こどものくに情報・岡谷図書館情報・子育てキーワード

諏訪湖ハイツ情報・ロマネット情報

【4月から新しいカードに変わりました】

5月・6月の
イベント
開館時間…午前9時30分〜午後5時30分

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）

参加無料

5月の休館日…12日
（火）

楽しい行事を毎月実施！ 申し込み不要です。

♣リフレッシュ講座
（5月15日
（金）
より申込み開始）
体をたくさん動かして、心も体もリフレッシュしましょう。
日時…6月15日
（月） 午前10時〜１１時
託児あり
対象…保護者 講師…杉浦敦子さん

♥歯っぴー相談
日時…5月19日
（火）午前10時30分〜
5月28日
（木）午前10時30分〜
♥もぐもぐ相談
日時…5月28日
（木）
午前9時30分〜午後5時30分

♣フラダンス講座
（5月29日
（金）
より申込み開始）
フラダンスの音楽や踊りで心と体をリフレッシュしましょう。
日時…6月29日
（月） 午前10時〜１１時
託児あり
対象…保護者 講師…沓掛加奈子さん

5月の

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在休
館中ですが、大浴場・福祉風呂に限り営業しています。
大浴場・福祉風呂のご利用にあたり、体調の悪い人
（発熱、
せき、くしゃみ、かぜ症状がある場合など）は、ご利用を控え
ていただきますようお願いします。
諏訪湖ハイツ受付において、職員が、利用者のみなさんの
体調などについておうかがいしていますので、ご承知おきく
ださい。利用者のみなさんにはご理解のほど、よろしくお願

問合せ●諏訪湖ハイツ ☎２4ｰ2290

月の
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図書館情報

絵本の読み聞かせ︑ 語り︑
紙芝居︑ パネルシアター
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などのおはなし会を定期的に
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行っています︒
みなさん︑ おはなしの世界を
一緒に楽しみましょう♪
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月 日
︵火︶
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日 時⁝
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☆ちいさなおはなしの森
︵乳幼児向け︶

11

時〜︵ 分程度︶

9

午前

18

5

☆おはなしの森
︵園児〜小学生向け︶
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日時⁝ 月 日・ 日・ 日・ 日の
土曜日 午前 時〜︵ 分程度︶

25 ７

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

いします。

※会場はいずれも２階会議室です︒

月の休館日⁝ 日・ 日・ 日・

5

日・ 日

今月のテーマブックス
﹁パパ ママ ありがとう ！﹂

月 日︵毎月第３日曜日︶
は
﹁うち読でエコ読の日﹂

問合せ●岡谷図書館 ☎２２ ２ｰ０３１

17

５月２６日（火）は、源泉ポンプ入れ替えのため温泉
施設は休業、２７日
（水）
に振替営業します。ご不便・

【大浴場・福祉風呂の利用についてのお願い】

申込み・問合せ●こどものくに ☎２4 ｰ 8403

5

メンテナンス休業のお知らせ

諏訪湖ハイツ

美肌の湯 ロマネット
★毎月第２木曜日はお客様サービスデー
ー
「ロマネットの日」
期日…5月14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

臨時休館中は大変ご不便をおかけしています。
5月7日（木）の朝風呂より、営業再開を予定しています
が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
休館期間を延長する場合があります。詳しくは、市のホー
ムページなどをご覧ください。

今月の子育てキーワード
（高校期）

●朝風呂利用…午前5時30分〜９時
●浴室利用…午前10時〜午後10時30分

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♪

メンテナンス休館のお知らせ
５月２６日（火）
、２７日（水）はメンテンナスのため、全館
休館します。ご不便・ご迷惑をおかけしますが、よろし
くお願いします。

自分の人生を見据え、人生とは何か、人生をいかに生きるかを考え、自立への歩みを始める時期でもあります。そ
の思いを見守り、支えましょう。
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〜成長樹（期）子育て実践ポイントより〜

問合せ●ロマネット ☎２７ｰ 6080
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岡谷美術考古館情報・岡谷蚕糸博物館情報

イルフ童画館情報・カノラホール情報

【開館時間】午前10時〜午後7時
【5月の休館日】7日、13日、20日、27日

授乳・
おむつ替え室あり！

【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

〈収蔵作品展 Ⅰ〉

志村一男 新収蔵作品展

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

会期…５月１4日
（木）〜 7月12日
（日）
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

【入館料】一般510円・中高校生310円・
小学生160円

榎垣外遺跡 顔面把手付深鉢形土器

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｣

（受付：午後6時30分まで）

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

チーフに、対象から
受ける感動を実直に

【開館時間】午前10時〜午後7時
【5月の休館日】13日、20日、27日

や八ヶ岳 山 麓をモ
静物 1980年

問合せ ● ☎２４ｰ３３１９

鉱山と縄文人に出会う旅―」関連展示を開催中

学協会会員の林賢さんの解説があ
ります。

や器、多摩川の河原

情報

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。

【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

展覧会…６月22日
（月）
まで
〈収蔵作品展〉詩と武井武雄

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。

イルフ童画館は5月6日
（水・振休）
まで臨時
休館をしています。
今後の状況により、企画展を含め、展示内
容に変更の可能性があります。また、休館の
期間を延長する場合がありますので、お越し
の際は当館ホームページ、各SNSをご覧いた
だくか、お電話にてお問い合わせください。

（会期：4月25日〜 7月12日）と共同展示を行います。また
相互割引も実施します。
問合せ● ☎２2ｰ5854

おりてきたらんぷ 1963年 武井武雄

〈同時開催〉ま
ど・みちお

展

「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。

【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）
【5月の休館日】7日、13日、20日、25日〜２７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

【収蔵品展】

「運ぶ。蚕糸業を支えたモノの流れ」

6月6日
（土）午後6時30分開演

会期…５月24日
（日）
まで

ヴァイオリン & ピアノ コンサート

石炭を、人を運ぶ。
電信・電話で情報

初夏の風にのって

を伝える。岡谷が
日本一の製糸業地
インフラの整備とと
もにさまざまな「運
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。
問合せ●☎２3 ｰ３489（サンシハク）
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かつて、岡谷で生産された生糸は、製糸工場ごとに
「商
標」を付けて横浜などの港に運ばれ、外国に出荷されて
いきました。企画展「運ぶ。」
では、こうした色鮮やかで多
様なデザインの
「商標」
の展示なども行っています。

田中美帆 & 田中香帆
の姉妹がクラシックや
ポップソングなど幅広
くお届けします。諏訪

【主催】鳥居平やまびこ公園（（公財）おかや文化振興事業団）
（（公財）おかや文化振興事業団）
【時間】午後6時開場 午後6時30分開演
【会場】鳥居平やまびこ公園「レストラン」
【プログラム】
ショパン：幻想即興曲
ドビュッシー：アラベスク
ディズニーメドレー

岡谷で生まれ育ち、
研 鑽 を 積 ん で い る、

となった背景には、

ぶ。
」がありました。

発売中

やまびこ夜景コンサート Vol. 1

繭を、 生 糸を、

29

ぞう
（さん）1977年 まど・みちお

NHK大河ドラマ
「真田丸」
、
「麒麟がくる」
テーマ曲 ほか
【チケット】全席自由
（ティーサービス付き）
大人2,000円・高校生以下1,500円
田中美帆

田中香帆

（ ピアノ）
（ ヴァイオリン）
湖を一望するやまびこ
公園からの美しい夜景を眺めながらお楽しみください。

やまびこ公園
（☎22-6313）
、または、カノラホールで
発売中
問合せ●カノラホール ☎２４ｰ1300
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