
【イベント】　★1階はらっぱ　♥喫茶ラムラム
★武井武雄トークイベント
　武井武雄の技法版画講座（申込み不要・入場無料）
　日時…12月3日（日） 午前10時30分～
当館学芸員が、版画家武井武雄の版画技法を
中心にお話します。
★武井武雄トークイベント  童画館館長が語る
　武井武雄の魅力（申込み不要・入場無料）
　日時…12月3日（日） 午後1時30分～
当館館長が、まだまだ知られていない武井武雄の魅力につ
いて語ります。
♥武井武雄刺繍ワークショップ＠カフェラムラム
　日時…12月8日（金） 午後1時30分～
　定員…8名（要申込み）　  参加費…500円（ワンドリンク付）
武井武雄の『新しい刺繍図案』と『武井武雄手藝図案集』か
ら好きな図案を、カフェラムラムでゆったりと刺繍できます。

★ヒンメリをつくろう
　日時…12月10日（日） 午後1時30分～
　定員…15名（要申込み）　　参加費…500円
クリスマスの装飾に、北欧の冬至祭りの麦わら装飾「ヒンメ
リ」をつくってみませんか？
♥クリスマスのアイシングクッキーをつくろう
　日時…12月17日（日） ①午後1時30分～  ②午後3時30分～
定員…各回10名　　参加費…900円
講師…今井清美（JSAアイシングクッキー認定講師）
幼児から楽しめて大人も納得の、本格的なアイシングクッキーです。

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）、12月29日（金）
～1月3日（水）

【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〉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。

　木版画のなか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！

開催中の展覧会…１月15日（月）まで

〈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

✚✚✚ イルフのクリスマス ✚✚✚
✚イルフナイトミュージアム 12月23日（土・祝） ・24日（日）
クリスマスを美術館で楽しもう。2日間、夜9時まで延長
開館しています。
✚イルフ・バー開店 12月23日（土・祝） ・24日（日）
喫茶ラムラムがイルフ・バーに。おいしいお酒と世界の珍
しいクリスマス限定メニューが盛りだくさん！（夜9時まで）
✚クリスマス特別イベント
★《豆本ワークショップ／冬》 クリスマスの豆本づくり
日時…12月23日（土・祝） 午後1時30分～ 
定員…10名（要申込み）　　参加費…500円　　
プレゼントにしてもかわいい、クリスマスに
ぴったりな豆本をつくりましょう。
★クリスマスナイト☆コンサート（無料）
日時…12月23日（土・祝） 午後5時～
演奏…佐藤典夫（sax）、岡崎花絵（syn）、小口梨菜（syn）
サックスとシンセサイザーでクリスマスサウンドを楽しもう！

★武井武雄クイズ大会 【こどもの部／おとなの部】
日時…12月24日（日） 午前10時30分～ 
出場は事前申込み優先（飛込参加枠もあり）・参加無料
イルフ童画館や武井武雄に関する早押しクイズ大会を開
催。答えのヒントは館内に？？参加者にはプレゼントもあ
るよ。（例題：武井武雄の出身地は？）
★ビブリオバトル ～この本がいちばんおもしろい！～
日時…12月24日（日）  
【こどもの部】午後2時～　【おとなの部】午後3時～
出場は要事前申込み・参加無料
自分の好きな本を、審査員が読みたくなるように紹介し
よう。絵本でも小説でも哲学書でもOK！一番読みたく
なった本がチャンピオン！参加者にはプレゼントもあるよ。
（紹介する本は持参してください）

✚クリスマスマーケット好評開催中！ 12月25日（月）まで
「開運！なんでも鑑定団」でおなじみ、北原照久オーナーのクリ
スマス専門店より仕入れた、世界のクリスマスグッズをショップ
で販売中。珍しいグッズ満載で、見ているだけでもハッピーに！！

広報おかや 12月号 2017 30

イルフ童画館情報



〈収蔵作品展Ⅱ〉 生誕120周年
髙橋貞一郎と子どもたち展

会期…１月8日（月・祝）まで
　岡谷市出身の洋画家 髙橋貞一郎は、岸田劉生
に師事し、フランスに留学するなど挑戦と探求を
続け、故郷の風景や身近な人物などを題材に、過
剰な誇張や演出のない、深みのある作品を制作し
ました。また、絵画教室を主宰し、県展の審査員
を務めるなど、地域の美術の発展にも寄与しまし
た。本展では、髙橋の軌跡を振り返り、同じく画
家として活躍している子どもたち、宮原麗子、髙

橋靖夫の作品もあわせて展示し、三者三様の画風の変遷をご紹介します。

【休館日】 水曜日・祝日の翌日、12月29日（金）～１月3日（水）
【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】（要申込み）
◆スチレン版で年賀状をつくろう
かんたん・かわいい版画年賀状！
期日…12月3日（日） 
時間…午前10時30分～正午
参加費…100円
難易度：★★☆☆☆

◆だるまをつくろう
新聞紙でかんたん＆コンパクト！
期日…12月16日（土） 
時間…午前10時30分～正午
参加費…100円　難易度：★☆☆☆☆ 

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

黒曜石～国内を結ぶ諏訪の黒曜石～ 開催中
　旧石器時代や縄文時代には、矢じりなどに使われて
いた黒曜石。原産地はごく限られていますが、日本各
地から出土していることから、交易物だったと考えら
れています。本展では、市内の遺跡から出土した多くの黒曜石と、離れ
た地域から産出した黒曜石を展示しますので、比較してご覧ください。

岡谷市内4中学校・
諏訪地区高校・大学・養護学校の
文化祭・学園祭ポスター展
会期…12月17日（日）まで

髙橋貞一郎 「髪結いの図」
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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。

【休館日】 水曜日・祝日の翌日（12月24日は開館）、12月29日（金）～１月3日（水）
【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

申込み・問合せ●☎２3 ３ー489（サンシハク）

〈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…1月21日（日）まで

【イベント・ワークショップ】
★講座「今月の染め」  
第４回目の染材は、市木の「イチイ」
です。45㎝×45㎝のシルクスカーフ
を染めて、あなただけの1枚を。
日時…12月24日（日） 午後1時30分～３時
定員…15名（要申込み）　 材料費…500円
申込み…12月2日（土）午前9時より電話にて受付

★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…12月9日（土） 午前10時30分～・午後２時30分～

無料

〈考古企画展〉

岡谷蚕糸博物館 
公式Twitter
アクセスはこちらから➡
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人口の動き（平成29年10月1日現在）
人　口 49,262人 前月比 －27 前年同月比 －496
世帯数 19,214世帯 前月比 ＋19 前年同月比 －276

広報おかや No.1420 平成29年12月号（毎月25日発行） 発行日：平成29年11月24日
発　行：岡谷市（企画政策部秘書広報課）

TEL 0266-23-4811  FAX 0266-23-5022
〒394-8510 長野県岡谷市幸町8番1号
URL http://www.city.okaya.lg.jp/
メールアドレス（秘書広報課） joho@city.okaya.lg.jp

印　刷：株式会社中央企画

穴
あ
け
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

岡谷市収穫祭 2017（11月12日）
　岡谷産の農産物や加工食品を、生産者が直
接販売する収穫祭が、今年もララオカヤ２階を
会場に開催。安くて新鮮な野菜や果物がズラ
リ並ぶなか、一番人気のリンゴは瞬く間に完
売。また、野菜汁やわたあめなどの無料配布
もあり、多くの来場者で賑わいました。

岡谷市民病院 病院祭（10月22日）
　今年で６回目となる岡谷市民病院「病院祭」。
講演会や腹腔鏡などの医療体験、ミニ演奏会
などが行われました。ロビーで行われた医師
団の寸劇「舌切りうなぎ」では、そのコミカルな
演技に、来場者の笑い声がロビーいっぱいに
あふれました。
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