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問合せ ☎27ｰ6080

５月の諏訪湖ハイツ

美肌の湯 ロマネット

５月の休館日
6日、7日、10日、17日、24日、28日、31日

５月の休館日
11日、18日、19日、25日

５月の休館日
19日　※温泉施設は毎週水曜日

毎月26日は
ふろの日

宇宙にいきたいな☆
今月のテーマブックス

　絵本の読み聞かせ、語り、紙芝
居、パネルシアターなどのおはなし
会を定期的に行っています。

５月16日（毎月第３日曜日）は
「うち読でエコ読の日」

会場はいずれも２階会議室です。

●日替わりサービスデー（毎週）
月曜・水曜は入浴と食事のセット《湯っ
たりデー》、木曜は朝風呂がお得《モー
ニングスパ》、金曜は65歳以上がお得
《シニアデー》、土曜は子ども連れの家
族にお得《ファミリーデー》を実施中♪
●ゴールデンウィーク期間について
5月4日は祝日のため営業。6日は4日の
振替として朝風呂休館、午後1時開館。３
日、５日の湯ったりデーはありません。
●食事処やまびこ　
5月のおすすめは「スパゲッティナポリ
タン（サラダ添え）870円」。スープもつ
いてお得です！

●災害支援チャリティー
　大浴場半額デー
５月４日（火・祝）は、大浴場入浴料
が通常料金の半額です。当日の
入浴料全額を各地で発生した災
害支援金として寄付します。
●親水池の工事について
みなさんが安全に楽しく利用で
きるよう、工事を予定していま
す。オープンまでしばらくお待ち
ください。

宇宙のひみつがわかるえほん1
どうやって、宇宙へいくの？

的川泰宣 文
大高郁子 絵  (ポプラ社）

宇宙のことならなん
でもよくしっているタ
コロス先生が、宇宙に

いくためのロケットについて、わかり
やすく教えてくれます。

★ちいさなおはなしの森★
（乳幼児向け） 

日時…5月18日（火）
　　　午前11時～

★おはなしの森★
（園児～小学生向け） 
日時…5月1日・8日・15日・
22日・29日の土曜日
　午前11時～（20分程度）

会場

出演

大ホール

チケット 全席指定 3,500円
小中高生 1,000円

　　　　　ソサエティ会員 3,000 円

プログラム
●ラ・クンパルシータ
●エル・チョクロ
●リベルタンゴ　ほか

三浦一馬（バンドネオン）
石田泰尚（ヴァイオリン）
山田武彦（ピアノ）
髙橋洋太（コントラバス）
大坪純平（ギター、エレキギター）

　「キンテート」は、スペイン語で「五
重奏」の意。今年のＮＨＫ大河ドラマ
『青天を衝け』大河紀行で音楽演奏
を担当する三浦一馬が豪華メンバー
を率いて登場！情熱のタンゴをお贈
りします。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大予防
対策を講じて実施します。

三浦一馬 石田泰尚

三浦一馬キンテート
7月15日（木）

午後7時開演（午後6時30分開場）

（限定680席）
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イルフ童画館・岡谷美術考古館・岡谷蚕糸博物館は入館料が必要です。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 ☎24-3319 問合せ ☎22ｰ5854 問合せ ☎23ｰ3489（サンシハク）

6日、12日、19日、26日

刊本作品No.86
『天とは何か』1971年

6月14日（月）まで

開館時間 開館時間

５月の休館日 ５月の休館日

企画展示

12日、19日、26日

開館時間

５月の休館日
（宮坂製糸所は午後4時まで）午前9時～午後6時（最終入館：5時30分） 午前10時～午後6時

6日、12日、19日、26日

午前9時～午後5時

　２頭のお蚕さまが１つの繭をつくる
玉繭。糸繰りのしづらい玉繭を、引き
そろえられた生糸とは違う形態の価値
あるものに生まれ変わらせる技術・道
具・製品、人物など、さまざまな側
面からご紹介します。人の手が生み
出す知恵と技
術の結晶とそ
の歴史をお楽
しみください。

　令和２年度も、カイコの配布、出前授
業、博物館見学などを行い、各学校の
学習に応じてさまざまな展開をしてきま
した。コロナ禍により、秋蚕からのスター
トとなりましたが、子どもたちや先生、
家庭のみなさんの熱い思いにより充実
した学習ができました。学校から作品な
どをお貸しいただき、展示しています。

７月11日（日）まで

玉繭、そして。
繭を活かす知恵と技術

5月31日（月）まで
場所…きぬのひろば（観覧無料）

令和2年度
私たちのお蚕様学習作品展

野村千春
「黄色の服の娘」

1946年

※今後の状況により、企画展の展示・イベント内容に
変更の可能性もあります。今後の対応はホームペー
ジやSNSをご覧いただくか、お問い合わせください。

収蔵作品展
武井武雄  コレクション展
　令和２年度に寄贈・寄託された作品
のなかから、武井
やその周辺の作
家たちを中心に、
貴重な原画や資
料を展示します。

収蔵作品展

7月4日（日）
まで

人々の肖像

　人物を対象とした肖像画・肖像彫刻
は、古くから制作され、これらは似た
ような様式でも、作家それぞれの工夫
や特徴を見ることができます。本展で
は、髙橋貞一郎や武井直也などによる
肖像画・肖像彫刻などをご紹介します。

かぶとに色をぬろう
陶器製の貯金箱に色をぬって、オリジ
ナルかぶとをつくります。
日時…５月１日（土）
　　　午前１０時３０分～正午
参加費…５００円
定員…８名（要申込み）
万華鏡をつくろう
不思議できれいな
万華鏡を手づくりします。
日時…５月１6日（日）
　　　午前１０時３０分～正午
参加費…3００円
定員…８名（要申込み）

ワークショップ

★お絵かき体験コーナー
期間…4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）
時間…午前9時～午後4時30分（随時）
GW中、好きな時間にぬり絵と缶バッ
ジ制作を体験できるコーナーが登場。
●ぬり絵コーナー（無料）
武井武雄のキャラクターを自分流
に色を塗って楽しもう。
●缶バッジ体験（1個100円）
丸い台紙に好きな絵を描いて、自分だ
けのオリジナル缶バッジをつくろう。

5月8日は「童画の日」
　1925年(大正14年)5月8日に東京銀座
資生堂画廊で初の個展「武井武雄童画展」を
開催しました。この時初めて使った「童画」と
いう言葉が、のちに世の中に広まって用いら
れるようになります。これにちなんで5月8日
は「童画の日」として記念日登録されていま
す。これを記念して5月8日（土）は全館入館
無料として、ご来館をお待ちしています。

イベント

※そのほかのイベントはホームページをご覧ください。

授乳・おむつ替え室あり
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令和3年度
岡谷市看護専門学校入学式

市内小中学校で
令和3年度入学式

谷市看護専門学校で、準看護師の資格を持つ諏訪、
松本、上伊那地域の23名が、地域医療を担う決意

を胸に、新たな一歩を踏み出しました。澤野紳二校長が「看
護師への道は決して平坦ではないが、一歩ずつ前進し、一
人ひとりの理想を実現してください」と激励。これに対して、
新入生代表の古賀名見さんが「的確で柔軟な対応で社会に
貢献できる看護師をめざしたい」と誓いを述べました。

ロナ禍で迎えた2度めの春、市内11の小中学校で
一斉に入学式が行われました。昨年に続きマスク着

用など感染対策がとられるなかでの式となりましたが、新
入児童322名（男子164、女子158）、生徒414名（男子
211、女子203）が、真新しいランドセルや制服を身に付け
て初登校。先生や在校生、保護者らに見守られながら、希
望を胸に新たな学校生活をスタートさせました。

岡

コ

鶴峯公園つつじ祭り
　約２万㎡の広大な敷地に植えられた30種類３万株
のツツジが、一斉に咲き誇ります。昨年は中止とな
りましたが、今年は感染症対策を講じ規模を縮小し
て開催します。
【来園者のみなさんにお願い】
◦園内での飲食は禁止とします。
◦マスクの着用、手指消毒をお願いします。
◦ソーシャルディスタンスを保って花を楽しんでください。
期間…５月1日（土）〜１０日（月）
駐車場…川岸スポーツ広場 普通車：１台５００円
※新型コロナウイルス感染症などの状況により、中

止する場合があります。

問合せ●商業観光課（内線1456）

第68回 塩嶺小鳥バス
　新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、
５月の毎週日曜日に実施します。参加者全員にオリ
ジナルピンバッジをプレゼント。詳しくは岡谷市観
光協会ホームページなどをご覧ください。
◦事前申し込み制です（１日２０名限定）。
◦運行ルートを縮小して行います（岡谷駅から塩嶺閣

までの４つのバス停のみ）。
◦イベント参加中は、マスクの着用をお願いします。
◦抽選会、学習会は行いません。

自然にふれよう！

春のイベント情報
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4/2岡谷市制施行85周年
記念式典

令和3年度
岡谷市新入社員激励会

岡谷市子ども発達支援センター
開所式

谷市制施行85周年記念式典が、市役所で市関係者、
団体の代表者ら130名が出席して開かれました。岡

谷市は、昭和11年に平野村が市制を施行し県内4番目の市
として誕生。同32年にほぼ現在の形になりました。今井市
長は式辞で「先人の英知と努力に敬意を表しつつ、新たな飛
躍へ各種事業を積極的に計画していく」と抱負を述べ、市政
の振興に功績のあった128の個人と団体を表彰しました。

京五輪の聖火リレーが諏訪湖畔で行われました。午
後3時10分ごろ、岡谷市出身の自転車冒険家・小

口良平さんが、最初のランナーとして原田泰治美術館前を
出発。地元ゆかりの14の個人・団体が、諏訪湖間欠泉セ
ンター前までの延長約2.7キロメートルを走り、希望の光を
つなぎました。マスクをして沿道に集まった人たちは、手を
振ったり、拍手をしたり、ランナーにエールを送っていました。

谷市、岡谷商工会議所、岡谷労務対策協議会が、
市内31事業所、130人の新入社員に向けた合同の

激励会を、テクノプラザおかやで開きました。新型コロナウ
イルス感染症の影響で開催は2年ぶり。今井市長や先輩社
員から激励の言葉を受け、山二発條の山﨑陸馬さんが新入
社員を代表して「期待に応えられるよう日々努力まい進し、
会社と豊かな社会のために努力したい」と決意を述べました。

ルフ西堀保育園2階に設置された「岡谷市子ども発達
支援センター」の開所式が、市や市議会、センター

職員など20名が出席して開かれました。同センターには、
保育士、作業療法士、言語聴覚士、育成支援コーディネー
ターが常駐し、集団生活のなかで心身の発達を促します。
初日から8組の親子が利用を開始。5月からは市内保育園
の３〜５歳児を対象に、月2回の教室も始まる予定です。

4/2
東京2020オリンピック聖火リレー
諏訪湖畔を通過

岡 イ

東岡
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