
【イベント】  ★1階はらっぱ  
★キットパスでガラス窓に絵を描こう
　期日…4月13日（土）・29日（月・祝）
　時間…各日午前10時30分～ 
　定員…各日10名（要申込み）　参加費…100円
専用のクレヨンをつかって、イルフ童画館のガ
ラス窓に絵を描こう。
★武井武雄
　《鳥の連作》ビーズ刺繍ブローチづくり⑬
期日…4月18日（木）・21日（日） 
時間…各日午前10時30分～ 
定員…各日12名（要申込み）　参加費…2,300円
講師…ビーズ刺繍家 本多直子さん
武井武雄の木版画《鳥の連作》の愛らしい鳥た
ちをビーズ刺繍でブローチに仕立てます。
★お絵かきはらっぱ（参加無料・申込み不要）
　日時…4月27日（土） 午前10時30分～ 
GW恒例イベント！岡谷市出身のアーティスト 宮澤ナツさんと一
緒に、童画館前に飾る大きなキャンバスに思いっきり絵を描こう！
★〈中村景児〉 ワークショップ “エアブラシ”体験
　日時…4月28日（日） 午後1時30分～　
　定員…15名（要申込み）　　参加費…200円
中村景児さんがイルフ童画館に登場。中村さんのタブロー
画にも使われるエアブラシを体験しよう。

★〈中村景児〉 サイン会 
　日時…4月28日（日） エアブラシ体験終了後（午後3時ごろ）
中村さんの書籍をイルフ童画館で購入した人を対象とした
サイン会を行います。

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）
【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

　武井武雄が青春時代に制作した作品に焦点を当てた展示です。
大澤コレクション展も同時開催。

開催中の展覧会…４月22日（月）まで

〈収蔵作品展〉 武井武雄の青春展＆大澤コレクション展
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〈同時開催〉第9回日本童画大賞 上位受賞者展

〈同時開催〉 中村景児展～ぼくら、グリーンマントのピーマンマン®～

　武井武雄が描いた多数の作品のなか
から、“花”にスポットを当てた展示です。
百花繚乱な武井の“花”をご覧ください。

　昨年度開催された第9回武井武雄記念日本童画大賞。絵本部門、
タブロー部門の大賞および優秀賞を受賞した作家作品展です。未来
の巨匠たちの、創造性あふれる作品の数 を々ご覧ください。

　『グリーンマントのピーマンマン』など人気絵本の
原画のほか、水彩やエアーブラシをつかった幻想
的なタブロー作品など、中村景児の魅力あふれる
作品をご紹介します。

次回展覧会…4月27日（土）～７月15日（月・祝）

〈収蔵作品展〉 花と武井武雄展

はるがきた 1955年 武井武雄

『ピーマンマンとかぜひきキン』（岩崎書店） 1994年

★お絵かき体験コーナー（申込み不要）
期間…4月29日（月・祝）～５月6日（月・振休） 
時間…午前10時～午後6時30分（時間中いつでも） 
●武井武雄 ぬり絵コーナー（無料） 
●オリジナル缶バッジ体験（缶バッジ作成1個100円） 
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イルフ童画館情報



【4月の休館日】 3日、１０日、１5日、１6日、１7日、24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

問合せ●☎２3 ３ー489（サンシハク）

【イベント】
★こどもまゆクラフト展
まゆを使って自由に工作！こどもまゆクラフト展
に応募いただいたすべての作品を展示します。
子どもたちの個性豊かな作品を見に来てください！
会期…4月21日（日）～5月6日（月・振休）
表彰式…4月21日（日）
会場…岡谷蚕糸博物館 

★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…4月13日（土） 午前11時～・午後２時30分～

　「繊維の王様」と称されるシル
クはなぜ美しいのでしょうか。他
の繊維と原料や製法を比較しな
がら、特徴や性質を紹介します。
化学繊維の原点ともいえる19世
紀末の「シャルドンネ人絹」も展示
します。岡谷初公開です。

〈岡谷蚕糸博物館・
　東京農工大学科学博物館 連携展示〉 
「挑戦する繊維～シルクを超えられるか～」  
会期…４月１8日（木）～６月23日（日）

〈収蔵作品展Ⅳ〉 

THE 平成 展
～美術考古館のあゆみと展望～
会期…4月21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】 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】
◆〈春市関連企画〉 カノラータ アンサンブルコンサート
日時…4月28日（日） 午後2時～（入場無料）
◆縄文モチーフの春色フェルトブローチを作ろう
日時…4月29日（月・祝） 午前10時30分～正午
参加費…300円（要申込み）

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

　美術考古館の
「平成」時代におけ
る活動や、収蔵作
家の優れた作品、
新しい時代に飛躍
していく子どもた
ちの活動などに焦
点を当てます。新
たな時代の美術館の活動を思考・展望します。

もっと知り
たい！

そんなあな
たに！

【体験的絵画教室 －春の部－】（要申込み）
①「鉛筆デッサン体験」 
　期日…4月13日（土）・20日（土）・27日（土） 
②「テンペラ画体験」 
　期日…5月11日（土）・18日（土）・25日（土）  
時間…各回午後2時～
講師…美術考古館館長  花岡克行
参加費…250円（１日につき）  
　　　　※別途材料費がかかります。
申込み…4月8日（月）午前10時から受付開始。
※以前に講座を経験している人は翌日から申込み可。年間スケ
ジュールはホームページにてご確認ください。

29日（月・祝）は
「シルクフェア in おかや」のため入館無料！
（イベントの詳細は9ページ）

シャルドンネ人絹（東京農工大学科学博物館蔵）

平成2年 「信州ゆかりの水彩画展」のようす
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岡谷美術考古館情報・岡谷蚕糸博物館情報・子育てキーワード

今月の子育てキーワード（中学校期）   「自分の良さ 友達の良さを大切に」
　学校での集団生活を通して、子どもは自分を見つめ、友達に目を向けることで、自分の良さ、友達の良さに気付くことができます。
自他の個性に気付き、理解を深めることで、お互いを尊重できる子どもに育ちます。　　～成長樹（期）子育て実践ポイントより～
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に
ご
利
用
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岡谷市
市木／いちい
市花／つつじ

人口の動き（平成31年2月1日現在）
人　口	 48,616人	 前月比	 −36	 前年同月比	 −514
世帯数	 19,257世帯	 前月比	 −2	 前年同月比	 ＋17
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施	設 名 電話番号 27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫ 1日㈬ 2日㈭ 3日㈮ 4日㈯ 5日㈰ 6日㈪
市 役 所 23-4811 休 休 休 休 休 ※1 休 休 休 休 休

湊・川岸・長地支所 ※2 休 ※2 休 ※2 休 休 休 休 休 休 休 休
岡谷駅前出張所 21-7110 休
岡谷市民病院 23-8000 休 休 休 休 休 ※3 休 休 休 休
諏訪湖ハイツ 24-2290 無休（5月1日は温泉施設休業）

ロマネット 27-6080 無休（4月30日は正午より開館。4月29日、5月1日・6日はマンデー・レディースデーはありません）
カノラホール 24-1300 無休
イルフ童画館 24-3319 無休

岡谷美術考古館 22-5854 無休
岡谷蚕糸博物館 23-3489 無休（4月29日はシルクフェア。詳細は9ページ参照）

テクノプラザおかや 21-7000 休 休 休 休 休 休 休 休
太鼓道場 鼓鳴館 22-6663 休

勤労青少年ホーム・勤労会館 23-2201 休 休 休 休 休 休 休 休
湖北火葬場 湖風苑 22-2014 無休

諏訪湖周クリーンセンター ※4 78-1590 午前のみ 休 午前のみ 休
カルチャーセンター 24-8404 無休

こどものくに 24-8403 無休
図 書 館 22-2031 無休

市民総合体育館・市営庭球場 22-8800 無休
市民屋内水泳プール 23-6820 無休

新天皇即位に伴うゴールデンウィーク10連休の業務案内
　市役所は4月27日（土）～５月6日（月・振休）まで10連休となります。関連各施設の閉館日は下表のとおりです。休業に
よりご迷惑をおかけしますが、施設ごと閉館日や時間が異なりますので、確認のうえお出かけください。 …休み休

※1 市役所： 5月1日は、婚姻届のみ午前8時30分から午後5時15分まで市民環境課が特別窓口を設置。
※2 湊・川岸・長地支所： 27・28日は公民館の貸し館は行います。詳しくは湊公民館（☎22-2300）、川岸公民館（☎23-2200）、長地公民館（☎27-8080）まで。
※3 岡谷市民病院： 5月2日は午前8時30分から午後5時15分まで臨時開院。
※4 諏訪湖周クリーンセンター：ごみの受付は通常営業（14ページ参照）。お問い合わせは、諏訪湖ハイトラスト㈱（☎78-1590）まで。

【岡谷市民病院】  土曜日の外来診療の廃止について
　これまで実施してきた、第１週・第３週・第５週の土曜日の外来診療（午
前８時３０分～午後0時３０分）は、診療体制の変更により、４月１日以降、
廃止になります。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いた
だきますようお願いします。なお、救急外来の受け入れおよび通院によ
る透析治療は、引き続き行います。救急外来での受診を希望する場合は、
電話にて事前連絡のうえ、「救急外来（時間外受付）」までお越しください。

5月2日（木）の臨時開院について
　４月２７日から５月６日に至る連続の休日のうち、

「５月２日（木）午前８時３０分から午後5時１５分まで」
を臨時開院日として、外来診療を行います。これ
に伴い８月１５日（木）を振替の閉院日とします。

問合せ●岡谷市民病院☎23-8000
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