
 

♣親子ベビーリトミック講座
　（7月31日（金）より申込み開始）
赤ちゃんと一緒にリトミックを楽しみましょう。
日時…8月31日（月）  午前10時～１１時
場所…3F ダンス音楽室
対象…1歳くらいまでの子どもと保護者
講師…中坪 睦代さん
持ち物…飲み物

※新型コロナウイルス感染症対策のためイベントなどが中止となる場合があります。

申込み・問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

楽しい行事を毎月実施！  申し込み不要です。

利用できる人…０歳～３歳までの子どもとその保護者。
　兄姉は就学前の子どもまで一緒に入館できます。

利用料…利用者登録200円（年度更新となります）

7月・8月の
イベント

の

開館時間…午前9時30分～午後5時30分
7月の休館日…14日（火）

参加無料

 7
月
の

問合せ●岡谷図書館 ☎２２ー２０３１

☆コラボ企画「６月は食育月間」（図書館 de 講座）
岡谷市の各部署における推進事業などとのコラボ
企画「図書館 de 講座」。館内入口に啓発ポスター、
館内案内板を用いて関連本のある場所がわかる道
標を設置。また、児童書コーナーでも「いっぱい 
たべよう！」をテーマにした絵本を紹介しています。
食べるチカラは生きる力！

◉7月の休館日…6日・13日・20日・27日・31日　

◆7月19日（毎月第３日曜日）は「うち読でエコ読の日」

図書館情報

7月 3日（金）お誕生会・リズム運動遊び 午前11時～
　    8日（水）子育て相談 午前中（要予約）
　    9日（木）つくっちゃおう 午前11時～

歯っぴー相談 午前10時30分～午前中
　  15日（水）食べるのだいすき！ 午前11時～

　  16日（木）ベビーマッサージとワンポイントアドバイス
午前10時30分～
（要予約）

　  17日（金）おおきなおはなしたまご 午前11時～
　  22日（水）双子のおしゃべり会 午前10時30分～
　  23日（木）もぐもぐ相談 一日中いつでも
　  27日（月）ぺったんこの日 一日中いつでも
　  29日（水）歯っぴー相談 午前10時30分～午前中

♥ロビー展示
●小尾口写真同好会  写真展
　期間…7月1日（水）～１4日（火）
♥ロビーコンサート・パフォーマンス
●ウクレレ レフア 「ウクレレの調べ」
　日時…7月19日（日） 午後1時～２時
★ロビーコンサート・パフォーマンス出演者募集中！ 
　ご相談はフロントまでお気軽にどうぞ。

♥「ハイツ」フリーマーケット 開催
屋外芝生広場で、八ヶ岳を見な
がらお買いもの。たくさん出店
があり、お目当ての品、掘り出
しものが見つかりますよ。
日時…7月26日（日） 午前9時～午後4時ごろ
♥親水池で水遊び
浅瀬な親水池（水遊び場）で子どもたちが大はしゃぎ。
ご家族で遊びにお出かけくだ
さい。

問合せ●諏訪湖ハイツ ☎２4ｰ2290

7月の諏訪湖ハイツ

みなさん、おはなしの世界を一緒に楽しみましょう♪

♥今月のテーマブックス 
　　　　　　　「おばけ大集合！」
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★毎月第２木曜日はお客様サービスデー
　「ロマネットの日」
　期日…7月9日（木）  
　※詳しくは館内掲示板をご覧ください。
★毎週土曜日はファミリーデー
子ども（3歳～小学生）連れの
ご家族は、全員入浴料が割
引になります！  週末はご家族そろってロマネットへ♪

★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
 7月のおすすめメニューは
　【豚カレーうどん（半ライス付き）８７０円】です！ 豚肉・野
菜・特製カレー汁で夏場のスタミナづくりを♪

　※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

今月の子育てキーワード（幼児期）   「いっぱい誉
ほ

めて 叱る時は静かに諭
さと

しましょう」

　ちょっとしたことでも誉めてあげることで、子どもはやる気と自信をもち、伸びていきます。叱るときは、その場で
短く、はっきりと。怒りたくなったら一呼吸おきましょう。　　　　　　　　　～成長樹（期）子育て実践ポイントより～

【主催】 　　　　　　　　　（（公財）おかや文化振興事業団）
【時間】 午後1時30分開場  午後2時開演
【会場】 大ホール
【曲目】 〈オール・ベートーヴェン・プログラム〉
　　　●ピアノ・ソナタ《月光》第１楽章
　　　●ヴァイオリン・ソナタ《春》第１楽章
　　　●交響曲第５番《運命》 　ほか
【チケット】 全席指定（限定100席） 一般2,500円
　　　　　ソサエティ会員2,000円　小中高生500円

8月29日（土）午後2時開演
はじめてのクラシックシリーズ Vol.7
生誕２５０年、ベートーヴェンの苦悩
　演奏とお話でお楽しみいただくベートーヴェンの生涯！
大作曲家の知られざる一面を浮き彫りにします！

©小島竜生

©Akira Muto 【ほか出演】
●西牧 佳奈子（チェロ）
●布能 美樹（フルート）
●佐藤 和子（語り）
●真嶋 雄大
　（プロデュース、台本、語り、
　　編曲）ヴァイオリン  奥村 愛 ピアノ  上野 優子

申込み・問合せ●カノラホール ☎２４ｰ1300・FAX 24ｰ1412

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当初ご
案内していた会場から変更になりました。大ホール
の広い空間で、ゆったり距離を取ってお聴きいただ
きます。指定席はソーシャルディスタンスを考慮した
席割になっていますので、ご了承ください。

発売中
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【イベント】  ★展示室  

★〈武井武雄〉  ギャラリートーク
　（申込み不要・要入館料）
　日時…7月11日（土）・19日（日）
　　　　 午前10時30分～
学芸員が武井武雄の作品
の前でその魅力を解説し
ます。

情報
問合せ●☎２４ｰ３３１９

【開館時間】 午前10時～午後5時
　　　　　　（当面の間、短縮営業）
【7月の休館日】 7日～１０日、15日、22日、29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

〈同時開催〉 まど・みちお 展

　武井武雄は、大正から昭和にかけ
て北原白秋や西條八十、まど・みち
おなど、多くの詩人たちとともに童画を
共作してきました。子どもたちの豊か
な感性を育んできた詩と童画の傑作を
どうぞお楽しみください。

　「ぞうさん」「一ねんせいになった
ら」で知られる詩人まど・みちおの
展覧会です。児童向け絵雑誌の
編集者から詩人として独立し、数々
の名作を生み出しました。一方で、
絵画制作にも意欲的でした。詩人、
画家、二つの顔をもつまど・みちおをご紹介します。

展覧会…7月11日（土）～８月31日（月）

〈収蔵作品展〉 詩と武井武雄 展

おりてきたらんぷ 1963年 武井武雄

ぞう（さん） 1977年 まど・みちお

※6月27日から開催予定の「ねずみくんのチョッキ 誕生45周年記
念 展」および「武井武雄と動物 展」は、来年度以降に延期となり
ました。

　障がい者の文化芸術活動への理解を深め、社会参加の
促進を図るために「第23回 障がい者文化芸術祭 in ながの」
が開催されます。右記期間の作品展示や県内4か所（中信、
南信、東信、北信の各会場）での優秀作品展が予定され
ています。（新型コロナウイルス感染症の状況により両展
示とも中止となる場合があります。）そのほか、Webサイト
上にて入賞作品の紹介や展示風景の掲載も行われます。
　日ごろの活動の成果を多くの人に見てもらう絶好の機会
です。ぜひ、お気軽にお申し込みください。 問合せ●社会福祉課（内線１255）

長野県障がい者文化芸術祭 出展作品 募集

ラムラム王 1964年 武井武雄

展示会期間…９月17日（木）～２２日（火・祝） 5日間
場所…長野県障がい者福祉センター（サンアップル）
応募資格…県内在住の障がいのある人
応募規定…令和元年８月以降に制作した作品を対象とし、絵画、手芸、
工芸、書道、写真部門で1人（１グループ）1点まで。なお、作品の
規格や条件などもありますのでご確認ください。

応募締切り…８月7日（金）  ※応募用紙は社会福祉課窓口にあります。
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【開館時間】 午前10時～午後7時
【7月の休館日】 1日、8日、15日、22日、29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

申込み・問合せ●☎２2ｰ5854

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：
8月2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）
【7月の休館日】 1日、8日、15日、22日、29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

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…8月2日（日）まで

梅雨の頃  1976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。

※今後の状況により、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

イルフ童画館・岡谷美術考古館・岡谷蚕糸博物館では、
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。

【ワークショップ】

◆縄文風ネームプレートをつくろう（要申込み）
木の実や自然の素材を使って、オリジナルネーム
プレートをつくります。
日時…8月8日（土） 午前10時30分～
参加費…300円 
定員…10名 
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