
【イベント】  ★1階はらっぱ　♥カフェラムラム
★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…11月4日（日） 午前10時30分～
武井武雄刊本作品を大画面で読み語り。参加
者には刊本作品カードをプレゼント。ギャラリー
トークでは作品の前でその魅力を解説します。
★〈池田あきこ展〉 羊毛フェルトでダヤンをつくろう
　日時…11月11日（日） 午後1時30分～ 
　定員…15名（要申込み）　　参加費…300円
羊毛フェルトでダヤンなどのキャラクターをつくってみよう。

♥かわいいネコのアイシングクッキーをつくろう！＠カフェラムラム
　日時…11月17日（土） 午後1時30分～
定員…8名（要申込み）　参加費…900円
講師…今井清美さん（JSAアイシングクッキー認定講師）
年少さんから大人まで楽しめる、本格的アイシングクッキーです。

★銅版画講座
　日時…11月18日（日） 午前10時30分～午後4時 
　定員…10名（要申込み）　　参加費…800円
講師…久保田一夫さん
銅板に溝をつけてプレス機で刷るエッチングに挑戦しよう。
★パステルや色鉛筆で絵を描いてみよう
　日時…11月25日（日） 午後1時30分～ 
　定員…15名（要申込み）　　参加費…100円
パステルや色鉛筆を使って、カラフルな絵を描いてみよう。

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）、展示替え期間
【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〉
猫のダヤン35周年
ダヤンと不思議な劇場
池田あきこ原画展

　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。

　「猫のダヤン」の世界を体験できる、劇
場型展覧会。撮影コーナーや、カフェラム
ラムの限定メニューも充実。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27日（土）～１２月28日（金）

〈収蔵作品展〉 あなたが選ぶ武井武雄作品Ⅰ

タイトル不詳 1955年 武井武雄

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

〈池田あきこ展 特別イベント〉
★ダヤンと一緒に撮影会！（申込み不要・無料） 
　日時…11月4日（日） 午後1時～3時
　　　　11月23日（金・祝）～２５日（日） 午前10時～正午 
童画館に登場する猫のダヤンといっしょに写真を撮ろう！

★ギニョール劇場（人形劇）上演会（申込み不要・無料）
　日時…11月4日（日） ①午後1時30分～ ②午後2時30分～
　11月25日（日） ①午前10時30分～ ②午前11時30分～

　「わちふぃーるど」の世界が楽しめるかわいい人形劇です。
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【11月の休館日】 6日（展示替え）、7日、14日、21日、28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「もみじ」です。
日時…11月25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１,０００円～
申込み…11月3日（土・祝）午前9時より電話にて受付
★干支のまゆ人形「 亥

いのしし

をつくろう！」
日時…12月8日（土） 午後1時30分～
定員…20名（要申込み）　参加費…1,200円
申込み…11月15日（木）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）
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）
日時…11月10日（土） 午前11時～・午後２時30分～

　平成10年に岡谷市は中国の
「蘇

そ

州
しゅう

絲
し

綢
ちゅう

博物館」と学術協定
を締結し、同館が高い技術で
復元した中国古代の絹織物な
どの提供を受けました。今回は
初めて51点すべてを前後期に
分けて一挙公開します。

【関連イベント】 
★ギャラリートーク（展示品解説）
　日時…11月11日（日） 午後1時30分～２時30分　定員…50名 
講師…髙林館長・林学芸員　 参加費…無料（要入館料）
申込み…11月8日（木）午前9時より電話にて受付

〈収蔵品展〉 
「中国古代復元絹織物～絹がつづる王朝染織の美と技～」  
会期…１１月8日（木）～平成３１年４月１４日（日）
前期：１１月８日（木）～１月２９日（火）　後期：１月３１日（木）～４月１４日（日）
※前期、後期ですべての展示品が入れ替わります。

〈開館5周年記念 収蔵作品展Ⅱ〉 

生誕１１０周年
～暗色の色

コ ロ リ ス ト

彩家  野村千春展
会期…１１月8日（木）～平成３１年１月６日（日）

【休館日】 水曜日・祝日の翌日、11月５日（月）※展示替え
【開館時間】 午前10時～午後7時
【入館料】 収蔵作品展 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】
◆特別企画展「県展７０年を支えた岡谷の巨匠展」
　ギャラリートーク「県展に育てられた私たち」
展示作家に作品の解説や県展にまつわる思い出などを語っ
ていただきます。（申込み不要・開館記念日のため無料）
日時…11月3日（土・祝） 午後1時30分～
◆伊東美和ワークショップ
　「インドネシアのバティックアート色付け体験」
インドネシア伝統のろうけつ染め、バティック
アート。現地で学んだ伊東さんがあらかじめ
ろう引きした、かわいいクリスマスのモチー
フの絵に、本場の材料を使い色づけします。
日時…11月11日（日） 午後1時30分～  参加費…1,600円
定員…10名（要申込み）　 講師…伊東美和さん　　

◆まゆの花をつくろう
カラフルに染めた繭を使って、花の飾りを
つくります。かわいい木の台座つきです。
日時…11月25日（日） 午前10時30分～
定員…15名（要申込み）　 参加費…200円

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

　岡谷市出身の洋画家、野
村千春は、春陽会や女流画
家協会を中心に、精力的に
制作活動を展開しました。
野村は大地と向き合い、花
をこよなく愛し、画壇や世
評には背を向けつつ、独自
の絵画表現を確立しました。本展では、孤高の芸術家、
野村千春の画業70年の軌跡を多くの作品や資料を通し
て展観します。“暗色の色彩家”による表現の世界をご
覧ください。

◆学芸員によるギャラリートーク（申込み不要・要入館料）
日時…11月23日（金・祝） 午後1時30分～

 「あずみ野朝あけ」

乾隆皇帝龍袍　清代（復元）　※前期展示

平成最後！
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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9月1日現在）
人　口	 48,737人	 前月比	 −26	 前年同月比	 −552
世帯数	 19,244世帯	 前月比	 ＋5	 前年同月比	 ＋49
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小口太郎生誕120周年・
顕彰碑等建立30周年 記念の集い（10月7日）
　岡谷湖畔公園の小口太郎像前で開かれた碑
前祭には、地元や、ゆかりのある滋賀県、新
潟県、京都大学、諏訪清陵高校端艇部などの
関係者・OB・部員、市民ほか多数が参加。
あいさつ・祝辞に続き、参加者で「琵琶湖周航
の歌」を歌いました。次いで、下浜区民センタ
ーで湊小6年生の「琵琶湖周航の歌」リコーダー演
奏や、滋賀県の「琵琶湖周航の歌資料館」村井佳子館長
の講話も行われ、参加者は熱心
に耳を傾けていました。

第7回 岡谷市民病院 病院祭（10月13日）
　「ふれあい〜地域に根ざした病院へ〜」をテ
ーマに開催。多くの市民が訪れ、腹腔鏡、内
視鏡、超音波検査などの機器の操作を体験し
たり、看護師によるアロマハンドマッサージや
骨密度測定、医師団による寸劇「走れノロス」
など、病院スタッフとの交流を楽しみました。
特別講演としてカノラホールで行われた、長野
五輪スピードスケート金メダリストの清水宏保さ

んによる講演も、大盛況でした。
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