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康男女共同参画週間
６月２３日（金）～２９日（木）

「男で○
まる

、女で○
まる

、共同作業で ◎
にじゅうまる

。」
（平成２９年度キャッチフレーズ）

　男女がともに人権を尊重し認め合
いながら、喜びも責任も分かち合い、
自らの意思によって家庭・地域・学
校などさまざまな分野に対等な立場
で参画し、一人ひとりの個性と能力
を十分に発揮しながらいきいきと生
活している。このような男女共同参
画社会をめざす「男女共同参画おか
やプランⅤ」の推進には、市民のみな
さん一人ひとりの身近な取り組みが必要です。わたした
ちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機
会に考えてみませんか？

※週間にあわせて６月２３日（金）から２９日（木）まで、レイ
クウォークおかや催事場において、岡谷市男女共同
参画推進市民の会による啓発展示を行います。

問合せ●企画課（内線１528）

受付期間…6月1日（木）～9日（金）　※土･日曜は除く
　　　　　午前８時３０分～午後５時15分

申込み場所…長野県住宅供給公社岡谷管理センター（都市計画課内）
抽選会・入居説明会…6月１6日（金） 午後１時３０分～3時（予定）
　　　　　　　　　　市役所3階 301B会議室
入居指定日…7月１日（土）

市営住宅 入居者募集

※家賃は、合算された所得額や同居者数により幅があります。
※裁量世帯（所得月額が158,001円～ 214,000円）の世帯
は上記の家賃範囲ではありません。 

募集団地  ※入居資格や提出書類、部屋の見学など、詳しくはお問い合わせください。

　問合せ●長野県住宅供給公社岡谷管理センター（内線１３３６）
　　　　　都市計画課（内線1337）

規模表示…数字：室数、Ｋ：台所、ＤＫ：台所兼食事室、ＬＤＫ：ＤＫ兼居間、Ｂ：浴室（浴槽なし）、Ｙ：浴室（浴槽あり）
（注）募集住戸は一部を除き「Ｂ：浴室（浴槽なし）」ですが、前入居者が使用した浴槽で新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。

団地名 所在地 規模 構造 募集階 募集戸数 建設年度 エレベータ 家賃（円） 駐車場（円） 単身入居
学ヶ丘 赤羽2 3DKB 5階建 3・4・5階 5 S53 なし 17,900～ 26,700 3,700
小萩K-1 長地小萩2 3LDKB 4階建 2階 1 S58 なし 22,200～ 33,100 3,500
小萩K-2 長地小萩2 3LDKB 4階建 4階 1 S59 なし 22,600～ 33,600 3,500
小萩K-3 長地小萩2 3LDKB 4階建 4階 1 S61 なし 23,200～ 34,600 3,500
中村A-2 長地梨久保2 3LDKB 3階建 2階 1 S56 なし 20,000～ 29,800 3,500
中村C-1 長地梨久保2 3DKB 4階建 2・3・4階 3 S63 なし 21,000～ 31,400 3,500
中村C-2 長地梨久保2 2LDKB 4階建 1階 1 H10 なし 25,400～ 37,800 3,500 可（身障者用）
中村C-2 長地梨久保2 3DKB 4階建 2・3・4階 5 H10 なし 29,600～ 44,100 3,500
田中線 田中町2 2DKY 4階建 3階 1 H15 あり 21,500～ 32,000 3,500
加茂A 加茂町2 3KB 7階建 1・5・6階 3 S45 あり 11,500～ 17,100 4,000 可

通
年
募
集

高尾T-1 川岸中1 3LDKB 3階建 1・2・3階 4 S57 なし 20,300～ 30,300 2,400 可
高尾T-1 川岸中1 4LDKB 3階建 1・2・3階 4 S57 なし 24,400～ 36,300 2,400 可
高尾T-2 川岸中1 3LDKB 3階建 1・2・3階 4 S57 なし 20,300～ 30,300 2,400 可
富士見ヶ丘 出早1 2KB 1階建 長屋建 1 S39 なし 4,800～ 7,300 なし 可
上ノ原 上ノ原 3KB 2階建 長屋建 9 S42 なし 10,400～ 16,300 なし 可

「犬・猫の休日譲渡会」 開催
　保健所に保護されている、犬と猫の見学・譲渡会を開
催します。18歳以上で、終生飼育、室内飼育（犬を除く）、
不妊処置などを約束していただける人へ、犬・猫をお譲
りします。

期日…6月18日（日）・8月20日（日）・10月15日（日）・
　　　12月17日（日）
時間…午前１0時～11時（毎回）
場所…諏訪合同庁舎 犬舎（南側駐車場横）
　　　諏訪市上川1-1644-10
持ち物…犬・猫を持ち帰る場合、運転免許証等の身分
証明書、キャリーケースを持参してください。（犬の場
合は、首輪・リードも）
※譲り受ける場合は、申込書など２枚の書類を記入して
ください。
※犬・猫の収容状況により、中止になった場合には、会
場に中止になった旨の掲示を行います。

　　　問合せ●長野県諏訪保健福祉事務所
　　　　　　　食品･生活衛生課  ☎５７-２９２９

◎平日は、午前8時30分から午後5時15分まで、犬・
猫の譲渡を行っています。お気軽に諏訪保健福祉事務
所へおいでください。

男女共同参画かるた
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問合せ●市民環境課（内線1153）

　住民基本台帳法第１１条第３項および第１１条の２第１２項に基づき、平成２8年４月から平成２9年３月までの1年間における、
住民基本台帳の閲覧状況について公表します。　　　　　　　※上段は国・地方公共団体のもの、下段はそれ以外のもの 

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

請求機関の名称 閲覧日 請求事由の概要 閲覧に係る住民の範囲
防衛省

（自衛隊長野地方協力本部） H29.2.6～8 自衛官等の募集業務
（根拠法令：自衛隊法第２９条第１項、同第３５条）

市内全域の平成11年４月２日から平成12年４月１日
までに生まれた日本国籍を有する者（抽出数487）

申出者（代表者・責任者） 委託者 閲覧日 利用目的の概要 閲覧に係る住民の範囲

（社）中央調査社
（会長  西澤 豊 ～ 6/20
大室真生 6/21～）

内閣府大臣官房政府広報室 H28.6.30 道路に関する世論調査（附帯調査：時
事問題）

堀ノ内一丁目の18歳以上の日本人（抽
出数13）

内閣府大臣官房政府広報室 H28.10.28 がん対策に関する世論調査（附帯調査：時事問題）
長地権現町二丁目の18歳以上の日本人
（抽出数14）

明星学苑明星大学 H28.11.10 職業に関する意識調査 本町三丁目の20～ 69歳の日本人（抽
出数15）

（社）新情報センター
（事務局長  平谷 伸次）

総務省統計局統計調査部
消費統計課

H28.10.26
家計消費状況調査

川岸上三丁目、川岸上四丁目の16歳以
上（抽出数50）

H29.2.21 川岸中二丁目の16歳以上（抽出数50）

（株）日本リサーチセンター
（社長　鈴木 稲博）

ＮＨＫ放送文化研究所 H28.5.12 ６月全国個人視聴率調査 川岸中二丁目の7歳以上（抽出数12）

ゆうちょ財団 H28.10.26 第３回くらしと生活設計に関する調査 東銀座二丁目、堀ノ内二丁目の20歳以
上（抽出数20）

ＮＨＫ放送文化研究所 H29.1.19 モバイルシフト社会とテレビ調査 川岸上三丁目、川岸中一丁目の13～
59歳（抽出数12）

支給対象者…平成28年1月1日時点で住民票が岡谷市
にある人で、平成28年度の住民税（均等割）が課税さ
れていない人。
　※ただし、平成28年度住民税が課税されている人の
扶養親族などである場合や、生活保護制度の被保護
者となっている場合などは対象となりません。

支給額…支給対象者1人につき15,000円問合せ●社会福祉課（内線1299）

保育園名 電話番号 名　　称
今後の開催予定

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
小口保育園 ☎２２‒２４８９ なかよしの日 8日 13日 10日 30日 13日 16日 14日 11日 16日
今井保育園 ☎２２‒２９３５ うさこちゃんの日 8日 6日 3日 16日 5日 9日 14日 11日 8日
あやめ保育園 ☎２２‒２６８０ こっこちゃんの日 7日 4日 10日 30日 5日 10日 19日 11日 ‒
川岸保育園 ☎２２‒３８２９ チューリップぐみ 6日 4日 1日  30日 3日 7日 5日 11日 ‒
夏明保育園 ☎２２‒３８６１ ひよこの日 6日 4日 1日 30日 3日 30日 5日 12日 15日
成田保育園 ☎２２‒２４６４ うさこちゃんの日 1日 20日 3日 7日 5日 9日 21日 11日 1日
みなと保育園 ☎２２‒３５６６ ノンタンの日 8日 5日 10日 30日 5日 7日 7日 11日 2日
長地保育園 ☎２７‒４１９４ ノンタンの日 6日 5日 1日 16日 3日 16日 7日 11日 ‒
若草保育園 ☎２２‒４０３８ ひよこちゃんの日 5日 １2日 ７日 30日 27日 １5日 5日 １6日 13日
西堀保育園 ☎２２‒７６７０ ミッフィーちゃんの日 7日 12日 8日 23日 5日 7日 5日 10日 8日
東堀保育園 ☎２７‒９３６６ ノンタンの日 15日 １2日 8日 23日 31日 22日 15日 25日 ‒
神明保育園 ☎２２‒４５５５ ノンタンの日 22日 20日 9日 16日 19日 30日 21日 18日 22日
横川保育園 ☎２８‒１１８０ ミッキーの日 13日 11日 22日 16日 10日 7日 5日 16日 ‒
つるみね保育園 ☎２２‒２９１１ げんきぐみ 8日 4日 2日 30日 3日 7日 15日 10日 9日

聖ヨゼフ保育園岡谷 ☎２４‒１４７７
ほしぐみ（０～１歳６か月未満） 16日 21日 25日 26日 20日 24日 ‒ 19日 23日
てんしぐみ（１歳６か月以上） 14日 19日 23日 27日 18日 20日 ‒ 17日 21日

ひまわり保育園 ☎２７‒２８１６ ちゅ～りっぷぐみ 年齢別ひろばがあります。詳しくはひまわり保育園へお問い合わせください。

　各保育園では、入園前の子どもと保護者を対象に、在園児との交流や保護者同士の交流な
どを目的とした、保育園で遊べる日を設けています。詳細は各保育園にお問い合わせください。未就園児親子交流

臨時福祉給付金（経済対策分）  まもなく申請期間が終了します！
申請期限…6月26日（月）
※対象となる人には、3月に申請書を発送しています。
※申請方法は、広報おかや4月号または市ホームペー
ジで詳しくご案内しています。電話でのお問い合わ
せも受け付けています。
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「学習グループ」に参加しませんか？
　カルチャーセンターには、118の学習グループがあり、日々活動しています。学習グループは、カルチャーセンター主催
の講座が終了した後に、活動を続けたい人が集まり、自主的に活動しているグループで、多くのグループが、活動の成果
を秋の岡谷市文化祭やロビー展などで発表しています。また、会員募集を目的とし、共催講座を行っているグループもあり、
講座に参加してみて、入会を検討することもできます。気になるグループの活動を、ぜひ一度見に来てください。

グループ名 活動内容 学習日
絵画・美術

水彩・ダ・カーポの会 水彩画 第2・4木曜日/午後
パステルの会 パステル画 第2・4木曜日/午後
スケッチの会 水彩画 第2・4金曜日/午前
イルフ墨友会 水墨画 第1・3金曜日/午前
和紙絵の会 和紙絵 第1・3土曜日/午後
木彫りの会 仏像彫刻 第2・4水曜日/午後

手　芸
カトレア会 七宝焼 第1月曜日/午後
金洋会 パンフラワー 第1・3金曜日/午前
花園キルトの会 パッチワーク 第1・3木曜日/午前

工　芸
陶遊会 陶　芸 第3水曜日/午前・午後

書
清美会 ペン習字 第2・4木曜日/夜
清風会 ペン習字 第2・4木曜日/夜

運　動
気功の会 気　功 毎週月曜日/午前
気功通天の会 気　功 第1・3・5木曜日/午後
イルフ・ヨーガの会 ヨ　ガ 火・水・金曜日/夜
月曜ピラティス ピラティス 毎週月曜日/夜
太極拳火曜会 太極拳 第1・3・4火曜日/午前
太極拳黄河の会 太極拳 毎週水曜日/午後
太極拳の会 太極拳 第1・3水曜日/午前
ストレッチの会 筋肉体操、ストレッチ 第1・3・4土曜日/午後
吹矢りんどう岡谷教室 スポーツ吹き矢 第1・3月曜日/午後
み柱クラブ ストレッチ運動 第4火曜日/午前
岡谷イルフダンスの会 社交ダンス 毎週水曜日/夜
長地ダンスの会 社交ダンス 不定期
ダンスサークル ワン・ツー・スリー 社交ダンス 毎週木曜日/午後

楽　器
箏楽 箏（こと） 第1・3金曜日/夜、2・4土曜日/夜
桐の会 箏（こと） 毎週月曜日/午前
アフリカンリズムを楽しむ会 アフリカンリズム 不定期
岡谷マンドリンクラブ マンドリン 不定期
ハーモニカ２１ ハーモニカ 第2・4月曜日/午前
オカリナ  Pip オカリナ 月１回土曜日/午前

グループ名 活動内容 学習日
合　唱

青葉愛唱会 歌　唱 第3金曜日/午後
岡谷合唱団 混声合唱 毎週火曜日/夜
岡谷せせらぎ会 混声合唱 不定期
岡谷熟年歌唱会 合　唱 第2・4土曜日/午前
川岸女声コーラス 合　唱 月曜日/午前　ほか
千の会 合　唱 第2・4水曜日/午前
やまびこ男声合唱団 合　唱 毎週日曜日/夜
あひるコーラス コーラス 第1・3・4火曜日/午前
女声コーラスしなの コーラス 金曜日/午前～午後
岡谷民謡愛好会 民　謡 第2・4水曜日/午後
郷土の唄と踊り伝承会 唄・踊り 第2・4月曜日/午後

詩　吟
帥吟会 詩吟の朗詠 第2・4金曜日/夜
詩吟愛好会 詩吟の朗詠 第2・4水曜日/夜

短歌・俳句など
からたち短歌会 短　歌 第3金曜日/午後
短歌会紫草 短　歌 第4火曜日/午後
しるくの会 口語短歌 第3火曜日/午前
未来山脈めぐみ会 口語短歌 第1木曜日/午後

あづさ俳句会 俳　句 第1・3水曜日/夜、
第2・4木曜日/午後

歌月会 百人一首 第1金曜日/午後
茶　道

交和会 茶　道 第2・4金曜日/夜
料　理

男の厨房 料　理 第3木曜日/午前
梅花の会 料　理 月１回/午前

その他
岡谷映像サークル 映画作成 第3木曜日/午前
岡谷M５０会 マジック 第2・4木曜日/夜
岡谷堅香子の会 語りの学習 第1土曜/午前
写撮クラブ 写　真 第2水曜日/夜
オリオン天文同好会 天　文 第3木曜日/夜
水曜囲碁会 囲　碁 毎週水曜日/午後
日本野鳥の会  諏訪支部 自然保護・観察 最終金曜日/夜
土師の会 考古学 毎週木曜日/午前～午後
フレンドリー 英会話 第2・4木曜日/夜

問合せ●イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４-８４０4

※平成29年2月実施のアンケートに基づき掲載

申込み・問合せ●(公財）おかや文化振興事業団 国際交流センター  ☎24-3226

　今年の国際理解講座のテーマは、世界中で大
きな問題となっている「難民」についてです。ミャ
ンマー難民の現状や、日本の難民問題に対する
対応についてなど、理解を深めてみませんか？

日時…6月10日（土） 午後1時～3時30分 
場所…諏訪湖ハイツ 大会議室
講師…西森 勇記さん
申込み…6月１日（木）まで国際交流センター事務局で受付。当日参加も可。

国際理解講座 「難民問題と私たち：ミャンマー難民の事例から」

参加無料
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アメリカシロヒトリを駆除しましょう

♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪  長地公民館 生活講座  ♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬♪♬
だれでもかんたん！リズムに乗って楽しくダンス！親子＆ジュニア3B体操無料体験会

　3つの「Ｂ」がつく用具：ボール、ベル、ベルターを使って、音楽に合わせて楽しくダンス！  
はいはいの幼児から小・中学生まで、だれでも楽しめます。この機会にぜひご参加ください。

　　申込み・問合せ●湊公民館
　　　　　　　　　　☎２2-2300

ペットボトル集めにご協力ください！
　いかだを１そう作るのに、約４００個の２ℓペットボトルが必要です。
参加者は、初日になるべく多く２ℓペットボトルをお持ちください。

わんぱく集合！夏休みは、「みなと」の自然と「イカダ作り｣に集まれ!　湊公民館  山っ湖学級
～諏訪湖で手作りイカダの乗船体験 ＆ 飯ごう炊さんやカレー・スイーツ作り、流しそうめん会など～

　湊財産区の山のヒノキを使ったイカダの手作りと諏
訪湖での乗船体験をメインに、大自然に触れながら仲
間との交流を深めます。夏休みの思い出づくりに、元
気な子どもたちの参加をお持ちしています。

対象…市内の小学3年生～ 6年生
で全日程に参加可能な人
定員…20名（男女各１０名 先着順）
参加料…2,700円（材料費・保険料を含む）
申込み…6月19日（月）～22日（木）の午前9時～午後
5時まで、湊公民館窓口または電話にて受け付け。
※窓口を優先とし、参加する子どもの保護者の申し
込みに限ります。

日　時 　　　　　　　　内　　容

７月２7日（木）
午前８時３０分～
午後４時30分

●開講式
●手作りイカダ体験①～まずは設計図を見てから～
　…材料準備、約４００個のペットボトルで浮き作り
●手作りイカダ体験②～乗る前に「諏訪湖の学習」～
　…県水産試験場諏訪支場で見学・体験会
●みんなでおいしいおやつ作り～つめたい「スペシャルスイーツ」～

７月２8日（金）
午前８時３０分～
午後６時

●手作りイカダ体験③～イカダの骨組み作りから完成へ～
　…骨組みと浮きを連結させて仕上げ
●夕食の自炊体験、炭焼き体験
　…飯ごう炊さん、「４種のカレー」作り

８月3日（木）
午前８時３０分～
午後１時３０分

●手作りイカダ体験④～諏訪湖で乗ってみる～
　…乗船体験（進水式、沖へ出発）
●みんなで流しそうめん会　　●閉講式

対象…市内の親子（乳幼児～入園前の子どもと保護者）・ジ
ュニア（園児・小中学生）
日時…
親子の部（乳幼児～入園前の子どもと保護者）
6月14日（水）・6月28日（水） 午前10時～11時
ジュニアの部（園児・小中学生）
6月8日（木）・15日（木）・29日（木） 午後4時３0分～５時30分

定員…各部２０名
講師…中島 久子さん、星野千枝子さん、宮下のり子さん
持ち物…運動のできる服装、室内シューズ（裸足でもOK）、
汗ふき用タオル、飲み物
※事前申し込み不要。各開催日に直接お越しください。

参加無料

ボール ベル ベルター

　アメリカシロヒトリは、例年、６月中旬～７月上旬、８月下
旬～９月中旬（気候によって変動）に大量発生します。サクラ
やクルミなどの落葉広葉樹の葉を好み、葉の裏側に卵をまと
めて産みつけます。繁殖力が強く、被害の拡大を防ぐには、
早期発見と駆除が大切です。各家庭の責任で駆除しましょう。
※市は市有地以外の駆除は行いません。個人で駆除できな
い場合は、直接専門業者に依頼し駆除してください。防除、
駆除は樹木の所有者の責任です。
巣の見つけ方
　アメリカシロヒトリの幼虫は、集団で生息し、糸を吐いて
巣を作り、葉と枝が絹糸で巻かれたようになります。また、
葉のやわらかい部分を食べるので、褐色の葉脈だけが残り
ます。クモの巣がついているように見え、食べられた葉が透
けて見えるときは気をつけましょう。

効果的な駆除方法
　巣を作っている段階では、巣が「まゆ」のようになっている
ので、薬剤を散布してもあまり効果がありません。この段階
では枝ごと切って踏みつぶすか、ごみ袋に入れて燃えるごみ
として出してください。幼虫が巣から出て活発に活動をはじ
めた段階では、薬剤を散布するのが効果的です。
薬剤を散布するときの注意
　薬剤の使用説明書をよく読み、隣接する住民や土地の所
有者ほかへの事前周知を行ったうえで、薬剤の飛散防止に
注意しながら実施してください。散布者は必ず帽子、防護メ
ガネ、防護マスク、ゴム手袋などをし、肌が露出しないよう
気をつけましょう。風向きにも十分注意し、人や動物、作物、
洗濯物などに危害を及ぼさないよう気をつけてください。

問合せ●市民環境課（内線１１６６）

問合せ●長地公民館 ☎２7 ｰ8080


