
【イベント】  ★1階はらっぱ　♥カフェラムラム
★長地小学校4年生による武井武雄人形劇
　日時…3月3日（土） 午前11時～（申込み不要・無料） 
★〈山村浩二〉 古事記を読み解く（申込み不要・無料）
　日時…3月3日（土） 午後1時30分～ 
　対象…小学生高学年以上 
山村浩二も絵本に取り上げている『古事記』を、
信大副学長 渡邉匡一さんが紹介します。
★〈山村浩二〉 羊毛フェルトで怪物をつくろう 
　日時…3月4日（日） 午後1時30分～
定員…15名（要申込み）　　参加費…300円
羊毛フェルトを使って、山村浩二の作品に出てくるような怪
物やキャラクターをつくってみよう。
♥武井武雄刺繍図案ワークショップ＠カフェラムラム
　日時…3月5日（月） 午後1時30分～
　定員…7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。
★赤ちゃんと美術館をたのしもう！（要申込み・保護者は要入館券）
　日時…3月10日（土） 午前10時30分～ 
赤ちゃんを連れての美術館って遠慮しちゃう…？イルフ童画

館は大歓迎です！どんな楽しみ方があるか発見しましょう！
♥あんこと求肥でフルーツ姫をつくろう
　日時…3月10日（土） ①午後1時30分～  ②午後3時30分～
定員…各回子ども5名（保護者別・要申込み）　参加費…300円
フルーツとあんこを求肥の着物で包んで、かわいいフルーツ
姫を作ろう！
★アニメーションをつくってみよう（要申込み）  
　日時…3月11日（日） 午後1時30分～　　参加費…300円
世界で活躍するアニメーション作家 山村浩二にちなみ、ゾ
ートロープで簡単なアニメーションをつくってみませんか？
★擬人化してみよう（要申込み）  
　日時…3月18日（日） 午後1時30分～　　参加費…100円
武井武雄や山村浩二の作品をヒントに擬人化に挑戦してみよう！

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）、3月27日（火）・
　　　 29日（木） ※展示替えのため

【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

　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、今にも人の言葉をしゃべりだしそうで
す。イルフ童画館が制作した武井武雄アニメーション作品も上映中。

　日本を代表するアニメーション作家であり、多くの絵本作品を世に
送った山村浩二。山村浩二が魂を吹き込んだ作品の数 を々ご覧くだ
さい。カフェの企画展限定メニュー「しるしるしるこ」もお楽しみに！

イソップモノガタリ-クジャクトカラス  制作年不詳

開催中の展覧会…3月26日（月）まで。お急ぎください。

〈収蔵作品展〉 武井武雄 ギジンカ展
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〈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

養命酒
駒ヶ根工場

■駒ヶ根ICより車で15分

養命酒 健康の森 イベント

3/4（日）・5（月）
クロモジ精油講座

3/11（日）・12（月）
本格甘酒づくり講座
時間…①10：00～
　　　②13：30～　参加費…1,800 円

3/18（日）・19（月）
健康市民講座
ハーブドリンクを楽しもう
時間…10：00～　参加無料
3/21（水・祝）・24（土）・25（日）
春の薬膳講座
健康に良い中華薬膳粥
時間…10：00～　参加費…2,500 円イベント！

養命酒

※イベントは
　予約制です。

時間…10：00～
参加費…1,500 円

詳しくは
webを
チェック！

　イルフ童画館開館20周年を記念して
全館で行う武井武雄展。幼少期、青年
期、戦前、戦後、晩年と、武井の生きた
時間を追いながら、創造あふれる画業
を紹介します。東京藝術大学所蔵の卒
業制作の自画像も展示します。

次回展覧会…3月30日（金）～6月11日（月）

〈開館20周年記念〉 武井武雄クロニクル展

イルフ童画館サポートボランティア募集　申込み締切…3月31日（土）　詳しくはお問い合わせ、またはイルフ童画館ホームページで。
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〈収蔵作品展Ⅳ〉 

絵を診る―素材と技法
会期…3月8日（木）～4月22日（日）
　絵を見るとき、わたし
たちは「何が描かれてい
るか」といった「絵の内
容」にまず注目するでし
ょう。ですが、絵には
油絵の具、水彩絵の具、
アクリル絵の具、岩絵
の具などのさまざまな
絵の具が使われ、その
土台となるものも、紙、布（綿、麻、絹）、木などいろい
ろあります。選ぶ素材によって発色や画面の質感が異な
り、それも画面の味わいをつくる重要な要素です。
　本展では、さまざまな素材や技法による作品を一堂に
展示します。絵の「素材」に注目して、一味ちがった見方
で絵を楽しんでみませんか？

【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
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】
◆紙でつくるカラフルランプシェード☆（要申込み）
半透明の不思議な紙で、小さくてかわい
いランプシェードをつくります。
日時…3月10日（土） 午前10時30分～正午
定員…15名　 参加費…100円　 難易度：★☆☆☆☆ 
◆春休みだよ☆ワークショップまつり（申込み不要）
日時…3月17日（土）・18日（日） 午前10時30分～午後2時
※料金は表記のあるもの以外１００円。材料が終わり次第終了 
17日（土）
・新聞紙で立体をつくろう
・スノードームをつくろう…３００円
・空気砲をつくろう
・くるみボタンで
　ヘアゴムをつくろう（２個）
・オリジナル缶バッジをつくろう
・紙であそぼう☆…無料
※両日とも、岡谷東高生にご協力いただきます。 

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

野村千春 「黒い風景」

　繭を煮て糸にする鍋は、製糸
業には欠かせないものです。日
本が近代化を歩むなかで、生糸
生産量の増加とともに、その形態
をさまざまに変えてきた鍋の数々
や、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（3月21日は開館、翌22日は休館）
【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）

【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。今月の染
材は「桜」です。45㎝四方
のシルクスカーフを染めてお持ち帰り。
日時…3月25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…3月3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…3月10日（土） 
時間…午前10時30分～・午後２時30分～

【収蔵品展関連ワークショップ】
★初体験！製糸工場の繰糸鍋で糸取り体験！（参加無料・要入館料）
実際の製糸工場で、諏訪式繰糸機を使った糸取り体験。バックヤー
ドのボイラー室見学もあります。糸取りした生糸は、お持ち帰りいた
だけます。
日時…3月11日（日） 午後1時30分～３時30分
定員…20名（要申込み） 
対象…小学3年生以上 
※火気・湯を使うので児童は保護者同伴

〈収蔵品展〉
 「鍋、語る。」～繭を煮る、糸を取る～
会期…4月15日（日）まで

18日（日）
・新聞紙で立体をつくろう
・ローズウィンドウをつくって
　光のアートを楽しもう
・わりばし鉄砲をつくろう
・オリジナル缶バッジを
　つくろう
・紙であそぼう☆…無料
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岡谷市
市木／いちい
市花／つつじ

人口の動き（平成30年1月1日現在）
人　口 49,201人 前月比 －26 前年同月比 －451
世帯数 19,237世帯 前月比 －6 前年同月比 ＋55
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ものづくりフェア2018（2月2日・3日）
　「ものづくり・ひとづくり・ゆめづくり～未来
を見据えて～」をテーマに、176の企業・団体
が出展。初日は、市内3小学校の児童が、は
んだづけやレーザー刻印、コンベヤ組立てな
どの加工技術を見学・体験。そのほか、企業
ブースを回って鉛筆立てを完成させる「ものづ
くりファクトリー」や、オルゴールやミニソーラー
メタルカー作りなども行われ、2日間で約5,000
人が来場。「ものづくり」の楽しさを体感しました。また、

2日目にはマイコン
カーラリーも同時
開催。全国各地の
高校生が自作マシ
ンでタイムを競い
合いました。

寒の土用うなぎ祭り（2月10日）
　例年になく厳しい冷え込みが続くなか、毎冬
恒例となったイベントが開催されました。いち
ばん人気の「ミニうな丼」は、引換券の販売開
始時には、650人を超える行列ができるほど
の大盛況！ さらに、県外うなぎ産地からの出店
や、うなたれおはぎ、信州のご当地丼などの
屋台、ご当地アイドルの生ライブやヒーローシ
ョーもあり、盛りだくさんのイベントで会場は賑

わいました。
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