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♥ロビー展示
●フェニクスピクチャーズ  写真展 テーマ：桜展
　期間…4月1日(火）～１4日（月）
●朝日絵手紙会  絵手紙展示
　期間…4月16日(水）～３0日（水）
♥ロビーコンサート・パフォーマンス
●桜まゆみ  コンサート
　日時…4月6日（日） 午後1時～２時
●斉藤和代  ジャズコンサート
　日時…4月20日（日） 午後1時～２時
ロビーコンサート・パフォーマンス出演者募集中！
出演希望者は、フロントまでお気軽にご相談ください。

♥「ハイツ」フリーマーケット 開催（芝庭）
出店多数！リユース品（衣類・日用雑貨・玩具・骨董品・
農産物・手作り品など）がバラエティ豊かに大集合！
今月の開催日時…4月１9日（土） 午前9時～午後4時

♥諏訪湖ハイツ温泉紹介
家族福祉風呂
車椅子の人も温泉を利用できます。一日４組限定、９０分
間、予約制です。ご予約、ご相談はフロントまでお申し
出ください。
温泉リハビリ施設（歩行プール＆機能訓練室）　
人気あり！リピーターが増えています。
ぜひご利用ください
身体の衰えを感じる人、衰えることなく現状を維持したい
と考えている人。そんな人のための運動教室です。優しく、
のんびり身体を動かしてみませんか。
●いきいき運動教室 「挑戦！バランスボール★」
　日時…4月15日（火） 午後7時～８時
♥ランニングステーション
ランニングやウォーキングの季節がやってきました。諏訪
湖周辺での運動やランニングの着替えにご利用ください。

4月の諏訪湖ハイツ

問合せ●諏訪湖ハイツ ☎２4ｰ2290

♨ローマ風呂「美肌の湯」
《温泉の泉質は？》
温泉ソムリエ  北原美鈴さん
に聞きました。
ロマネットの温泉には、やさ
しくおだやかな刺激で、汚れや古い角質を落とし、肌を
ツルツルにしてくれる特徴があり、なんと温泉分析書に
は書けない隠れた効果（裏メニュー）も絶大です！
その①…ナトリウム炭酸水素イオン成分によるクレンジ
ング効果!!　
その②…美肌効果をもたらすメタケイ酸をたっぷり含
み、保湿効果も抜群!!
つまり、 ロマネットは、美肌美人をつくる魅力の温泉。
効能満喫で、あなたもツヤピカ美人『 ロマネットビュー
ティ』間違いなしです。

♨今月のイベント
●キッズわくわく温水プール 
日時…4月13日（日）・27日（日） 
　　　午前10時～午後6時
浮き輪や水遊びグッズの持
ち込みＯＫです♪プールご利
用の子どもさん（小学生以
下）には、お菓子のつかみ取
りもあります。
●ロマネットの日 
　（お客様サービスデー）
日時…4月18日（金） 
●ロマネット　ロビーフリマ 
日時…4月27日（日） 
　　　午前8時30分～
衣類、雑貨など格安にて販売!!早い者勝ち!!さらに、
静浦漁協の干物も販売♪

※４月２９日(火・祝)は定休日ですが正午より営業します。問合せ●ロマネット ☎２７ー 6080

申込み・問合せ●美術考古館内 生涯学習課 ☎２2-5854

わが家の五月人形展
　旧林家住宅・旧渡辺家住宅に、あなたの家の五月人形を飾って
みませんか。詳しくはお問い合わせください。
展示期間…４月２0日（日）～５月１1日（日）

旧林家住宅

旧渡辺家住宅

ロマネット〈施設・イベント紹介〉
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インフォメーションインフォメーション
〈岡谷市文化会館〉

TEL 24-1300 FAX24-1412

6月7日（土） 午後2時開演 5月3日（土・祝） 

【主催】 　　　　　　　　　　（（公財）おかや文化振興事業団）
【時間】 午後1時開場  午後2時開演
【会場】 小ホール
【チケット】 全席自由  一般2,000円（ソサエティ会員1,800円）
　　　　　小中高生500円
【プログラム】 エルガー：愛のあいさつ／ショパン：幻想即興曲／ピアソラ：
リベルタンゴ／ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番「大公」 ほか（予定）

【主催】 岡谷市／
      　　　　　　　　　  　 （（公財）おかや文化振興事業団）
【会場】 横浜みなとみらいホール 大ホール
【時間】 午後1時20分開場  午後2時開演
【入場料】 無料（要座席指定券）　※未就学児入場不可
【申し込み】 カノラホールホームページ「地上の祭」特設
サイトまたはチラシ添付のハガキ、官製ハガキに、
代表者氏名、住所、電話番号、希望枚数を明記し、
ご応募ください。座席指定券をお送りします。

　宛先：〒394-0029 岡谷市幸町8-1 カノラホール
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ふれあいトリオ～吉田恭子と仲間たち～ ～武井武雄生誕120年記念～

『地上の祭』演奏会
横浜公演

　世界的に活躍するヴァイオリニストの吉田恭子をメイン
に、岡谷市出身で、現在、読売日本交響楽団のチェロ奏
者を務める林一公氏を迎えます。一流の演奏家3人が集い
奏でるクラシックの名曲は、演奏会にあまりなじみがない
という人にもお楽しみいただける、親しみあふれる気軽な
プログラムです。当日、公演前にはヴァイオリン演奏体験
コーナーも開設。大人も子どもも楽しめるコンサートです。

　武井武雄生誕120年に先がけて、昨年11月、カ
ノラホールで初演された、合唱組曲「地上の祭」。
武井の銅版絵本から生まれ、市民合唱団がつくり上
げたこの楽曲の再演が決定しました。武井作品の魅
力を全国へ発信していく120年記念の巡回展に音楽
で共演、盛大なイベントに花を添える演奏会です。
　遠く横浜の地でのコンサートですが、ゴールデン
ウイーク中盤、横浜髙島屋で行われる作品展とあわ
せて、鑑賞ツアーはいかがでしょうか。

吉田恭子（ヴァイオリン）

林　一公
（チェロ 岡谷市出身）
読売日本交響楽団チェロ奏者 白石光隆（ピアノ）

ⓒ
Hitoshi Iw

akiri

豊富な取り扱いメーカーから、お宅にぴったり！をご提案いたします。
独自のアフターサービスもご用意しております。

発売中

問合せ●子ども課（内線１264）

まずは利用登録！

今すぐアクセス▶▶

子育てに関する、お知らせ・行
事案内・手続きなど、パソコン
や携帯電話に月2回配信。

http://www.city.okaya.lg.jp/kosodate/

岡谷市子育て支援サイト
子育て支援メールマガジン
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あるき太郎花回廊壱萬歩・美術考古館情報

広
告

問合せ ● ☎２2ｰ5854

市内在住・在学の小・中学生、高校生は無料です

【休館日】 水曜日、祝日の翌日
【開館時間】 午前10時〜午後7時
【入館料】 大人３５０円・小中学生１５０円

　ハノイ市のベトナム国立歴史博物館で、1月
16日から3月9日まで開かれていた「日本文化
展」へ出品され、無事に役目を果たして帰って
きた岡谷市海戸遺跡出土の顔面把手付深鉢形
土器をフィーチャー。ベトナムでの展示のよう
すも含めてご紹介します。

重要文化財  顔面把手付深鉢形土器

あるき太郎 vol.9 花回廊壱
い ち

萬
ま ん

歩
ぽ

2014
ぽかぽか・てくてく  春の横河川「花回廊」

期日…4月19日（土）（小雨決行）
集合場所…岡谷湖畔公園マレットゴルフ場横芝生広場
受付…午前7時30分〜８時
出発式…午前８時〜
スタート…午前８時20分ころ
ゴール…午前11時30分まで
　　　　おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）
※参加賞や完歩賞もあります！

　岡谷のまちを歩いてめぐる「岡谷市まちづくりウォーキング事業」も、いよ
いよ今回で第9弾。コースは、横河川沿いを歩く「さくらコース」のほかに、
出早神社まで足をのばす「かたくりコース」の2コースを設定。自分の体調や
ペースに合わせて、気軽にウォーキングが楽しめます。楽しいイベントや物
販もありますので、みなさん、ふるってご参加ください。

参加無料

◦運動しやすい服装（体温調節ができるように）
持ち物…汗ふきタオル・飲み物・帽子・雨具

問合せ●健康推進課（内線１１８１）

〈2階 考古展示室〉

「特別展示 ベトナムへ行ってきたよ！」 開催中

●2階体験学習コーナーに新メニュー「火おこし体験」登場！　
マイギリを使った古代の火おこしを体験できます。本格的な道具でぜひ一度、火おこしに挑戦してみてください。（安
全のため、実際には火がつかないようにしてあります。）

♣さくらコース
　 全長約6km（1万歩達成コース）
♣かたくりコース
　 全長約9km（1万5千歩達成コース）
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シルクフェア in おかや・諏訪湖開き
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2014 シルクフェア in おかや
　日本近代産業の礎を築いた製糸業の中核を担った『シルク岡谷』。その歴史を広く継承していこうと開催しています。さまざま
な無料体験や機械類の実演、解説つきの建物見学をお楽しみください。さらに、全国からシルクに縁のある人々が集うシルクク
ラフト展、シルクパウダーや桑の葉を使ったお菓子・お茶などの物産展も同時開催。

♣各会場のイベント
各会場をまわって商品をゲットしよう♪
ララオカヤにてスタンプラリー開催。

♣近代化産業遺産群めぐり
　今井家住宅や初代片倉兼太郎生家など
市内の近代化産業遺産を見学はもちろん、
わかりやすい解説付きでご案内。

ほっとサロン心和
限定シルクパウダー入りランチ。
桑の葉パウダークッキーをプレゼン
ト♪ 2階は「シルクと桑の文化展～
絹の精華掛軸～」展示

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１４５3）

ララオカヤ（発）～ 初代片倉兼太郎生家 
～ 旧片倉組事務所 ～ 今井家住宅 ～旧
山上宮坂製糸所・小井川住宅群（車中よ
り）～ 旧岡谷市役所庁舎・旧山一林組
製糸事務所・金上繭倉庫・蚕霊供養塔（車
中より）～ ララオカヤ（着）　※予定

旧林家住宅
国重要文化財を解説つきで見
学。呈茶のおもてなしも！！

まゆちゃん工房
かわいいまゆ人形作り。参加費
無料

初代片倉兼太郎生家
国登録有形文化財の特別公開

岡谷絹工房
はた織・染色体験。参加費無料

4
シルクの日
月29日（火・祝） 午前10時～午後4時

運行…午前便：10時～正午（９時４０分集合）
　　　午後便：1時～３時（0時50分集合）
集合…ララオカヤ２階 シルクフェア受付前
定員…各23名
参加費…５００円
申込み受付…4月1日（火）～１8日（金）
　実行委員会事務局へ電話で
　お申し込みください。

要予約●岡谷駅・ララオカヤ
全国のシルク製品、シルクパウダーや桑の葉を使ったお菓子・お
茶などを展示＆販売。写真展や糸取り体験など内容も充実！！

●シルク専門店 絹の都
この日だけのお買い上げサプライズ抽選会！！

問合せ●岡谷市観光協会 ☎２3-4854

　観光シーズンの幕開けと諏訪湖の安全祈願のイベントです。遊覧船の無料乗車
券配布（先着150名）や、苗木の無料配布などのサービスがありますので、ご家族
そろってお出かけください。

場所…諏訪湖岡谷港

第55回 諏訪湖開き 4月20日（日）午前10時30分～


