
【イベント】  ★1階はらっぱ　♥カフェラムラム  
★中村景児サイン会 （申込み不要・参加無料）
　日時…6月2日（日） 午前10時30分～
★ヨンネさん製本ワークショップ 
　日時…6月2日（日） 午後1時30分～
定員…8名（要申込み）　 参加費…1,000円
手製本作家ヨンネさんによる製本ワークショップ。

★羊毛フェルトでピーマンマンをつくろう
　日時…6月9日（日） 午後1時30分～ 
　定員…15名（要申込み）　 参加費…300円
羊毛フェルトを使って、中村景児さんが描いたピーマンマン
をつくってみよう。
★〈父の日〉 ワインボトルカバーをつくろう
　日時…6月15日（土） 午後1時30分～ 
　定員…10名（要申込み）　 参加費…200円
お父さんへの感謝を込めて、フェルトや布を使ったワインボ
トルのカバーを作って、父の日にプレゼントしよう。
★〈武井武雄〉  刊本作品読み語り＆ギャラリートーク
　（申込み不要・参加無料。ギャラリートークのみ要入館料）
　日時…6月16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。参加者にはその日
に読んだ刊本作品カードをプレゼント。ギャラリートークで
は、学芸員が武井武雄の作品の前でその魅力を解説します。

♥武井武雄誕生会 ～ Let's ケーキパーティー！～
　日時…6月22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
武井先生の誕生日を祝って、みんなでケーキにデコレーショ
ンをして、おいしく食べよう。
★〈童画大賞〉 こども絵本ワークショップ
　日時…6月23日（日） 午後1時30分～
　定員…15名（要申込み）　 参加費…100円
紙とのりを使って、かんたんな自分だけのオリジナル本をつ
くろう。日本童画大賞“こども絵本部門”の作品作りのヒント
にもなるかも。
★武井武雄《鳥の連作》ビーズ刺繍ブローチづくり⑭
期日…6月27日（木）・30日（日） 
時間…各日午前10時30分から午後まで 
定員…各日12名（要申込み。5/27より受付）　
参加費…2,500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。

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

【開館時間】 午前10時～午後7時
【6月の休館日】 5日、12日、19日、26日
【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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〈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。

　『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。

開催中の展覧会…７月15日（月・祝）まで

〈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
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【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）
【6月の休館日】 ５日、１２日、１９日、２４日、２５日、２６日
【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】
★カイコふれあいデー（申込み不要・参加無料）
　昔ながらの養蚕道具を使って、カイコのお世話をしながら成長を
観察します。1回のみの参加も可能です。
期間…春蚕の時期（７月21日まで）の毎週日曜日
時間…午前10時30分～１１時30分

★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…6月8日（土） 午前11時～・午後２時30分～

【関連イベント】　申込み…電話にて受付中
★「つむぐ」ワークショップ
繭から真綿をつくり、糸をつむぎます。木綿、毛な
どもつむぎます。
日時…6月9日（日） 午後1時30分～３時30分　
定員…20名（要申込み） 　参加費…800円

　「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」
や、JAXA提供の宇宙
服も展示します!!

　長野県の染織作家にスポットを当てる初企画。第1弾は「素材・
手のぬくもりへのこだわり」「新しいテキスタイルの魅力」を追及し
活動する染織プロジェクト「M2＋K2」の作品を紹介します!!

〈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…６月23日（日）まで

〈企画展示〉 
「信州の作家展 M2＋K2」  
会期…６月27日（木）～７月２８日（日）

〈特別企画展〉 

炎の力 ―恵みと脅威の表現―
会期…6月20日（木）～8月16日（金）

【開館時間】 午前10時～午後7時
【6月の休館日】 5日、12日、17日、19日、26日
【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

【イベント・ワークショップ】（要申込み）
◆父の日企画  オリジナルマグカップをつくろう
絵やメッセージを描いた紙を入れて、父の日のプレゼントにもぴっ
たりなマグカップを作ります。
日時…6月9日（日） 午前10時30分～
定員…15名　 参加費…500円　 難易度：★☆☆☆☆ 

◆日達れんげ きりえぷりんと教室
　「土器のモチーフでトートバッグをつくろう」
6月12日は、海戸遺跡の顔面把手付深鉢形土器
が国重要文化財に指定された日です。切り絵で土
器のモチーフを作り、トートバッグにプリントします。
日時…6月15日（土） 午前10時～　定員…15名　参加費…600円
講師…日達れんげさん（切り絵作家）　 難易度：★★★★☆ 　 

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

　炎は、古くから
日々を生きていく
手段として、崇拝・
信仰の対象とし
て、また芸術の表
現として、ときに
は人間の脅威とし
て、いつの時代で
もさまざまな形で
多くの人々と密接
に関わってきました。
　本展では、炎が持つ「恵み」と「脅威」の両面に
着目し、炎の表現や、炎を用いて制作した作品を、
美術と考古の視点からご紹介します。

シャルドンネ人絹
（東京農工大学科学博物館蔵）

花岡哲象 「赫炎」
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シルクでまちおこしシルクでまちおこし
地域おこし協力隊が

やってきた

穴
あ
け
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

岡谷市
市木／いちい
市花／つつじ

人口の動き（平成31年4月1日現在）
人　口 48,438人 前月比 －125 前年同月比 －374
世帯数 19,304世帯 前月比 ＋30 前年同月比 ＋124
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宣伝は任せてください
商品化・PR担当
佐々木千

ち

玲
あき

さん
（秋田県出身）

応募した理由は？
　20年以上にわたって、映
画・映像の世界のマーケテ

ィングとPRの仕事をしていましたが、あるとき絹織物に出
会い、京都で約２年間染織の勉強をしました。せっかく学
んだものを生かしたいと思っているときに、岡谷市でシル
クのブランディングに関わる「地域おこし協力隊」を募集し
ていると聞き、応募しました。
これからどういった活動を？
　岡谷市のシルクについて、まずは色々な経験を受け継
いでいる人たちにお話を聞いて、歴史を学び、何がブラ
ンディングとして魅力的に世の中の人に伝えていけるのか
を探りたいと思っています。

カイコ、大好きです
養蚕担当
橋口とも子さん
（東京都出身）

応募した理由は？
　絹の勉強をする中で10
年ほど前から養蚕を始め、
カイコや染め・織りについても学んできました。養蚕の
技術はとても魅力的だと感じ、続けたいと思っていたと
ころ、岡谷市で養蚕の復興に関わる「地域おこし協力隊」
を募集していると聞き、応募しました。
これからどういった活動を？
　養蚕農家さんと一緒に養蚕に携わっていきます。岡谷
市の養蚕関係者が培ってきたものを教えていただきなが
ら、さらにそれを発展させていきたいと考えています。

問合せ●ブランド推進室 （内線1930）

　4月から、岡谷市初の地域おこし協力隊

員2名をお迎えしました。これからの活動

のようすを「シルクでまちおこし」で定期

的にお伝えしていきます。今回は、おふた

りの紹介と意気込みをうかがいました。

地域おこし協力隊とは…一定期間地方に移住し、地域の活性化や住
民の生活支援などの活動を行い、その地域への定住・定着を図る取り
組みで、2009年より行われている国の制度です。

QRコードからシルキーチャン
ネルで放送した詳しいインタ
ビューが視聴できます。
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