2016 イベントカレンダー

黒姫童話館 & 童話の森ギャラリー

イベントニュース 2016
絵本の国のぬいぐるみ展
〜絵本から飛び出したキャラクターたち〜
会期：７月２３日（土）〜９月２８日（水）
ぬいぐるみ作家・原優子さんが制作された絵本から飛び
出した主人公たちを展示します。絵本のキャラクターぬ
いぐるみたちと遊べるコーナーなど楽しい企画です。

桜井誠の描く童話の世界
会期： ① ４月５日（火）〜 ５月２９日（日）
②１０月１日（土）〜１１月３０日（水）
第 16 回全国紙芝居まつり長野大会のプレイベントとして
桜井誠の所蔵作品の中から、紙芝居原画を中心に展示し
ます。

紙芝居のばら（童心社）桜井誠・絵

黒姫にアトリエを兼ねた別荘をお持ちの、絵本作家大友

大友康夫

康夫氏より数多くを原画を所蔵しています。このたび

新たに寄贈された「３人のまじょシリーズ」
（偕成社）の
原画をご紹介します。

︵偕成社︶より

作・絵

会期：６月１日（水）〜 ７月２０日（水）

﹃３人のまじょとドラゴン﹄

大友康夫絵本原画展

Special event

第8回
・25日
（日）
9月24日（土）

※ 掲載のイベントは都合により変更になる場合があります。

昨年は１4０の出店者が集まった
好評のクラフト祭りを今年も開催！
6/1 より出店者を募集いたします。
詳しくは黒姫童話館までお問合せ
ください。
（TEL026-255-2250）

会場

第１回
第
3回

「じらい や 」

定 期 公 演

4月30日(土)・8月21日(日)・9月11日(日)・10月10日（祝）
開演：11:00~ / 13:30~ / 15:00~
山越え、空飛び、疾風（はやて）のようにかけめぐり
悪党、妖怪、魔物をけちらす今もなお少年の心を
くすぐるヒーロー。
信州黒姫山に伝わる愛の戦士児雷也の物語。

台本／中丸八景
出演／中西八枝
爺雷也ほか
音楽／丸山景也
音響・照明／池田哲也

童話館を楽しもう！

一箱古本市

童話館らしく本でつながる
イベントを企画しました。
コブシ・リュウキンカとあ
わせて春の黒姫高原を楽し
んでください。まだ出店者
も募集しています。詳しく
は黒姫童話館までお問合せ
ください。
（TEL026-255-2250）

モコ＆シドロモドロフの

「おもしろおはなしマ･イ･ム 」
5月4日(祝)・7月24日(日)・8月14日(日)
・9月18日(日)・10月9日(日)
8月15日（月）
開演：11:00~ / 13:30~ / 15:00~
パントマイム・皿回し・ジャグ
リング・一輪車を交えて“もの
がたり” のはじまりはじまり!!
モコとシドロモドロフがあな
たへ、わくわくドキドキ！ここ
ろも体も弾む素敵な時間を
お贈りします。

映像と語りでつづる「信濃の伝説」
5月5日(祝)・8月13日(土)・9月19日(祝)・10月8日(土)
開演：11:00~ / 13:30~ / 15:00~

長野県内に伝わる民話を、
大きな画面で映像を見な
がら、
ＮＨＫテレビ
「信濃の伝説」
出演者による、
笑い
あり、
涙ありの、
ドラマ実演をお楽しみください。
きっと民話の世界にひたっていただけます。

一糸堂：新堂雅之 高橋素子 ホームページ http://isshido03.com/

紙芝居の日 おはなしの日
11:00/13:00/14:00/15:00 5月22日（日） 6月 5日（日）
7月30日（土） 7月23日（土）
今年はどんなおはなしが
8月 6日（土） 8月20日（土）
聞けるかな？お楽しみに！
10月1日（土）
※お休みすることがございますので事前に童話館までお問合せください。

黒姫高原

5月３日（祝）

黒姫童話館ひろば

くるま座小劇場

４月２９日（祝） おたのしみ映画劇場
４月３０日（土） くるま座小劇場「じらいや」
５月 １日（日） おたのしみ映画劇場
５月 ３日（祝） 第３回一箱古本市
５月 ４日（祝） モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
５月 ５日（祝） 映像と語りでつづる「信濃の伝説」
５月２２日（日） 童話館をもっとたのしもう！（紙芝居の日）
５月３１日（火） 休館日
６月 ５日（日） 童話館をもっと楽しもう！（おはなしの日）
６月１９日（日） つかはらしげゆき紙芝居講演会
６月２５日（土） スタインウェイ・ピアノリレーコンサート①
６月２６日（日） スタインウェイ・ピアノリレーコンサート②
６月３０日（木） 休館日
７月１６日（土） おはなしファミリー劇場 心はぐくむおはなしの世界①
７月１７日（日） おはなしファミリー劇場 心はぐくむおはなしの世界②
７月１８日（祝） ピアノコンサート「森の情景」
Ⅶ
７月２３日（土） 童話館をもっと楽しもう！（おはなしの日）
７月２４日（日） モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
７月３０日（土） 童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
８月 ６日（土） 童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
８月 ７日（日） 童話の森ヴァイオリンコンサート
８月１１日（祝） 山の道化師 パックマンショー 2016
８月１２日（金） 山の道化師 パックマンショー 2016
８月１３日（土） 映像と語りでつづる「信濃の伝説」
８月１４日（日） モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
８月１５日（月） モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
８月２０日（土） 童話館をもっと楽しもう！（おはなしの日）
８月２１日（日） くるま座小劇場「じらいや」
８月２７日（土） 全国紙芝居祭り長野プレ大会（清泉会場）
８月２８日（金） 全国紙芝居祭り長野プレ大会（黒姫会場）
映像で偲ぶミヒャエル・エンデの世界
９月 ４日（日） フェスティバル おはなしを楽しむ日
９月１０日（土） 信濃小中学校３学年音楽劇
９月１１日（日） くるま座小劇場「じらいや」
９月１７日（土） フェスティバル 紙芝居を楽しむ日
９月１８日（日） モコ＆シドロモドロフの『おもしろ・おはなしマイム』
９月１９日（祝） 映像と語りでつづる「信濃の伝説」
９月２２日（祝） お楽しみ映画劇場
９月２４日（土） 黒姫高原クラフト祭り①
９月２５日（日） 黒姫高原クラフト祭り②
９月３０日（金） 休館日
１０月 １日（土） 童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
１０月 ２日（日） 森の音楽会
１０月 ８日（土） 映像と語りでつづる「信濃の伝説」
１０月 ９日（日） モコ＆シドロモドロフの『おもしろ・おはなしマイム』
１０月１０日（祝） くるま座小劇場「じらいや」
１０月１６日（日） ミヒャエル・エンデ学習会
１０月３１日（月） 休館日

『物語のなかの香りたち』10:30 〜 12:00

演目

せいくらべ
牛にひかれて
静の桜
ほか
後援

ＮＨＫ長野放送局

各回 10 名（申込制）

「なめとこ山の熊」 おはなしに登場する香りの植物を紹介します。
5月14日（土）
「ピーターラビット」 森を散策しながら、
樹木、植物、ハーブの香りに
7月 9日（土）
「小さなモミの木」 触れ、
11月5日（土）
作品の世界をイメージしたいと思います。

講師：間瀬理江（信濃町「癒しの森」森林メディカルトレーナー、AIAHS認定アロマテラピスト）

ＫＵＲＯＨＩＭＥ
つかはらしげゆきの 紙芝居の楽しみ方

6月19日（日）

開演 /13:00 〜
日本独自の文化財である
紙芝居の魅力について、
その歴史的な価値や実践
の方法などを楽しく学ん
でみませんか？
講師は道化師として活躍
しているつかはらしげゆ
き（清泉女学院短期大学
講師）さんです。

おはなしファミリー劇場

ＤＯＵＷＡＫＡＮ

第２回黒姫童話館

1 時間 30 分に達した時点
でしめきり。
★詳細は黒姫童話館まで。
★参加費：500 円 ★調律協力金として入場には 100 円が必要

出演：美咲 蘭と長野県「語り・おはなし朗読」の会連盟
演奏／角田忠雄（ギター），中島志保（ピアノ）他

俳優
武井 雷俊

8月27日(土)清泉会場 10:00 〜 15:30
「清泉会場」の内容は
https//www.facebook.com/kamishibai.nagano2017
で紹介されます。

出演／シアター道芸
つかはらしげゆき

問い合わせ：清泉女学院大学短期大学図書館
（平日9時〜17時） TEL.026（295）1320

音楽劇

9月10日（土）

募

黒姫童話館の『エンデ講座』

集

10月2日（日）

10月16日（日）

信濃町町制施行６０年を記念して
童話の森ホールを使っていっしょ
に音楽の発信をしてみませんか？
信濃町で音楽活動をしている皆さ
ん、是非お集りください。

黒姫童話館＆
童話の森ギャラリー

上信越自動車道

しなの鉄道黒姫駅
黒姫高原
入口

黒姫童話館＆童話の森ギャラリー

至苗名滝

町営グラウンド

道の駅
しなの

※ちひろ山荘の閉館時間は１６時３０分。営業期間４月中旬〜１１月第２日曜日まで。

●入 館 料

区
至上越

至直江津

個人

信濃町 I.C.

至長野
消防署

●開館時間 ９時〜１７時（最終入館時間１６時３０分）
●営業期間 ４月５日〜１１月３０日
●休 館 日 ５･６･９･１０月の末日（日曜日、祝祭日の場合は、その翌日休）
※童話の森ギャラリーは、他に展示替え休館日があります。

おみやげやまびこ

自家用車

至長野

ナウマンゾウ
発掘地

信濃町 I.C
入口

11:00 〜 15:30

定員 15 名（申込制・先着順）

塩尻道化組合

茶房主

介護センター絆

13:00 〜 15:00

9月25日（日）

童話館に道化師（ピエロ）がやってくるよ。
バルーンアートや皿回し体験など楽しん
でね。芸術の秋に黒姫高原で楽しいひと
時をお楽し
み下さい。

講師：堀内美江（ドイツ文学者。童話館エンデ資料室監修者）

町営

自家用車

9月17日(土)

11:00 〜 15:30
全国から大勢の
実演者が集まり、
館のあちこちで
楽しい紙芝居と
おはなしが上演
される祭典です。
お楽しみに！

出演

（歩行者用駐車場）

入口誘導看板

至長野

9月4日(日)

所蔵する資料と共にエンデとも親交のあった堀内美江
先生といっしょにエンデについて一緒に学びませんか？

旬花咲く黒姫高原

バス専用通路

フェスティバル

道化師と遊ぼう!!

★紙芝居劇場（①10:30 〜 ②12:30 〜）
★長野ヒデ子講演会（14:00 〜 15:20）
★あちらこちらで紙芝居（10:30 〜 14:00）

森の音楽会

クラシック音楽と演劇のコラボ
レーション！
作曲家が音楽に込めた想いを目
に見えるカタチへと、「こころ」
と「からだ」で表現する斬新な
試みです。
音楽をあなたのハートと五感で
心ゆくまで楽しんでいただく公
演です。演目はお楽しみに！

おはなしを楽しむ日 紙芝居を楽しむ日

8月28日(日)黒姫会場 10:30 〜 15:30

出演：信濃小中学校 3 年生、
森野信生（バリトン）
河地良智（指揮）、末高明美（ピアノ）
恒例の信濃小中学校児童の舞台公演。お楽しみに。

信越病院

ピアノ
松本 隆彦

2017 年 8 月長野県で初めて「全国紙芝居まつり」が開催され
ます。実行委員会では本大会に向けて、もっと紙芝居の魅力を
知ってもらおうとプレ大会を開催することになりました。これ
から紙芝居を学ぼうという方、深く知りたい方…どうぞ、この
機会に紙芝居の魅力を存分に味わってください。

11:00〜 / 14:00〜
元気いっぱいの山の道化師
パックマンが、久しぶりに
やってくる !! 道化師活動
20 年の記念公演をお楽し
みください。
笑顔の力でみなさん一緒に
幸せになりましょー！。

信濃町役場

ヴァイオリン
細川 奈津子

開演 11:00 / 14:00

第15回全国紙芝居まつり 長野大会 プレ大会

8月11日（祝）12日（金）

一茶記念館

♪ドビュッシー アラベスク第１番・第２番
♪市川景之 北斎＜波の花＞（委嘱曲）
♪ラベル 鏡 より「洋上の小舟」
「道化師の朝の歌」 ほか
末高明美（ピアノ）
♪ショパン 華麗なる大円舞曲

『音楽が見える 動きだす アクト・クラシック!! 2016」in童話館編
8月7日（日）

パックマンのハッピータイム

駐車場

開演 11:00 / 14：00

２０世紀初めのヨーロッパで、多
くの芸術家たちに愛された北斎。
黒姫童話館にあるスタインウェイ（Ｂ型 ) を多くの皆さま
に弾いてもらう機会です。どなたでも、ご家族やお友達に 「富嶽三十六景」に魅せられドビ
ュッシーは交響曲「海」、ラベル
腕前を披露して下さい。
は「洋上の小舟」を作曲。版画家
★募集期間：4/5 〜 6/3
のリヴィエールは「エッフェル塔
★演奏時間：1 人 8 分以内
三十六景」を描いた時代のフラン
★募集人数：各回それぞれ
ス音楽をお楽しみください。

山の道化師パックマンショー 2016

至戸隠

〜北斎とリヴィエール 音の風景〜

７月18日（祝）

童話の森コンサート

アスティ
くろひめ

２０１６

ピアノコンサート「森の情景」
Ⅶ

6月25日（土） ①13:00 / ②15:15
26日（日） ③10:30 / ④13:00 / ⑤15:15

開演 /11:00 / 13:00 / 14:30

美しい音楽の演奏、映像とともに織り成
す言葉のハーモニー、あたたかく、やさ
しく語りかけるすてきな物語の数々…。
日本と世界の昔話、最新の人気絵本、宮
沢賢治作品などのおはなしが、叙情豊か
に、色とりどりに、繰り広げられます。
さあ、すばらしい舞台をご家族おそろい
で、お楽しみくださいね。

信濃小中学校による

ＮＥＷＳ

スタインウェイ・ピアノリレーコンサート

心はぐくむ おはなしの世界
・17日（日）
７月16日（日）

ＥＶＥＮＴ

至妙高市

★しなの鉄道 北しなの線「黒姫駅」下車 タクシーで 15 分
★上信越自動車道「信濃町 I.C」から 5ｋｍ

〒389-1303 長野県上水内郡信濃町大字野尻 3807-30
http://douwakan.com
TEL026（255）2250

団体
20名以上

※絵本の国のぬいぐるみ展会期中はギャラリー単独券の販売はいたしません。
※障がい者割引があります。

分

黒姫童話館

共通入館料

ギャラリー

一

般

600 円

800 円

300 円

一

般

500 円

600 円

200 円

小中学生
高校生

小中学生

400 円
400 円
300 円

500 円
450 円
350 円

200 円
150 円
100 円

●童話の森園内入口の誘導看板に従い、徒歩または自家用車にてお越しください。
●当館は、ペットの入館はできません。外へ係留してください。
ペット同伴の方は、園内では必ずリードを着用ください。
●割引の併用はいたしません。 ●ご不明な点は黒姫童話館へお問合せください。

