
4月・5月の
イベント

利用者登録…200円（年度更新）
開館時間…午前9時30分〜午後5時30分
4月の休館日…11日（火）

（毎月第2火曜日）

利用できる人…０歳〜３歳までの子ど
もとその保護者。兄姉は就学前まで
入館可能ですが、混雑時はマスク着
用のご協力をお願いします。

問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

●新年度につきカードが変わります。更新や、初めて
の人は登録をしてください。1年間利用できます。

予約不要の
イベント

4月  7日（金）歯っぴー相談（歯科衛生士）午前10時30分〜正午

　  19日（水）食べるのだいすき（栄養士）
随時レシピ紹介 開館中いつでも

　  21日（金）おおきなおはなしたまご 午前11時〜

　  24日（月）ぺったんこの日
（4月生まれの子ども対象）

午前10時30分
〜午後4時

　  27日（木）もぐもぐ相談（栄養士） 開館中いつでも
　  28日（金）歯っぴー相談（歯科衛生士）午前10時30分〜正午
　  30日（日）おもちゃの病院（無料修理） 午前10時〜午後1時（受付）

子育て相談　日時…5月10日（水） 午前9時30分〜１１時30分
つくっちゃおう（4月12日（水）より申込み開始）

「くるりんこま」を作ります。
日時…5月11日（木） ①午前10時30分〜  ②午後2時30分〜
ベビーマッサージとワンポイントアドバイス（4月25日（火）より申込み開始）
日時…5月25日（木） 午前10時30分〜
講師…こどものくに看護師

楽しい行事を毎月実施！

ヨーガ講座（4月18日（火）より申込み開始）
ストレッチなどで心も体もリフレッシュ。
日ごろの疲れを解消しましょう。
日時…5月18日（木） 午前10時〜１１時
対象…保護者　　講師…鈴木かおりさん
ＮＰプログラム（4月24日（月）より申込み開始）
子どもからひととき離れて、ママ同士子育てのはなしをしま
す。グループワークで自分に合った子育てを見つけましょう。
期日…5月24日・31日、6月7日・14日・22日・28日
　　　（全6回）　毎週水曜日（6/22は木曜日）
時間…午前10時〜正午
対象…1歳以上の子どもがいる保護者で、
　毎回出席できる人

託児あり

託児あり

問合せ●やまびこ公園管理事務所 ☎２２-６３１３

日時…４月16日（日）  午前９時30分〜

鳥居平やまびこ公園が

開園します！

プリンス&スカイラインミュウジアムも同日オープン！
プリンス＆スカイラインミュウジアムに「広報おかや」を持参の人は、
4月16日（日）のみ入館無料です。
※そのほか、詳しくはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
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こどものくに情報・鳥居平やまびこ公園が開園します！



４
月
の

問合せ ☎22ｰ2031問合せ ☎24ｰ1300 問合せ ☎24ｰ2290

問合せ ☎27ｰ6080

４月の諏訪湖ハイツ

美肌の湯 ロマネット

4月の休館日
3日、10日、17日、24日、28日

４月の休館日
4日、11日、18日、25日

４月の休館日
19日

※温泉施設は毎週水曜日

春だよ～！
今月のテーマブックス

4月16日（毎月第３日曜日）は
「うち読でエコ読の日」

●プレミアム利用券 特別販売！！
日ごろの感謝を込めて今年も販売！
１セット２５枚入り 10,000円（税込）
1人3セットまで 売り切れ次第終了
詳しくは館内掲示板をご覧ください。
●お得な日替わりサービスデー
月・水曜は食事付きプラン《湯ったり
デー》、木曜は《モーニングスパ》、
金曜は《シニアデー》、土曜は《ファ
ミリーデー》を実施中♪
●食事処やまびこ※変更になる場合もあり

4月の特撰おすすめメニューは、網
焼きチキンのチキンライスの【オム
ライス（スープ付） ８７０円】です♪ 

ロビー展示
●鮎澤 毅 「花風景写真展」
　期間…4月1日（土）～15日（土）
☆ロビーコンサート・パフォーマン
ス出演者募集中！申し込みはフロ
ントまでお気軽にどうぞ。
■温泉リハビリ施設
　（歩行プール＆機能訓練室）
「温泉リハビリ友の会」会員募集
中。人気上昇中！仲間と
一緒に「健康づくり」を
しましょう。

円】です♪
★おはなしの森★
春だよ！スペシャル 

日時…4月22日（土） 午後1時30分～
内容…毎週行っているおはなし
の森のスペシャル版です。

★としょかんオリエンテーリング★
日時…4月22日（土）・23日（日）
　　　午前10時～
内容…『本』に関するクイズが図書
館児童コーナーに出現！クイズを
解いてプレゼントをゲットしよう！

会場はいずれも２階会議室です。

★ちいさなおはなしの森★
（乳幼児向け） 

日時…4月18日（火） 午前11時～

★おはなしの森★
（園児～小学生向け） 

日時…4月1日・8日・15日・29
日の土曜日

　午前11時～（20分程度）

▶5月9日（火）
阪田知樹 ピアノ・リサイタル
▶５月21日（日）
カノラ・ウィークエンド・コンサート
デュオ・パッシオーネ
▶６月22日（木）
TAIRIK プロデュース
古澤巖の品川カルテット
▶７月１日（土）
高嶋ちさ子＆加羽沢美濃
～ゆかいな音楽会～
▶８月6日（日）
カノラータ・オーケストラ
第２4回定期演奏会
▶9月3日（日）
０才からのファミリーコンサート
あれぐりあ大陸
▶9月30日（土）
はじめてのクラシックシリーズ Vol.10
▶10月9日（月・祝）
新日本フィルハーモニー交響楽団
指揮／出口大地　チェロ／佐藤晴真
▶11月12日（日）
カノラ少年少女合唱団 定期演奏会
▶12月17日（日）
カノラータ・オーケストラ
第２5回定期演奏会
▶2024年2月23日（金・祝）
かのら寄席
※2023年2月21日現在の情報です。今後変
更になる場合があります。

※このほか、ポップス公演、声優朗読劇
「フォアレーゼン」公演などを予定して
います。

カノラホール
2023年度主催公演ラインナップ

　2023年度も、バラエティに富んだ
ラインナップを揃えました。ぜひ、カノ
ラホールへお出かけください！
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ロマネット情報・諏訪湖ハイツ情報・岡谷図書館情報・カノラホール情報



イルフ童画館・岡谷美術考古館・岡谷蚕糸博物館は入館料が必要です。諏訪郡内在住・在学の小・中学生、市内在住・在学の高校生は無料です。

問合せ ☎24-3319 問合せ ☎22ｰ5854 問合せ ☎23ｰ3489（サンシハク）

5日、12日、19日、26日

開館時間 開館時間

４月の休館日 ４月の休館日
5日、12日、19日、26日

開館時間

４月の休館日
（宮坂製糸所は午後4時まで）

午前9時～午後6時
（最終入館：午後5時30分） 午前10時～午後6時

5日、12日、19日、26日

午前9時～午後5時授乳・おむつ替え室あり

　木村不二雄さんは、須坂を拠点と
し、自然由来の染料を使う信州独自
の草木友禅の継承者の１人です。手
間と時間をかけて描き出す、心和む
色あふれる世界をご堪能ください。

５月１４日（日）まで

　　　 信州の作家展PART４
信州草木染友禅作家
　　　　 木村不二雄の世界

企画展

4月1日（土）～6月6日（火）

企画展
収蔵作品展

6月4日（日）まで

田中隆夫展
「地味なものたちへのまなざし」

考古企画展

開催中

「岡谷の大地を知り
諏訪盆地の成り立ちを考えよう」

大人も楽しむ武井武雄展

　本展示では、童画、版画、刊本作
品など、あらゆる分野から武井武雄の
画業を巡り、子どもだけでなく大人ま
でも魅了される武井武雄の芸術の世界
をご紹介します。

「仕事を待つ」
1955年

イベント
期日…5月7日（日）
♠木村不二雄さんによるギャラリートーク
場所…館内企画展示エリア
時間…午前11時～11時40分
定員…20名    聴講無料（要入館料）

♠草木染体験教室～岡谷産シルクを染めよう
木村不二雄さんの指導で草木染体験
場所…館内まゆちゃん工房
時間…午後1時～３時30分  定員…8名 
参加費…ストール2,300円・ハンカチ1,600円

申込み…電話にて受付（定員になり次第締切）
※会期中、草木染工房「風」の商品を販売します。

（要申込み）

武井武雄「カレンダー1974  9月」1973年

　国鉄岡谷駅に長年勤務し、長鉄美
術連盟を結成、春陽会南信支部で後
進の育成にも努めた画家 田中隆夫の
生誕１００年を記念し、収蔵作品を一
堂に展示します。

　横河川扇状地を中心に、岡谷市の
地質とその歴史をパネルでご紹介しま
す。横河川にある代表的な岩石も展
示します。

イベント
★武井武雄ビーズ刺繍ワークショップ㉔
日時…4月7日（金）・9日（日）・10日（月）
　　　午前10時～午後4時
講師…本多直子さん
参加費…2,500円（要申込み）
★おえかきはらっぱ
日時…4月29日（土・祝）午前10時30分～
講師…絵本作家：ミヤザーナツさん
参加無料・申込み不要

★GW特別イベント 缶バッジ＆ぬりえ
日時…4月29日（土・祝）～5月7日（日）
　　　午前10時～午後4時

　参加費…缶バッジ1個100円／ぬりえ無料・申込み不要
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岡谷蚕糸博物館情報・岡谷美術考古館情報・イルフ童画館情報



　
問合せ●秘書広報課（内線１364）4月の番組表

放送
番組

◦ゼロカーボンシティの実現に向けて
　始めようエコドライブ
◦岡谷インフォメーション
◦音楽と運動による健康サポート事業 ほか

【市民投稿番組募集中！】 
シルキーチャンネルでは市民の
みなさんから寄せられた動画を
放送しています。

LCVデジタル１１CH ユーチューブライブ

《放送内訳》朝５時から翌深
夜２時まで、1時間プログラ
ムを繰り返し放送しています。
※番組は変更になることがあります。

TVでの視聴にはチャンネルの初期設定が必要です。
詳しくは、ＬＣＶ（☎０１２０-123-833）、または秘書広報課まで。

～未来へ躍動するまちづくりを推進～　

４月１日から組織体制が変わります！ 
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　令和５年度は、「第５次岡谷市総合計画前期基本計画」の最終年度として、
将来都市像「人結び  夢と希望を紡ぐ  たくましいまち岡谷」の実現に向け、
市民満足度の高い岡谷市をつくり上げるため、組織の一部を改正します。

　二酸化炭素排出量実質ゼロ
とする「ゼロカーボンシティ」
の実現をめざし、ゼロカーボ
ンの推進に向けた庁内の横断
的な役割を担います。

環境課　
環境保全担当1,

２０５０年カーボン
ニュートラルの実現に
向け取り組みます！

〈市民環境部〉

改称
環境政策・

ゼロカーボン推進担当 庁舎４階

　川岸小学校および岡谷西部
中学校を一体とする義務教育
学校の設立と、公立の幼保
連携型認定こども園を併設す
る、川岸学園構想の実現に向
けて取り組みます。

3,
異年齢の子どもたちを
つなぐ、新たな学び舎

の創出を図ります！ 新設
川岸学園

設立準備室 庁舎2階

〈窓口〉

　昭和57年3月の岡谷市史
（下巻）の発刊から、約４０年が
経過することから、新たな岡
谷市史の編さんに向け、編さ
ん方法の検討や関係資料の調
査・収集などに取り組みます。

4,
本市の歴史や文化を
後世に伝えていくため
岡谷市史の編さんに

取り組みます！

岡谷市史
編さん準備室

生涯学習
活動センター

３階新設

　ウィズコロナ・ポストコロナ
時代に的確に対応しながら、
新型コロナウイルス感染症に
対する業務全般を行います。

2,
新型コロナウイルス感染症

の対策に引き続き
取り組みます！

新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室

〈健康福祉部〉

改称
新型コロナウイルス

感染症対策室 庁舎４階

4月1日から組織体制が変わります！・シルキーチャンネル番組表



トピックス
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看 護師をめざす、全日制2年課程の岡谷市看護専門学
校で卒業式が行われました。この日卒業を迎えたの

は、22歳から49歳の8回生23人。今井竜五市長の告辞に
続き、澤野紳二校長が卒業証書を授与し、「医療人として
社会人として成長してほしい」と式辞を送りました。卒業
生は岡谷市民病院をはじめ、中南信の医療機関に就職する
予定です。

中 央自動車道諏訪湖サービスエリアへのスマートイ
ンターチェンジ整備事業で、アクセス道路に作られ

る「平山トンネル」の銘板に刻むトンネル名を揮
き

毫
ごう

した、
湊小学校の児童に感謝状が贈られました。贈ったのは小坂
区の住民でつくる「（仮称）諏訪湖スマートIC小坂区対策
委員会」で、文字は同校の1～6年生の児童12人が、一人一
文字ずつ書き、トンネルの両出入り口に設置されます。

人 結び夢と希望を紡ぐ たくましいまち岡谷の実現を
目指してと題して、令和5年度事業を説明する市政

懇談会がカノラホールで行われました。170人の市民を前
に今井竜五市長が、「活力と彩りの創造」「未来に輝くひとづ
くり」「穏やかで美しい日常の実現」の3つの重点施策に沿っ
て、各種事業を説明し、意見交換も行われました。この様子
は、市ホームページやYouTubeでも配信されています。

医療人としての一歩を踏み出す
岡谷市看護専門学校で卒業式

トンネル銘板の文字を書いた小学生に
感謝状を贈呈

3年ぶりに市政懇談会を開催旧渡辺家住宅を大切に後世へ引き継ぐために
子孫が1千万円を市に寄付

県 宝である旧渡辺家住宅の保全などに活用してほしい
と、渡辺千秋の子孫が市に1千万円を寄付しました。

千秋の孫にあたる渡辺允
まこと

さんが昨年2月に亡くなり、渡辺家
住宅を後世に引き継いでほしいとの思いから、允さんの子、
渡辺純子さん、渡辺啓子さん、佐渡涼子さんが市役所を訪れ、
目録を小口副市長に手渡しました。市は寄付金を活用し、今
年度から、かやぶき屋根などの修繕を行う予定です。
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