
月 火 水 木 金 土 日

9～12カ月児ママの会
　1３時３０分～
　【要予約】
　定員：10組
　持ち物：マイカップ

休館：

ケロケロ講座
 「ディズニー物知り
　博士がやってくる」
　１０時３０分～　【要予約】
　定員：10 組
　ディズニーのたのしいお話
　がたくさん聞けます

支援センターデビューママの会
　１３時３０分～
　【要予約】
　定員：10 組
　持ち物：マイカップ
休館： （午前）

●第41回信玄公祭り
　甲州軍団出陣
　１３時１０分～
　韮崎駅前広場
 （詳細は3月号P2）

●韮崎市ふるさと偉人資料館
　企画展『伊藤うた』の生涯
　市民交流センター1階
　入館料無料
　9月30日（日）まで開催
休館：

休館：図     

1 歳6 カ月健診
　H22.9 月生まれ
　受付：13 時～13 時30 分
　 小 児 科 医 師・歯 科 医 師
　の診察を行います

助産師さんと
　おしゃべり
		「0～5カ月児の相談」
　１０時３０分～
県外出身ママの会

　１３時３０分～【要予約】
　定員：１０組
　持ち物：マイカップ

休館： （午前）

にらちび☆
　メールキャンペーン
　１０時３０分～
　メール会員さんには、体位
　測定の他に手型･足型サー
　ビス！新会員さんも同時募
　集します

●第１２回武田の里
　ウォーク
　（詳細は3 月号P2）

　おはなし会
　１０時３０分～
　対象：幼児～小学校低学年
休館：  

●第１２回武田の里
　ウォーク
　（詳細は 3 月号 P2）
●第１８回新府桃の花見会
　９時～　新府共選場
　（詳細は 3 月号 P3）

●春の武田の里まつり
　お新府さん
　新府藤武神社（新府城跡）

休館：    

抜き取ってご利用ください
■韮崎市役所 
　業務時間：8時30分～17時15分（月～金）
　〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番１号
　☎22－1111　 22-84794 月

●平成 24 年度韮崎市
　消防団辞令交付式
　９時～　韮崎西中学校グラウンド
　（詳細は P14）

●第 4 回穴山さくらまつり
　１０時～　穴山さくら公園
　（詳細は P17）
休館：    

すくすく教室
　対象：H23. ９月生まれ（7 カ月）
　受付：13 時～ 13 時 30 分
　離乳食指導や離乳食の試食
　を行います
６～８カ月児ママの会

　１３時３０分～【要予約】
　定員：１０組
　持ち物：マイカップ

休館：

支援センター運営
　ボランティアの会
 「ケロケロ隊」
　１０時３０分～
　支援センターのイベントの
　準備などのお手伝いをして
　くれる会です

〔毎週月曜日〕
ことぶきルーム（韮崎）

　小学生対象
※祝日は実施しません

イベント・行事

〔毎週月・火・水曜日〕
■学校教育相談（第３月曜除く）
　9時30分～16時
　市民交流センター相談室２
　問：☎23－5653

〔毎週月・木曜日〕
■母子健康手帳交付・
　妊婦・一般健康相談
　9時30分～16時
　保健福祉センター

〔第１・２月曜日〕
■行政相談
※４月より相談日が毎月第
　１・２月曜日に変わりま
　した。事前予約は不要
　です。
　13時～15時
　市役所１階１０２会議室
　問：企画財政課（内線３５６）

〔毎週火曜日〕
■消費生活相談
　９時～16時
　市役所１階１０２会議室
　問：商工観光課（内線２１５）

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　予約：福祉課（内線１７９）
■市民栄養相談
　予約：☎23－4310

相談等 ※祝日は実施しません
●わに塚のサクラ
　ライトアップ
　期間：8日（日）まで
　毎日18時30分～
　20時30分
（詳細は3月号P2）

休館：    

●韮崎市プレミアム
　ふれ愛商品券発売開始
 （詳細は裏表紙）

●韮崎市民俗資料館
　ミニ企画展
　「民俗資料館でひな祭り」
　４月２２日（日）まで開催
　中（詳細は３月号P１４）
休館：図     

　４月２６日（木）
　13時～16時
　市役所４階40２会議室
　一人30分以内
　定員6名
＊予約受付　
　４月１０日（火）8時30分～
　企画財政課（内線３５６）

今月の無料法律相談

図

　中央公園ミニSL運行日
4/1、8、15、22、29、30
１０時～１２時・１３時～１６時
大人、子ども共に１回
１００円（３歳未満は、
保護者と同乗で無料）

1
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納期限 ５月１日（火）

＊介護保険料　　第１期

収納課
（内線161・163 ～166）

今月の納税



　　よちよち教室
　対象：H23.5 月生まれ（11カ月）
　受付：13 時～13 時 30 分
　今月より市民交流センター
　２階図書館「おはなしコー
　ナー」で開催します！ブッ
　クスタート事業やお子さん
　の事故防止について行いま
　す

おでかけ♪児童センター	
　１０時３０分～【要予約】
　定員：10組
　市民交流センター1階総合受付に集合
　韮崎児童センターまでおさんぽします
3 歳児健診

　H21.3 月生まれ
　受付：13 時～ 13 時 30 分
　小児科医及び歯科医の診察を行います
0～5カ月児童ママの会

　１３時３０分～【要予約】
　定員：10組　持ち物：マイカップ
休館：

ケロケロ講座
	「タオル人形をつくろう♪」
　１０時３０分～
　定員：10組
　材料費自己負担（100円）
　タオルで作るかんたんくまさ
　ん人形の作り方を紹介します
ふたりきょうだいママの会

　１３時３０分～【要予約】
　定員：10組
　持ち物：マイカップ

休館： （午前）

支援センター運営
　ボランティアの会
	「ケロケロ隊」
　１０時３０分～
　支援センターイベントの準備など
　のお手伝いをしてくれる会です

●第31回深田祭
　深田記念公園
 （穂坂町柳平）
 （詳細は3月号P3）

休館：    

休館：図      

のびのび教室
　対象：H22.3月生まれ(2歳児）
　受付：13時～13時30分
　親子あそびや歯科相談を行
　います

●老壮大学開講式・
　特別講演
　１３時～
　市民交流センター3階多目的ホール
　「豊かな心と強い絆」
　韮崎市長：横内公明
★夜間納税相談・
　収納窓口
　18時～20時30分
　市役所１階収納課

休館：図 休館：    

凡
例

交：韮崎市民交流センター
　　開館時間：9時～22時
　　☎22ｰ1121（代表）　 22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～19時）
　　・ふるさと偉人資料館☎21ｰ3636
　　　　/韮崎大村美術館サテライトスペース
         (9時～17時・休館：月曜日・休日の翌日）
図：韮崎市立図書館　
　　開館時間：10時～19時（土日祝は9時～17時）
　　☎22-4946　 22-4950

：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678

：児童センター　開館時間：13時～19時
　　韮崎児童センター　☎ 22ｰ7687
　　北東児童センター　☎ 23ｰ5550
　　北西児童センター　☎ 22ｰ1775
　　甘利児童センター　☎ 23ｰ1535

：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～18時
　　☎ 23ｰ7775

：東京エレクトロン韮崎文化ホール
　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎20ｰ1155　 22-1919

：韮崎市老人福祉センター
　　開館時間：9時30分～16時30分

　　☎22-6944　 22-6980
：韮崎市健康ふれあいセンター

　　ゆ～ぷるにらさき
　　開館時間：10時～21時
　　☎20ｰ2222

：韮崎市民俗資料館
　　開館時間：9時～１６時30分
　　☎22ｰ1696

：韮崎市営体育館
　　開館時間：9時～22時
　（日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　9時～17時）
　　☎ 22ｰ0498

：乳幼児の健診
　　場所　保健福祉センター
　　持物　母子健康手帳、バスタオル、
　　　　　保険証、印鑑

：子育て教室
　　場所　保健福祉センター
　※よちよち教室は、市民交流センター２階図書館内
　　持物　母子健康手帳、筆記用具など
　　

：育児健康相談等
　　場所　保健福祉センター

　　持物　母子健康手帳

：健康づくり教室
　　場所　保健福祉センター
　　持物　各種健康手帳、筆記用具、
　　　　　各教室にあった服装
　　　　　（体操のできる服装等）

　 ：韮崎市保健福祉センター　
　　　開館時間：
　　　8時30分～17時15分
　　　☎23ｰ431０ 23-4316

★休日納税相談・
　収納窓口
　1０時～1６時
　市役所1階収納課

休館：

　大人のための朗読会・
　朗読のつどい
　１４時～　対象：成人一般
　他者の選ぶ本の良さを体感
　し、読書の幅を広げてみま
　せんか？目の不自由な方も
　ご参加いただけます

休館：

　にこにこ子育て相談
　９時～【要予約】
おでかけ♪児童センター

　１０時３０分～【要予約】
　定員：10組
　市民交流センター1階総合受付に集合
　韮崎児童センターまでおさんぽします
　だっこの会　１１時～　対象：乳幼児
誕生会（４月生まれ）

　１３時３０分～【要予約】
　定員：10組
　材料費自己負担（100円）
休館： （午前）

休館：図    

4 カ月児健診
　H23.12 月生まれ
　受付：13 時～13 時 30 分
　小児科医の診察を行います

休館：

★夜間納税相談・
　収納窓口
　18時～20時30分
　市役所１階収納課

休館：図      交

休館：    

４月２６日
ポリオ予防接種

　受付：１３時３０分～１４時３０分
　市営体育館

図

図

４月２５日
わんぱく親子☆

　ママビューティー
　１３時３０分～　
　定員：2 ～ 3 歳児親子 20 組
　講師：斉藤晴美先生
　体操名人キッズを目指そう
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４月２７日
にらちび☆まつり	

　１０時３０分スタート
　月に一度のセンターのお
　楽しみ会です

４月１９日
●武田の里ライフカレッジ開講式・記念講演
　１３時３０分～
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　「豊かな心と強い絆」韮崎市長：横内公明

診察科目 診察日 受付時間 休診日
内科

月曜～金曜

午前8時30分～
　　午前11時30分

※小児科（午後）
　午後３時３０分～午後４時３０分
※眼科 
　金曜　午前8時30分～午前11時
※リウマチ外来
　金曜　午前８時３０分～午前１１時３０分
　　　　　午後１時～午後４時

土曜・日曜・祝日・年末
年始（12/29～1/3) 
※急患はこの限りではあ
　りません。 
※当院は院外処方を行っ
　ています。
※医師の日程変更による
　休診・代診については、
　お問い合わせください。

小児科
外科
整形外科
眼科
脳神経外科
放射線科
リハビリテーション科
麻酔科（ペイン：痛み） 水曜・金曜
泌尿器科 木曜午前
リウマチ外来 金曜（予約制）

韮崎市立病院　〒407ｰ0024 韮崎市本町3丁目5番3号　☎22－1221
韮崎市立病院からお知らせ

４月から次の外来診療を開始します。
■小児科　（午前中の診療も従来どおり行います）
・予約外来　月～金　診察：午後３時～午後４時
・一般外来　月～金　受付：午後３時 30 分～午後 4 時 30 分
■麻酔科（ペイン：痛み）
　水・金　受付：午前 8 時 30 分～午前 11 時 30 分
■整形外科（リウマチ外来・予約制）
　金曜　 受付：午前８時３０分～午前１１時３０分
　　　　　　　 午後１時～午後４時



　日本脳炎は、ブタの中で増殖した日本脳炎ウイルスが蚊によって運ばれ、

人に感染します。感染してもほとんどの人は気づかず治ってしまい、１００

～１０００人に１人程度が発病するにすぎません。しかし発病すると、死亡

率が高く、生存した場合でも後遺症を残す可能性が高い感染症です。３歳になったら、夏前に予防接種を

受けておきましょう。標準的な接種期間は、１期初回が３歳時に２回、１期追加

は１期初回終了約１年後に１回です。

　さて、日本脳炎予防接種後の副作用事例により、平成１７年度から平成２１年

度まで、日本脳炎の予防接種についての案内は行えませんでした。その後新たな

ワクチンが開発され、現在日本脳炎の予防接種は通常通り受けられます。平成７

年６月１日から平成１９年４月１日までに出生したお子さんについては、２０歳

になるまでの間、日本脳炎の予防接種を受けられるようになりました。接種が中

途半端に終わっている場合も、接種回数及び未接種期間により個別に対処いたし

ますので、対象年齢のお子さんがいる場合は市の保健課にご相談ください。

アドバイザー  韮崎市立病院

小児科　医長　高橋和也

8歳の娘がいます。まだ一回も日本脳炎の予防接種をして
いないのですが、受けたほうがいいのでしょうか？

市民のみかた
消費生活相談窓口
おかしいな！？と思ったら
今すぐ電話を
☎２２―１１１１（内線２１５）

　商工観光課に消費生活相談窓口が設置されています。資格を持った専門員の相談日時は、
毎週火曜日９時～16時です。火曜日以外は、商工観光課窓口での相談も受け付けています。
お気軽にご相談ください。

通信販売について
　通信販売での買い物は、今や店舗購入をしのぐ利用になっていますが、それに伴い
トラブルも増えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売とは違って、不意打ち性がないので、クーリ
ング・オフ制度が使えません。チラシ、カタログ、パソコンの画面上、テレビ等で確
認することはできますが、さりとて店舗購入のように手に取って見ることはできませ
んので、色、風合い等が違っていることもあり、少々リスクがあることは承知してお
かなければなりません。
通信販売を利用するときは、必ず返品特約を確認しましょう。
返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から８日を経過するまでの間は契
約の解除が可能です。また、クーリング・オフと返品特約での契約解除が違う点は、
返品の送料は、消費者が負担するという点です。
支払い方法についても慎重に選びましょう。
　郵便振替、コンビニ払い、クレジット払い、代引き等がありますが、万一先払いし
か支払方法がないという場合は、特に気をつけましょう。お金は払ったが、商品が届
かないということもあります。
　通信販売は便利な反面、思ったような商品とは違う、商品到着が遅い、時には商品
が届かないというトラブルもありますので、必ず返品特約、支払方法を確認し、上手
に利用しましょう。

■お問い合わせ
　商工観光課商工労政担当（内線２１５）

※詳細は、市役所ホームページに掲載及び政策秘書課、市立病院事務局で配布していま
す『韮崎市職員（看護師）中途採用試験案内』をご覧ください。
■お問い合わせ
　政策秘書課政策人事担当（内線 325）

採用職種 試験区分 採用者数 採用日 申込受付 試験日 資格要件等

看護師 短大卒業程度 若干名 ６月1日 ４月６日（金）～２０日（金）５月１１日（金） 看護師免許を
有する人

韮崎市職員（看護師）を募集します。

美術館 information美術館 information
春の企画展
「描かれた花展」
　桜や椿などをはじめ、様々な花の姿を描いた作品をご

覧いただけます。

　１階の常設展では、上村松園、片岡球子等、２階第２

展示室では、鈴木信太郎の作品を紹介します。第３展示

室では、島岡達三、原田拾六、バーナード・リーチ等の

作品を展示しています。

■開催期間　６月３日（日）まで

■開館時間　１０時～１８時（入館は１７時３０分まで）

■休館日　水曜日（祝日の場合は翌日）

■入館料　大人　５００円　小中高　２００円

※障害者手帳を提示の方は、本人及び介添人１名無料

※団体（２０名以上）割引あり

※市内在住・在学の小中学生は無料

※常設展・企画展を何回でも観覧できるお得な年間パス

　ポート会員も受付中です。

韮崎大村美術館　サテライトスペース企画展
「桑原巨守と教え子たち展」
　清々しい少女の像が特徴的な桑原巨守とその教え子た

ちのブロンズ像などをご覧いただけます。市民交流セン

ター１階の無料でご覧いただけるスペースですので、お

気軽にお立ち寄りください。

■開館時間　９時～１７時

■休館日　月曜・休日の翌日

■お問い合わせ

　韮崎大村美術館

　� ２３―７７７５

通信販売とは、新聞の広告・折込チラシ・雑誌等の広告、インターネット
のウェブサイト、カタログ・ダイレクトメールの広告、テレビ・ラジオショッ
ピング、ＣＭ等を見たり聞いたりした消費者が、電話、郵便、ファックス、
インターネット等の通信手段を通じて申し込んだ取引のことです。



対象地区
可燃 不燃 可燃粗大 不燃粗大 資源リサイクル 自己搬入の日

原則週2回 原則月2回 年6回
（2月に1回）

年6回
（2月に1回） 地区 拠点 第４土曜日

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

　２日・　５日
　９日・１２日
１６日・１９日 
２３日・２６日
３０日　　　　

４日・１８日

１１日 ー ３日
●市役所裏駐車場
　７日・１４日・
　２１日・２８日
　１３時～１６時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　１４日・２８日
　１３時～１６時
●龍岡公民館グラウンド
　１４日・２８日
　１３時～１６時

４月２８日（土）
９時～１１時
エコパークたつおか

（☎ 22-3437）へ直接搬入
運転免許証により、韮崎市
民 で あ る こ と を 確 認 し ま
す。
お店や事業所から出たもの
は搬入できません。
普通乗用車、軽自動車以外
での搬入はできません。

穂坂・藤井・中田・
岩根 ー ２５日 １０日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 　３日・　６日

１０日・１３日
１７日・２０日 
２４日・２７日

１１日・２５日

４日 ー １７日

旭・大草・龍岡 ー １８日 ２４日

４月のごみ収集日程　

　 
◇平成２４年度ブリーズ友の会会員募集

　お得な会員になりませんか？

　当ホール主催の催物（一部対象外）チ

ケットの先行予約や割引価格での購入。

また、月に１度の公演案内情報の送付、

ポイントカードなど様々な特典をご用意

しております。

○会員期間　４月１日～来年３月末まで

○年会費〈お１人あたり〉

・個人会員　２,０００円

・家族会員（２～４名）　１,０００円

※団体会員区分もありますので、入会方

法等、詳しくはお問い合わせください。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール

　ワークショップ開催

　毎年好評をいただいておりますワーク

ショップを今年度も５月から開催します。

ぜひこの機会に芸術・文化を体験してみ

ませんか？

＊『落語ワークショップ』

　毎月第２水曜日（予定）

　１８時３０分～２０時３０分・会議室

　参加料１回大人２,５００円・高校生以

下１,５００円（全１０回）

　講師に春風亭柳之助師匠を迎え、落語

を通じて「話す楽しさ」を体験できます。

皆さんも落語を一席話せるようになりま

すよ！

＊『陶芸ワークショップ』

　毎月第２土曜日

　９時３０分～１１時３０分・能穴焼工房

　参加料１回２,０００円（全１０回）

　普段使いの湯呑から晩酌に使う徳利、

食卓に並べるお皿やお花を活ける花瓶ま

で。そんな器をご自分で作ってみません

か？能穴焼窯元主人の林茂松先生と自然

に囲まれた穴山の地でゆったり味わう創

作のひとときを是非お楽しみください。

※各種申し込みを受け付け中です。年度

　途中からの参加も可能ですのでお気軽

　にご相談ください。

◇PRボランティアスタッフ募集

　韮崎文化ホールでは、ホールが企画す

る自主企画事業公演のPRをサポートして

くれるボランティアスタッフを募集して

います。活動内容は、チラシ配布やポス

ター掲示などの広報活動等を予定してい

ます。皆さまのご協力をお願いいたしま

す。詳しくはお問い合わせください。

■お問い合わせ

　東京エレクトロン韮崎文化ホール

　☎２０ー１１５５

　 ２２ー１９１９

文化ホールインフォメーション
祖母石、一ツ谷、水神 1 ～２、若宮、旭、日の出、
西町、富士見ヶ丘、中島、高河原  ９日（月）・２６日（木）

富士見、岩下、上の山 １０日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保 １２日（木）

穂坂町、日の城、三之蔵、三ッ沢上下、飯米場 １３日（金）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池 １６日（月）

藤井町全区 １７日（火）

中田町全区・穴山全区 １９日（木）

円野町全区 ２０日（金）

清哲町全区・神山町全区 ２３日（月）

旭町全区  ２４日（火）

大草町全区・竜岡町全区 ２５日（水）

●老壮大学 ２７日（金）

●静心寮 １８日（水）

●竜岡町老人クラブ定期総会 １１日（水）

巡回日程に変更がある場合は、区長を通じて連絡します。

※２日（月）～６日（金）は、車両点検のため運休（ゆ～ぷる行含む）

■お問い合わせ　老人福祉センター
　　　　　　　　（☎２２－６９４４/ ２２－６９８０）

こぶし号 老人福祉センターバス（４月巡回日程）

休日・夜間の救急医療連絡先
●峡北消防本部テレホンガイド　
　☎0551-22-8181
　平日　午後5時15分～翌朝8時30分
　土日祝　24時間対応
●山梨県小児救急電話相談　
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　毎日午後7時～午後11時
●山梨県小児初期救急医療センター
　甲府市幸町14－6　
　☎055ｰ226ｰ3399
　平日　午後7時～翌朝午前7時
　土 　 午後3時～翌朝午前7時
　日祝・１２/２９～１/３
　　　　午前9時～翌朝午前7時
※対応は、中学生までです。
　外科的疾患の対応はできません。


