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問い合わせは… 

イルフプラザ 
　　　1２４－８４０３　5２４－８４４３ 

結ぶ講座 

第３回
 

こど
もと絵本をこど
もと絵本をこど
もと絵本を

と　き 　10月24日（月）午後１時30分～ 
ところ 　イルフプラザ・カルチャーセンター　多目的ホール 

講　師 　黒井　健 先生 

演　題 　《絵本を描く楽しみ》 

講師プロフィール 
　1947年新潟県新潟市生まれ。新潟大学教育部中等美術科卒業後、
学習研究者幼児絵本編集部に入社。２年間絵本の編集に携わった後、
1973年、25歳のときに自分の絵を描くためにフリーイラストレー
ターとして独立する。以降、絵本・童話のイラストレーションの仕事
を中心に活躍し、1983年、雑誌『詩とメルヘン』に掲載した一連の
作品で、第９回サンリオ美術賞を受賞する。主な絵本に『ごんぎつね』
『手ぶくろを買いに』『ころわん』シリーズ、画集に『ミシシッピ』『ハ
ートランド』など。 

託児あります（15名） 
希望者は前日までにお申
し込みください。 

さわやか家庭フォーラム

かけがえのない人生だから大切にしたい 

仕事も・家庭も・人生も仕事も・家庭も・人生も仕事も・家庭も・人生も

入場無料
入場無料

講 師　安藤哲男氏　㈱ 資生堂ＣＳＲ部　参与 

 

日 時　10月29日（土）午後１時30分から 

場 所　カノラホール　小ホール 

　「仕事と家庭の両立」は、働くものにとって欠かすこと
のできない大きなテーマです。 
　しかし、企業も消費構造の急激な変化や、競争激化によ
って時代への対応を迫られています。 
　誰もがいきいきと豊かに暮らしていくためには、働き方
や仕事のあり方を変えていく必要があり、企業も、行政も、
個人も、一緒に取り組むことがとても重要だと考えていま
す。 
　今、企業がどのように取り組んでいるかをお話します。 

※託児をご希望の方は、10月25日（火）までに下記へ 
　お申し込みください。 

問合せ　生涯学習企画課（内線1459） 

●講師プロフィール 
　1971年資生堂入社。支社にて14年間営業を担当後本社
勤務となり、業態開発計画に従事、小売店の活性化を担当。 
　資生堂開発㈱、㈱資生堂シティを経て、2003年ジョブチ
ャレンジにより企業内保育施設「カンガルーム汐留」責任
者へ。 
　2004年４月新設されたCSR（企業の社会的責任）部へ異
動し、※ワーク・ライフ・バランスの推進を担当。 

※ワーク・ライフ・バランス：やりがいのある仕事と個人の充実した
生活を調和させ、この良好なバランスが人の大きなエネルギーの基
となる考えのこと 

１０月１７日（月）から２３日（日）は

「薬と健康の週間」です

安全に、安心して、薬を 

使用していただくために 

「かかりつけ薬剤師」に 

ご相談ください 

　処方せん調剤や一般用医薬品の販売、健康食品

等の相談、介護関連相談窓口などを通じ、あなた

の健康に貢献し、気軽に相談できる「最も身近な

薬剤師」のことです。 

「かかりつけ薬剤師」とは 

問
合
せ

 

（社）長野県薬剤師会 
1０２６３－３４－５５１１ 
5０２６３－３４－００７５ 

http://www.naganokenyaku.or.jp/
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グレングレン･ミラー　オーケストラミラー　オーケストラ 
11月25日（金）午後７時開演 
グレン･ミラー　オーケストラ 
11月25日（金）午後７時開演 

感動のステージへ… 
　『カノラ』（ラテン語）高らかに響き渡る「最良な響きで聴こえ
ること」をテーマとしたこのホールのネーミングは、文化創造を
「高らかに美しい声」で歌い上げるイメージを表現しています。 

※予定ですので、都合により変更になることがあります。ご確認
の上、お越しください。 

〈岡谷市文化会館〉 

124－1300　524－1412

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

10:00～ ３（木） 第62回市民音楽祭 

9:00～ 
イルフ童画館 
124－3319

3（木） 

日本童画大賞応募作品展 

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

16（水）～ 
　20（日） 

1 1 月の予定  大ホール 

小ホール 

18:00～ カノラホール 

12:30～ ６（日） 第24回市民伝統音楽芸能祭 

14:30～ 

19:30～ 

9:20～ 

19:00～ 

13:00～ 

14:00～ 

13（日） 

16（水） 

19（土） 

25（金） 

27（日） 

29（火） 

平成17年度  カノラ 
少年少女合唱団 定期演奏会 

世紀のテノール  ペーター・ 
シュライヤー  最後のリサイタル 

諏訪郡市小中学校合同音楽会 

グレン・ミラー 
オーケストラ 

才能教育 
第43回長野県大会 

爆笑スーパーライブ 
綾小路きみまろ 

カノラホール 

カノラホール 

カノラホール 

25（金） 
グレン・ミラー 
ダンスパーティー 

18:30～ 
岡谷市教育委員会 
123－4811

第33回市民朗吟の夕べ 

岡谷市教育委員会 
123－4811

岡谷市教育委員会 
123－4811

諏訪教育会　音楽委員会 
152－1844

（社）才能教育研究会岡谷 
諏訪支部  128－9171

NBS長野放送 1026－227－3000 
㈱北村企画 1026－215－8820

世紀のテノール世紀のテノール 
　ペータ　ペーター・ー・シュライヤーシュライヤー 
　　　　最後のリサイタル　　　　最後のリサイタル 

11月16日（水）午後７時30分開演 
世紀のテノール 
　ペーター・シュライヤー 
　　　　最後のリサイタル 

【チケット】 

全席自由500円 

【プログラム】 

Believe／少年時代／トルコ行

進曲／ボレロ／真赤な太陽／

お祭りマンボ／一本の鉛筆／

川の流れのように　ほか 

11月13日（日）午後２時30分開演 
平成17年度 カノラ少年少女合唱団定期演奏会カノラ少年少女合唱団定期演奏会 
11月13日（日）午後２時30分開演 
平成17年度 カノラ少年少女合唱団定期演奏会 

11月16日（水）午後７時30分開演 

【チケット】 

全席指定5,000円 

高校生以下2,000円 

【プログラム】 

茶色の小瓶／イン・ザ・ムー

ド／セントルイス・ブルース

・マーチ／真珠の首飾り／ア

メリカン・パトロール／ムー

ンライト・セレナーデ  ほか 

【プログラム】 
シューベルト：連作歌曲集『冬の旅』全曲 
【チケット】 

全席指定5,000円　高校生以下2,000円 

としょかん

子ども読書まつり子ども読書まつり子ども読書まつり
日 時　　10月29日（土）午後１時～ 

　　　　　　 30日（日）午前10時30分～ 

内 容　　人形劇、パネルシアター、大型紙芝居、 

　　　　人体影絵、絵本の読み聞かせ、 

　　　　楽しい工作など 

☆詳しくは、岡谷図書館　1・5２２－２０３１ 

武井武雄絵本原画展『ももたろう』

3階武井武雄作品展示室　11月30日（水）まで 

銅版画家　樋勝朋巳展 

2階第一企画展示室　11月8日（火）まで 

　ももたろうの絵本原画全18点を展示します。イル
フ童画館では初公開です。ぜひ、ご鑑賞ください。 

◎11月９日（水）は展示替のため臨時休館します。 



　議会改革を推進している岡谷市議会は、連合壮年会、
連合婦人会、高齢者クラブ連合会の３市民団体と共催
して市民懇談会を開催し、約70人の市民の参加があり
ました。はじめに、市議会をより理解してもらうため
議会の概要が説明され、つづいて議員定数削減等につ
いての懇談が行われました。さまざまな意見が出る中
で、上野議長は「いただいた意見を真摯に受け止め、
定数削減が議会機能を低下させないように論議を重ね、
結論を出したい」と表明しました。 

　　　　岡谷市行財政改革プラン策定市民会議から林市
長へ行財政改革プランの策定に向けた５つの柱（重点取
り組み項目）・67項目の意見・提言が提出されました。
これは、市民会議の委員20名が、夢のある岡谷市、住ん
でみたいと思える岡谷市につながる行財政改革が行われ
るようにと、16回の会議を重ねた中間まとめです。これ
を受けて林市長は、「５つの柱などを盛り込んで、プラ
ンの取りまとめを進めたい」と答えました。 

　2005岡谷エコフェスティバルが清掃工場・やまびこ
公園で行われました。「３R」とはリデュース（廃棄
物の発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再
資源化）のことで、ごみを減量し、限りある資源を有
効利用することで、環境にも経済にもやさしい循環型
社会を作るさまざまな取り組みが展示されました。 
　風力・太陽光発電の自然エネルギーで走る電車は子
どもたちに大人気でした。 
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開催日　平成18年１月８日（日）※平成18年1月9日（成人の日、月曜日）ではあり 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ませんので、注意してください。 

会　場　カノラホール 

対象者　昭和60年4月2日から昭和61年4月1日までの出生者で、当市に在住する者、
および当市に親等が在住する者 

その他　一生に一度しかない成人式で、司会などをお手伝いしていただけるスタッフ
（成人式該当者）を募集しますので、ご希望の方は生涯学習企画課までお問
い合わせください。 

─ 平成18年岡谷市成人式の対象となる方（上記）、ならびにそのご家族のみなさんへ ─ 
　式典への参加につきましては、11月上旬にご案内ハガキをお送りする予定です。
12月に入ってもハガキがお手元に届かない場合は、生涯学習企画課（内線1459）
までご連絡をお願いします。 

　コミュニティ助成事業は、コ
ミュニティの健全な発展を図る
とともに宝くじの普及広報を行
うことを目的として、コミュニ
ティや自主防災組織の活動に必
要な施設および設備整備に対す
る助成を行うものです。申請を
希望される場合は、10月19日
（水）までに地域振興課（内線１
５９２）へ連絡ください。 

平成18年度 
コミュニティ助成事業 
募集について 

平成18年度 
コミュニティ助成事業 
募集について 

平成18年度 
コミュニティ助成事業 
募集について 

平成18年岡谷市成人式のお知らせ 

しん し 
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この広報紙は地球にやさしい大豆油インキと古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

■発行日／平成17年10月14日 
■発行編集／岡谷市企画部地域振興課 
　　　　　　10266－23－4811　50266－23－5022 
　　　　　　〒394－8510　長野県岡谷市幸町８番１号 
■岡谷市ホームページアドレス 
　http://www.city.okaya.nagano.jp/ 
■印　刷／株式会社　美謄堂 

●人　口　　55,020人　（－ 2） 

　　　男　　26,948人　（＋10） 

　　　女　　28,072人　（－12） 

●世帯数　　20,175世帯（－ 1） 
　　　　　　　　　　（　）内は前月比 

人口のうごき 平成17年10月15日号 
毎月１日・15日発行 

平成17年９月１日現在 

［市章］ 

◆市の木　いちい　　◆市の花　つつじ 

主催　岡谷消防署・岡谷市消防団　　後援　岡谷市消防協会・岡谷市防火協会 

午前10時～正午 午前10時～正午 

お問い合せは 
岡谷消防署  122－0119
お問い合せは 
岡谷消防署  122－0119

標語標語 「あなた「あなたです 火のある火のあるくらしの 見は見はり役」役」 標語 「あなたです 火のあるくらしの 見はり役」 

・はしご車　・ポンプ車　・救助工作車　・救急車 ・はしご車　・ポンプ車　・救助工作車　・救急車 

・煙ハウスを体験してみよう！ 
・水消火器で消して 
　　　　　　 みよう！ 
・地震体験車に乗ってみよう！ 
・大声コンテスト『火事だー!!』 
　　　　　　と叫んでみよう！ 

・煙ハウスを体験してみよう！ 
・水消火器で消して 
　　　　　　 みよう！ 
・地震体験車に乗ってみよう！ 
・大声コンテスト『火事だー!!』 
　　　　　　と叫んでみよう！ 

体験コーナー 

消防車体験乗車コーナー 

秋の火災予防運動 11月9日～15日 秋の火災予防運動 11月9日～15日 秋の火災予防運動 11月9日～15日 

至 岡谷I.C
　 国道20号 

蚕糸公園 

岡谷消防署 

中央
通り
 天王森 

至
下
諏
訪
 

至
川
岸
 

至
塩
尻
 

JR中央東線 
岡谷駅 

イルフ 
プラザ 

ララ 
オカヤP

★ 
★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

県
道
丸
山
橋
線 

丸
山
橋 

県道下諏訪辰野線 

田中線 

★ 

★ ★ 

市道
226
号線

市営立体駐車場 

八十二銀行岡谷支店P

イルフプラザ 
管理組合P

会場 
アピタ 
岡谷店 

童
画
館
通
り
 

会場案内図 

・消防音楽隊「火の用心コンサート パート1」 午前10時～ 
・ラッ パ 隊「火の用心コンサート パート2」 午前10時45分～ 
・消防音楽隊「火の用心コンサート パート1」 午前10時～ 
・ラッ パ 隊「火の用心コンサート パート2」 午前10時45分～ 

消防音楽コンサート 

11月6日（日） 11月6日（日） 11月6日（日） 

・午前11時30分～ 

★防火ポスター展示は11月5日・6日に 
　イルフプラザ3階「憩いの広場」 
★防火ポスター展示は11月5日・6日に 
　イルフプラザ3階「憩いの広場」 

・午前11時30分～ 

第27回標語入り防火ポスターコンクール表彰式 


