黒姫童話館＆童話の森ギャラリー

２０１７

イベントニュース 2017

11ぴきのねこと
馬場のぼるの世界展

会期：７月２２日（土）〜９月２４日（日）
出版 50 年を迎える「11 ぴきのねこ」シリーズ
が黒姫にやってきます !!

作者の馬場のぼるは

戦後、漫画家としてデビューしますが、絵本作
家としても活動し数多くの作品を残しました。
展覧会では原画やスケッチなど馬場のぼるの魅

力をご紹介します。グッズ販売もお楽しみに。 《11 ぴきのねことぶた》こぐま社 1976 年刊

会期：①４月 ５日（水）〜 ５月２９日（月）
：②９月２７日（水）〜１１月３０日（木）
当館では黒姫にアトリエを兼ねた別荘をお持ちの、絵本作
家、大友康夫氏の数多くを原画を所蔵しています。春は新

たに寄贈された「３人のまじょシリーズ」
（偕成社）の原画

を、秋は『ハワイ島のボンダンス』
（福音館書店）をご紹介

します。

桜井誠の描く童話の世界
会期：６月１日（木）〜 ７月１９日（水）
おはなしの中には作品を彩るたくさんの動物が登場し、
「ブ
レーメンの音楽隊」などは動物が主人公です。今回は、所
蔵する桜井誠作品の中から、動物をテーマに展示します。
いきいきとした姿をお楽しみください。

「ブレーメンの音楽隊」（世界文化社）
桜井誠・絵

Special event

第９回
・24日（日）
9月23日（祝）

昨年は 128 の出展者が集まった
好評のクラフト祭りを今年も開催
6/1 より出展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
4回

竹取物語」

定
期
公
演

日本で最古の小説といわれる「竹取物語」を独
特の語り芝居に。古語の響きに、講釈調、様々
な語り口調で物語る。魅力的な登場人物たちを
活き活きと描く、
罪と罰の物語を
ご堪能ください。
作／くるま大八
出演／ことたま座
窪田裕子
松本恭子

ミヒャエル・エンデの世界
松谷みよ子の世界
いわさきちひろ黒姫山荘

黒姫高原 一箱古本市

モコ＆シドロモドロフの

「おもしろおはなしマ・イ・ム」
5月7(日)・8月12日(土)・9月16日(土)・10月8日（日）
開演 / 11:00~ / 13:30~ / 15:00~ /

黒姫童話館

・4日（祝）
5月3日（祝）
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
ンカの開花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
募集中。詳しく
は黒姫童話館ま
でお問合せくだ
さい。
（TEL026255-2250）

黒姫童話館ひろば

ことたま座 「

2017

「高原の風につつまれて・見て・聞いて・読んで・語って・・・」

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︒
※

３人のまじょとドラゴン
﹃あくまのデクノボッチ﹄︵偕成社︶
作・絵 大友康夫

印刷原稿（特色刷り校正用リトグラフ / 部分）

大友康夫絵本原画展

イベントカレンダー

４月２９日（祝）おたのしみ映画劇場
４月３０日（日）おたのしみ映画劇場
５月 ３日（祝）第４回一箱古本市①
５月 ４日（祝）第４回一箱古本市②
５月 ５日（祝）映像と語りでつづる「信濃の伝説」
５月 ６日（土）モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
５月 ７日（日）ことたま座 『竹取物語』
５月１３日（土）物語のなかの香りたち①
５月２８日（日）童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
５月３１日（水）休館日
６月 ４日（日）童話館をもっと楽しもう！（おはなしの日）
６月１１日（日）つかはらしげゆきの紙芝居の楽しみ方
６月２４日（土）スタインウェイ・ピアノリレーコンサート①
６月２５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（金）休館日
７月 ８日（土）物語のなかの香りたち②
７月 ９日（日）童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
７月１５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１６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１７日（祝）ピアノコンサート「森の情景」Ⅷ
７月２２日（土）童話館をもっと楽しもう！（おはなしの日）
７月２３日（日）童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
７月３０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 ５日（土）童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
８月 ６日（日）童話の森ヴァイオリンコンサート
８月１０日（木）山の道化師 パックマンのハッピータイム
８月１１日（祝）山の道化師 パックマンのハッピータイム
８月１２日（土）ことたま座 『竹取物語』
８月１３日（日）映像と語りでつづる「信濃の伝説」
８月１４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１５日（火）モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
８月１９日（土）童話館をもっと楽しもう！（おはなしの日）
８月２０日（日）コンサート「Rumiʼ s パフォーマンスと仲間たち」
８月２７日（日）シナノフェス 2017
８月２８日（月）映像で偲ぶミヒャエル・エンデの世界
８月３０日（水）東京音楽大学による童話の森ピアノコンサート
９月 ３日（日）フェスティバル おはなしを楽しむ日
９月 ９日（土） 映像と語りでつづる『信濃の伝説』
９月１０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１６日（土）ことたま座 『竹取物語』
９月１７日（日）フェスティバル紙芝居を楽しむ日①
９月１８日（祝）フェスティバル紙芝居を楽しむ日②
９月２３日（祝）黒姫高原クラフト祭り①
９月２４日（日）黒姫高原クラフト祭り②
１０月 ２日（月）休館日
１０月 ７日（土）映像と語りでつづる「信濃の伝説」
１０月 ８日（日）ことたま座 『竹取物語」
１０月 ９日（祝）モコ＆シドロモドロフの『おもしろおはなし マ・イ・ム』
１０月１４日（土）童話館をもっと楽しもう！（紙芝居の日）
１０月１５日（日）森の音楽祭
１０月２２日（日）ミヒャエル・エンデ講座
１０月３１日（火）休館日
１１月 ４日（土）物語のなかの香りたち③

5月6日(土)・7月30日(日)・8月14日(月)
・9月10
（日）
・10月9日(祝)
8月15日（火）
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。
一糸堂：新堂雅之 高橋素子 ホームページ http://isshido03.com/

映像と語りでつづる「信濃の伝説」
5月5日(祝)・8月13日(日)・9月9日(土)・10月7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。
演目

大蛇になった黒姫
徳本峠の小狐
神様のくれた苺
など
後援

ＮＨＫ長野放送局

黒 姫童 話 館 & 童 話の森ギャラリー
http://douwakan.com
〒389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻3807-30
TEL（026）255-2250 FAX（026）255-2261

【開館期間】 ４月５日〜１１月３０日（冬期休館１２月１日〜４月４日）
【開館時間】 午前９時〜午後５時（最終入館午後４時３０分）
【休 館 日】 ５・６・９・10月の末日（日曜、祝祭日の場合はその翌日）
【交

通】 しなの鉄道北しなの線「黒姫駅」下車、
タクシーで１５分
車の場合／上信越自動車道「信濃町Ｉ．
Ｃ」より５ｋｍ

ドイツのガルミッシュで父・エトガー、母ルイーゼの
長男として生まれる。戯曲作家を志し、演劇学校へ入
学。処女戯曲『時は迫る』を書く。卒業後『サルタン
の二乗』を発表するが、うまくゆかず、職を転々とす
る。友人から絵本の文章執筆をたのまれ、書き始めた
ものが『ジム・ボタン』となり、ドイツ児童文学賞、
国際アンデルセン賞優良賞を受賞。
『はてしない物語』
は、映画『ネバーエンディングストーリー』とし
ミヒャエル・エンデ（1929〜1995）
て世界で上映された。

いわさきちひろ（1918〜1974）

東京、神田に生まれる。1947年、野尻湖畔に疎開中の
坪田譲治を訪ね書き溜めた童話ノートを渡したこと
が、デビューのきっかけとなる。初めての民話採訪の
旅で訪れた信州で着想を得た『龍の子太郎』
（講談社）
で国際アンデルセン賞優良賞を受賞。
『いないいない
ばあ』
（童心社）など赤ちゃん絵本から小説・エッセイ
までその著作は多数。
『松谷みよ子民話研究室」を主宰
し、民話採訪を精力的におこなった。

いわさきちひろ黒姫山荘

エンデとここ信濃町とは童話館
建設がきっかけで出会いました。
「できる限りの協力をしましょう」
というエンデ氏から、直接いた
だいた貴重な資料約２０００点
を所蔵、展示しています。

童話館を楽しもう！ 11:00/13:00/14:00/15:00
童話館からお届けするおは
なしのプレゼント。今年は
どんな、おはなしや紙芝居
が見られるな？
お楽しみに！

つかはらしげゆきの

6月11日（日）

ミュージアムショップ

いわさきちひろの作品は 安曇野ちひろ美術館（☎0261-62-0772）
ちひろ美術館・東京 （☎03-3995-0612）でご覧いただけます。

童話の森ホール
200人収容できるホ
ールは、演劇、コン
サート、童話の語り
から各種セミナー、
シンポジウムまで幅
広い催しが開かれる
童話を核とした交流
の場です。

20 余編の信州の民話を映像やふすま式の紙
芝居で紹介。信州の児童文学コーナーでは、
島崎藤村など信州ゆかりの作家を大型年譜
パネルでわかりやすく紹介しています。

（女）
ミヒャエル・エンデの世界
（車椅子用）

化粧室

童話の森ホール

（男）

信濃の
民話
信州の
児童文学

桜井誠の描く世界の童話
松谷みよ子
の世界
本と人形
の部屋

★
坪田譲治詩碑

紙芝居の楽しみ方
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？
講師は児童文化の研究家
でもあり道化師として活
躍しているつかはらしげ
ゆきさんです。

信濃の民話・信州の児童文学

おはなしファミリー劇場

心はぐくむ おはなしの世界
・16日（日）
７月15日（土）

しかけ絵本や紙芝居から
黒姫ゆかりの童話作家コ
ーナーなど、ゆっくり童
話や絵本を読んでみては
いかがでしょう。

『バラバン』 M100号

松木重雄・画

『長くつ下のピッピ』
（岩波書店）
アストリッド・リンドグレーン・作
大塚勇三・訳
桜井誠・絵

当町出身の洋画家 松木重雄より寄贈された 80 号クラスの大作 123 点のほか、
「長くつ下のピッピ」で知られる桜井誠。「くまくん」、「くまたくん」シリーズの
大友康夫の所蔵作品を定期的に展示するほか、童話館の企画展示も開催。

黒姫童話館への案内
バスロータリー（駐車不可）
お客様の乗降のみ

黒姫童話館
＆
童話の森ギャラリー

コスモプラザ

奈良屋食堂
前山駐車場

ホテル
アスティ
くろひめ

TEL 026-255-3171

うえだ

園入口誘導看板

町営

（歩行者用駐車場）

自家用車

茶房主

黒姫ライジング
サンホテル

おみやげ
やまびこ

介護センター絆

駐車場

開演 11:00 / 14:00

テルラ

上信越自動車道

しなの鉄道黒姫駅

至長野
黒姫高原
入口

一茶記念館

信濃町役場

信越病院

一茶記念館
入口

至長野

個人

十字路（柏木立）

町営グラウンド

至戸隠

道の駅
しなの

至上越
至直江津

信濃町 I.C.
樹香
信濃町 I.C
入口

消防署
至長野

ナウマンゾウ
発掘地

野尻湖
ナウマンゾウ
博物館

区

団体
20名以上

至妙高市

至野尻湖

一

般

小中学生
一

般

高校生

小中学生

黒姫童話館

共通入館料

ギャラリー

600 円

800 円

300 円

400 円
500 円
400 円
300 円

500 円
600 円
450 円
350 円

8月6日（日）

ヴァイオリン
細川 奈津子

8月20日（日）

200 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（電話０２６−２５５−２２５０）へお問合せください。

開演 11:00 / 14：00

2017 in 童話館編

開演 11:30 /14:00

音楽の父と称されるドイツの作曲家Ｊ.Ｓ. バッ
ハをテーマに、
ヴァイオリニスト細川奈津子、
俳優武井雷俊を中心にクラシック音楽と演劇
が融合した公演です。
作曲家が音楽に込めた想いを、目に見える
カタチへ。クラシック音楽が初めての方にも
「ココロ」と「カラダ」で楽しく、わかりやす
く表現する試みです。

楽しいミュージカル、
オペレッタ、オペラ、
そして素敵なピアノ
演奏を あなたに…

おはなしを楽しむ日 紙芝居を楽しむ日
9月3日(日)

9月17日(日)・18日（祝）

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！

『エンデ講座』

黒姫童話館の

11:00 〜 15:00

※出演者数により時間等
変更の場合があります。

俳優
武井 雷俊

フェスティバル

10月15日（日）
今年も好評につき、童話の森
ホールを使って、信濃町から
音楽の魅力をお届けします。
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。

７月17日（祝）

♪エルガー《愛の挨拶》 ♪ショパン《ノクターン第５番 &
幻想即興曲》 ♪カサド《無伴奏チェロのための組曲より》
♪深川甫 (b.1983)《一茶の猫の俳句によるピアノ曲》 ほか

東京音楽大学による

童話の森ピアノコンサート

8月30日（水）

開演 18:00

私たち東京音楽大学ピアノ科では、夏
に信濃町で演奏合宿をしています。日
ごろの練習の成果をお聴きください。
皆さまのお越しをおまちしています。

♪ミュージカル ” マイ フェア レディ” より
「 踊り明かそう」
♪オペレッタ ” マリッツァ伯爵夫人” より
「ジプシーのバイオリンを聴くと」 他

9:30 〜 15:30

森の音楽祭

〜チェロとピアノの調べでほっと一息〜

オペラって難しくて、取っつきに
くいと思っていらっしゃいません
か？実は、オペラはとっても楽し
く、スリリングで美しいのです。
コレペティトールの香川紀恵のピ
アノ、ソプラノの森田留美の歌、
他 で お楽しみ下さい。

歌ありグルメありのシナノフェス！
昨年初開催にも関わらず、大盛況に
開催できました。今年は、会場を野
尻湖から、童話館前広場に移して開
催予定！
ちびっこから大人まで楽しめるイベ
ントです！是非是非、冷やかしに来
てください！！
（2017 シナノフェス実行委員長）
しなのまち

3 回シリーズ
各回 10 名
（申込制）

ピアノコンサート「森の情景」
Ⅷ

開演 11:00 / 14:00

Rumi's パフォーマンスと仲間達

シナノフェス 2017

※特別展開催期間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

出演／シアター道芸
つかはらしげゆき

8月27日（日）

おはなしを彩る要素の
ひとつに植物がありま
す。童話や絵本に出て
くる香りを森に入って
探したり、アロマ抽出
したり体験しよう。
参加者募集中 !!

童話の森コンサート『音楽が見える 動きだす』アクト・クラシック!!

集

自家用車

至苗名滝

開演 11:00 / 14:00
元気いっぱいの山の道化師
パックマンがやってくる。
観客の皆さんといっしょに
つくるステージに、笑顔に
なること間違いなし !!
みなさん一緒に、笑顔で幸
せになりましょー！。

営業時間 : 10時30分〜15時
（夏期／10時〜16時）

２０１７

★募集期間 ：4/5 〜 6/2
★演奏時間：1 人 8 分以内
★募集人数：各回それぞれ
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

募

おがわ

●入館料

たかさわ

スタインウェイ・ピアノリレーコンサート

①13:00 / ②15:15
③10:30 / ④13:15 / ⑤15:15
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
腕前を披露して下さい。

8月10日（木）11日（祝）

喫茶
『時間どろぼう』

喫茶には地元の食材を
使ったスイーツやジュ
ース、軽食もあります。
ショップには、絵本か
ら洋書まで、書籍に加
えキャラクター商品な
ど数多く取り揃えてい
ます。

旬花咲く黒姫高原

バス専用通路

遊歩道

営業時間 : 9時〜17時

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

6月24日（土）
25日（日）

パックマンのハッピータイム

赤ちゃんから熟年まで、多くのファンを魅了する
作家・松谷みよ子。作家としてデビューするきっ
かけが、ここ信濃町野尻湖畔での坪田譲治との出
会いでした。当時、創作していた作品をつづった
貴重な童話ノートなどをご覧いただくことができ
ます。

ミュージアムショップ

講師：間瀬理江

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

松谷みよ子の世界

『わたし おしゃれをするの』
（童心社）
大友康夫 文・絵

「なめとこ山の熊」ほか
5月13日（土）
「ピーターラビット」ほか
7月 8日（土）
「小さなもみの木」ほか
11月 4日（土）

第3回黒姫童話館

山の道化師パックマンショー 2017

童話の森ギャラリー

ＮＥＷＳ

『物語のなかの香りたち』10:30 〜 12:00

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。

本と人形の部屋

ＥＶＥＮＴ

紙芝居の日 おはなしの日
5月28日（日） 6月 4日（日）
7月 9日（日） 7月22日（土）
7月23日（日） 8月19日（土）
8月 5日（土）
10月 14日（土）

※出演者の状況によりお休みする
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。

せっ か

喫茶「時間どろぼう」

ＤＯＵＷＡＫＡＮ

末高明美︵ピアノ︶

か

ＫＵＲＯＨＩＭＥ

小島遼子︵チェロ︶

エンデは絵の才能にも恵まれ『モモ』の
挿絵を描いています。右記、絵画の本棚
には日本の作品も置いてあります。
絵をよく見て探してみよう！

いわさきちひろ
黒姫山荘

1966 年、黒姫にアトリエを兼ねた山荘
を建てました。春夏秋は「野花亭」、冬は
「雪雫亭」と呼び、『あかまんまとうげ』
『花の童話集』
（童心社）など、数々の作
品をここで創作しました。
未完となった遺作『赤い蝋燭と人魚』（童心社）もこの山荘で
描いていました。童話館の山荘は中もご覧いただけます。
や

ミヒャエル・エンデの世界
﹃コレアンダー氏の古書店﹄
ミヒャエル・エンデ・絵

松谷みよ子（1926〜2015）

福井県武生市生まれ。３人姉妹の長女。藤原行成流の書
を学び、絵は岡田三郎助、中谷泰、丸木俊に師事。
1950 年松本善明と結婚、翌年長男猛を出産。
この頃より絵本画家として精力的に活動を展開するよう
になる。生涯を通じて “子ども” をテーマに描きつづけ
る。1974 年肝ガンのため死去。享年 55 歳。
代表作に『おふろでちゃぷちゃぷ』（童心社）、
『あめのひ
のおるすばん』（至光社）などがある。

10月22日（日）

13:00 〜 15:00
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
エンデの人生や作品について学んで
みませんか？
定員15名（申込制・先着順）
9/1より募集開始
講師：堀内美江
ドイツ文学者
童話館エンデ資料室監修者

道化師と遊ぼう!!
9月24日（日）

11:00 〜 15:30
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。
出演
塩尻道化組合

しかけ絵本づくり教室
・ 4日（祝） 11:00 / 13:30
5月3日（祝）
・19日（土）
8月5日（土）
世界に一つしかない

絵本を作ってみませ
んか。簡単なしかけ
絵本の仕組みで楽し
めます。
各回定員 10 名
（申込制）
入館料＋500 円
（材料費）

