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穂坂自然公園のイベント
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英語の絵本の朗読劇

70 16

ダンスと
ライブペインティング

30

ング︶
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英語の絵本の読み聞かせに
合わせたダンスとライブペイ
ンティングのパフォーマンス
をお楽しみください︒
■日時 １月 日︵土︶
時〜 時︵開場 時 分︶
■定員
名
■参加費 ５００円
■出演
ＣＨＩＨＩＲＯ氏︵語り・歌︶
荒木亜矢子氏︵パフォーマー︶
近藤康平氏︵ライブペインティ
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鹿の置物作り無料体験教室

園内の木々を使ってかわい
い置物を作りましょう︒
作ったシカの置物はお持ち
帰りいただけます︒
■日時 １月 日︵土︶
時〜 時 分
名
■定員

飾り炭 作 り 無 料 体 験 教 室

作った飾り炭はお持ち帰り
いただけます︒
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■日時 １月 日︵土︶
時〜 時 分
■定員
名
※ 教 室 に 参 加 さ れ る 際 に は︑
服が汚れる可能性がありま
すので︑汚れてもいい服装
でご参加ください︒

■お問い合わせ・お申し込み
穂坂自然公園
穂坂町三ツ沢３５０７ー１
☎３７ー４３６２
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平成 25 年度『男女共同参画・減災』合同フォーラム
美しい日本に生まれて

みなみ らんぼう氏
（シンガーソングライター）
〔プロフィール〕
１９４４年１２月１３日
宮城県栗原郡志波姫町（現栗原市）生
まれ。１９６３年法政大学社会学部入
学。卒業後、コピーライター、ラジオ
台本作家を経て、１９７１年『酔いど
れ女の流れ唄』で作詞・作曲家として
デビュー。１９７３年には『ウイス
キーの小瓶』で歌手デビュー、子供の
世界を対象とした作品も多く手掛け、
１９７６年にＮＨＫ「みんなのうた」
で発表した『山口さんちのツトム君』
は１５０万枚以上のミリオンセラーを
記録した。現在、コンサート活動のほ
か、テレビのリポーター、ラジオパー
ソナリティー、執筆活動などの多方面
で活躍している。

自然こそ宝物、でも怖い時もある

韮崎市は『減災力の強いまちづくり宣言』を行い、自主防災組織
や地域減災リーダーの育成事業などを通じて、災害時にいかに被害
を最小限に食い止めるかという『減災』への取り組みを推進してい
ます。また、男女が社会の対等な構成員として、性別に関わりなく、
持てる個性と能力をいかんなく発揮し、
『男女が互いに認め合い、
協働するまち・にらさき』の実現を目指して、様々な取り組みも展
開しています。
少子高齢社会の進展やライフスタイルの多様化など、地域社会を
取り巻く環境が急激に変化している現代社会において、だれもが安
心して暮らすことのできる安全・安心なまちづくりを推進するため
には、家庭や地域における男女の協働が必要不可欠であることから、
次のとおり、男女共同参画・減災合同フォーラムを開催します。
■日時 １月１９日（日）１３時３０分〜（受付１３時〜）
■場所 東京エレクトロン韮崎文化ホール [ 小ホール ]
第１部：男女共同参画・減災フォーラム
（活動報告・寸劇・ＤＶＤ視聴など）
第２部：基調講演 『美しい日本に生まれて 自然こそ宝物、
でも怖い時もある』
講師：みなみ らんぼう氏
■定員 ３００名 入場無料
■主催 韮崎市 韮崎市男女共同参画推進協議会
特定非営利活動法人減災ネットやまなし
■共催 峡北広域行政事務組合消防本部 韮崎市地区長連合会
韮崎市消防団 韮崎市女性団体連絡協議会
■後援 ＮＨＫ甲府放送局 山梨放送 テレビ山梨
甲府ＣＡＴＶ 山梨日日新聞社 ＦＭ八ヶ岳
■お問い合わせ・お申し込み
企画財政課 企画推進担当（内線３５５〜３５７）
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介護者のつどい

平成 年韮崎市成人式

成人される皆さんの輝かし
い門出をお祝いするため︑成
人式を次のとおり実施します︒
■日時 １月 日︵日︶
■受付
時 分〜
■式典
時 分〜
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・大ホール

金婚夫婦を祝う会

30 30 12

各種講演会を開催

30

成年後見制度を学ぼう

30

後見制度の上手な活用法
■講師 宮沢 秀一氏
県社会福祉士会権利擁護
センター ぱあとなあ山梨
■対象 興味のある方
■ 申 込 期 限 １ 月 日︵ 金 ︶
︵定員になり次第締切︶
■お問い合わせ・お申し込み
＊保健課介護支援担当
︵保健福祉センター内︶
☎２３ー４３１３
＊福祉課障がい福祉担当
︵内線１８２・１８３︶

※式典終了後︑記念撮影︑成
人式実行委員会企画による
イベントを実施
※ご家族の席も用意しており
ますので︑ご来場をお待ち
しています︒

■お問い合わせ
教育課生涯学習担当
︵内線２６７︶

■対象 昭和 年に結婚され
たご夫婦
■日時
２月 日︵月︶ 時
■場所
市役所４階大会議室
■内容 式典︑記念撮影他
■申込期限 １月 日︵金︶
■お問い合わせ・お申し込み
福祉課社会福祉担当
︵内線１８１︶
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市では︑結婚生活 周年を
迎 え ら れ る ご 夫 婦 を 対 象 に︑
﹃金婚夫婦を祝う会﹄を開催
します︒参加を希望するご夫
婦は︑婚姻日︵入籍日︶をご
確認の上︑期日までにお申し
込みください︒
※市より対象者へ事前にお知
らせはしていません︒
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在宅で介護している家族介
護者が︑介護から一時的に開
放され︑心身のリフレッシュ
を図るとともに︑介護者相互
の親睦及び交流を深めること
を目的に開催します︒
■日時 ２月９日︵日︶
時 分〜 時 分
◇講演会
時 分〜
﹁在宅で無理なく介護をす
るために﹂ 岩下 達志氏
︵岩下内科医院院長︶
◇懇話会
時 分〜
■対象 市内で在宅介護をし
ている方・これから介護を
される方
■共催 韮崎市
■お問い合わせ・お申し込み
韮崎市社会福祉協議会
☎２２ー６９４４
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■両教室共通事項
◇場所 サンメドウズ清里スキー場
※集合場所・時間等は参加者へご
案内します。
◇対象 市内在住の方またはクラブ
会員の方
◇現地集合・解散
■お問い合わせ・お申し込み
ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ
☎２１ー２２５５
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★親子スキー教室
■日時 ２月１６日（日）
■定員 ５０名（親子２５組）程度
■参加費 １人７００円
■申込期限 ２月６日（木）

知 的 障 が い・ 精 神 障 が い・
認知症などの判断能力が不十
分な方の権利を守り︑法的に
支援する成年後見制度につい
ての理解を深めることを目的
に研修会を開催します︒
■日時 １月 日︵金︶
時〜 時
■場所 保健福祉センター
■参加費 無料
■内容
成 年 後 見 制 度 と は？ 成 年

分︵受付 分前︶
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★スキースクール
市スキー連盟の講師が、初心者の
レベルに合わせた指導をします。
■日時 １月２５日（土）
■定員 ２０名
１人５００円
■参加費
◇会員証持参の場合は参加費無料
■申込期限 １月１７日（金）

肝臓病について学ぼう

時

17

時〜
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韮崎スポーツクラブ
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ますので︑お気軽にご参加く
ださい︒
※肝臓硬度測定体験︵先着５
名︶を予定
■日時 ２月８日︵土︶
30

■場所 保健福祉センター
■対象 興味のある方
※参加費は無料です︒
■講師 榎本 信幸氏
山梨大学医学部附属病院
第一内科教授
■主催 韮崎市・北杜肝友会
■お問い合わせ・お申し込み
保健課保健指導担当
︵保健福祉センター内︶
☎２３ー４３１０
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﹁肝心かなめ﹂と表現され
るように︑肝臓は私たちの生
命を維持するために重要な働
きをする臓器のひとつです︒
しかし︑全国では毎年３万
人以上の方が肝がんで亡くな
っており︑その多くは肝炎ウ
イルスが原因によるものとい
われています︒
また︑山梨県は︑肝炎ウイ
ルス感染率が高く︑東日本で
は ト ッ プ と い わ れ て い ま す︒
ウイルス性肝炎や肝硬変など
の肝臓病やその治療について
専門医がわかりやすく説明し
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