
　青年海外協力隊員として２年間ネパールへ派遣される三村和代
さんが、市長を訪問しました。三村さんは大学で農業を学んだ後、
営農指導員として働いた経験を活かし、ネパールの農家で野菜栽
培、有機栽培の指導を行う予定です。市長の激励を受けた三村さ
んは「ネパールでは農業を通じて様々な人や物と出会いたい。２
年後、自分がどう変わっているか楽しみです」と話していました。 
　三村さんは、岡谷市出身者では11人目の青年海外協力隊員とな
ります。 

　４月２日にカノラホールグランドロビーで、フルートとハープに
よるミニコンサートが行なわれ、アンデルセンの世界をイメージし
た穏やかな調べが、アンデル
セン展に訪れた人たちの耳を
楽しませていました。 
　３日には、スズキコージ先
生によるワークショップ「万

国旗？をつくろう!!」がイルフ童画館はらっぱで開かれ、親
子で楽しく色紙を切り、色とりどりの万国旗？がはらっぱい
っぱいに飾られ、作品の完成をみんなで喜びました。 

　工場での効率アップ・リスク軽減など企業体質の強化を
図るため５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけの実
践）を推進する「５Ｓ実践塾おかや」（岡谷市主催：16年
度市内企業６社で結成）の活動発表会が３月24日岡谷市役
所で行なわれました。５Ｓ活動の結果、「新たな生産スペ
ースが確保でき、生産効率が上がった」、「整然とした工場
を見学した企業から新規受注があった」などの成果が発表
され、今後のさらなる５Ｓ活動の発展を誓いました。 
　市内の企業では、新時代のものづくり“岡谷モデル”の
創造・発信をめざしたさまざまな取り組みが進められてい
ます。詳しくは、５Ｓ実践塾おかや事務局（テクノプラザ
おかや1２１－７０００）まで。 
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５Ｓの定義 
整理…要るモノと要らないモノをはっきり分けて、要ら

ないモノを捨てる 
整頓…要るモノを使いやすいようにきちんと置き、誰に

でもわかるように明示する 
清掃…つねに掃除をし、きれいにする 
清潔…整理・整頓・清掃の３Ｓを維持する 
躾（しつけ）…決められたことを、いつも正しく守る習

慣づけ 
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製糸の歴史とシルクの現在の姿をゆっくり見て、聞いて、触って、作ってなど、いっぱいの企画が盛りだくさん！！ 
ぜひ、この機会にご家族でお出かけください。 

日　時　４月２９日（祝）午前９時30分～午後４時（受付：午後３時30分まで） 

場　所　農業生物資源研究所・岡谷蚕糸博物館・岡谷絹工房 
　　　　絹の故郷ララオカヤ店・旧林家住宅 

○まゆ人形セットプレゼント（先着300名）、お楽しみ抽選会 
○まゆ人形・絹押し絵体験 
○糸繰り体験（小型自動繰糸機）1日3回 
○生きたカイコ、桑の葉や研究所の研究内容の紹介など 

◆農業生物資源研究所◆農業生物資源研究所 ◆岡谷蚕糸博物館◆岡谷蚕糸博物館 

◆シルクショップ　絹の故郷◆シルクショップ　絹の故郷 

◆重要文化財　旧林家住宅◆重要文化財　旧林家住宅 

◆きぬのふるさと　岡谷絹工房◆きぬのふるさと　岡谷絹工房 

◆農業生物資源研究所 
○特集展示「中国古代復元絹織物」の展示 
○足踏式座繰器の実演と体験、各繰糸機の実演 

◆岡谷蚕糸博物館 

○クイズシルクはどっち？見て・触ってシルクを当てよう! 
　※全問正解者に景品プレゼント！ 
○絹巻き水引体験（常時開催）参加費一人100円 
○シルクフェア特別価格にてシルク商品の販売 

◆シルクショップ　絹の故郷 

○幻の金唐紙を今に残す、大製糸家林国蔵の居宅 
○和洋隣り合わせの洋館 

◆重要文化財　旧林家住宅 

○来場者全員に“おかや絹オリジナルしおり”をプレゼント 
○機織体験（随時）・草木染体験（1日2回） 

◆きぬのふるさと　岡谷絹工房 

鳥居平やまびこ公園 

プリンス＆スカイライン・ミュウジアム プリンス＆スカイライン・ミュウジアム プリンス＆スカイライン・ミュウジアム プリンス＆スカイライン・ミュウジアム 
4月24日（日） 

リニューアルオープン！ 

・R33・R34開発者によるトークショー 
　（ゲスト：R33・R34開発主任　渡邊 衡三 氏） 

・お宝市（自動車関連グッズのフリーマーケット） 

・当館限定オリジナルミニカー　2車種 発売 
　（BNR32スペシャルカラーバージョン、 
　　　　　　　　CASHIEW鈴板スカイライン） 

◇詳しくは、やまびこ公園（1 22－6313）まで　ホームページアドレス http://www.lcv.ne.jp/̃yamabiko/

開館期間　4月24日（日）～11月13日（日） 
開館時間　午前9時30分～午後5時 
休 館 日　火曜日（祝祭日の場合は翌日） 
　　　　　※ゴールデンウィークおよび 
　　　　　　7/24～8/31は無休 
料　　金　大　人（高校生以上）1,000円 
　　　　　小中学生　　　　　　 200円 

４月24日のオープニングイベント内容

鳥居平やまびこ公園 
ローラースケート場、サマーボブスレー 

営業日のおしらせ 

◇4月17日から11月13日の土･日・祝日 
　（4月29日から5月5日のG・W、7月24日から8月31日の夏休み期間中は営業します） 
※平日は営業しませんが、団体利用希望者については事前にお問い合わせください。 

※当日、各会場へは下記のルートで無料循環バスを運行しますので、ご利用ください。 
※会場により駐車スペースが限られるところもありますので、自家用車は乗り合わせのうえ、ご参加ください。 

各会場への巡回バス  30分間隔で運行（正午発のみ運休） 

農業生物資源研究所 → 岡谷蚕糸博物館 → 岡谷絹工房 
　　旧林家住宅 ← 岡谷駅・絹の故郷  
○始発（研究所）－ 午前10時、最終 － 午後4時 

　近代製糸業誕生130周年に合わせて、市内の製糸に関する建物をご案内いたします。 
　（見学箇所　中山社跡地・旧片倉組製糸事務所・旧片倉家生家） 
　午前、午後１回実施　時間　午前９時～12時、午後１時～４時（各定員25名） 
●申込期間：４月15日（金）～４月22日（金） 
●申込方法：電話またはFAXで。なお、募集定員を超えた場合は抽選となります。 
　　　　　　商業観光課（内線1213）523－6448　※月～金　午前９時～午後５時 

施設見学会同時開催「岡谷のシルクロード」－奇跡の歴史を訪ねる－ 

●問合せ／シルクフェア実行委員会事務局 
　　　　　　　（商業観光課内　内線1213） 
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鶴峯公園 期間 ５月６日（金）～15日（日） 
花見電灯　夜９時まで点灯 

西中 

川岸小 

至辰野方面 
県道下諏訪辰野線 

川岸 
スポーツ広場 

至岡谷駅 

天　竜　川 

鶴
峯
公
園 

臨時駐車場 
（２７０台） 

無 料 無 料 

鶴峯会館をご利用ください 
　鶴峯公園内の鶴峯会館は、つつじ開花時期は大変込
み合いますので、利用予約はお早めにお願いします。 

■５月１日～５月31日の予約 
受付期間…4月25日（月）から 
　午前9時～午後5時（土・日・祝日は除く） 
申込み…土木公園課（内線1362） 
☆川岸支所での受付は行いません 
▽なお、5人以上の団体利用に限らせていただきます 

　約３万㎡の広大な敷地内に30種類を超
える約３万株の色とりどりのつつじが鮮や
かに咲き乱れます。 
　期間中は夜９時まで花見電灯でライトア
ップされており、昼間と違う表情が楽しめ
ます。ぜひ、中部日本一のつつじをご家族・
ご友人お誘いのうえのんびり歩きながらご
覧ください。 

◇問合せ　商業観光課（内線1214）まで 
　岡谷市観光情報ホームページアドレス 
　　　　　http://www.kanko-okaya.jp

第52回 「日本の音風景百選」認定の地 

　さわやかな新緑の塩嶺に、家族そろって小鳥のさえずりを聴

きに出かけませんか。今年も《塩嶺小鳥バス》が始まります。 

　小鳥バスは昭和29年に愛鳥精神のもとに、自然を楽しみ、

大切にしようと日本野鳥の会諏訪支部運営でスタートし、これ

までに多くの人々に愛され続けてきており、今では市内外から

大勢の人が訪れ親しまれています。 

　小鳥のコーラスを聴きに、ちょっと早起きしてみませんか。 

5月1日（日）スタート！ 

上諏訪駅[\下諏訪四角[\小口薬師堂[\岡谷駅[\岡谷市役所前[\岡工前[\塩　嶺 

AM4:50 a AM5:00 a AM5:10 a AM5:15 a AM5:20 a AM5:25 a AM5:35 

AM9:25 b AM9:10 b AM8:55 b AM8:50 b AM8:45 b AM8:40 b AM8:30  
▽乗用車で参加される方は、岡谷市役所駐車場へ止めて、岡
谷市役所前から小鳥バスに乗車してください。 
▽５月１日（日）に限り、親子同伴の子どもさんは小鳥バス
乗車無料にて参加できますので、ご希望の方は商業観光課
までお申し込みください。 
▽帰りは、午前８時30分に塩嶺を出発します。 
　バスの乗り降りは、この間の各停留所でも可能です。 

※問合せ…商業観光課（内線1214）まで 岡谷市観光情報ホームページアドレス 
http://www.kanko-okaya.jp

５月・６月の毎日曜日 
（雨天の場合も実施） 

大人800円　子ども400円 
（岡谷市内から乗車の場合） 

◎乗車された方にもれなく、オリジナルピンバッ
ジをプレゼント！ 
・双眼鏡の無料貸し出しをします 
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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4月15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　　55,128人　（－81） 

　　　男　　26,975人　（－39） 

　　　女　　28,153人　（－42） 

●世帯数　　20,038世帯（－58） 
　　　　　　　　　　（　）内は前月比 

人口のうごき 平成17年４月15日号 
毎月１日・15日発行 

平成17年３月１日現在 

［市章］ 

◆市の木　いちい　　◆市の花　つつじ 

感動のステージへ… 
　『カノラ』（ラテン語）高らかに響き渡る「優良な響きで聴こえ
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

大ホール 

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

15（日） 

渡辺功先生指揮者生活 
　　　60周年記念演奏会 

12:00～ 
南信合唱連盟 
122－9624

小ホール 

18（水） 
「高杉晋作と奇兵隊」 
岡谷公演 

第61回南信合唱祭 

18:30～ 
「高杉晋作と奇兵隊」岡谷公演 
実行委員会　123－5251

やまびこ男声合唱団 
172－2130

27（金） フランク富田歌謡ショー 18:30～ 
フランク富田音楽事務所 
128－7065

29（日） 14:00～ 

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

１（日） 

カノラ･ウィークエンド･コンサート 
太田光子リコーダー 

13:30～ 
音楽教室　音夢の会 
10263－86－0854

音夢の会発表会 

劇団J☆BOX 
124－2656

14（土） 19:00～ カノラホール 

22（日） 堀口ピアノ教室発表会 13:30～ 
堀口ピアノ教室 
121－2288

28（土） 

29（日） 
劇団J☆BOX公演 
あかんべえ 

19:00～ 

14:00～ 

５月の予定  

5月の 

黒井健　絵本原画展

4月23日（土）～6月29日（水） 
2階第一企画展示室 

岡谷市内を彩る武井武雄の作品展 

4月23日（土）～7月6日（水） 
武井武雄作品展示室 

４月23日（土） 会員発売 
４月24日（日） 一般発売 

全席指定　６,０００円 

　７月18日（月・祝）に予定されていました

カノラータ・オーケストラ第４回定期演奏

会は８月７日（日）に変更になりました。 

黒井健「ごんぎつね」 

黒井黒井 健先生をお迎えして健先生をお迎えして 
ギャラリートーク＆サイン会ギャラリートーク＆サイン会 
５月５月1515日（日）午後２時～（日）午後２時～ 

黒井黒井 健先生をお迎えして健先生をお迎えして 
ギャラリートーク＆サイン会ギャラリートーク＆サイン会 
５月５月1515日（日）午後２時～（日）午後２時～ 

黒井 健先生をお迎えして 
ギャラリートーク＆サイン会 
５月15日（日）午後２時～ 

5日（祝）  　午後２時～  
　うすい・のりこさんによる 
　　　　癒しの歌声＆オルゴール♪ 

29日（日）　午後２時～ 
　―おはなしはらっぱ― 
　☆絵本の読み聞かせ 


