
広報ちの　2021.2 4

富士山や八ヶ岳を一望できる展望テラスが完成！

新たな映えスポット誕生

「SKY　TERRACE」
ス カ イ 　　　　テ　　ラ　　ス

車山山頂に展望テラスが完成し、12月12日（土）に

供用開始されました。

テラスの愛称は

「ＳＫＹ ＴＥＲＲＡＣＥ（スカイテラス）」

富士山や八ヶ岳を正面に南斜面から突き出すように

設置されており、先端に立てば、空に浮かぶような

感覚を味わうことができます。

条件が整えば雲海も眺めることができる天空のテラ

スは“映える”スポット間違いなし。

テラスは、すべての人が気兼ねなく楽しめる旅「ユニ

バーサルツーリズム」の考えに基づき設計され、車い

すでも動き回れる広々したスペースが特徴です。

また今後はこのスペースを活かし、地元観光事業者に

より、音楽イベントや星空観測ツアー等のイベントも

開催予定です。

テラスへのアクセスは、展望リフトを利用して約15

分、徒歩では、車山肩から約40分。

問　観光まちづくり推進課　☎72－2101（内線422・423）

↑テラスからは蓼科山や八ヶ岳、富士山まで一望できます。

国道152号（渋川橋）
片側交互通行

薪・ペレットストーブ
正しく使って暖かい冬を

問　長野県諏訪建設事務所　☎57－2939　　　　　　　
茅野市　建設関連事業推進課　☎72－2101（内線522）

問　環境課　公害衛生係　☎72－2101（内線264・265）

環境にやさしい暖房として注目されている薪スト
ーブやペレットストーブですが、誤った使用方法
により、すす・におい等によるトラブルが発生し
たり、火災の恐れもあります。現在使用されてい
る方、これから購入をお考えの方は、次の注意点
を参考に安全かつ正しい使用をお願いします。

○よく乾燥した燃料を使いましょう！
　未乾燥の薪は煙やにおいの発生につながります。
○不適切な燃料は燃やさない！
　接着剤・塗料が付着した材は悪臭や有害物質の
　発生につながります。また、ごみは絶対に燃や
　さないでください。
○定期的な清掃と点検を！
　煙突の掃除を怠ると、すすの飛散や火災の原因
　となることがあります。
○周辺住民への配慮を！
　屋内にいる使用者の気づかないうちに周囲の方
　へ迷惑をかけてしまっていることがあります。
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問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300 問　環境課　環境保全係　☎72－2101（内線263）

近年の大雨により崩落や土石流などの土砂災害が毎年
のように発生しています。そのような中で、森林は土
砂災害に対してどのような抑制効果をもたらすのかに
ついて信州大学農学系教授である平松晋也先生をお招
きして、ご講演いただきます。

とき　　　月　　　 日（水）午後３時30分～
ところ　茅野市ひと・まちプラザ３階　集会室
定員　30名（先着順）
　事前の申込みが必要になりますので、2月10日（水）
　までに上記申込先までお申し込みください。
参加費　無料　

講師プロフィール
　　　　　　　　　　平松　晋也　氏

真っ暗になった博物館にスーパープラネタリウム
「メガスターCLASS」で星空を投影します。宇宙
空間のような夜の博物館を体験しませんか。6日は
アイスキャンドルの点灯もあります。満天の星と
優しいキャンドルの灯をお楽しみください。
　
とき　　　　月　　日（金）、　　日（土）
　　　　午後６時～８時
ところ　総合博物館
参加費　無料

メガスターCLASS特別投影
ナイトミュージアム 
～冬の星空の下で～

市民の森を創る会　講演会
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広報ちの　2021.25

橋梁補修工事に伴い、国道152号の渋川橋が片側
交互通行となっています。架設後84年が経過し劣
化が進んでいることから、今後も安全に通行いた
だけるよう工事を行います。周辺の皆さんにはご
不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。

期間　 ～　　　月　　　日（木）予定
時間　午前８時30分～午後５時

信州大学農学系教授
高知大学農学部助教授を経て、
2005年より信州大学農学系教授
としてご活躍。
研究分野は砂防学で、崩壊や土石
流の発生メカニズム・予測手法に
関する研究を行っています。

←
投
影
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橋梁補修工事に伴い、国道152号の渋川橋が片側
交互通行となっています。架設後84年が経過し劣
化が進んでいることから、今後も安全に通行いた
だけるよう工事を行います。周辺の皆さんにはご
不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。

期間　 ～　　　月　　　日（木）予定
時間　午前８時30分～午後５時

信州大学農学系教授
高知大学農学部助教授を経て、
2005年より信州大学農学系教授
としてご活躍。
研究分野は砂防学で、崩壊や土石
流の発生メカニズム・予測手法に
関する研究を行っています。
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