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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。 

おかや おかや おかや IN

日　時

場　所

日　時　４月２９日（祝）午前９時30分～午後３時30分 

場　所　農業生物資源研究所・宮坂製糸所・岡谷蚕糸博物館 
　　　　岡谷絹工房・シルクショップ 絹の故郷（ララオカヤ店）・旧林家住宅 

○生きたカイコ、いろいろな機械の展示 
○シルク商品の展示・販売 
○各種体験ほか 

◆農業生物資源研究所◆農業生物資源研究所 ◆きぬのふるさと 岡谷絹工房・旧山一林組製糸事務所 

◆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 

◆宮坂製糸所◆宮坂製糸所 

◆岡谷蚕糸博物館◆岡谷蚕糸博物館 

◆農業生物資源研究所 
○機織・草木染め体験 
○ショールーム見学・販売 
○来場者全員にあし絹付きオリジナルしおりプレゼント！ 
○建物公開（2階見学可） 

◆きぬのふるさと 岡谷絹工房・旧山一林組製糸事務所 
 

○クイズシルクはどっち？・絹巻き水引体験 
○シルクフェア特別価格にてシルク商品販売 

◆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 
○お茶のおもてなしをします 

洋間と隣合わせた茶室で、春を感じながら休
んでいきませんか 

◆重要文化財旧林家住宅 

○諏訪式、上州式など実働している伝統的な繰糸 
○上州式繰糸の体験ほか 

◆宮坂製糸所 

○特別展示「中国古代復元絹織物」ほか実演・体験 

◆岡谷蚕糸博物館◆岡谷蚕糸博物館 ◆岡谷蚕糸博物館 

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 

◇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.prince-skyline.com/

開館期間　4月15日（土）～ 
　　　　　11月19日（日） 
開館時間　午前9時30分～ 
　　　　　　　　午後5時 
休 館 日　火曜日 
　　　　　※ゴールデンウィークおよび 
　　　　　　7／22～8／31は無休 
料　　金　大　人（高校生以上）1,000円 
　　　　　小中学生　　　　　　　200円 

※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。 

各会場への巡回バス　50分間隔で運行（11時50分発のみ運休） 

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

いろいろな会場をまわって、シルクの今・昔を見てみよう！ 
お問い合わせ／シルクフェア実行委員会事務局　（商業観光課内　内線１４５３） 

＝シルクフェアinおかやスタンプラリー＝開催！ ＝シルクフェアinおかやスタンプラリー＝開催！ 

スプリングフェスティバル２００６開催！

　　　　　　　　　　４月30日（日）
スプリングフェスティバル２００６開催！

　　　　　　　　　　４月30日（日）
スプリングフェスティバル２００６開催！

　　　　　　　　　　４月30日（日）

イベント内容 
・当館限定オリジナルミニカー（ケンメリ）発売 
・開館１０周年記念トークショー（午前・午後） 
・お宝市（自動車関連グッズのフリーマーケット） 
・旧車相談会ほか 

あいさつで　みんな心を　ピッカピカ 
　　　　　　　　上の原小学校４年　溝　口　咲　華 

あいさつは　みんながくれる　おくりもの 
　　　　　　　　小井川小学校５年　坂　西　　　澪 

ふれあいたいむふれあいたいむふれあいたいむ
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〈学年は平成17年度〉 
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鶴峯公園 
鶴峯公園 期間 ５月８日（月）～21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） 
（有 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混
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21日（金）～ 
　午前9時～午後5時（土・日・祝日は除く） 
申込み…商業観光課公園緑化担当（窓口受付） 
☆電話での受付は行いません 
☆川岸支所での受付は行いません 
▽なお、5名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。 

◇お問い合わせ　商業観光課（内線1455）まで 

第53回 
信州岡谷信州岡谷
「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7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７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１４５５）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18年4月14日 
■発行編集／岡谷市総務部企画課 
　　　　　　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　　54,544人　（－11） 

　　　男　　26,608人　（－10） 

　　　女　　27,936人　（－ 1） 

●世帯数　　19,664世帯（＋10） 
　　　　　　　　　　（　）内は前月比 

人口のうごき 平成18年４月14日号 
毎月１日・15日発行 

平成18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「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

のうえ、お越しください。 

INFORMATION

〈岡谷市文化会館〉 

124－1300　524－1412

５月７日（日）午後３時開演 

５月20日（土）午後７時開演 

東京佼成ウインドオーケストラ 

松田眞樹ピアノリサイタル 

大ホール 

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

7（日） 

諏訪交響楽団 
　　　第140回定期演奏会 

ロシアバレエフェスティバル'06 
　　ジョイントコンサート 

15:00～ 

小ホール 

12（金） 
参議院議員 
橋本聖子議員による講演会 

東京佼成 
　　ウインドオーケストラ 

19:10～ 
（社）諏訪圏青年会議所 

154－6980

（社）諏訪交響楽団 

173－6388

20（土） 18:00～ 
ユキバレエスタジオ 

158－5084

27（土） 18:30～ 

期　日 イ　ベ　ン　ト　名 開　演 問　合　せ 

14（日） 

カノラ･ウィークエンド･コンサート 

松田眞樹ピアノリサイタル 

10:00～ 
（社）日本禁煙友愛会岡谷支部 

122－3397

20（土） 19:00～ カノラホール 

岡谷市衛生自治会連合会総会 
50周年記念式典 

21（日） 13:00～ 

カノラホール 

５月の予定  

禁煙友愛会岡谷支部総会・ 
　　　　　　　　　芸能祭 

【チケット】全席指定 一般 3,500円／小中高生 2,500円 
吹奏楽連盟 2,000円（吹奏楽連盟のチケットは各学校で
取りまとめています） 

指揮：齊藤一郎 

【プログラム】 
＜第１部＞ 
・100年祭序曲：ジェームス・バーンズ 
・2006年度全日本吹奏楽コンクール課題曲より 
・三つのジャポニスム：真島俊夫　 
＜第２部＞ 
・だんだん小さく 
　アドルフ・シュライナー／ジョージ・ハワード 
・シャウティング・ライザ・トロンボーン 
　ヘンリー・フィルモア／ヨハン・デ・メイ 
・台所変奏曲：ドン・ギリス 
・ガーシュウィン・メドレー 
　ジョージ・ガーシュウィン／西野淳　他 

【チケット】全席自由 2,000円／小中高生 1,500円 

【プログラム】 
＜第１部：クラシック・ステージ＞ 
・愛のあいさつ：エルガー 
・別れの曲：ショパン 
・白鳥の湖：チャイコフスキー　他 
＜第２部：１時間で世界一周!?＞ 
・イングランド民謡：スカボロー・フェア 
・アメリカ民謡：聖者の行進 
・ロシア民謡：カリンカ 
・ジャマイカ民謡：バナナボート　他 

岡谷市環境清掃課 

122－7040

のびゆくコドモ　〜戦後の絵雑誌にみるこどもたちの姿〜

2階第一企画展示室4月25日（火）まで 

武井武雄の伝承木版　いろは４８面集 

3階武井武雄作品展示室4月25日（火）まで 
4月28日（金）～7月11日（火） 
　武井武雄の科学絵本　ー自然のしくみ　地球のふしぎー 

※4月26日（水）は展示替えのため臨時休館します。 

かこさとし　絵本の世界かこさとし　絵本の世界 
　　ーだるまちゃんがやってくるー　　ーだるまちゃんがやってくるー 
かこさとし　絵本の世界かこさとし　絵本の世界 
　　ーだるまちゃんがやってくるー　　ーだるまちゃんがやってくるー 
かこさとし　絵本の世界 
　　ーだるまちゃんがやってくるー 

4月28日（金）～ 
　　7月11日（火） 

　『だるまちゃん』シリーズや『からすのパンやさん』

がこどもたちに大人気の加古里子さん。だるまち

ゃんシリーズを始め、多くの絵本原画を展示します。 


