イベント
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大村記念図書館
問合せ☎２２
－

ニコリ

市民交流センター

－

１１２１

ニコリ主催イベント
問合せ☎２２
プロジェクト Ｎ
[ ]
ヴァンフォーレ甲府共催イベント

「スポーツのチカラ」（無料）

14

劇団かかし座がやってくる
魔法つかいの
おとぎばなし （無料）
劇団かかし座による影絵を
行います。楽しいお話しだけ
でなく、手影絵の体験もでき
ます！
■日時

■場所
■定員
■共催

ヴァンフォーレ甲府の選手
やスタッフが講師となり、食
の大切さや、コーチング、現
在の仕事に就くまでを語って
くれます。
■日時（全５回）
５月 日（日）本のチカラ
６月 日（日）食のチカラ
７月８日（日）仕事図鑑
８月 日（日）心を育てる
９月 日（日）夢のチカラ
時～１時間 分前後
※基本全ての日程参加となり
ま す。（ 内 容 は 変 更 に な る
場合があります。）
■場所 ニコリ２階会議室９
■対象・定員
小中学生の親子 組程度
■講師
ヴァンフォーレ甲府選手お
よびスタッフ
■申込
４月７日（土）より、電話
または図書館カウンターにて
受付

５冊以上本を借りて、期間
限定特製「にらっこ」しお
りをゲットしよう！
子どもの読書週間に、貸出
レシートの本の冊数が５冊以
上の方に、図書館オリジナル
キャラクター「にらっこ」の
特製しおりをプレゼントしま
す！この期間にしかもらえな
い特別なしおりをぜひゲット
してみてはいかがでしょうか。
■期間 ４月 日（土）～
５月 日（日）まで
■受取方法
期間中の日付で５冊以上の
貸出レシートを図書館カウン
ターへお持ちください。貸出
レシートは複数枚で５冊以上
で も 可 能 で す。（ た だ し 同 一
人物の利用者レシートに限り
ます。）

『ビューティフル！』展示

ぬいぐるみのおとまりかい
（参加無料）

大好きなぬいぐるみと、一
緒におはなし会に参加しませ
んか？その後、ぬいぐるみは
おとまりして夜の図書館を探
検します。お迎えの時には、
ミニアルバムと一緒にぬいぐ
るみが選んだおすすめの本を
貸出します。
■日時 ４月 日（日）
時～ 時 分
時 分受付開始
お迎えは翌 日正午～
■場所 ニコリ２階
イベントスペース
■対象 利用カードをお持ち
の小学生以下の子どもとそ
の保護者、ぬいぐるみ
■定員 子ども 名（子ども
１人につき、ぬいぐるみ１
体）
■申込 ４月７日（土）より、
電話または図書館カウンタ
ーにて受付

朗読のつどい （無料）

氏

氏

作
氏

１１１５

朗読 保阪えみ子
「竹取物語」
朗読 小澤かなめ
「干魚と漏電」
阿刀田 高
朗読 青木 文子

中央公民館

問合せ☎２０

まなびｎｏサロンＣＯＣＯ
（無料）
つな『しゃべらん会』

生涯学習ボランティア「Ｃ
ＯＣＯつな」が、毎月第２木
曜日に楽しいおしゃべりがで
きる会を開いています。家に
こもりがちな方やお友達を作
りたい方など、どなたでも自
由にお越しください。
■日時 ４月 日（木）
時 分～ 時
■場所 ニコリ１階会議室１
（時間内出入り自由）

■行先

ＣＯＣＯつな企画！バスに
乗って桜を観に行きません
か？春のひと時、ウォーキン
グも兼ねて桜を満喫しましょ
う。（自家用車参加可）
■日時 ４月 日（金）
時ニコリ入口集合
時頃解散 ※雨天中止
清哲～神山

バス＆ウォークで春の桜を
観にいこう！ （参加無料）

16

30

30

４月は市内３つの朗読ボラ
ンティアグループの出演です。
■日時 ４月 日（土）
時～ 時
■場所 ニコリ２階
会議室９
■内容（作品名・朗読者）
「糸車」
山本周五郎 作

13

29

16

－

30 12

13

30

20

30

15

21

15

13 21

４ 月 ８ 日 は、「 ヴ ィ ー ナ ス
の日」です。１８２０年のこ
の日、エーゲ海に浮かぶミロ
ス島の洞窟でヴィーナス像が
発見されました。春は美しい
季節です。失われつつある古
き良き昭和の美など、様々な
〝美”に関連する展示を行い
ます。
■ 展 示 期 間 ３ 月 日（ 土 ）
～４月 日（木）

16 11

15 16

14

４月 日（土）
時開演
時 分開場
ニコリ３階
多目的ホール
１２０名
韮崎市子育て支援セ
ンターにら★ちび

15

むくみ解消！
美脚セルフケアマッサージ

30 22

10 13

23 12

21

30

脚のむくみの解消を目標
に、自宅でも簡単にできるセ
ルフケアマッサージ法を学び
ます。
■日時 ４月 日（日）
時 分～ 時
■場所 ニコリ１階
和室会議室１・２
■定員
名
■参加費 １，０００円
■講師 齋藤 晴美 先生

31

26

13 14

13

16

2018.4 16

７６７６

■時間
時～ 時
■４月の開催日と日替わりカ
フェ内容
・４月４日（水）栄養相談
・４月 日（水）ブログキャ
ンペーン
・４月 日（土）土曜開催日
・４月 日（水）身体測定
・４月 日（水） 時 分～
３階のにら★ちびへ遊びに
いこう（希望者のみ）
※開催時間内は出入自由です。
いつでも体位測定ができま
す。（どなたでも参加可能）

にら★歩歩くらぶ（雨天中止）
電車に乗って、
みんなでおでかけ♪

穴山さくら公園に行こう！
こどもの様子、ママの気持
ち…ぐるぐると悩んだり、つ
い答えを求めたくなっちゃう
けど、その前にみんなと話そ
う♪
■日時 ４月 日（木）
時～ 時 分
■場所 にら★ちび（２階）
■対象 韮崎市にお住いの０
～６歳児の保護者８組
■参加費 １００円（お茶・
おやつ代として）

公募・提案型の補助金申請を受付

市民主体のまちづくり活動を支援

50

31

『チーム韮崎によるまちづくり』

②事業の実施計画書
③団体の規約、活動報告書
および収支決算書
④その他、補助金の交付に
関して参考となる書類等
■申請方法
申請書に必要事項を記入の
うえ、郵送または持参で提出
をしてください。申請書は総
合政策課での配布または市ホ
ームページからダウンロード
できます。
※審査のうえ可否および交付
額を決定します。
■事業実施期間
交付の決定の日から
平成 年３月 日まで
■申し込み・問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５５～３５７）

31

活力あるまちづくりに取り組む意欲のある方々を支援するた
め、 市 で は、「 公 募・ 提 案 型 補 助 金 」 を 交 付 し て い ま す。 皆 さ
んのアイデアをまちづくりに活かしてみませんか。

14

３世代交流子育てサロン
こぶしっこくらぶ （無料）

10

子育ボランティア「こぶし
隊」のみなさんと一緒に楽し
く子育てしませんか？
■日時 ４月 日（水）
時 分～ 時
■場所 韮崎市老人福祉セン
ター２階会議室
■対象 未就園児とその親
組ぐらい（要予約）
■内容 おしゃべり、おちゃ
のみ、工作、よみきかせ、
お散歩 など
■主催 韮崎市社会福祉協議
会子育てボランティア「こ
ぶし隊」
30 18

ま・あ・る・いカフェ（要予約）

10

※要予約イベントについては
電話またはＨＰでお申込

■補助対象となる団体等
市内に活動の拠点を有し、
５名以上で構成される団体や
グループ等で、その過半数が
市内に在住、勤務または在学
している団体等。
■補助対象事業
市民団体やグループ等が自
主的に取り組む事業のうち、
その事業（活動）が市民福祉
の向上および地域社会の発展
などに寄与する事業。
※施設の建設等を目的とする
ものや国・県・市または市
関連団体の補助金、助成金
の交付を受けている事業は
除く。
■補助の内容
・１団体当たり 万円を限度
（補助対象経費の１／２以
内）
・同一事業に対し、年度中１
回（３年間・計３回を限度）
■申請期間
月 日（金）まで
■提出書類
①交付申請書
12

■定員
名
■持ち物 往復市民バス代・
昼食・飲み水・歩ける服装
■申込 ４月３日（火）より
受付開始
ふるさと歴史再発見ウォーク
春の新府城を歩こう！（無料）

気持ちの良い季節、草花を
楽しみ歴史を学びながら春の
新府城を歩いてみませんか？
■日時 ４月 日（土）
９時～ 時
■集合 新府城駐車場
９時集合
※雨天中止
■講師 市教育委員会
閏間 俊明 氏
■定員
名
■持ち物 歩ける服装・飲み
水等
４月３日（火）より
受付開始
■申込

問合せ☎２３

子育て支援センター

12

30

30

38

45

26

11

10

11

まちに出かけて魅力を発
見！韮崎市を楽しもう♪一般
参加（５～６名）も可能です。
子育て中の人と一緒にお散歩
しませんか？
■開催日 ４月 日（火）
■時間
【行き】韮崎駅発 時 分
→穴山駅着 時 分
【帰り】穴山駅発 時 分
→韮崎駅着 時 分
■集合 ニコリ１階エスカレ
ーター下（解散は韮崎駅）
組（要予約）
■定員
■持ち物 片道２００円
（電車代）、いつも
のおでかけグッズ

広報にらさき

にら★ちび
妊婦さん＆０歳児ひろば
いろんな話やお友達づくり
ににら★ちびに遊びに来ませ
んか？好評のハーブティーを
用 意 し て お 待 ち し て い ま す。
（予約不要・参加無料）
■場所 にら★ちび（２階）

Information
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