
【イベント】  ★1階はらっぱ　♥カフェラムラム
♥集まれ！かき氷研究所＠カフェラムラム
　日時…8月4日（土） 午後1時30分～
定員…子ども8名（保護者別・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をいただきます！
★夏休みこども製本ワークショップ
　日時…8月5日（日） 午後1時30分～ 
　定員…10名（要申込み）　　参加費…500円
集まれこどもたち！夏休みにぴったりの製本ワー
クショップです。

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）、8月28日（火）
　　　 ～31日（金） ※展示替え

【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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ホームページアドレス http://www.yamazaki-gakuen.ac.jp/

平成31年4月入園の説明見学会平成31年4月入園の説明見学会

学校法人 山崎学園
ヤコブ幼稚園 岡谷市上の原262-2  TEL 22-2618 聖母幼稚園 岡谷市大栄町2-3-26  TEL 22-5090

充実した教育設備を見学いただき、教育内容をご説明いたします。
3歳入園の親子の方、ご来園をお待ちしております。
※詳細は各幼稚園にお問い合わせください。

●聖母幼稚園　 8月28日（火）午前10時より
●ヤコブ幼稚園  8月29日（水）午前10時より
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信州ミュージアム・ネットワーク事業 「信州とあそぼ！」：９月2日（日）まで
　長野県主催イベント「ミュージアム王国 信州とあそぼ！」に、イルフ童画館・岡谷美術考古館・岡谷
蚕糸博物館も参加しています！ 期間中、全国の中学生以下は入館無料!
●スタンプラリー2018…期間中に参加館のスタンプを3つ集めると、達成賞としてオリジナルグッズをプレゼント。さらに、
達成賞スタンプ用紙で応募すると、抽選で信州の特産品が当たります。また、中学生以下の子ども向けクイズの正解者
には、オリジナルシールをプレゼント。詳しくは「信州とあそぼ！」ウェブサイト（http://shinshu-to-asobo.net）をご覧ください。

©信州ミュージアム・ネットワーク事業

〈同時開催〉林 義雄展 ‒童画の系譜‒

　武井武雄のタブローと版画作品のなかから、とくにアーティスティッ
クな作品をご紹介します。アーティストとしてのレベルの高さを、改め
て感じてください。

　武井武雄とともに戦後の日本童画家協会をスタートさせ、100歳を
超えても制作を続けた林義雄の、優しい雰囲気に包まれた童画の世
界を、お楽しみください。

開催中の展覧会…８月27日（月）まで

〈収蔵作品展〉 武井武雄のアート タブローと版画展

〈同時開催〉ナカムラジュンコ展／ポール・コックス展

　武井武雄が世に生み出した139作の
“本の芸術”刊本作品。その原画をご紹介
します。

　フランスで活躍する日本人イラストレー
ター“ナカムラジュンコ”のイラストと、フラ
ンス在住アーティスト“ポール・コックス”
の立体作品をお楽しみください。

次回展覧会…9月1日（土）～10月22日（月）

〈収蔵作品展〉 刊本作品原画展

刊本作品No.35『近くの世界』原画 1950年

animaux（動物） 2011年

「あなたが選ぶ武井武雄展」作品募集中！（8月31日（金）まで） あなたが選んだ作品が思いとともに美術館に飾られます。
「あなたが選ぶ武井武雄展」　Ⅰ．１０月２７日（土）～１２月２８日（金）　Ⅱ．１月７日（月）～３月１８日（月）
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イルフ童画館情報・「ミュージアム王国 信州とあそぼ！」



若手アーティスト育成展示「挑戦そして飛躍」出品者募集
　岡谷市ゆかりの若手アーティストや若手グループによる展示「挑戦そし
て飛躍」（展示期間：平成３１年２月中旬～３月中旬）の出品者を募集します。
応募期間…８月１日（水）～９月１８日（火）  ※詳細はお問い合わせください。

【休館日】 水曜日・祝日の翌日（12日・15日は開館）、27日（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

【軽トラ市特別企画】（申込み不要）
日時…8月5日（日） 午前9時～１１時30分
◆UVレジンをやってみよう
宝石みたいな透明のかたま
りがかんたんにできます。
参加費…100円
※材料がなくなり次第終了

◆スーパーボールすくい（1人3コまで）
参加費…10円  ※なくなり次第終了

【太鼓まつり特別企画】（申込み不要）
日時…8月13日（月） 午後1時30分～５時
◆オリジナルうちわ＆くるくるレインボーを
つくろう☆
絵の具を使ったうちわと、まわすとキラキラ光
るおもちゃ、くるくるレインボーをつくります。
参加費…各100円  ※材料がなくなり次第終了

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

【開館５周年特別企画展 関連イベント】（要申込み）
◆生誕100周年 早出守雄展  ギャラリートーク
　「父、貞一郎と早出守雄」
日時…8月19日（日） 午後1時30分～
講師…国画会会員・女子美術大学名誉教授　髙橋靖夫さん

◆土器をつくって、焼いて、展示しよう！　参加費…500円
マグカップサイズの土器を文様も入れて粘土で作ります。作品は縄文
時代と同じ方法で野焼きし、美術考古館で展示します。
［土器づくり］ 8月4日（土） 午前10時～　定員…15名    
［火入れ（見学）］ ８月18日（土） 午前10時30分～（広畑遺跡）
展示期間…9月2日（日）～１７日（月・祝）  ※展示後持ち帰り

【8月の休館日】 8日、22日、29日 ※お盆期間は休まず開館、ご家族でどうぞ！
【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】
★講座「今月の染め」
人気の染め講座。今月の染材は「藍

あい

」です。
期日…8月26日（日） 
時間…午後1時30分～３時30分
定員…15名（要申込み）
費用…染料代３００円、染色材料代（お好みの
シルクストールを選んで）１,０００円～
申込み…8月4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30分～・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…8月11日（土・祝） 
時間…午前11時～・午後２時30分～

わく
  わく！

　カイコを飼育する養蚕、繭から糸に
する製糸業まで、その質や重さ、長さ、
太さを量るためにさまざまな計器が作
られ、開発されてきました。「これっ
て何に使うの？」とフシギに思う秤

はかり

を、
たくさん見て、使ってみませんか。

【関連イベント】 
★夏休みの一研究はこれでバッチリ！『はかる・わかる ワークショップ』
いろいろハカル。カイコも繭も糸もハカル体験

　カイコは1か月で卵から何倍の重さになるの？ たくさん
の繭をかんたんに数えるには？などなど、さまざまなギ
モンを、実際に秤を使ってはかってみましょう！
日時…8月12日（日） 午後1時30分～３時30分
定員…20名（小学5年生以上。大人も大歓迎！）
参加費…無料 　持ち物…電卓、筆記用具　 申込み…電話にて受付

〈収蔵品展〉 
「カイコも 繭も 糸も ハカル。」  会期…9月2日（日）まで

8月1日（水）は開館記念日のため入館無料です。ご来館ください！！
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岡谷蚕糸博物館情報・岡谷美術考古館情報
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由布姫あじさい祭り（6月24日〜 7月21日）
　昨年よりも多くの花芽がつき、小坂観音院を彩るピンク、ブルー、
薄紫、そしてみずみずしいグリーンが、雨上がりの清々しい夏を楽
しませてくれました。
　15日の本祭りでは、子どもから大人まで、多くの人がつどい、
地元で活動する子どもたちのチアダンスや花笠踊り、オカリナ、大
正琴、書道パフォーマンスなど、多彩なステージで祭りを盛り上げ、名物「由布姫ぜんざい」の
無料配布も大盛況。色鮮やかなあじさいの美しさに、賑わいを添えました。
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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6月1日現在）
人　口	 48,820人	 前月比	 −6	 前年同月比	 −575
世帯数	 19,241世帯	 前月比	 ＋15	 前年同月比	 ＋20
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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
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