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●担当 
　地域振興課　まちづくり防災担当 
　（内線1592） 

地区分散型の防災訓練を９月４日（日）を中心に各区で実施 
～今年度は花岡区がモデル地区～ 

地区分散型の防災訓練を９月４日（日）を中心に各区で実施 
～今年度は花岡区がモデル地区～ 

　大地震などの災害に襲われたとき、あなたは素早く落ち着いて行動できる自信がありますか？ 

　東海地震や糸魚川－静岡構造線等の危険性が叫ばれているなか、災害はいつどこで起こるかわかりません。昨

年は、お隣の新潟県で中越地震が発生し尊い命が奪われ、今なお大勢の被災者が不自由な生活を強いられており

ます。 

　阪神淡路大震災の教訓として、「いかに家族や自分自身を守るか」という《自助》および「隣組等での助け合
いの精神」を基調とした《共助》の重要性が叫ばれています。このことは、地震災害に限らずあらゆる災害に
言えることです。 

　この機会に地域の防災訓練に参加し、身近な避難場所を確認したり、実際に防災活動を体験するなどして、防

災意識を身につけましょう。 

※岡谷市災害対策本部と共同で実施 

日　時　　９月４日（日） 午前７時30分～ 
　　　　　市内一斉サイレン吹鳴 

場　所　　湊小学校 

内　容　　情報伝達訓練、災害対策本部設置訓練、避難誘導
訓練、交通規制訓練、情報収集報告訓練、救急訓
練、各種消火訓練、給水訓練、炊出し訓練等 

　防災訓練の９月４

日（日）は、午前７

時30分ごろサイレ

ンを鳴らします。災

害と間違えないよう

にしてください。 

訓練当日 
サイレンを鳴らします 

モデル地区（花岡区）の訓練 
 

　各区の防災訓練は、自主防災会が主体となって行なわれ
ますが、区により開催日が異なることがありますので、区
から配布される訓練案内に基づいて参加してください。 

各区の訓練は？ 

地区ごとの防災訓練（H16  小井川区） 

※この「防災情報おかや」は岡谷市ホームページの「岡谷市
防災BOX」へ掲載していきます。「岡谷市防災BOX」には
他の防災情報も掲載されていますので、是非ご覧ください。 
　http://www.city.okaya.nagano.jp/okaya-bousai/index.html



��2005

8･15

一人ひとりが守る下水道下水道一人ひとりが守る下水道下水道一人ひとりが守る下水道!
消化に悪いものを食べると、おなかをこわしますよね。下水道も一緒です。 

下水道管に流されて困るものがあります。下水道がおなかをこわしたら、たいへん！ 

トイレでは使う紙に 
気をつける 

たばこの吸い殻・衛生用品 
は絶対に流さない 

台所の残飯は、三角コーナーや 
網目皿などで受けて絶対に流さない 

家庭の食用油（てんぷら油）は、 
絶対に流さない 

浴室・洗面所では髪の毛を流さない 
ために網目皿を付けましょう 

危険物（石油・ガソリン・シン 
ナーなど）は絶対に流さない 

合成洗剤（塩素系・酸性・無リンを 
含めて）を使うときはほどほどに 

外流しにも注意を ディスポーザー（生ごみ粉砕機） 
は使わない 

粉砕された生ごみなどの異物は、下
水道管に堆積し、また処理場の施 
設にたまり機器の損傷原因に 

砂、砂利、棒切れ、
プラスチック、ビニ
ールなどの流入に注
意 

水をきれいにする微生物
のはたらきに悪影響を与
　えてしまいます 

髪の毛は分解され
ず、周りの繊維など
と絡まり毛玉状とな
り、パイプの目詰ま

り、機能の停止の原因となります 

油の成分は、排水に混
ざらず油水分離を起し、
管に付着して下水道の
動脈硬化や施設の腐食
を進めてしまいます 

管の内部で爆発事故など起こす
恐れがあり、また管内で固まる

ため、オイルボ
ールとなってし
まいます 

ダストボックスを設置し
ましょう 

ティッシュ・ウェッ
トティッシュ・紙 
おむつは管詰ま 
りの原因 

生ごみなどの異物は、悪臭を発生さ
せ、また腐敗により硫化水素ガスを
発生させたりして、コンクリート構
造物を腐食させる大きな原因 

その ７ その ８ その ９ 

その ４ 

その ３ その ２ その １ 

その ５ その ６ 

　民・学・官が一体となり「諏訪湖の浄化とこれをとりまく環境保全」についての取り組みをみなさんに紹介す
るイベントとして、今年も、「よみがえれ諏訪湖ふれあいまつり２００５」を開催します。諏訪湖の浄化、環境
のことを考えていただけるような催しを計画していますので、ぜひご家族でご来場ください。 

　日　時　９月11日（日）  午前９時～午後３時 
　会　場　クリーンレイク諏訪・諏訪湖湖畔（諏訪市豊田終末処理場） 

　■第５回諏訪湖によりそう環境展　■第17回諏訪湖クリーンフェスティバル 
　■第26回クリーンレイク諏訪ふれあいまつり　■諏訪湖ウォーク＆水上エコ 
　また、共催スポーツ大会として、第23回少年野球大会が開催されます。 

イベントに先立ち、環境にちなんだ川柳を募集しています。 
お　題：「諏訪湖」「水」「ゴミ」「魚」「花火」 
締　切：８月25日（木） 
優秀作品はイベント当日に表彰します。どなたでも応募できます。 

問合せ…諏訪建設事務所流域下水道課　1５７－２９４５　5５７－２９４６ 
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～暮らしを楽しむ～ 

カラーレッスン 
定員 20人 

10月7日、14日、 
21日、28日 
（金曜日 全４回） 
午後1時30分～3時30分 

毎日さまざまな色に囲まれて暮らし
ている私たち。 
マインドカラーチェック（心の色）
で自分のスタイルを知り、色のチカ
ラを意識して、衣・食・住「暮らし」
に生かしてみませんか？ 

御子柴博子 
先生 

1,000円 実　費 

筆記用具 
色鉛筆 
（数本） 

　　　他 

～簡単クッキング!～ 

中華料理 
定員 30人 

9月12日～12月12日 
（月曜日 全12回） 
午後6時30分～8時 

不透明な時代を安心して過ごすため
に、預金・生命保険のしくみ・税金・
公的年金について正しい判断ができ
るようポイントを易しく学びます。
暮らしに役立つ知恵を身につけてみ
ませんか？ 

2,000円 1,500円 筆記用具 

知って得する 
生活経済講座 
定員 20人 

シルクスクリーン 
に挑戦！ 

定員 20人 

10月18日、25日 
11月1日、15日 
（火曜日 全4回） 
午後7時～9時 

秋の食卓に中華料理はいかかですか？ 
ご家庭でも簡単にできる本格的な中
華料理を学びます。 

上條　弘三 
先生 

1,000円 4,000円 
エプロン 
三角巾 
筆記用具 

11月9日、16日、23日、
30日、12月7日 
（水曜日 全５回） 
午後1時30分～3時30分 

今年の年賀状は、パソコンではなく、
手作りで心のこもった年賀状を送っ
てみませんか？温かみのある年賀状
作りを学びます。 

林　　　保 
先生 

原　　元士 
先生 

細川ひとみ 
先生 

1,000円 実　費 

鉛筆（4B） 
定規 
消しゴム 
　　　他 

昼 

夜 

講　　座　　名 期間・回数 内　　容 講　師 受講料 材料費等 持ち物 

イルフプラザ・カルチャーセンター 

８月20日（土）午前９時から昼、夜の部ともに先着順にて受付開始！ ＝定員になり次第締め切り＝ 
　対象者　どなたでも受講できます。 

　託　児　ご希望の方は、講座開 
　　　　　講７日前までにご連絡 
　　　　　ください。 

 

申込み・問合せ 
イルフプラザ・カルチャーセンター 

124－8401　524－8442 
ホームページ　http://www.ilfsg-okaya.jp/ 
※各講座とも受付初日は、電話による申し 
　込みはご遠慮ください。 

イルフプラザ・カルチャーセンター 
キッズクラブ 

ぼくら
 

　みんな、商品の流通がどのような仕組みになってい 
るか知っていますか？ 
　自分の町の商業の歴史も知ってるかな？ 
　さあ！小売や流通など、学校で学んだことを実際に 
体験してみよう！！何か発見があるかも！？ 

①9月17日（土） 
②9月24日（土） 
③10月1日（土） 
④10月8日（土） 
⑤10月15日（土） 

昔の商業に関する写真を探そう!! 
写真を見たり話を聞いたり。昔について知ろう!! 
商店街を探検しよう!! 
フリーマーケットの準備をしよう 
自分たちのお店を開こう!!  ～フリマへ参加～ 

開催日時…12月10日（土）午前10時スタート 
開催会場…Music Live ：ダンス・音楽室 
　　　　　Dance Live：催事場 
出演資格…中学生以上で音楽また

はダンスをやっている
方。 

申込期間…８月15日（月） 
　　　　　～９月15日（木） 
応募方法…申込用紙に記入の上、イルフプラザ・

カルチャーセンターの窓口にお持ちく
ださい。 

※申込用紙は、カルチャーセンター窓口または、
ホームページからダウンロードしてください。 
　個人、グループ、コピー、オリジナル、ダンス
の種類は一切問いません。 

ホリデイスクエア× 
　　岡谷市高校生親の会 Present

～Music＆Dance～ 

出場者募集!!出場者募集!!出場者募集!!

◎受講料、材料費等を添えて直接
イルフプラザ・カルチャーセン
ターへお申し込みください。 

【キッズクラブ予定表】 

日　　程 内　　　　容 

時間　午前10時～11時30分　　　 

対象　小学校高学年～中学生　　　定員　20名 

講師　岡谷市中央通りおかみさん会（会長  矢崎  京子さん） 

　　　西川寝具店経営　西川達雄さん 

申込受付　9月3日（土）午前9時から（先着順） 



文 神明小学校 

文 

岡谷小学校 

田中小学校 

湊小学校 

長地小学校 

岡谷東部中学校岡谷東部中学校 

岡谷南部中学校岡谷南部中学校 

岡谷市役所 

小井川小学校小井川小学校 

●ｽﾜﾝﾄﾞｰﾑ 
   (市民総合体育館)

●ﾛﾏﾈｯﾄ 
岡谷東高校 

岡谷南高校 
ＪＲ岡谷駅 

イルフ童画館 

●湊支所 

● 
長地支所 

岡谷小学校 

文 

田中小学校 

文 湊小学校 

文 長地小学校 

文 

川岸小学校 
岡谷西部中学校岡谷西部中学校 

ＪＲ川岸駅 

川岸支所● 

川岸小学校 文 
岡谷西部中学校 

文 岡谷北部中学校 

文 

岡谷東部中学校 

文 岡谷南部中学校 

岡谷市役所 

文 小井川小学校 

●ｽﾜﾝﾄﾞｰﾑ 
   (市民総合体育館)

●ﾛﾏﾈｯﾄ 文 

岡谷東高校 

文 

岡谷南高校 

文 岡谷工業高校 

ＪＲ岡谷駅 

イルフ童画館 

ＪＲ川岸駅 

岡谷ＪＣＴ 

鳥居平やまびこ公園 

Ｒ２０ 

〒 
〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 
川岸支所● ●湊支所 

● 
長地支所 

諏訪湖 

宅地分譲情報宅地分譲情報

<眺望の開けた住宅地>

　①山手町二丁目（１区画）面積：２３９.３８㎡（72.4坪）
　　　　　　　　　　　　　　　価格：１６,１１０,２７４円
　　　　　　　　　第１種低層住居専用地域・建ぺい率60%、容積率200%・上下水有 
　　　　　　　　　通学区：岡谷小学校（約0.3㎞）、岡谷北部中学校（約1.5㎞） 

<静かな環境>

　②長地柴宮一丁目（１区画）面積：２０２.２６㎡（61.2坪）
　　　　　　　 価格：１６,６２５,７７２円
　　　　　　　　　第１種住居地域・建ぺい率60%、容積率200%・上下水有 
　　　　　　　　　通学区：長地小学校（約0.7㎞）、岡谷東部中学校（約0.1㎞） 

<閑静な住宅地>

　③南宮二丁目（１区画）面積：１７６.６３㎡（53.4坪）
　 価格：１４,７３０,９４２円
　　　　　　　　　第１種住居地域・建ぺい率60%、容積率200%・上下水有 
　　　　　　　　　通学区：小井川小学校（約1.0㎞）、岡谷東部中学校（約1.2㎞） 

<家庭菜園のできる住宅地>

　④川岸東五丁目（３区画）面積：３７４.５８㎡〜（113.4坪〜）
　 価格：９,０６４,８３６円〜
　　　　　　　　　第１種住居地域・建ぺい率60%、容積率200%・上下水有 
　　　　　　　　　通学区：川岸小学校（約2.8㎞）、岡谷西部中学校（約2.9㎞） 

１

２

３

４

お問い合わせは

市内４箇所６区画の住宅地を分譲中です。

住宅地をお探しの方はぜひご検討ください。

お問い合わせは 都市計画課 街路バイパス担当（内線1334） FAX 23-5400
　メール tk@city.okaya.nagano.jp
都市計画課 街路バイパス担当（内線1334） FAX 23-5400
　メール tk@city.okaya.nagano.jp

山手町二丁目分譲地 
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＜お問い合わせは…＞ 


