
【イベント】  ★1階はらっぱ　
★岡工生制作のヌリドリに色をぬろう
　日時…12月1日（土） 午後1時30分～ 
　定員…15名（要申込み）　　参加費…400円
岡谷工業高校生が制作した、武井武雄の人気
版画〈鳥の連作No.13〉の鳥を彫刻した木の飾り
“ヌリドリ”にペイントして、世界にひとつだけの
飾りをつくろう。

★〈日本童画大賞〉 絵本ワークショップ
（申込み不要・参加無料）

　日時…12月22日（土） 午後1時30分～ 
日本童画大賞を運営する当館学芸員によるワー
クショップ。学芸員からみた「良い絵本」につい
てなど、日本童画大賞絵本部門の応募作品づ
くりに関するヒントや、これまでの童画大賞の
裏話などを語ります。

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）、12月29日
（土）～1月6日（日）※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〉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…１２月28日（金）まで

〈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…12月22日（土）・23日（日・祝） 午前10時～正午 
イルフ童画館に登場する、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）
　期日…12月22日（土）・23日（日・祝） 
　時間… 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、かわいい人形劇を上演します。

✚イルフナイトミュージアム 12月22日（土） ・23日（日・祝）
クリスマスを美術館で楽しもう。2日間、夜9時まで延長
開館しています。
✚イルフ・バー開店 12月22日（土） ・23日（日・祝）
カフェラムラムがイルフ・バーに。おいしいお酒と、信州
をテーマにしたクリスマス限定メニューが盛りだくさん！
（夜9時まで）
✚クリスマス特別イベント
★クリスマス☆コンサート（申込み不要・無料）
日時…12月22日（土） 午後4時～
演奏…カノラータ弦楽四重奏団
弦楽四重奏の美しいハーモニーで、クリス
マスソングやポップスをお楽しみください。

✚クリスマス ワークショップ
★刺繍でクリスマスカードをつくろう
日時…12月2日（日） 午後1時30分～ 
定員…10名（要申込み）　　参加費…200円　　
好きな題材を刺繍して、オリジナルクリスマスカードをつくろう。
★ヒンメリをつくろう
日時…12月8日（土） 午後1時30分～ 
定員…15名（要申込み）　　参加費…500円　　
クリスマスの装飾に、北欧の冬至祭りのために作られた
麦わら装飾“ヒンメリ”をつくってみませんか？
★ローズウィンドウをつくろう
日時…12月23日（日・祝） 午後1時30分～ 
定員…10名（要申込み）　　参加費…300円　　
ステンドグラスを紙で再現した“ローズウィンドウ”をつくろう。

次回展覧会…1月7日（月）～３月18日（月）

〈収蔵作品展〉 あなたが選ぶ武井武雄作品Ⅱ
〈同時開催〉 山口マオ展

✚✚✚ イルフのクリスマス ✚✚✚
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【12月の休館日】 ５日、１２日、１９日、２５日、２６日、２９日～１月３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「くちなし」です。お正月
料理に欠かせない「くちなし」で染めてみませんか？
日時…12月23日（日・祝） 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…12月1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。
日時…12月8日（土） 午前11時～・午後２時30分～

わく
  わく！

　平成10年に岡谷市は中国の
「蘇
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州
しゅう
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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。
●企画展来場のみなさんには、中国吉祥文様のぬりえプレゼント！
【関連イベント】 
★シルクの糸で「中国結び房飾り」
　期日…12月16日（日）・3月2日（土）
　時間…午後1時30分～４時　　定員…各日15名　
　参加費…500円　　申込み…電話にて受付中

〈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…平成３１年４月１４日（日）まで
前期：１月２９日（火）まで　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…平成３１年１月６日（日）まで

【休館日】 水曜日・祝日の翌日、12月29日（土）～１月3日（木）
【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
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】
◆窪田やよいワークショップ　ペーパークイリングで
　クリスマスのフレームをつくろう
紙をくるくる丸めて花の飾りを作るペーパークイリン
グ。クリスマス風のフォトフレームをつくります。
日時…12月8日（土） 午前10時～　  講師…窪田やよいさん
定員…15名（要申込み）　  参加費…500円
◆山本英津子ワークショップ　ほっこりする筆文字で
　手描きの年賀状を作ってみよう
筆ペンを使って自由に書く書「わくわく書」で、楽しい
年賀状を作ります。
日時…12月9日（日） 午前10時～  
定員…15名（要申込み）　  講師…山本英津子さん（わくわく書）
参加費…2,000円（ぺんてるの筆付き）　
◆消しゴムはんこで縄文の年賀状をつくろう
縄文土器や土偶をモチーフにした消しゴム
はんこを使って年賀状をつくります。
日時…12月15日（土） 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！

　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。

 「萩」
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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10月1日現在）
人　口 48,748人 前月比 ＋11 前年同月比 －514
世帯数 19,256世帯 前月比 ＋12 前年同月比 ＋42
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岡谷エコフェスティバル2018・
岡谷市民健康づくりのつどい（10月27日）
　ララオカヤ２階特設会場などで、今年は「エ
コフェスティバル」と「健康づくりのつどい」が同
時開催されました。エコフェスティバルでは、
大人気の「もったいない食器市」や、生ごみか
ら作った堆肥の販売などが行われ、健康づく
りのつどいでは、無料の血圧測定や体脂肪測
定、バランスの良い食事の指導や解説パネル展
示などがあり、多くの来場者でにぎわいました。

岡谷市収穫祭（11月10日）
　猛暑や台風襲来などがあり、農作物への影
響が心配されましたが、今年も無事に収穫祭
が開催されました。会場となったララオカヤ２
階特設会場では、販売スタートと同時に、人
気のりんごや野菜のコーナーに多くの来場者
がつめかけ、売り切れも続出。ポップコーン、
わたあめ、豚汁などの無料配布もあり、高齢
者から子どもまでが、岡谷の味覚を楽しみました。
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