
【イベント】  ★1階はらっぱ　♥カフェラムラム
★〈武井武雄〉 
　JAZOO-MANIA（ジャズマニア）♯10
　日時…10月7日（日） 午前10時30分～
　参加費…1,000円（Tシャツ付・保険料込）
対象…小学生以上（要申込み・10/2締切）
武井武雄が主宰した自転車愛好会「JAZOO-
MANIA」が復活。自転車でまちをめぐろう。

♥ケーキポップでハロウィンパーティー
　＠カフェラムラム
　日時…10月13日（土） 午後1時30分～
定員…親子5組（要申込み）　
参加費…子ども1人300円
ひと口サイズの棒つきケーキを、ハロウィンっぽ
くかわいくデコレーションして楽しもう！

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23日
（火）～２６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

〈同時開催〉ナカムラジュンコ展／ポール・コックス展

〈同時開催〉ダヤンと不思議な劇場 池田あきこ原画展

　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。

　みなさんから寄せられた「あなたのお
気に入りの武井武雄作品」を、その思い
とともに展示します。

　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。

　「猫のダヤン」の世界を体験できる、劇場型
展覧会。初日には池田あきこさんのギャラリー
トーク、サイン会も開催。イルフ童画館限定ダ
ヤングッズの販売もあります。

開催中の展覧会…10月22日（月）まで

〈収蔵作品展〉 刊本作品原画展

次回展覧会…10月27日（土）～１２月28日（金）まで

〈収蔵作品展〉 あなたが選ぶ武井武雄展

『青の魔法』 1964年 武井武雄

劇場の構想  2018年
© Akiko Ikeda ／Wachifi eld Licensing, Inc.

1・2歳…10/2・16・23（火）10：00
年少 …10/5・12・19（金）16：10
年中長…10/4・11・18（木）17：10

英語教室

ヤマハ 大人が楽しむ英会話
新コーススタート！1歳…10/2・9・23（火）11：00

2歳…10/2・9・23（火）10：00
年少…10/9・16・30（火）16：30
年中長…10/3・10・17（水）16：10

音楽教室

ヤマハシニア向け新コース青春ポップス
岡谷フォレストモールで実施♪

（50～80代のグループカラオケレッスン）

10/10・24（水）14:00～
フォレストモール岡谷センター担当

小尾口（こおぐち）070-5078-2955

！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！中中中中中中中中中中催開ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンスススススススススススススンンンンンンススススススススンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンスススススススススススススススススススレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレッッッッッッッッッッッッスッッッッッッッッッッッスススレレレレッッッッレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学レレ学学学学学学学学見見・験験験験験験験・見見見見見見見見験験体体体体料体料料料無無無無無無無無無無無料料無無無無 体 学見学料体体体体体体体体料体料料体体体体 学験料料料体料体体験験験験 見見見見学学レレレレレッッッッッスス 催催ス 中中ッッススススンンンン開開催催中！中中中中！！！！！ヤマハ音楽・英語教室

（株）オグチ楽器 岡谷市神明町3-1-3(フォレストモール内)
0120-970-091

事前お申し込み・お問い合わせは

★ピアノ　　　★ギター　 ★トランペット
★フルート　　★サックス  ★チューバ
★クラリネット  ★ウクレレ  ★ドラム
★ヴァイオリン　★トロンボーン  

個人レッスン

30分無料体験受付中（吹奏楽部対応可！）30分無料体験受付中（吹奏楽部対応可！）

お問い合わせくださいお問い合わせください
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★〈池田あきこ〉 ギャラリートーク（申込み不要・要入館料） 
　期日…10月27日（土） 
　時間…①午前10時30分～  ②午後1時30分～
池田あきこ原画展の初日に、作家ご本人によるギャラリー
トークを開催します。池田さんの案内で、猫のダヤンの世
界をより一層楽しんでください。

★〈池田あきこ〉 サイン会（要整理券）
　日時…10月27日（土） ①午前11時～  ②午後2時～
　※整理券は対象商品購入者に配布（①100名／②50名）
池田あきこさんの図録や書籍、版画など、対象商品購入
者を対象としたサイン会です。商品は、展示会よりも前か
らミュージアムショップにて販売しています。
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【10月の休館日】 3日、9日、10日、17日、24日、31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】 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」
今月の染材は「くり」です。
日時…10月28日（日） 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…10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…10月13日（土） 
時間…午前11時～・午後２時30分～

わく
  わく！

　皇室のご養蚕のようすや、日
本古来の蚕

さん

品
ひん

種
しゅ

「小
こ

石
いし

丸
まる

」の飼
育が文化財の復元に役立てら
れていること、また皇室のご養
蚕とシルクのまち岡谷との関わりなどをご紹介します。

【関連イベント】 
★「小

こ

石
いし

丸
まる

」の繭を使った水引の飾りづくり
　日時…10月21日（日） 午後1時30分～３時30分
参加費…800円　　定員…20名
申込み…電話にて受付

〈企画展〉 
「皇室のご養蚕とシルク岡谷」  
会期…１１月5日（月）まで

〈開館5周年記念 特別企画展〉 

県展70年を支えた岡谷の巨匠展
会期…１１月4日（日）まで

【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】 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】
◆フェルトでハロウィンバッジをつくろう！
仮装にぴったり！ポップでかわいいバッジをつくります。
期日…10月6日（土） 
時間…午前10時30分～
定員…15名（要申込み）
参加費…200円
◆スクラッチ画でハロウィンランタンをつくろう！
削って描いたスクラッチ画をガラスびん
に入れてランタンをつくります。
日時…10月28日（日） 午前10時30分～
定員…15名（要申込み）
参加費…300円

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

　今年、70周年の節目の
年を迎える長野県展。岡
谷市は、これまで受賞者
や、審査員・役員を務め
支えてきた実力ある多くの
作家を輩出してきました。
県展は作家たちの研鑽

さん

・
交流の場となり、その豊か
な人脈は今に引き継がれています。
　本展では、歴代の岡谷出身の審査員・役員の幅広いジャ
ンルの作品を展示し、県展70年の歩みとともに偉大なる巨
匠たちをご紹介します。

山田郁夫 「小坂の坂道」

マイナンバー（個人番号）カードをつくりませんか？ 問合せ●市民環境課（内線1153・1155）

　身分証明書として使える便利なカード！ 運転免許証を返納した人、顔写真つき身分証明書がない人にピッ
タリです。岡谷市では、マイナンバーカードで印鑑証明書がとれます（すでに印鑑登録済みの場合）。申請は、
署名をするだけでとってもかんたん！ 詳しくはお問い合わせください。
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問合せ●農林水産課（内線1482）／諏訪地域振興局林務課 ☎53-6000

市内でも松くい虫被害が確認されました
　現在、県下各地で「松くい虫」によるマツ枯れ
の被害が広がっています。岡谷市内でも、今年
8月に、初めて松くい虫によるマツ枯れ被害が確
認されました。
　松くい虫被害の拡大を防ぐためには、被害木
を早い段階で適正に処理することが大切です。
山や公園など、身の回りで葉が赤く変色し枯れ
たマツを見かけた場合は、至急お知らせください。

第61回 出早公園もみじ祭り
期間…10月25日（木）～１１月7日（水）
　出早雄小萩神社の社叢は植物の種類も多
く、市の天然記念物に指定されています。カ
エデを中心とした園
内240種（木本類50
種、草本類190種）
の草木が、赤、黄、
橙など、さまざまな
色で秋の訪れを感じ
させてくれます。祭
り期間中は、湯茶の
接待などもあります。

おかやフェスタ2018・第12回 寒の土用うなぎ祭り
同時開催
　子どもも大人も楽しさいっぱい！ おかやの博覧会！ まちなかで岡谷をマルッと
楽しもう！！ 今回はうなぎ祭りも同時開催！ ミニうな丼を500食限定で販売します。
日時…10月6日（土） 午前10時～午後3時
場所…イルフプラザ平面駐車場 ほか

ゆっくり歩こう！初期中山道ウォーキング
　開道後、わずか十数年で廃道となった「初期中山道」の道筋を訪ね歩こう。

日時…10月7日（日） 午前10時スタート　 受付開始…午前9時30分～
集合場所…JR岡谷駅　 ゴール地点…JR小野駅
歩行距離…約10㎞（約3時間30分） 参加無料

問合せ●商業観光課（内線1456）

岡谷市内で確認された被害木 激害地のようす

Ⓒ長野県林業総合センターより提供
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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8月1日現在）
人　口 48,763人 前月比 ＋4 前年同月比 －585
世帯数 19,239世帯 前月比 ＋16 前年同月比 ＋26
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ぜひお越しください！
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