
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、諏訪湖ハイ
ツの利用につきましては、臨時休館などで大変ご不便をお
かけしています。
　大浴場などの営業状況、研修施設の再開については、
市や諏訪湖ハイツのホームページをご覧いただくか、お問
い合わせくださいますようお願いいたします。
♥諏訪湖ハイツの温泉で健康づくりをしましょう
諏訪湖ハイツの温泉は効能がいっぱい！ 
健康づくりにぜひお越しください。

問合せ●諏訪湖ハイツ ☎２4ｰ2290

6月の諏訪湖ハイツ

6月1日（月）～7日（日）は水道週間です
「飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで」（今年度スローガン）
　水道は、わたしたちの生活から切り離すことのできない重要な役割を果たしています。水道
水ができるまでのしくみや料金、水の大切さなどについて、みなさんに理解を深めてもらう期
間が「水道週間」です。岡谷市では、今後も安全でおいしい水をお届けするために、水道施設
を充実させ、信頼と理解を得られるよう効率的な事業運営を行っていきます。みなさんも、ぜひ、
この機会に水道について考えてみましょう。

水道メーターの交換にご協力ください
　水道メーターは、計量法に定める有効期限（８年）毎に交換する
ことになっています。本年度も６月から11月にかけて、期限切れ
となる水道メーターの交換を行います。対象となる家庭には、岡
谷市が委託した水道事業協同組合（指定工事業者）から、事前に
お知らせしますので、ご協力をお願いします。
●交換にあたり手続きや手数料は必要ありません。ただし、増改
築などが原因で交換が困難な場合は、費用を負担していただ
く場合があります。
●交換の際には声をかけますが、ご不在のときでも敷地内に入っ
て交換することがありますので、ご了承ください。
●交換した家庭には「水道メーター交換のお知らせ」を郵便受けに
入れますので、ご確認ください。

●交換後には一時的に水がにごる場合がありますので、水が透
明になるまでかけ流しを行ってからご使用ください。

水道課からのお願いです
■貯水槽の管理を適切に！
　ビルやマンションなどの高い建物では、水道水を貯水槽（受
水槽・高架水槽など）に貯めてから給水しています。貯水槽内
の水質や施設の管理は、貯水槽設置者の責任です。管理が不
十分だと水道水が汚染されるおそれがありますので、適切な管
理をお願いします。

■水道管の管理点検を！
　給水管は、水道本管分岐から蛇口までが個人の所有財産で
す。漏水などに注意して、日常の点検をお願いします。
●メーターボックスのうえに物を置かないでください。
●不凍栓や蛇口の半開きは、使用水量の増加となり、不要な
水道料金を負担することになります。

●鉛製給水管は、現在、住宅建築などに使用されていません
が、昭和６０年代初期ごろまでは宅内の配管の一部に使用し
ていました。鉛製給水管を使用していても健康上支障はあり
ませんが、より安心してご利用いただくため、朝一番や旅行
など長時間使わなかった場合は、鉛が溶け出している可能
性がありますので、バケツ一杯程度を飲み水以外（トイレや
洗濯など）にお使いください。なお、赤水が発生するなど給
水管の腐食が著しいと思われる場合は、岡谷市上下水道指
定工事店に相談してください。

問合せ●水道課（内線１４１7）

問合せ●水道課（内線１４26）問合せ●水道課（内線１４１6）

１. 貯水槽の清掃　　２. 貯水槽の定期点検の実施
３. 水質検査の定期的実施

　臨時休館中は大変ご不便をおかけしましたが、６月１日
（月）の朝風呂より、営業再開を予定しています。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、以下の対策を実施します。ご理解ご協力をよろしく
お願いします。詳しくは館内掲示板でご確認ください。
〈主な対策について〉
●館内の混雑を避けるため、入館者を制限させていただ
く場合があります。
●２階休憩室・リラックスルームの休止
※今後の状況により、営業時間の変更または臨時休館をする
場合があります。

〈入館時の注意事項〉
●体調の悪い人（発熱、くしゃみ、咳、かぜの症状があ
る場合など）は来館をご遠慮ください。
●こまめな手洗い・咳エチケットなど感染症予防へのご協
力をお願いします。
★毎月26日は“風呂の日”　
　入浴料が割引になるお得な日です♪
★食事処やまびこ 今月のおすすめ
 6月のおすすめは、スパゲッティ ナポリ
タン(サラダ付き) ８７０円】です！フライ
ドエッグが添えられ、さらにスープも
付いたお得なメニューです♪

　※メニューは変更になる場合があります。

美肌の湯 ロマネット

問合せ●ロマネット ☎２７ー 6080

◎本券を切り取ってフロントに
　お持ちいただき、現金でお
　支払いください。
※他クーポン券・割引券との併用は
　できません。
※ご利用は1回のみです。
※朝風呂時は対象外
※現金や入浴券との引き換えはでき
　ません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※スタンプサービス対象外

おかや温泉
ロマネット

岡谷市民特別割引券
大人 540円→400円
小人 280円→200円

本券1枚で5名様までご利用いただけます。
有効期限：令和2年6月1日～６月29日

キリトリ線

6月
分

漏水してしまったら
　できるだけ早く、岡谷市上下水道指定工事店に修理を依頼し
てください。
●修理費用は依頼主の負担となりますが、修理後、申請により
上下水道料金を減免できる場合があります。ただし、自分で
修理した場合や、岡谷市上下水道指定工事店以外の業者が
修理した場合、また減免金額が少額の場合は、減免の対象に
なりませんのでご注意ください。
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水道週間



情報
問合せ●☎２４ｰ３３１９

【開館時間】 午前10時～午後7時
　　　　　　（受付：午後6時30分まで）
【6月の休館日】 3日、10日、17日、24日
【入館料】 一般510円・中高校生310円・
　　　　 小学生160円
【年間入館券】 一般1,530円・高校生930円
諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・
在学の高校生は無料です

【開館時間】 午前10時～午後7時
【6月の休館日】 3日、10日、17日、24日
【入館料】 収蔵作品展 大人370円・小中学生160円
　　　　  特別企画展 大人520円・小中学生260円
諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・在学の高校生は無料です

問合せ●☎２2ｰ5854

文化庁認定  日本遺産
「星降る中部高地の縄文世界―数千年を遡る黒曜石
鉱山と縄文人に出会う旅―」 関連展示を開催中
　市内の日本遺産構成遺跡から出
土した黒曜石や縄文土器・土偶を
展示しています。
※毎週土曜日の午前中は、日本考古
学協会会員の林賢さんの解説があ
ります。

竪穴住居（縄文復元家屋）を設置しました
　手作りですが、なかに入
ることもできます。縄文時代
の生活・文化に思いをはせ
てみてはいかがでしょうか。

授乳・　　　
おむつ替え室あり！

　諏訪市出身の洋画
家 志村一男（ 1908
－1981）は、中川一
政に師事、春陽会を
中心に活動しまし
た。身の回りの食品
や器、多摩川の河原
や八ヶ岳山麓をモ
チーフに、対象から
受ける感動を実直に
描き続けました。本展では、新収蔵作品を含めたコレクショ
ンをご紹介します。
『諏訪市美術館と共同展示』
　諏訪市美術館 特集展示 ｢志村一男－心象で見る風景｣
（会期：7月12日まで）と共同展示を行います。また相互割
引も実施します。

【開館時間】 午前9時～午後5時（宮坂製糸所・まゆちゃん工房は午後4時まで）
【6月の休館日】 3日、10日、17日、24日
【入館料】 一般510円・中高生310円・小学生160円
【年間入館券】 一般1,220円・高校生710円
諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・在学の高校生は無料です

問合せ●☎２3 ３ー489（サンシハク）

岡谷蚕糸博物館・岡谷シルク SNSアカウント情報
　博物館や製糸工場、岡谷シルクの魅力発信をしています。
ぜひフォローしてください。

【岡谷シルク】

【岡谷蚕糸博物館】

　繭を、生糸を、
石炭を、人を運ぶ。
電信・電話で情報
を伝える。岡谷が
日本一の製糸業地
となった背景には、
インフラの整備とと
もにさまざまな「運
ぶ。」がありました。運ぶことで見える産業の発展の姿にス
ポットを当てます。

〈収蔵作品展 Ⅰ〉 

志村一男  新収蔵作品展
会期…7月12日（日）まで

静物  1980年

【収蔵品展】 

「運ぶ。蚕糸業を支えたモノの流れ」  
会期…10月25日（日）まで　※会期が延長になりました。

　イルフ童画館のミュージアムショップでは、さまざまな武井武雄グッ
ズを取り扱っており、来館の記念としてご好評をいただいています。
そんなミュージアムショップからイチオシのグッズをピックアップしてみ
ました！また、今回ご紹介するグッズはオンラインショップでも販売中
です。おうちでも武井武雄の世界をお楽しみください！（価格は税込）

※広報おかや5月号に掲載の「まど・みちお 展」、「詩と武井武雄 展」
は延期となりました。当面は「武井武雄 七つの顔 展」（2/29～
4/25）の会期を延長して展示します。

　このほかにも書籍やピンバッジなどオリジナルグッズがたくさん！ ぜひ来館の際はのぞいてみてくだ
さい。きっとあなたにピッタリの武井グッズが待っています。オンラインショップはイルフ童画館のホー
ムページから、またはURL（https://ilf-douga-museum.stores.jp/）よりご覧いただけます。

榎垣外遺跡  顔面把手付深鉢形土器

※今後の状況により、臨時休館を延長する場合や企画展の展
示内容・イベント内容を変更する可能性もありますので、ご
承知おきください。なお、今後の対応についてはホームペ
ージやSNSをご覧いただくか、お問い合わせください。

Facebook

Facebook

Instagram

Twitter Instagram

★武井武雄クロッキー帳（7種）
　武井武雄の人気作品が表紙にな
ったかわいいクロッキー帳。高品
質な紙を使用しておりスケッチやデ
ザインに最適です。持ち運びしや
すいコンパクトなSQサイズで、登
場以来ショップの人気商品となって
います。420円。

★「懐かしいお菓子  
　武井武雄の『日本郷土菓子図譜』を味わう」
　武井武雄が全国の郷土菓子を自らの感想ととも
に水彩画で描いた画帳「日本郷土菓子図譜」を元
に刊行された書籍。菓子図譜は1936年から
1958年の間に全国から郷土菓子を取り寄せて記
録され、その数は169点にのぼります。水彩スケ
ッチで描かれたお菓子たちは、色味も質感もみご
とな“世界一おいしそうな絵”です。スケッチととも
に書かれた感想には絶賛するものから、時には辛
辣なものまで、武井の素直な思いが寄せられてい
ます。本書では図譜3巻に掲載された全169点を
網羅しており、見ているだけでも幸せな気持ちに
させてくれます。また、巻末には現在でも買うこ

とのできるお菓子情報がまと
められています。武井の愛し
た郷土菓子たちを、目と口
で味わってみてはいかがでし
ょうか。1,980円（税込）。

★武井武雄マグカップ（3種）
　昨年登場した新商品！ 武井武雄の人気作品3種類をデザインしたマ
グカップです。ネイビーのマグに武井の代表的キャラクターがシンプ
ルに映える「ラムラム王」、とくに人気の高いタブロー画に武井自身の
詩を添えた「星曜日」、かわいらしいピンクの地に、ローズカラーの雲
母で可憐な３人のキャラクターを描いた「おもちゃ箱」の3種類。底面に
はラムラム王のシルエットが隠れています。
　製作は美濃焼にゆかりの深い岐阜県多治見市で70年の歴史がある
陶磁器業者が行っています。ふだん使いにも、贈答品としても最適で
す。「ラムラム王」
「おもちゃ箱 」
1,000円、「星曜
日」1,300円。

イルフ童画館　ミュージアムショップのご案内
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