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諏訪湖博物館
赤彦記念館 国

a HARMO叩SEUM

ゞハ一モ美循館 -
（常設展l

「現代ガラス
作家展」
国内外の著名
な 現代ガラス作

家の作 品 を 展
示しています。

［住 所］諏訪市畳田2400-7
［篭話]0266-57-2000 
[U R L] http://www.garasunosato.com 

［開館時間J 9:00~1a:ooc10月~3月 は17: 00まで）

［まちじゅう芸術祭関連イペント］
臼井則孔手回しオルゴール
コンサー ト
9月16日（月）開演15:00~16:oo
（料金：美術館入館料のみ）
手回しオルゴールシンガ―臼井則孔さん
による、ミニコンサートを開催 します。心安

らぐ手回しオルゴールの音色と美しい歌
声で癒しのひと ときをお過ごしください。

: [休館日］年中無休
：［入館 料］大人600(500)円（咲祁様以上団体料金）
： 中学生以下無料

［常設展l
世界的建築家、伊東皇雄氏の設計による、諏訪湖の
水平虹とまるた舟をイメ ージした建築美と、諏訪湖と
共に暮らしてきた人々をテーマに漁業、スケート、周辺
の追跡から出 土した土器•石器など を紹介する諏訪
湖展示室、日本を代表するアララギ派の歌人•島木赤
彦の 生涯及びその業績を紹介する赤彦展示室の2つ
の常設展示をお楽しみください 。

［住 所］諏訪郡下諏訪町10616-111
［電話l 0266-27-1627 
[U R L]http://www.town.shimosuwa.lg.jp/ 

［開館時間]9:00~17:00( 入館は16:30まで）
［休館日］月曜日（祝日の場合はそ の翌日）、

祝祭日の翌日、年末年始

［入館料］大人350(240)円
子供（小・中学生）170(120)円
（団体は20人以上）

※諏訪地域に在 住・在学の小・中学生、
下諏訪町在 住・在学の高校生 は無料。

［常設展l
「アンリ ・ ルソー、グランマ・

モーゼス世界に誇る珠玉の
コレクション」
9月14日（土）~9月23日偲•祝）
アンリ ・ ルソー9点、グランマ ・ モー

ゼス7点、ダリ、シャガール、 マティ
ス、 ）レオー、藤田嗣治等公開

［住 所］諏訪郡下諏訪町10616-540
［電話J 0266-28-3636 
[U R L]http://www.harmo-museum.j 

［開館時間]9:00-18:00(10月-3月17:00)

「シャガール『ポエム』展」
9月14日（土）～
9月23日（月•祝）

（まちじゅう芸術祭脚島イベント】
ハ ー モ美術館定期茶会
9月21日（土）
10:00-13:30受付

［休館日］年中無休（展示替休館あり）
［入館 料］大人1,000(900)円

小中高校生500(400)円
※保護者同伴の場合、土曜日無料

（団体は10人以上）

日釦諏訪市博物館◎
［企画展］

「佛法紹陸寺 一諏訪の真言道場
古刹の歴史一 」9月14日（土）~11月24日（日）
諏訪市四賀にある佛法紹隆寺の歴 史 や寺宝を ご
紹介します。
［ ま ち じ ゅ う 芸術祭関連イベ ン ト］
声明コンサー ト9月14日（士）19:00~20:oo 
長野県内の高野山真言宗寺院の僧侶による
声明コンサ ー トです。

展示解説
9月15日（日）13:30~14:00 
学芸員による企画展の展示
解説を行 ないます。
邦楽コンサー ト
9月21日（土） 19:00~20:oo 
第や し ろ会の皆 さんによる和楽器のコンサートです。
お呈茶9月21日（土） 13:00~15:00 
志川会の皆さんによるお抹茶のサー ピスです。

［住 所］諏訪市中洲171-2
［電話]0266-52-7080
[U R L] https:/ /suwacitymuseum.Jp 

［開館時間]9:00~11:00

［休館日］月曜、祝日の翌日
［入館 料］【企画展】大人500(400)円

小中学生150(100)P3
（団体は20人以上）

◎丘令日本霞奎サンキ3-

囚 0疇
［企圃展l「永守コレクション•アンテイ一ク
オルゴール特別展示」
9月14日（土） ~9月30日（月）
世界のオルゴールの歴史をコ悦明する
オルゴール巳叶サーガイドに加え、芸術
祭期間限定でのコレクションを特別に
展示し音色をお楽しみいただけます。

田冷妻」＼さな絵本美術館

※イメージ写真

［住 所］諏訪郡下諏訪町5805
［電話J 0266-26-7300 
[U R L] http://www.nidec-sankyo.eo.jp/museum/ 
［開館時間]3~10月/9:00~17:30

11~2月 /9:00~17:00

【まちじゅう芸衛祭関連イベント］
第29回すわのねコンサー ト
9月21日（土）
14:00~14:40、16:oo~15:40
クラシック音楽とデイスクオル
ゴールの コ ラボ演奏がお楽し
みいただけます。

［休館日 J 3 月から1 0 月 は無休、11月から2月 は
毎週月曜日が 休館日
（但し、月曜日が祝日の場合は火曜日が
休館日となります。）

［入館 料］大人1,000(750)円
小中学生500(450)円

［企画展］「田中清代最新作『くろいの』
絵本原画展」9月13日（金） ~11月4日（月）
ひとりで帰るい つもの道で出会った「くろいの」思い
切って声をかけたらコトコトコ
卜っと降りてきて …。日常のすぐ
そばにある優しい世界 が、細
やか な銅版画で表現されてい
ます。 2019年ブラティスラヴァ
世界原画展BIB出品作品。

［まちじゅう芸術祭関連イベント】
絵本作家・田中清代さんとっくるう
9 月22日（日） 13:30~ 15:00 
「トマトさん』でおなじみの田中 清代さんの最
新作「『くろいの」絵本原画展」開催中の岡谷
館で、田中清代さんと いっしょに工作を楽し
もう！詳細は 7月下旬。

※要申込、 入館料別

［住 所］岡谷市長地権現4-6-13 : [休館日］火曜、第2水曜、年末年始※8月 は無休
［電話]0266-28-9877 , 9/5~9/6および9/19~9/21 は臨時休館
[U R L] http://www.ba-ba.net : [入館 料］大人700円／中高生300円／

［開館時間J 10:00~11:00(8月10:00~17:30) : 小学生200円

岡谷JCT
至名古屋

峯

諏 訪 湖

一
日量 諏訪高鳥域&8

【常設展］
城内は登料館として公開され、1階は企画展示 ・ 情報
コ ーナー、2階は築城 ・ 藩主・藩政のテーマごとに道品や
資料を展示し、3階は諏訪の平を 一望できる展望コ ー

ナーになっています。
【企画展］「ミニコーナ一高島城に秋が来る」
9月1日（日）~9月30日（月）
高島城の秋の写真を展示、紅葉のシーズンにもお出か
けください。

麗眉

5ヨ

［常設展l「第20回根津八紘展」
諏訪湖まちじゅう芸 術
祭に合わせて第二十回
目の展示会を企画しま
した。作者の画歴を知っ
ていただ くため、中学時
代 から 現在に至るまで
の作品を展示します。
多忙な産婦人科医の仕・

、 ,... 疇

事の合間を縫っての創作活動。最新作 も含めて展示
します。

◆ジェラテリア ・ 六花
1 階 に併設 の
ジ ェ ラ テリ ア ・

六花では八ヶ
岳中央農業実
践大 学校で
育った乳牛のミ
ルク を 使 い、
諏訪地域で栽
培された新鮮なフル ーツや野菜を使ったジェラ ート
を提供しています。 お気軽にお立ち寄りください。

［住 所］諏訪市高島1-20-1 : [休館日 ]12月26日~12Jl31日
［竜 話J 0266-53-1173 : [入館 料］大人改双200)円／小中学生150(100)円
［開館時間]4月~9月/9:00~17:300並「は17:QO) : (団体は20人以上）

10月~3月/9:()()~16:30(入館は16:00) : 

［住 所］諏訪郡下諏訪町立町3528-8
［電話]0266-78-8160 
[U R L] http:/ /8nm.jp 

n-諏訪市美術館
SUWA CITY MUSEUM OF ART 

（企画展l「真道茂
一魂の軌跡とその先ー 」
7月27日（土）～
9月23日（月・祝）
オ ースト リアで も活躍し、
20 18年逝去した彫刻

家・画家の真 道茂を 紹
介します。

［住 所］諏訪市湖岸通り4-1-14
［電話J 0266-52-1217 
[U R L] http://www.ci("suwa.lg.jp/scmart/ 

［開館時間Jg:00~1?:00 入館は15:30まで）

8 
（まちじゅう芸衛祭関連イベント］

学芸員による
ギャラリー トー ク
9月14日（土）
1s:oo-1s:3o 
夜間開館に合わせてギャ
ラリートークを行います。

［休館日］月曜、祝日の翌日
［入館 料］ 【企画展】一般510(410)円

小中学生150(100)円
（団体は⑳人以上）

a 園如もヽ広美術館

m-
（常設晨］
「水運儀象台」
中庭にそびえ立つ世界で
初めて完全復元した幻
の天文時計 ‘‘水運儀象
台,,。まるで独立した建物
のような大き な機械式の
時計。水を動力に今も正
確に時を刻んでいます。

密しもすわ引音館おいてゃ
星ヶ塔ミュージアム 時計工房
矢の根や儀象堂

【企画展l
｀ 「アンティ 一クカメラ

特別展示会」（仮称）
9月14日（土）～
9月23日（月・祝）
諏訪の精密業を支えたひと
っ、ヤシカ製を中心としたア
ンティ一クカメラの特別展示。“

［住 所］諏訪郡下諏訪町3289
［電話]0266-27-0001
[U R L] https://konjakukan-oideya.jp 

［開館時間]9:00-11:00
［休館日］無休（ただし、臨時休館有り）

＊

 

: [開館時間J 10:00~1s:ooc 入館は17:30まで）
: [休館日］火曜
： ［入館 料］無料

［入館 料］大人600(500)円
小中学生300(250)円（団体は20人以上）

※障がい者割引あり（半額）
障がい者1名につき、付き添いの方1名
同 料金

因-熙コ岡臼面希t専間館
【企画展］「岡谷蚕糸博物館開館
5周年記念事業 ユミカッラ
シルクの魅力とブライダルファッション」
8月1日（木） ~9月29日（日）
日本の伝統美を守り、 メイドインジ ャパ
ンの素睛らしさ をシ）レクで表現するユ
ミカッラの作品の数 々 。活動の様子と
ドレ スを 一 同に展示中です。

田
［特別企画展l

「辰野登恵子展
色彩と深化の
プロロ一グ」

8月20日（火）～
10月22日（火 ・祝）
岡谷市出身の現代アーテイス
卜辰野登恵子の没後5周年
の特別企画展を開催中です。

国二 :Itう睾美頂届菌目
KITAZAWA MUSEUM OF ART 

【企画展】
「バラに捧ぐ アール・ヌーヴォー

のガラス展」
平成31年4月4日（木）
～令和2年3月10日（火）

「北澤コレクション名作展秋期」
8月28日（水）~11月19日（火）

「バー ナー ワーク展」（仮）
9月9日（月）~9月25日（水）※予定

【まちじゅう芸術祭関連イベント】
トー クショウ「ガレの庭園とイングリッシュ

ガーデン」9月22日（日） 14:00~ 15:oo
※参加費無料（要入館料）

ワークショップ「ソープカー巳ノグ バラの花
手彫り体験」 9月15日（日） 10:30~、13:00~、
14:30~(所要30分~60分）

※体験料金1,000円、1,200円、1,500円（税込、
要入館料・ケ一スの種類により金額が変わります）

回ぉんばしら館よいさ
7年に1度開催 される「御柱祭」に対
する諏訪 人の思いとその迫力を お 楽
しみいただけ ます。映像による御柱祭
の紹介 や実際に使用した元網、木落
しを体験でき る装置があります。

◄スタンブラリー掲示で
「おんばしら館よいさ限定
オリジナルキーホルダー」

●● をプレゼント致します。

田

［住 所］岡谷市郷田1-4-8
［電話J 0266-23-3489(サンシハク）
[U R L] http://www.silkfact.jp 

［開館時間Jg:00~17:00
製糸工場s:00~12:00/13:00~ 16:oo

�
 

［住 所］岡谷市中央町1丁目9-8
［電話J 0266-22-5854 
[U R L]http://www.okaya-museum.Jp 

［開館時間J 10:00~19:oo 

［企画展l
「スカイラインの聖地・歴代スカイラインなどの展示」
4月21日（日） ~11月10日（日）
32台の歴代ス力
イラインなどとオリ
ジナルグッズ、多
数のミニカーなど
魅力ある展示を
満喫できます。

♦圏宮坂製糸所工場見学
製糸全盛期から
変わら ない諏訪
式繰糸機、 日 本
古来の上州式繰
糸機が稼動して
い る ところ を見
学できます。

［休館日］ 水曜、祝日の翌日、年末年始
［入館 料］大人500(400)円

中高生300(200)円
小学生150(100)円（団体は10人以上）

市立岡谷其術考古n

［まちじゅう芸術祭関連イベント］
「マーブリングで
ブックカバ一を
つくろう」
9月14日（土） 13:30~ 

※参加費10 0円

秋のMuseum Concert岡谷音楽協会
9月22日（日）14:00~※鑑賞無料

“ 
［休館日］水 曜、祝日の翌日
［入館料］特別企画展につき大人500円（団体350円）

諏訪郡の小中学生と
岡谷在 住 ・在学の高校生 は無料

PRINCE&SKYLINE MUSEUM 

プリンス＆スカイラインミュウジアム

［まちじゅう芸術祭関連イベント］
やまびこ夜景コンサー ト
9月14日（土） 18:30~20:30 
プリンス＆スカイライン ミュウジア
ム横レストラン にて夜景コンサー

トを開催。諏訪湖と諏訪湖畔の
街並みを見下し、遠くは八ヶ岳を
望む夜景の幻想に酔いながらの
コンサートを楽しめます。

峯

［住 所］諏訪市湖岸通り1-13-28
［電話]0266-58-6000
［開館時間Jg:00-10:00 [休館日］無休

: [入館料］大人1,000(900)円／中学生500(400)円
小学生以下無料 （団体は8人以上）

：《敬老の日特別企画》9/16満65歳以上の方 入館無料

※ 9= ナイトミュー ジアム※ 入館やイペント等の詳細については、直接各施設へお問い合わせください。

［住 所］諏訪郡下諏訪町168-1
［電話]0266-26-0413 
［開館時間Jg:00-17:00

［休館日］年中無休（ただし、臨時休館有り）

i [入館料］大人300(250)円

； 小・中学生200(150)円（団体iね0人以上）
※障がい者割引あり（半額）

付き添いの方同料金

［住 所］岡谷市字内山4769-14
［電話]0266-22-6313
[U R L] http://www.prince-skyline.com/ 

［開館時間]9:30~17:00( 入館は16:30まで）

: [休館日］火曜
：［入館料］大人1,000(800)円
！ 子供200(150)円（団体は20人以上）
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入館料 入館料

大人500円・小中150円 大人1000円・中人500円
入館料

大人350円・小人170円
大人400円 ・ 小中100円 11 大人800円・ 中人40�L竺240円7小人12竺�

石豆孟；
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すわ云 □根津八紘美術館ゴにすわ今昔饂おいでコ

入館料
大人1000円・小人500円

▼ 
大人800円・ 小人400円

入館料無料、 入館料

絵葉書プレゼント

_J 
大人600円・ 小人300円

ヒ人500品、人25竺

ロんばl,ら館よいさ―1 「

―

ハーモ美術鱚ゴ「示さな総本羹術可

入館料
入館料 大人700円・中高3001'3

よいさオリジナル 大人1000円 ・ 小中高500円 小人2001'3

L
グッズをプレゼント
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大人800円 ・ 小中高4�ごじ竺需寄竺

ロ谷了珀館ー1 「云谷美術考古ヽ pu;J:.�ぢ翌だ可
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入館料

小人150円 ［特別企圃展l 入館料
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