
1月・2月の
イベント

親子運動遊び講座（1月25日（火）より申込み開始）
親子で体を動かして遊びます。 
日時…2月25日（金） 午前10時～１１時
対象…親子　 場所…3Ｆ ダンス室
講師…篠原 忍さん
持ち物…靴下または上ばき、飲み物

つくっちゃおう（1月14日（金）より申込み開始）
「ペットボトルの車」を作ります。
（1月のつくっちゃおうに未参加の人対象）
日時…2月10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

（1月17日（月）より申込み開始）
日時…2月17日（木） 午前10時30分～
講師…こどものくに看護師 
双子のおしゃべり会   日時…2月7日（月） 午前中
子育て相談   日時…2月9日（水） 午前中
歯っぴー相談   日時…2月10日（木） 午前中問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

楽しい行事を毎月実施！（要予約）

開館時間…午前9時30分～午後5時30分
1月の休館日…1日（土・祝）～３日（月）、
　　　　　　　11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）

予約不要の
イベント

  1月19日（水）食べるのだいすき（栄養士） 午前11時～
　    21日（金）おおきなおはなしたまご 午前11時～

　    24日（月）ぺったんこの日
（1月生まれ対象）

午前10時30分
～午後4時

　    27日（木）もぐもぐ相談（栄養士） 開館中いつでも

期日・内容（全２回）
 【第1回】 １月25日（火）

こんにゃく作り、旬の食材入り味付けご飯、
サツマイモ（シルクスイート）のサラダ

 【第2回】 2月２5日（金）
飾り巻きずし3種（桃の花・四海まき・手綱まき）

時間…午前9時30分～正午
場所…カルチャーセンター ３Ｆ 調理実習室

費用…2,000円（２回分）　※初回に集金
持ち物…持ち帰り用容器（会場内で試食は行いません）、
　　　　エプロン、三角巾、筆記用具
定員…15名
申込み…１月５日（水）～１２日（水）午前９時から電話にて受付。
（先着順。定員になり次第締め切ります）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催中止となる可能
性があります。

家庭料理講習会
みんなでかこむ おうちごはん

　問合せ●おかや女性ファーマーズ事務局（農林水産課内  内線1487）

　むかしから受け継がれている岡谷の郷土食（伝統食）・家庭
の味を見つめ直し、次世代へと受け継いでいくことを目的に、
家庭料理講習会を開催します。
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1
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

１月の諏訪湖ハイツ

美肌の湯 ロマネット

1月の休館日
1日～3日、11日、17日、24日、28日、31日

1月の休館日
11日、18日、25日

1月の休館日
1日～3日、19日

ロビー展示

●岡谷市危機管理室　災害パネル展示
　期間…1月15日（土）～21日（金）
●月間ロビー展示
　西野 正  日本凧展
☆ロビーコンサート・パフォーマンス
出演者募集中！お申し込みは、フ
ロントまでお気軽に。
●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。からだを暖めての健康づくり
に、ぜひお越しください。

販売中

本年も皆様のご来館をスタッフ一同
心よりお待ちしております
●お得な日替わりサービスデー
入浴と食事付きプランの《湯ったり
デー》をはじめ、《モーニングスパ》、
《シニアデー》、《ファミリーデー》な
どを曜日別に開催中♪
●食事処やまびこ※変更になる場合もあり
1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！   
●営業日のお知らせ
１月４日（火）は通常営業。５日（水）の朝
風呂は休館、午後１時より営業します。

※温泉施設は毎週水曜日

さむ～い冬

今月のテーマブックス

1月16日（毎月第３日曜日）は
「うち読でエコ読の日」

　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。

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…1月18日（火）
　　　午前11時～

★おはなしの森★
（園児～小学生向け） 

日時…1月8日・15日・22日・
29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。

★本の福袋★
今年も本の福袋を行います。何
が入っているかは開けてみて
のお楽しみ！
期日…1月4日（火）～なくなり
次第終了

会場

出演

小ホール

チケット 全席自由 2,500円
ソサエティ会員 2,000 円
小中高生 500円

プログラム
●哀歌（あいか）  ●草カマリの曲
●光と影  ●Prizm  ●フローラ　ほか

尺八／福田輝久
箏・十七絃／吉崎克彦
箏／冨島順子

　茅野市出身の尺八奏者・福田輝
久と、現代邦楽を代表する箏奏
者・吉崎克彦。和楽器演奏の第一
人者による夢の競演が、カノラ
ホールで実現！和楽器独特の“ゆら
ぎ”をお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大予防策
を講じて実施します。

尺八＆箏
和楽器の競演

2月27日（日）
午後2時開演（午後1時開場）

WEEKEND   CONCERT. ～新しい風のささやき～

※未就学児
　入場不可

福田輝久（尺八） 吉崎克彦（箏）
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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）

1日～3日、5日、11日～13日、19日、26日

開館時間 開館時間

1月の休館日 1月の休館日

企画展示

1日～19日、26日

開館時間

1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

1日～3日、5日、11日、12日、19日、26日

午前9時～午後5時

佐原伶音
「頑張った俺の肩倒立」

※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。

収蔵作品展

1月10日（月・祝）まで
髙橋靖夫 回顧展

特別企画展

1月14日（金）～3月13日（日）

小平陽子展
～絵本 諏訪の龍神さま と 縄文の癒し～

　地域の歴史などを美しく描く岡谷市
在住の小平陽子さんの作品展です。

「諏訪の龍神さま」など 朗読会
●１月１５日、２２日、２９日（土曜日）
午後３時～　無料
朗読：中澤由佳 朗読教室

●１月１６日、２３日、３０日（日曜日）
午後１時３０分～　要入館料
朗読：（一社）日本朗読検定協会インストラクター

企画展

関連イベント

1月23日（日）
～２月20日（日）

第29回
岡谷市内小学校
児童版画展

招き猫に色を塗ろう（要申込み）
日時…１月１５日（土）午前１０時３０分～
参加費…500 円　定員…8名
申込み…１月４日（火）午前１０時～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

1月20日（木）～3月21日（月・祝）

　武井武雄と親
交の深かった歯科
医：大澤三武郎
氏が蒐集した武
井武雄作品をご
紹介します。

同時開催
大澤コレクション展

企画展

★刊本作品読み語り＆ギャラリートーク
（申込み不要・無料。ギャラリートー
クのみ要入館料）
日時…1月29日（土） 午前10時30分～

イベント

武井武雄と意志を継ぐ者たち展

武井武雄 「たのしいおうち」1955年

武井武雄 「神様とお化け」
1973年

　長野県内には、シルク作品を制作
している染織作家が各地域で活躍し
ています。シルク岡谷からその魅力を
発信する企画展、第３弾！ 創業以来変
わらぬ手織りで上田紬を織り続ける、
小岩井紬工房三代目 カリナさん・
良馬さん姉弟の紬の魅力と色彩の世
界を、ぜひご堪能ください。

2月13日（日）まで
信州の作家展Part3
「小岩井紬工房
　　　　伝統を繋ぐ・紡ぐ・織る」

　武井武雄と同時期に活躍した作家
たちをはじめ、童画家としてまた版画
家として武井に師事した作家たちの作
品を展示します。どのような交流や意
志の疎通があったのか本展でご覧い
ただきます。

小岩井紬工房の商品も販売しています！

※入場無料
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　このサイトは、岡谷市のシルクに関わる情報の「総合窓口」
です。ブランド化を進めている「岡谷シルク」の活動や情報
を、まちの歴史、文化、人の魅力とともに地域の人にも地
域外の人にも総合的にわかりやすく伝えていきます。
　また、「岡谷シルク」ブランドサイトは、先人からの大いな
る遺産を５年後、１０年後の子どもたちへつなぐ「未来への
手紙」でもあります。
　「岡谷シルク」が、地域のみなさんの誇りになることをめざ
して運営していきますので、応援よろしくお願いします。

問合せ●ブランド推進室（岡谷蚕糸博物館内） ☎23-3489

「岡谷シルク」公式ブランドサイトが
オープンしました！

「岡谷シルク」公式ブランドサイト
https://okayasilk.jp
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ま ち の で き ご と や わ だ い を お と ど け トピックス
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SUWA小型ロケットプロジェクト
岡谷田中小学校でワークショップ

コンサートやクラフト体験など
市民総合体育館でクリスマスイベント

スケートセンター屋外リンク
営業スタートに合わせ無料開放

中学生の“一日税務署長”が
市長、教育部長を表敬訪問

次 世代を担う小中学生に、ものづくりや宇宙工学への
興味を持ってもらおうと、「SUWA小型ロケットプ

ロジェクト」のワークショップが岡谷田中小学校で開かれ
ました。6年生60名は、プロジェクトの概要やロケットの
材料などを学んだ後、校庭で打ち上げ実験に参加。代表者
が発射ボタンを押すと、機体は白い煙を上げて飛び立ち、
児童たちは拍手で実験の成功を喜んでいました。

市 内のスポーツ施設を指定管理するシンコースポー
ツ主催のクリスマスイベントが、市民総合体育館で

開かれました。コロナ禍でも子どもから大人まで楽しめる
ようにと、ダンス発表や吹奏楽のコンサート、謎解きアト
ラクション、キャンドルやリース作りのハンドクラフト体
験など、内容も盛り沢山。200名が楽しいひとときを過ご
しました。

岡 谷市やまびこ国際スケートセンターの屋外リンク
が今シーズンの営業を開始。初日のこの日は無料開

放され、家族連れやクラブチームの子どもたちなど600名
以上が屋外での初滑りを楽しみました。今シーズンの営業
は2月15日までの予定で、1月22日、2月5日も市民に無料
開放されます。2月の北京冬季五輪も控えるなか、多くの
来場を呼びかけています。

国 税庁が毎年募集している「税についての作文」で、
「関東信越国税局管内納税貯蓄組合連合会長賞」を

岡谷南部中学校3年の牛山陽日さん、赤岩美蘭さんの2人
が受賞。この日、諏訪税務署の一日税務署長に委嘱され、
岡谷市役所を訪れ、今井竜五市長、白上淳教育部長を表敬
訪問しました。2人は租税教育への協力を求める依頼書を
渡すなど、啓発イベントを行いました。
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岡谷工業高校が15年ぶり春高バレー県制覇
2021年 新人戦、高校総体に続き3冠を達成!!

第 74回全日本バレーボール高校選手権大会（春の高校バレー）の県代表決定戦が、11月
23日長野市ホワイトリングで行われ、岡谷工業高校が15年ぶりに優勝しました。決勝

は9年連続で岡谷工業と松本国際の同一カードとなり、序盤は岡谷工業のスパイクやブロック
が光り好スタート。中盤に入ると互いの意地がぶつかり合うゲームとなり、最後は、攻めのサー
ブとテンポの速いコンビバレーで松本国際を振り切り、全国大会への切符をつかみ取りました。
1月5日から開催される、全国大会では、岡工旋風を巻き起こし、目標に掲げる「日本一」に向かっ
てがんばってほしいと思います。市民のみなさんも応援よろしくお願いします。
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