
【イベント】　★1階はらっぱ　♥喫茶ラムラム
★〈武井武雄〉 ジャンボかるた大会
　（申込み不要・無料）
　日時…1月7日（日） 午前10時30分～ 
毎年恒例、武井武雄ジャンボかるたを使った「か
るた大会」！大人から、字が読めれば、小さな
子どもも参加ＯＫです。かるたとりで身体を動
かし、正月になまった体をリフレッシュ！
★〈武井武雄〉
　刊本作品読み語り＆ギャラリートーク
　（申込み不要・無料） 
　※ギャラリートークのみ要入館料
　日時…1月20日（土） 午後1時30分～ 
武井武雄刊本作品を大画面で読み語り。実物
も手に取ってご覧いただけます。
★〈山村浩二〉 絵本よみきかせ
　（申込み不要・無料） 
　日時…1月21日（日） 午後1時30分～ 
山村浩二さんの絵本作品の読み聞かせを行い
ます。
♥ティラミスで枯山水をつくろう
　日時…1月27日（土） 
　　　　①午後1時30分～  ②午後3時30分～
定員…各回10名　　参加費…300円
カップのなかのほうじ茶のティラミスに、きなこ
や琥

こ

珀
はく

糖
とう

を使って、枯
山水をつくろう。

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）、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

〈同時開催〉山村浩二 絵本原画展 魂
アニマ

の生まれるところ

　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。

　動物や物を、あた
かも人であるかのよう
に描く擬人化。武井
が描いた虫や果物、
鳥や野菜たちは、そ
のどれもが今にも人
の言葉をしゃべりだし
そうです。武井のいきいきとギジンカした作品をお楽しみください。

　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！

　世界で多数の受賞
歴を持ち、日本を代表
するアニメーション作
家であり、40作を超え
る絵本作品を世に送っ
た山村浩二。アニメー
ションの語源となった
アニマはラテン語で魂を指します。
山村浩二が魂を吹き込んだ作品の数 を々ご覧ください。

胡蝶  1975年

むしのくに  1955年

はなむぐり  1974年

『おかしなおかし』2010年 福音館書店

蚕糸博物館の年末年始の営業について
●蚕糸博物館の年末年始休館：１２月２９日（金）～１月３日（水）
●製糸工場（宮坂製糸所）の年末年始休業：１２月２8日（木）～１月１０日（水）
※12月28日、１月４日～８日の期間も工場内の見学は可能ですが、繰糸作業は行っていませんのでご了承ください。

次回展覧会…１月19日（金）～3月26日（月）

〈収蔵作品展〉 武井武雄 ギジンカ展

開催中の展覧会…１月15日（月）まで。お急ぎください！

〈収蔵作品展〉 武井武雄のかわいい版画展
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〈収蔵作品展Ⅲ〉 

増沢荘一郎とその同志
会期…１月14日（日）～3月4日（日）
　戦後、武井武雄らが創立した文化団体「双燈社」。
そこで木版画を学んだ増沢荘一郎は、学校教育に
も版画を取り入れ、全国で版画の授業が行われるよ
うになりました。また、講師を務める成人学校を母
体に「信濃刀画の会」が創立され、大人も版画に親
しむ気運を受け継いでいきました。今回、ともに版
画の普及に貢献した、武井吉太郎と小口作太郎の

作品も展示。版画のまち岡谷の軌跡と、三者三様の作風をお楽しみください。

【休館日】 水曜日・祝日の翌日、12月29日（金）～１月3日（水）、1月11日（木）※展示替え
【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）
◆木版画ワークショップ
「信濃刀画の会」講師による木版画ワ
ークショップです。初心者もお気軽に！
日時…1月20日（土） 午後1時～３時
講師…清沢亥之吉さん  ほか
対象…小学生以上（低学年は保護者同伴）
持ち物…彫刻刀（あれば）
参加費…300円
難易度：★★★★☆

◆節分の壁掛けをつくろう
鬼やお多福の切り紙で、和風のかわ
いい壁掛けをつくります。
期日…1月28日（日） 
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！

信濃刀画の会 作品展
会期…１月14日（日）～21日（日）
　増沢荘一郎が初代
講師を務めた「信濃
刀画の会」の作品展
です。

第25回 岡谷市内小学校児童版画展
会期…１月14日（日）～2月18日（日）

東高展
会期…１月22日（月）～30日（火）
　岡谷東高校の美術文芸部・写真
部・書道部の作品展です。

増沢荘一郎 「卯年の春」

　和服の帯
おび

締
じ

めなどに使われる組紐。伝統の技法で
製作を続ける『有

ゆう

職
そく

組
くみ

紐
ひも

 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。

　繭を煮て糸にする鍋は、製糸業には欠か
せないものです。今回は、日本が近代化を
歩むなかで、生糸生産量増大とともに、そ
の形態をさまざまに変えてきた鍋の数々を一

挙展示します。併せて、近隣の鍋製造地の様子もご紹介します。

【休館日】 水曜日・祝日の翌日、1月22日（月）・23日（火）※展示替え
【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】 一般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。お急ぎください！

【イベント・ワークショップ】
★講座「今月の染め」  
人気の染め講座。第５回目
の染材は「枇

び

杷
わ

」です。45㎝
×45㎝のシルクスカーフを染めてお持ち帰り。
日時…1月28日（日） 午後1時30分～３時
定員…15名（要申込み）　 参加費…500円
申込み…1月6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。
期日…1月13日（土） 
時間…午前10時30分～・午後２時30分～

法隆寺  唐組垂飾（からぐみすいしょく）　飛鳥時代（復元）

〈収蔵品展〉 「鍋、語る。」～繭を煮る。糸を取る～
会期…1月25日（木）～4月15日（日）
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人口の動き（平成29年11月1日現在）
人　口	 49,241人	 前月比	 −21	 前年同月比	 −504
世帯数	 19,225世帯	 前月比	 ＋11	 前年同月比	 ＋18
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諏訪地域の障がい者就労施設
岡谷市役所で物品販売会（12月4日～ 8日）
　「障害者週間（１２月3日〜９日）」に合わせ、障
がい者就労施設で作られている物品の販売会
が、市役所1階ロビーで開催されました。諏
訪地域の12事業所が出店、手づくりのお菓子
やパン、布製品や革製品、雑貨など多彩な商
品が並び、ロビーは品物を買い求める人たち
で賑わいました。

「税についての作文」 表彰式（12月13日）
　租税教育を目的に国税庁が募集した、「税に
ついての作文」の入選者表彰式が市役所９階で
行われました。市内では、国税庁長官賞に輝
いた小林万優子さん（南部中３年）をはじめ、２０
名の中学生が表彰され、諏訪税務署長などか
ら、一人ひとり賞状が授与されました。また、
受賞者の多かった北部中学校にも、諏訪納税
貯蓄組合連合会から感謝状が贈られました。

カ
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