
10月・11月の
イベント

工作講座（10月15日（金）より申込み開始）
日時…11月15日（月） 午前10時～１１時
対象…保護者　 場所…第7研修室
材料費…200円　 講師…岡谷美術考古館職員
親子リフレッシュ講座（10月26日（火）より申込み開始）
日時…11月26日（金）  0・1歳：午前10時～１０時30分
　　　　　　　　　　2・3歳：午前１０時45分～１1時15分
対象…親子　 場所…育児談話室
講師…杉浦敦子さん

つくっちゃおう（10月11日（月）より申込み開始）
「ポンポンりんご」を作ります。
（10月のつくっちゃおうに未参加の人対象）
日時…11月11日（木） 
　　　①午前10時30分～ ②午後2時30分～
ベビーマッサージとワンポイントアドバイス

（10月18日（月）より申込み開始）
日時…11月18日（木） 午前10時30分～
講師…こどものくに看護師 
子育て相談（要予約）   日時…11月10日（水） 午前中

問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

問合せ●秘書広報課（内線1364）

楽しい行事を毎月実施！

開館時間…午前9時30分～午後5時30分
10月の休館日…12日（火）

（毎月第2火曜日）

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
どもまでマスク着用で入館できます。
利用者登録…200円（年度更新）

託児あり

予約不要の
イベント

10月 8日（金）歯っぴー相談（歯科衛生士）午前10時30分～午前中
　    13日（水）食べるのだいすき 午前11時～
　    15日（金）おおきなおはなしたまご 午前11時～

　    25日（月）ぺったんこの日
（10月生まれ対象）

午前10時30分
～午後4時

　    28日（木）もぐもぐ相談（栄養士） 開館中いつでも
　    29日（金）歯っぴー相談（歯科衛生士）午前10時30分～午前中

宝くじ助成金により整備しました
　宝くじの社会貢献広報事業である「コミュニティ助成事
業」を活用し、財団法人自治総合センターより宝くじの助
成を受けて、新倉区で複合機などを整備しました。
　また「地域活動助成事業」を活用し、公益財団法人長野
県市町村振興協会より宝くじの助成を受けて、花岡区で
会議用デスクなどを、今井区で簡易テントなどを整備しま
した。
　それぞれの区では、さらなる地域コミュニティ活動の向
上に努めていきます。

▲複合機（新倉区）

会議用デスク（花岡区）▶

◀簡易テント
　（今井区）

【おしゃべりサロン（託児つき）】
（10月4日（月）より申込み開始）
　ほんのひとときお子さんと離れて、同じ年齢の子を持
つお母さん同士、子育てのなかで不安や困っていること
を気軽に話して、リフレッシュする会です。
日時…11月4日（木） 午前10時～11時30分
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10
月
の

問合せ ☎22ｰ2031問合せ ☎24ｰ1300 問合せ ☎24ｰ2290

問合せ ☎27ｰ6080

10月の諏訪湖ハイツ

美肌の湯 ロマネット

10月の休館日
4日、11日、18日、25日、29日

10月の休館日
5日、12日、19日、26日

10月の休館日
20日　※温泉施設は毎週水曜日

おいしいものたくさんな秋

今月のテーマブックス

10月17日（毎月第３日曜日）は
「うち読でエコ読の日」

●日替わりサービスデー（毎週）
月曜・水曜日は食事付きプランの
《湯ったりデー》、木曜日は朝風呂が
お得な《モーニングスパ》、金曜日は
65歳以上がお得な《シニアデー》、
土曜日は子ども連れの家族にお得
《ファミリーデー》を実施中♪
●食事処やまびこ　
10月の特撰おすすめメニューは【ジ
ンギスカン定食 ８７０円】です！ 前回
大好評だった、ジンギスカン！特製
タレで炒めたラム肉は、クセもなく
おいしいですよ♪ 
※変更になる場合もあります。

＊この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。
＊新型コロナウイルス感染予防にご協力をお
願いします。

ロビー展示

●硯和書道教室  書作展
　期間…10月1日（金）～15日（金）
●墨游会  絵手紙・水墨画展
　期間…10月16日（土）～31日（日）
☆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。
●臨時休館日のお知らせ
10月21日（木）は、タンク掃除のた
め温泉施設を休業します。
●温泉リハビリ施設（歩行プール&機能訓練室）
「温泉リハビリ友の会」会員募集中。仲
間と一緒に「健康作り」をしましょう。

会場

曲目

大ホール

チケット

　新日本フィルハーモニー交響楽団
が今年もカノラホールにやって来ま
す！ 話題のピアニスト、阪田知樹をソ
リストに迎えたラフマニノフをはじ
め、《新世界より》などオーケストラ
音楽の名曲をお楽しみください。

新日本
フィルハーモニー交響楽団

10月10日（日）
午後4時開演（午後3時30分開場）

出演

主催：（公財） 日本交響楽振興財団

販売中全席指定 4,000円 
ソサエティ会員 3,600円
小中高生 1,000円

指揮／飯森範親 ピアノ／阪田知樹

　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。おはな
しの世界を一緒に楽しみましょう♪

会場はいずれも２階会議室です。

★ちいさなおはなしの森★
（乳幼児向け） 
日時…10月19日（火）
　　　午前11時～

★おはなしの森★
（園児～小学生向け） 

日時…10月2日・9日・16日・
23日の土曜日

　午前11時～（20分程度）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
より、中止となる場合があります。

★第33回としょかん　
　子ども読書まつり★

日時…10月３１日（日） 
　　　午後１時３０分～
内容…絵本の読み聞かせ など●バーバー：

　弦楽のためのアダージョ op.１１
●ラフマニノフ：
　ピアノ協奏曲第３番ニ短調 op.３０
●ドヴォルザーク：　
　交響曲第９番ホ短調 op.９５ 《新世界より》

＊未就学児
　入場不可

©山岸 伸©山岸 伸 ©Hideki Namai©Hideki Namai
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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、13日、20日、27日

開館時間 開館時間

10月の休館日 10月の休館日

企画展示

6日、13日、19日～22日、27日

開館時間

10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、13日、20日、27日

午前9時～午後5時

　長野県岡谷工業高等学校は、明治
４５年に平野農蚕学校として誕生し、
製糸業の発展を支える人材を育成、
地域に大きく貢献してきました。その
歩みと、製糸業の発展を背景に大活
躍した諏訪蚕
糸学校野球
部の資料を
展示していま
す。

（長野県地域発元気づくり支援金活用事業）

11月14日（日）まで

岡工１１０周年記念展
「製糸業と諏訪蚕糸野球」

壺（弥生時代後期、
橋原遺跡出土）

※新型コロナウィルス感染状況により、企画展
の展示・イベント内容に変更の可能性があり
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。

考古企画展 11月7日（日）まで

土器の比較から見る弥生文化―縄文から弥生へ
　長野県立歴史館と
共催で、北信地域と岡
谷市の弥生時代中期
から後期の土器を展示
します。それぞれの地
域の遺跡の分布と文化
の変遷を比較します。

特別企画展 11月14日（日）まで

翠川昭久と11人の彫刻家
てるひさ

　下諏訪町出身の彫刻家  翠川昭久
（1928-2016年）は、郷土を拠点に制作
を続け、指導者としても多くの彫刻家を育
成しました。翠川とともに教え子の彫刻家
１１人の作品を展示し、翠川の生涯と、郷
土の美術界における功績を振り返ります。

スクラッチ画でハロウィンランタンをつくろう
日時…１０月９日（土）午前１０時３０分～
参加費…300円　定員…８名（要申込み）

「鉛筆デッサン」
石膏胸像を描く
（６回シリーズ）
日時…１０月３０日（土）、１１月６日（土）・
１３日（土）・１９日（金）・２６日（金）、
１２月３日（金）  いずれも午後２時～
参加費…300円（毎回）  定員…10名
申込み…１０月１日（金）より受付開始

ワークショップ

※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

10月18日（月）まで

「動物」をテーマにした作品を紹介します。

同時開催 武井武雄  収蔵作品展

企画展

★LEDライトでプラネタリウムをつくろう
日時…10月10日（日）午後1時30分～
参加費…400円

イベント

●来館の子どもさんに“耳”＆“チョッキ”
　（毎日数量限定）をプレゼント
※一般有料入館者同伴の小学生以下対象
※チョッキは一般有料入館券購入の保護者
　1名につき1枚となります。
※年間入館券の場合、配布は会期中1回のみ
※なくなり次第終了となります。

要申込み

誕生45周年記念
ねずみくんのチョッキ展
なかえよしを・上野紀子の世界

Ⓒなかえよしを・上野紀子／ポプラ社

　なかえよしをさんと上野
紀子さんの展覧会です。
二人のかわいらしい世界
をご紹介します。

企画展 秋山あゆ子展

【次回展覧会】10月23日（土）～12月28日（火）

　『くものすおやぶん』、『みつばちひ
め』シリーズの絵本や虫の漫画を描き
続けてきた秋山あゆ子さんの展覧会
です。少し奇妙ながらも愛嬌がある虫
たちの世界をご紹介します。

あいきょう
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　少ないクリックで、ごみ出しのルール
や資源物の分別方法をご覧いただけま
す。「岡谷市　ごみ」と検索
してください。

　新たに、「ごみ・資源物の収集場所
の地図」を掲載しました。お住まいの近
くにある、収集場所や収集日が確認で
きます。

　ごみの出し方、分別方法を動画でご
紹介しています。

問合せ●環境課（内線1447・1448）

もう「ごみ出し」で悩まない！
岡谷市 ホームページ リニューアル

ごみ・リサイクル
ページを

見やすく

地図で
収集場所を

見つけやすく

動画で
分別方法を

わかりやすく

岡谷市　ごみ

ごみの出し方

わたしたちが
ご案内します。

困ったら動画をチェック！困ったら
地図をチェック！

環境課  宮澤友樹

収集場所の地図はこちらから 動画はこちらからごみ・リサイクルページはこちらから

環境課  杉田祐二

◀現在の
　ホームページ

▼リニューアル後の
　ホームページ

出せる種類や曜日が
一目でわかります

岡谷太郎
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トピックス

トピックス ま ち の で き ご と や わ だ い を お と ど け

8/298/24

9/6 一般市民にも対象者を拡大し新型コロナウイルスワクチンの職域接種開始

岡 谷商工会議所と岡谷市で共同実施する、新型コロナ
ウイルスワクチン職域接種が、9月6日より始まり

ました。当初対象者は、市内事業所の従業員のみでしたが、
接種率の向上と家庭内感染の拡大防止のため、従業員の家
族、一般市民にも枠を広げました。10月末までに全申込者
の2回接種を終える見込みです。

記 録的な大雨で、8月15日に土石流が発生した川岸駅
前の災害現場を、赤羽国土交通大臣が視察。県と中

日本高速道路の担当者が被災状況や復旧工事の予定につ
いて説明しました。また、阿部守一知事と今井竜五市長が、
激甚災害への指定やえん堤設置などの要望書を手渡し、赤
羽大臣からは復旧に全力で取り組む考えが示されました。

お盆の大雨による土石流災害の現場を
赤羽国土交通大臣が視察

100歳を迎えた内川さんを
今井市長が慶賀訪問

力作31点が勢揃い
統計グラフコンクール審査会

今 年で52回目を迎えた岡谷市統計グラフコンクール
の審査会が市役所で開かれました。今年は9校の小

中学生34名から31点の応募があり、入選19点、奨励賞12
点を選定。コロナ禍で変化した日常生活や地球温暖化、東
京五輪のメダル獲得数など、時事問題を取り上げた作品が
目立ちました。入選作品は第69回長野県統計グラフコン
クールに出品されます。

敬 老の日を前に、川岸中の内川ひろさんのお宅を今井
竜五市長がお祝いに訪れました。内川さんは1921

（大正10）年、岡谷市生まれの満100歳。現在は長男夫婦
と孫の4人で生活し、デイケアに通うほか、朝晩はベッド
で運動するのが日課といい、市長の訪問を「夢のよう」と
喜んでいました。市内では本年度100歳を迎えた人が28
人おり、祝い状と記念品の銀杯を贈りました。

9/3
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