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Event Information
詳しい内容は各施設等へお問い合わせください。

田淵行男記念館 貞享義民記念館
472・9964	688・2010 477・7550	677・7551

第４回田淵行男賞写真作品公募　受賞作品展を開催
市名誉市民で山岳写真家であり、昆虫生態学者であ

った田淵行男の業績を顕彰するとともに山岳写真、自
然写真の分野の新人発掘を目的として、第４回田淵行
男賞写真作品を公募しました。その結果、組写真 92
作品の応募があり、最優秀賞にあたる田淵行男賞など
６作品が選ばれました。これらの作品を展示公開しま
す。
●会期　８月７日（水）～９月８日（日）
●会場　豊科交流学習センター「きぼう」　
●時間　午前９時～午後５時まで（９月８日は午後３

時まで）
●休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
●入場料　無料

三郷デイサービス　ちぎり絵展
市社協、「デイサービスセンター三郷」を利用する

皆さんが制作した「ちぎり絵」を展示します。ちぎっ
た一枚一枚に色合いやバランスが工夫されており福
祉カレンダーにも使われます。皆さんのご来場をお待
ちしています。　　　　　　　　
●期間　８月３日（土）～ 16 日（金）まで
●時間　午前９時～午後５時
※最終日は午後３時まで
●場所　１階企画展示室
●入館料　無料（常設展は有料）
●休館日　月曜日（祝日の場合はその翌日）

白鳥写真愛好会　第２回写真展
白鳥に魅せられた 30 歳～ 70 歳代の 17 人の皆さ

んが、アルプスを背景にした白鳥の勇姿や愛らしい姿
など、さまざまな姿を撮影した 40 数点を展示します。
●期間　８月 18 日（日）～ 30 日（金）まで
●時間　午前９時～午後５時
※最終日は午後３時まで
●場所　１階企画展示室
●入館料　無料（常設展は有料）
●休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

岸野圭作《行雲》2012 年

昨年の講座の様子

安曇野髙橋節郎記念美術 豊科近代美術館
481・3030	682・0551 473・5638	673・6320

「夜のミュージアム」
夕暮れの美術館で二胡のミニコンサートを鑑賞し

た後、花火を見物します。当日は午後９時まで開館を
延長します。
●日時　８月 14 日（水）午後６時 30 分開演（演奏

時間約 30 分）
※花火大会は、天候により中止となる場合がありま

す。ミニコンサートの鑑賞のみ、花火見物の会のみ
の参加も可能です。

●出演　二胡奏者 銭
せ ん な

娜さん
●会場　ミニコンサート 美術館中庭

花火見物　美術館駐車場
●入場料　無料（午前９時から午後

５時までの企画展の観覧は有料）
※事前の申し込みは不要です。

第８回少年少女絵画教室　参加者募集
友の会と教育委員会共催による少年少女絵画教室

を開催します。なお、絵画教室で描いた作品は、第８
回髙橋節郎賞「少年少女安曇野の風景画展」として、
美術館南の蔵に展示します。
●日時　10 月５日（土）

午前９時 30 分～午後３時 30 分
●場所　美術館およびその周辺
●内容「自然のとらえ方・描き方」の講習と美術館周

辺での写生。詳細は、申し込みをされた人に後日連
絡します。

●対象者　小中学生
（親子参加も可能です）

●定員　50 人（先着順）
●参加費　無料
●持ち物　昼食、筆記用具、絵の具など
●申し込み　７月 30 日（火）から９月 25 日（水）

の午前９時から午後５時の間に電話でお申し込み
ください。

※休館：月曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）

漆の作品ができるんだ「漆を金と貝で飾る」
漆パネル制作講座の参加者募集

名誉市民である故・髙橋節郎さんの制作方法を学
び、その芸術世界の理解を図るため、漆芸の体験講座
を開催します。
●日時　8 月 31 日（土）・9 月 1 日（日）両日とも

午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分（2 日間の工程）
●指導　東京藝術大学漆芸研究室の皆さん
●定員　10 人（先着順）
●参加料　3,000 円
●申し込み　７月 30 日（火）から８月 23 日（金）

の午前９時から午後５時の間に電話でお申し込み
ください。休館日は除きます。

夏の特別展【岸野圭作日本画展～点より線に～】
市内在住の日本画家、岸野圭作さんの作品展です。

岸野さんは和歌山県の出身で、安曇野の凜とした冬の
風景が気に入り 10 年前にこの地に移住。今回は初期
の作品から近年の大作まで約 80 点を展示します。
●会期　７月 27 日（土）～９月８日（日）

午前９時～午後５時（入館は午後４時 30 分まで）
●休館日　７月 29 日（月）、８月５日（月）、12 日（月）、

19 日（月）、26 日（月）、９月２日（月）
●観覧料　大人 600 円（500 円）高大生 400 円（300

円）※中学生以下無料（　）内は 20 人以上の団体
料金

夏の特別展　関連イベント
ナイトミュージアム　「懐中電灯美術館」

●日時　８月３日（土）午後９時まで開館
●懐中電灯で夜の常設展を探検します。（特別展は通

常照明です。）
●参加費　無料（ただし、入館券が必要です。）

ワークショップ「団扇に描こう」
●日時　８月３日（土）午後６時～７時
●内容　岸野圭作さんの指導で団

う ち わ

扇に絵を描きます。
●参加費　無料（ただし、入館券が必要です。）予約

が必要です。
●定員　親子 20 組（小学生以上）

記念講演会「現代の日本画等について」
●日時　８月４日（日）午後２時～３時
●講師　土屋禮一先生（日本画家・芸術院会員）
●内容　現代の日本画などについてお話していただ

きます。
●定員　80 人
●参加費　無料（ただし入館券が必要です。）　

長唄演奏会
●日時　８月18 日（日）午後３時 30 分～４時 30 分
●出演　四世今藤長十郎ほか
●料金　3,000 円（このチケットで岸野圭作日本画

展も観覧できます。前売券もあります。）
●主催　岸野圭作日本画展～点より線に～実行委員会

※日本自然科学写真協会
展（ＳＳＰ展）「自然を
楽しむ科学の眼 2013
－ 2014」も同時に開
催します。

日＝日時　場＝場所　対＝対象者　定＝定員　費＝費用　申＝申し込み　問＝問い合わせ

名称 内容 日時・場所 定員・料金 申し込み・問い合わせ

シニアワークプログラム
観光ガイド講習

55 歳以上の未就業の皆さんが技
能や知識を身に付け、雇用や就業
につなげるのがシニアワークプロ
グラム地域事業です。長年培った
知識と経験を生かして活躍してみ
ませんか。最終日に合同就職相談
会があります。相談会に参加され
る企業も募集しています。

日：９月10日（火）～10
月4日（金）のうちの10
日間

場：安曇野シルバー人材
センターほか

対：55 歳以上で雇用・
就業を希望されハロ
ーワークに求職登録
をした人

定：20 人
費：無料

申： （公社）安曇野シ
ルバー人材センター
472・5800 673・
6484

生涯現役社会実現職業生
活設計セミナー　

第二の人生の働き方はどうしたら
よいのか？年金、雇用保険、社会
保険、雇用状況を知って生涯現役
の生活設計に役立てましょう。セミ
ナー終了後相談会も行います。

日：8 月 26 日（月）
　13：30 ～ 15：00
場：豊科ふれあいホール

対：55 歳以上の人
定：50 人
費：無料

申： （公社）安曇野シ
ルバー人材センター
472・5800 673・
6484

茶飲み友だち
よっといで !!

8 月のテーマは「今だからこそ、
戦争体験を聞こう !!」です。前半
は矢口健陽児さん（穂高）の話を
聞き、後半は戦争について参加者
もディスカッションに参加します。

日：8 月 22 日（木）
　13：30 ～ 15：30
場：真々部公民館

費：300 円 申：不要
問：事務局　中槇冨美恵

さん（473・3219）

マタニティのつどい in
安曇野

産前産後に役立つボディワーク「ツ
ボを知ろう！ツボ押しをやってみよ
う」や、育児体験、沐浴体験、妊
婦疑似体験、各種相談を行います。

日：８月31日（土）
　13：00 ～ 15：00 
場：豊科保健センター

対：妊婦とその家族
費：無料

申：不要
問：長野県助産師会安曇
　野地区　実行委員長

藤原さん（4080・
5145・8616）

運転免許更新
特定任意講習会

安曇野交通安全協会では、運転免
許更新者を対象に特定任意講習会
を開催します。この講習を受ける
と更新時の講習は免除されます。
優良運転者は受講する必要はあり
ません。

日：８月20日（火）受付
18：30～19：00講習
19：00～21：00

場：豊科公民館２階大会
議室

対：８月21日～平成 26
年２月 20 日までの間
に運転免許を更新する
人。70 歳 以 上 の人、
更新時に 70 歳になる
人は受講できません。

費：1,500 円（お釣りの
いらないようにご協力
ください）

申：安曇野交通安全協会
（472・2263）

※運転免許証、筆記用具
を持参してください。

各 種 情 報 ーコ ーナ

写真は、田淵行男賞・上
田大作さんの「風連湖－
冬の物語」の組写真の一
枚


