
イルフ童画館・岡谷美術考古館・岡谷蚕糸博物館は入館料が必要です。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。

1
月
の

問合せ ☎24-3319 問合せ ☎22ｰ5854 問合せ ☎23ｰ3489（サンシハク） 問合せ ☎22ｰ2031問合せ ☎24ｰ1300 問合せ ☎24ｰ8403

1月•2月の
イベント

午前10時～午後5時

1日～3日、6日、12日、13日、20日、27日

タイトル・
制作年不詳
 武井武雄

和泉 清「壊」

1月19日（火）まで

　当館では2019年度までに、武井武
雄をはじめ、林義雄、黒崎義介など、
さまざまな作家の作品が寄託・寄贈さ
れました。本展覧会では新収蔵された
作品を一堂にご紹介します。

　信州の染織作家にスポットを当てる
第２弾。伊勢型紙を使って伝統の飯田
の染色を地域の文化として残している
小紋師・中
島久雄氏。
小紋染めの
技法と作品
をご覧いた
だきます。

★ジャンボかるた大会（無料）
日時…1月4日（月）午前10時30分～
定員…10名
★消しゴムハンコ ワークショップ
日時…1月9日（土）午後1時30分～
定員…8名　参加費…200円
★牛の起き上がりこぼしを作ろう
日時…1月10日（日）午後1時30分～
定員…8名　参加費…200円

イベント

収蔵作品展

開館時間 開館時間

1月の休館日 1月の休館日

新コレクション展

収蔵作品展

同時開催
武井武雄の漫画とペン画 展
　　　　  デビュー50周年記念
諸星大二郎 展　異界への扉

1月17日（日）まで

企画展示

信州の作家展 Part2  信州型染
―中島久雄  小紋染めとともに―

午前10時～午後5時

1日～3日、6日、13日、20日～23日、27日

開館時間

1月の休館日
（宮坂製糸所は午後4時まで）

1日～3日、6日、12日、13日、18日～20日、27日
1月の休館日
1日～4日、12日、18日、25日、29日

要申込み

授乳・おむつ替え室あり 午前9時～午後5時
開館時間

1月の休館日

利用できる人

午前9時30分～午後5時30分

０歳～３歳までの子どもとその保護者。
兄姉は就学前の子どもまで一緒に入館
できます。兄姉はマスクをしてください。

1日～3日、12日

会場

出演

小ホール

チケット 全席自由 2,500円
小中高生 500円

　　　　　ソサエティ会員 2,000 円

プログラム
●エルガー： 愛のあいさつ  
●ブラームス： ハンガリー舞曲第６番
●メンデルスゾーン：
ピアノ三重奏曲第１番ニ短調作品4９

ほか

礒 絵里子（ヴァイオリン）
高橋多佳子（ピアノ）
新倉 瞳（チェロ）

「牛乳パックで作る汽車ポッポ」を作
ります。
日時…2月11日（木・祝）
　①午前10時～  ②午前10時30分～
申込み…1月13日（水）から
　　　　予約開始
場所…育児談話室
※1月の「つくっちゃおう」未参加の人対象

　人気、実力を兼ね備えたミュー
ズたちによる華やかなピアノ三重
奏の調べをお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大予防
策を講じて実施します。

つくっちゃおう

日時…1月15日（金）・22日（金）
　　　午前10時30分～午前中
歯科衛生士が相談に応じます。

歯っぴー相談（予約不要）

日時…1月28日（木）
　　　開館中いつでも
栄養士が相談に応じます。

もぐもぐ相談（予約不要）

日時…2月18日（木）
　　　午前10時30分～
講師…こどものくに看護師
申込み…1月18日（月）から
　　　　予約開始
場所…育児談話室

ベビーマッサージとワンポイントアドバイス

参加無料

利用者登録料が必要です

収蔵作品展

1月15日（金）～3月9日（火）
新収蔵作品展

椿三重奏団
2月20日（土）

午後2時開演（午後1時30分開場）

透明粘土でランタンをつくろう（要申込み）
半透明の不思議な粘土でランタンを作
ります。
日時…１月３１日（日）午前１０時３０分～
参加費…500 円　　定員…８名
貯金箱に色を塗ろう（要申込み）
だるま型の張り子貯金箱に好きな色で
デザインします。
日時…２月６日（土）午前１０時３０分～
参加費…500 円　　定員…8名

ワークショップ

【次回展覧会】1月24日（日）～3月13日（土）

　漫画家・諸星大二郎の原画作品を、モチーフに
なったさまざまな美術作品や資料とともにご覧い
ただきます。読者を異界へと導く魅力に迫ります。

WEEKEND   CONCERT. ～新しい風のささやき～

©Yoshinobu Fukaya©Yoshinobu Fukaya

★ちいさなおはなしの森★
（乳幼児向け） 

日時…1月19日（火） 午前11時～

★おはなしの森★
（園児～小学生向け） 

日時…1月9日・16日・23日・30
日の土曜日
　午前11時～（20分程度）

モーモーうしさん
今月のテーマブックス

　絵本の読み聞かせ、語り、紙芝
居、パネルシアターなどのおはなし
会を定期的に行っています。
　みなさん、おはなしの世界を一緒
に楽しみましょう♪

★本の福袋★
　今年も本の福袋を行います。
何が入っているかは開けてみ
てのお楽しみ！ 希望する人はカ
ウンターまでお越しください。
期日…1月5日（火）～なくなり
次第終了

1月17日（毎月第３日曜日）は
「うち読でエコ読の日」

会場はいずれも２階会議室です。

（限定130席）

　明治初期から昭和初期まで、わが国
の生糸生産量１位を誇ってきた岡谷。
その繊細な技術と英知が新たな精密加
工業を生み出しました。諏訪人が生み
出す技術
の粋を感じ
取ってくだ
さい。

1月21日（木）～4月18日（日）

諏訪のものづくり
―蚕糸業から精密業へ―

※今後の状況により、企画展の展示・イベン
ト内容に変更の可能性もあります。今後の
対応はホームページやSNSをご覧いただく
か、お問い合わせください。

柴田大智
「友だちと遊んで笑顔のぼく」

企画展

1月17日（日）
～２月14日（日）
※入場無料

第28回
岡谷市内
小学校児童
版画展
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11/2612/11

11/2712/13

11/2712/11 明るい選挙啓発ポスター
入選者表彰式

岡谷市消防団
消防ポンプ車配属式

いじめ根絶子ども会議で
「いじめをなくす取り組み」を発表

第29回
岡谷市英語スピーチコンテスト

「災害時等における電気自動車を活用した
電力供給に関する協定」を締結

新西堀保育園・発達支援施設建設工事
竣
しゅんこう

工検査
　岡谷市内の小中学生から募集した「明るい選挙啓発ポス
ターコンクール」の表彰式が、レイクウォーク岡谷で開かれま
した。応募109点のなかから最優秀にあたる、岡谷市明る
い選挙推進協議会会長賞を受賞した岡谷西部中学校2年の
山田美葵さんは、「賞をもらえて光栄。選挙や政治について
考える良い機会になった。将来投票には行きたい」と喜びを
語りました。

　岡谷消防署にて、市消防団第4分団に配備する消防ポン
プ車の配属式が行われ、市、市議会議員、正副団長、分
団長、第4分団員が出席しました。平成30年から始まった消
防団車両更新事業の一環で、配属された車両は排気量
3,000cc、四輪駆動で6人乗り。160mまで迅速にホースを
延ばせるホースカーやホースバッグが初めて搭載され、より
迅速な消防活動や団員の負担軽減が期待されます。

　市内のプラスチック加工メーカー、（株）スワコーから、岡谷
市民病院に医療補助器具が寄贈されました。血管内で血圧
を測定する際に腕を固定する器具と、だれにでもわかりやす
いナースコールの表示板です。これらの製品の開発は、「モ
ノづくり集積地SUWAのヒトづくりプロジェクト」の医療・ヘル
スケア分野参入支援事業の一環として行われ、市内企業で
は初めて製品化されたものです。

　竣工検査を終えた、新西堀保育園・子ども発達支援セン
ターで市民見学会が開かれました。童画家 武井武雄の生家
跡地に建設された同施設は、武井武雄の顕彰を目的とした
工夫が随所に施されています。訪れた多くの人たちは、生家
のアトリエを再現した和室や、内外に描かれている「あるき太
郎」など武井が生み出したキャラクターに、「楽しく過ごせそ
う」と期待に胸をふくらませながら園舎を見て回りました。

　市内小中学校の代表児童生徒47名が集まり、岡谷市いじ
め根絶子ども会議を開催しました。今年は感染予防のため、
グループ討議は行われませんでしたが、各校で行った人権活
動の取り組みやメッセージ文を中学校区ごとに発表し、学校
からいじめをなくすための多様な考え方を共有しました。各
校の人権に対する意識の高さなどを確認し合う良い機会とな
りました。

　市英語スピーチコンテストが諏訪湖ハイツ・コンベンション
ホールにて開かれました。グローバル化する国際社会のなか
で、新たな時代の要請に応えられる国際的な視野を持つ人
材の育成を目的としています。市在住または諏訪地域の高
校に在学中の生徒11名が参加し、論題は自由。1人5分以
内でスピーチを競い合いました。最優秀賞にあたる「岡谷市
長賞」には、岡谷南高校1年の徳元亜理沙さんが輝きました。

　岡谷市は、日産自動車と災害時の応援協定を結びました。
災害で停電が起きた際に、近くの販売店から電気自動車を
貸与してもらい避難所などの電力供給を助けるというもので、
県内では岡谷市が初となります。1台でスマートフォン約
6,200台の充電が可能で、避難所の電力を約3日間賄うこと
ができます。災害時には、試乗車を最大5台と可搬型給電
器が貸し出されることになっています。

　童画家 武井武雄の生家跡地で整備を進めてきた、新西
堀保育園の建設工事が完了し、市や市議会、工事関係者
など約50名の立ち合いのもと、竣工検査が行われました。
　1階の保育園は12月21日から保育を開始し、2階「子ども
発達支援センター」は令和3年4月の開所を予定しています。
保育園の定員は年少児以上が75名、未満児が25名、発達
支援センターは20名程度の利用を想定しています。

11/2712/13 株式会社スワコーが
岡谷市民病院に医療補助器具を寄贈

新西堀保育園・子ども発達支援センター
市民見学会
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