9時30分～午後3時（予定）
入館料…大人1,000円、小中学生200円
内容…トークショー、お宝市など

♠第23回 やまびこマレットゴルフ大会・
　第4回 グランドチャンピオン大会（いずれも要申込み）
日時…10月12日（木） 午前８時～８時30分受付
場所…やまびこ公園中央ひろば　　参加費…1,000円
参加資格…諏訪地区在住の高校生以上の人

♠やまびこ秋の収穫祭（要申込み）
公園内で育成した農作物の収穫を体験
日時…10月15日（日） 午前10時30分～（予定）
集合場所…やまびこ公園中央ひろば
参加費（保険料ほか）…大人200円、小学生100円、  未就
学児無料（小学生以下は保護者同伴）
応募締切…10月8日（日） （予定）
持ち物…収穫体験用手袋（軍手など）、レジャーシート、帽
子、長靴、雨合羽、おにぎりなどの主食（必要な人）と
お椀とはし（昼食時間にとん汁をふるまいます）
※農作物の生育状況により、日時変更の可能性あり。

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ やまびこ公園 10月の行事予定 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

申込み・問合せ●やまびこ公園管理事務所 ☎２２-６３１３
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